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平成 28 年度校友会役員総会の開催

日本大学校友会役員総会は、平成 28 年７月１日（金）15 時から、東京ドームホテルで開催された。
平成 27 年度の事業 ･ 経過報告、財務報告、各種運営委員会活動報告があり了承された。併せて学生会
員に対しては、奨学金授与、診療費補助等が実施された旨報告された。引き続き、平成 28 年度の事業
計画（案）、予算計画（案）などについて審議され原案通り満場一致で承認された。総会終了後、懇親
会が開催され、にぎやかに歓談が続き大いに盛り上がり、名残惜しい中で閉会した。

日 本 大 学 ･ 日 本 大 学 校 友 会 ニ ュ ー ス
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人 物 往 来

20 期（理工学部　薬学科：1975 年卒）山岸　美惠子
【自己紹介】

桜薬会のみなさま、はじめまして。1975 年に薬学科を卒業した山岸美惠
子と申します。旧姓関沼です。

大学を卒業してから長い年月が経ち、今ここで皆さんにご挨拶するとは夢
にも思っておりませんでしたが、６月のある夜、渡邊和子先生から突然お電
話をいただき、原稿依頼を受けました。驚きと共に直接お電話をいただいた
ことに舞い上がってしまい、後先考えずお受けした次第です。このような機
会をいただいたことに感謝し、つたない文章を記したいと思います。

【学生時代】
私の学生時代は、１年生が習志野、２年生から御茶ノ水でした。習志野では近くの他大学の学生と時々

交流会もあり、それは楽しい時間を過ごしました。御茶ノ水に来てからは学生運動もまだ盛んで、ロッ
クアウトの「休校」の文字に一喜一憂していた時代でした。習志野と違い都会のど真ん中で誘惑も多く
ありました。グループで薬品合成の反応を待っている実験中に、みなどこかに消えてしまい、一人留守
番をする羽目になったこともあります。解剖が終わったカエルをアパートに持ち帰り、食べようとしま
したが、エーテル臭がひどくて食べられなかった、残念な思いをしたこともありました。また、薬剤師
になるかどうか、迷った時もあり、教員免許書を取るつもりで教育実習も受けていましたが、人とかか
わる仕事がしたい、薬剤師にそれができるのか、と大いに悩みました。その時、先輩から「自分が人と
関わろうとすれば、きっと道はある、頑張ってみれば」…と助言があり、薬剤師になる決心がつきました。

当時はまじめだったのか？といえば、恩師の桐沢先生に結婚式のお祝辞の中で「何をしていたのかさっ
ぱりわからなかったが、結婚式に出てみてやっとわかった。エネルギーの使い方が違っていたのですね」
といわしめてしまったような学生でした。そんなわけで、多くの友人に囲まれて、群馬の厳しい家庭か
ら解放されて、のびのびとした学生生活を送っていました。お世話になった先生方には、さぞかし気を
もませてしまった学生だったことでしょう。

【病院時代】
卒業して、病院薬剤師になることを決心して、新潟勤労者医療協会に就職しました。（どうして新潟？

それは皆様のご想像にお任せします。）配属されたのが 19 床の沼垂診療所でした。医師を初め他職種の
人たちとの距離が近く、全職種で行う症例検討会は、新人の私にはとても勉強になりました。患者さん
の新潟弁が理解できなくて、服薬指導では苦労しました。当時はカルテ調剤で、カルテを見て調剤する
わけですから、医師との距離、看護師を始めとした他職種との距離、患者さんとの距離はとても近く、
薬剤師は３人、入院もあり、まさに今の薬剤師に求められるようなカンファレンスができました。

1981 年４月、同じ医療法人の舟江病院に転勤になりますが、ここでは病棟に出て、まさにチーム医
療ができました。医師の回診について行ったり、病棟カンファレンスでは疾病から薬理作用との関係な
ど、いろいろ質問を受け、薬剤科では文献との格闘も多々ありました。褥瘡患者さんもそれなりにいま
したから、薬剤を検討したり、製剤化を工夫したり、やりがいのある仕事ができました。その当時の病
院薬剤師会の研修会で「中小病院における薬剤管理」として発表の機会もいただき、他の病院薬剤師か
ら羨望の目で見られました。
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そんな病院でしたから、30 年も前から病院からの薬剤師の在宅訪問活動（点数なし）もさせてもらい、
今の仕事に大いに役立つ基礎を蓄積することができました。

【保険薬局の開設】
1990 年以降、国立病院を始めとした医薬分業の動きが加速し、「投薬」の世界から、患者さんに寄り

添い、きちんと服薬説明ができる薬局、在宅訪問薬剤活動のできる薬局、そんな夢を実現させるべく、
友人３人で有限会社新潟メディカルプランを設立し、代表取締役に就任しました。そして、旧新津市に
ある下越病院の前で「みのり豊かなこの地で、薬をとおして地域のみなさんの健康な生活のお手伝いを
したい」をスローガンに、1993 年 10 月、みのり薬局を開設しまた。開局当初から患者さんは多く、薬
剤師８人でフル稼働していましたが、在宅訪問も決してないがしろにせず、月 26 人の患者宅への訪問
もしっかり行いました。お蔭で家に帰る暇がないほど多忙な生活でしたが、薬剤師も次第に増え、事務
職員も充実し、今では保険薬局 10 店舗を持つまでになりました。私自身は 2011 年３月で相談役になり、
会社の第一線からは退きました。走り続けてきた仕事が一段落したかというとそんなわけにいかず、薬
剤師会の仕事へとシフトしていきました。

【介護保険制度の導入をきっかけに薬剤師会活動へ】
薬局を開局してしばらくたった 1997 年正月、介護保険制度の導入の動きが出て、薬剤師会としても

在宅医療活動ができる人材を求めており、薬剤師会から新潟県の介護支援専門員の指導者として推薦さ
れました。1998 年からは、介護支援専門員の養成研修にも携わり、研修制度の大きな見直しがあった
本年も新たな研修について、多職種の皆さんと関わっています。薬剤師は今、連携、連携といわれてお
りますが、私は多くの介護支援専門員とかかわり、いろいろな分野を学ばせていただきました。また患
者さんや利用者さんとかかわり、大いに学ぶことができました。このことがあって新潟県薬剤師会には
1997 年 4 月から理事として加わることになりました。

【薬剤師会の活動～災害支援活動～】
新潟県では当時、医薬分業は全国に先駆けて進んでおり、公的病院の相次ぐ処方箋発行、そこに対応

するため、薬剤師会では、ファックス導入やら調剤
方法等々、病院との打ち合わせが多く、今の薬薬連
携とは違った、まさに医薬分業の初期的な連携が数
多く持たれていた時代でした。

2004 年 10 月 23 日、新潟県中越地震が発生しま
した。阪神淡路の大震災とは違って中山間地の局地
的な地震でしたが、一時は 10 万人を超える避難者
がおり、山古志村（現長岡市）では全村避難という
状態でした。当時薬剤師会の常務理事でしたので、
その日のうちに長岡市に駆けつけ、被災の状況を目
の当たりにして、翌日からは薬剤師会として避難者
支援の活動を開始しました。避難所で体調を崩した方にＯＴＣを配布したり、避難所の衛生管理等、薬
剤師の職能を発揮した活動でした。全国からのべ 1017 人の薬剤師が駆けつけてくださり災害活動にお
ける薬剤師の必要性が認知されました。そして翌年、中越地震支援活動一周年シンポジウムを開催し、
それを期に、有志で日本災害医療薬剤師学会（会長西澤健司氏）を立ちあげました。

現在、学会では、災害医療における薬剤師の研修制度を設け「災害医療支援薬剤師」の認定及び登録
を行っております。災害が起きたらすぐ支援を考える、という活動をしてきました。東日本大震災では
薬剤師会のスキームに則り、石巻や女川で活動いたしました。

（中越地震の災害対策本部）
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【薬剤師会の活動～かかりつけ薬剤師・薬局、健康サポート薬局をめざして～】
2015 年 10 月に打ち出された、健康サポート薬局。薬局のあるべき姿として地域住民の健康維持増

進に如何に貢献するかが求められています。医薬分業は 70％という時代ですが、薬剤師は医療の中で、
地域の中でどのように貢献していくのか、試されています。2025 年を前にして地域包括ケアの構築と
いう取り組みの中で薬剤師に求められているのは、調剤、薬という物とのかかわりから、人と人のかか
わりへと活動をシフトさせることです。卒業して 40 数年、私たちの時代の薬学教育は、今とは大きな
違いもありましたが、私自身は習志野で、お茶の水で、学んだあの薬品のにおいの中で、今につながる
何かを得ていたと思います。ご指導くださった先生方や同級生を思い出すとき、考え、悩み、楽しさも
苦しさもあった学生生活が原点だと思います。そんな思いの中で薬剤師として生きて来ました。18 年
間も薬剤師会で活動することになってしまい、昨年から公益社団法人新潟県薬剤師会の会長を務めてい
ます。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

★おめでとうございます★

　第４期（1959 年卒・分析）椛澤　洋三様が分析化学の分野において新規分析方法を開発し
た功績により平成 28 年４月 29 日（春の叙勲）瑞宝小授賞を受賞されました。

心よりお祝い申し上げます。益々のご活躍を期待しております。

事務局からお願い
　学会等で多くの会員の方々がご活躍のことと存じます。しかし、実際にはなかなか皆様の
ご活躍を知ることができません。今後なるべ本会誌でご紹介できるものはご紹介して行きた
いと考えております。何かございましたら桜薬会までお知らせください。

薬学部校友会（桜薬会）ホームページの ID

　日本大学薬学部校友会ホームページの「校友会会則」・「求人・求職のコーナー」・「運営委員会資料」
を見るのには ID とパスワードが必要です。
　ID は宛名の下にある正会員番号の下６桁（半角）、パスワードは氏名（全角カタカナ）になります。
ID・パスワードは毎年 10 月の末に一括更新しております。毎年３月に卒業された方は、10 月までは学
生時の ID・正会員の ID どちらでも見られますが、それ以降は正会員の ID をお使いください。氏名の
変更をお届けいただいた方は、10 月までは旧氏名となります。
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47 期（薬学部・生物薬学科：2002 年卒）岩田　佳之
大学卒業後、地元の病院に就職してから十数年が過ぎました。先日、実務

実習の説明会が行われるという事で久しぶりに日本大学薬学部キャンパスに
足を運び、入口に桜薬祭のポスターが貼ってあり「懐かしいなぁ」と思いま
した。そして、桜薬祭実行委員が 50 人を超えていると聞いて驚きました。

僕が大学２年の時、生薬研究会の先輩から今年の桜薬祭実行委員が０人で
このままでは開催が出来ないという話を聞きました。１年生の時に女装コン
テストに参加した（参加させられた？）ことがあり、薬学部の文化祭の存在
は知っていました。なんだか無くなるのはさみしいなと思いながら、「実行

委員がいないなら、僕がやっちゃいますかね～」という軽い感じで話をしていました。その数日後、突
然学生課から呼び出され、「しくじってしまったか！」とドキドキしながら話を聞くと、「君、桜薬祭の
実行委員やるって言っていたよね」とのこと。僕も若かったのであまり深く考えず、友達に相談し協力
してもらえそうだったので、第 11 回桜薬祭実行委員会をやることにしました。そして、言い出しっぺ
の僕は実行委員長を任されたのです。もちろん委員全員が文化祭を運営することは初めてです、本当に
何をしていいのかわかりませんでした。まずは、前年度の実行委員の方に話を聞き、実行委員会の運営
記録ノートを見ながら活動していきました。ポスター、パンフレットのデザインや、校門に立てる大き
な看板やステージの背景まで色々な物を手作りしました。また、パンフレットに載せる広告を集めるた
めに習志野台の街を走り回りました。あまり大きな声では言えないのですが、こっそり講義中に打ち合
わせをしたり、時には講義を抜けて活動をしたりしていました。講義をして下さった先生方、その節は
本当にすいませんでした。また、実行委員がすべて２年だったので各サークルの先輩方とのやりとりも
大変でした。実際、動いている実行委員が 10 人もいませんでしたので、どうなることか不安はありま
した。しかし仲間達に恵まれ、みな率先して動いてくれたので、なんとかなっていたと思います。素人
の寄せ集めでしたが、本当に良くやったと思います。

文化祭が盛大に開催できるのか、開催自体もできるのか、本当にどうなるかわからず不安に思うとこ
ろがありました。活動を続けていく中、わからない事だらけで大変でしたが意外と楽しんでいる自分達
がいました。実は、運営している自分達だけは「楽しんで行こう！」という気持ちで取り組んでいました。
なぜなら、自分達が楽しまないで義務的になってしまっては楽しい文化祭にはならないと思っていたか
らです。開催前の数日は泊まり込んで準備をしていました。当日前夜、予定されているジェスチャーゲー
ムのお題を考えている時は、疲れており変なテンションだったこともありますが、大笑いしながら話あっ
ていた事を思い出しますね。そんなこんなで、いろいろありましたが無事に本番当日を迎え、なんとか
全てのスケジュールを無事終えることができました。文化祭が終わり、みんなも久しぶりに自宅へと帰っ
ていきました。僕も部屋に帰ると実行委員のみんなからの手紙が置いてありました。手紙には「楽しかっ
た！」、「来年もやりたいね！」と書いてあったのです。内心、みんなを無理矢理誘ってしまったかなぁ
と思うところがありました。でも手紙を読んで、「実行委員をやってよかった、文化祭は大成功したんだ、
みんなありがとう。」と心から思うことができました。僕のちょっとした発言から始まった実行委員会、
到底一人ではなし得ることはできませんでした。実行委員会の中心メンバーとして活躍してくれた仲間
達はもちろんですが、学生課や警備員や大学の職員の方々、大学教員の方々、また各サークルの学生の

学生生活の思い出
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日本大学薬学部校友会（桜薬会）奨学金制度について

　日本大学薬学部校友会（桜薬会）奨学金制度は平成 22 年度通常総会で設立が承認されて、専用口座
を開設し、校友会会員の方々からの募金及び薬学部校友会桜薬会会報広告掲載料を奨学金の原資として
います。平成 23 年度から給付を開始しています。
　薬学部校友会（桜薬会）奨学金制度にご理解をいただきご協力いただきますようお願い申し上げます。

　平成 27 年度の日本大学薬学部校友会（桜薬会）奨学金の決算は下記とおりであることを報告いたし
ます。

日本大学薬学部校友会（桜薬会）奨学金専用口座　（28. 3. 31 現在）
科　目 収　入 支　出 残　高 備　考

前 年 度 繰 越 金 3,609,905
今 年 度 寄 付 金 1,710,000 寄付８件、広告２件
奨 学 金 支 給 400,000 奨学生２名、200,000 ×２

5,319,905 400,000 4,919,905

　　　　  募金は下記振替口座にお願いいたします。
口　座：００１２０－５－３１８７３４（ゆうちょ銀行）

　　　　  口座名：日本大学薬学部校友会奨学金

皆さんなど、大学全体で多くの方々の協力があったからこそ文化祭が開催できました、改めて本当にあ
りがとうございました。

桜薬祭実行委員会を通じて、多くのことを学ぶことが出来ました。この経験は、今の僕にとって大き
な影響を与えてくれたと思います。1 人では出来ないけど、みんなで力を合わせれば成功できることが
わかりました。また、多くの方々と関わりを持つことができ、そういった「人と人とのつながり」が大
きな力になっていくこともわかりました。大学 2 年の 1 年間は、その後の僕の人生に大きく役立つこと
になる、また大きな影響あたえることになる 1 年であり、本当に大切な「学生生活の思い出」です。

今年、僕の勤務している病院で第１回病院まつりが開催されます。そして、僕は病院まつり実行委員
として運営に携わっていますので、当時得た経験を活かして行きたいと思います。そうですね、久しぶ
りにみんなに声をかけて桜薬祭に顔を出してみようかなぁと思います。
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追悼　有吉歌子先生を悼む

1975 年卒（20 期）小池　勝也
敬愛する日本大学名誉教授有吉歌子先生におかれましては平成 28 年４月 28

日ご逝去されました。先生は愛媛県西条市のお生まれで東京大学をご卒業後、
フランスパリ大学で研鑽を積まれ日本人女性第１号として学位を授与されて
おります。昭和 39 年帰国後ただちに日本大学理工学部薬学科に教授として奉
職され、昭和 61 年に退職されるまでの 20 年あまりにわたり、生化学教室の
教授として多くの学友たちを教育指導され社会へと送り出してこられました。
ご退任後も精力的にフランス語辞典の編集などに取り組まれ、日仏文化交流
に貢献されました。平成元年４月 29 日には、永年の教育研究の功労が認められ、
勲四等瑞宝章をお受けになっておられます。

私ごとで恐縮ではありますが先生との思い出を綴らせていただきます。昭和 50 年、生化学研究室 20 期
生の一人として卒業研究のご指導をいただきました。当時としては大変珍しい女性教授の主催する花形研
究室で興味もあり応募したしだいです。同窓生は 20 名ほどだったと思いますが、大谷喜一（株式会社ア
インホールディングス代表取締役社長）、早乙女（大野）順子（前那須市市議会議員）、嶋　元（神奈川県
薬剤師会理事）、濱中敏雄（株式会社ホールセールスターズ取締役）など第一線で活躍するそうそうたる
メンバーがそろっておりました。有吉先生の厳しくも温かい薫陶を、多いにいただいたためであったと思
い返します。

当時の研究室は理工学部２号館３階の 233A 教授室、237、および 232 実習室で、生化学研究室のスタッ
フは、有吉歌子教授、梅本準治専任講師、根岸映子師、山上和夫師、横溝始師でありました。昭和 51 年
には副手として採用いただき、先生のお陰をもちまして研究者としてのキャリアをスタートすることが出
来ました。仕事は有吉先生のライフワークであった新規糖鎖構造の発見で、ペーパークロマトグラフィー
との格闘の毎日でした。周りの研究室の皆様には溶媒の臭いでご迷惑をおかけしたものと反省しておりま
す。有吉先生は生活習慣にも厳しく、立ち居振る舞いから言葉遣いまで厳しく指導を受けましたが、一方
で、山の上ホテルのビュッフェで昼食をご一緒するなど、人情味の厚い先生でもありました。60 歳すぎ
の今日まで何とか無事に過ごせましたのも、先生のおかげと感謝しております。昭和 61 年には、有吉先
生のフランス留学時代のご友人であった松井正直東京大学名誉教授のご紹介で、小川智也主任研究員（理
化学研究所、農薬化学第二研究室）のご指導により“中性スフィンゴ糖脂質の合成研究”を学位論文とし
てまとめることが出来ました。私の人生の分岐点には必ず有吉先生がおいでになられて正しい道を差し示
してくださいました。先生は“新生日本大学薬学部に望む”（桜薬会会報６、昭和 57 年３月発行）の中で
有吉先生の教育者としての信条を、“高い知性と叡智、そして豊かな愛情をもった教師が若い人達に真剣
にぶつかることであり、たとえ成績は悪くともその学生が人間としてどのようにして生きてゆくべきかを
その教師の姿勢から把握することができるようにおなりなさい”と表しておられます。まさにこのことを
熱く実践なさった先生であったと思います。

有吉歌子先生の安らかなご冥福をお祈りいたします。
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追悼　中村健先生を悼む

1987 年卒（32 期）　亀井美和子
元日本大学薬学部教授、中村健先生は、平成 28 年６月 19 日にご逝去され

ました（享年 84 歳）。中村健先生は、日本大学工学部薬学科をご卒業後、厚
生省に薬系技官として入省されました。24 年間に亘り行政での任務を果たさ
れた後、昭和 57 年４月に日本大学理工学部薬学科に着任されました。大学着
任後は、故中村泉美先生がおられた経営学研究室を継承され、薬事・経済学
研究室（その後、薬事管理学研究室に名称変更）の主任教員として、70 歳で
定年退職を迎えられるまで教育研究に従事されました。ご定年後は、日本大
学薬学研究所顧問、神奈川県薬剤師会名誉会員としてご活躍されました。

私は中村先生が大学教員となられた翌年に理工学部薬学科に入学し、卒業
研究の配属先として薬事・経済学研究室に所属し先生の指導を受けました。中村先生は当時、厚生省から
の委託研究でレセプトデータの解析を行っておられ、医療政策に関わるデータ分析等の研究に取り組んで
おられました。私は卒業後も研究室に残り研究を継続しましたが、医療経済に関わる数値をコンピュータ
で解析するのはとても楽しい仕事でした。中村先生は研究室にパソコンを何台も置き、私や学生に分析の
指示を出しますが、ご自身は一切手を触れませんでした。取り扱うデータは膨大で、時には理工学部の教
員でないと解析できないものもありましたが、解析結果が出ると、それを眺めて次の指示を的確に出され
ていました。計算の誤りを指摘されることもあり、先生の頭の中にはすでに解析結果がイメージされてい
ることを感じました。中村先生は生涯に亘り薬局経営や薬事法規に関する執筆活動をされていましたが、
平成以降にワープロをマスターされてからは、ご自身で自由自在に文書を作成しておられました。中村先
生のご研究は、医薬分業のあるべき姿、薬局の経営環境改善、薬剤師業務の質的向上など、常に、医療安
全や医療の質向上に関わることでした。医薬分業の歴史、処方箋監査の有用性の評価などを著書「保険調
剤論」としてまとめられ、その功績により平成５年に博士（薬学）の学位を授与されました。また、平成
6 年には日本薬剤師会より日薬賞を授与されました。

中村先生は医療政策に必要かつユニークな研究に取り組まれましたが、先生を偲んで思い出されること
は、研究以上に、情にあふれた先生のお人柄です。面倒見が良く、同僚・後輩など多くの方から親しまれ
ていました。「ケンさん」の呼び名が定着していたので、先生の名前の読み方を「健（たけし）です」と
訂正しなければならないこともしばしばありました。大学を定年されてからも、大学のこと、教え子のこ
と、薬剤師のことを常に気にかけておられました。教え子の一人として、先生から学んだことを忘れずに
実践していきたいと思っています。心よりご冥福をお祈り申し上げます。
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生涯教育講座のご案内　（平成 28年 10月～平成 29年 3月）

１．講座［最近のトピック］

実施日 回　数
演　題

場所・時間
講　師

平成 29 年
１月 12 日（木） 第166回

薬剤師として知っておくべきこと「局方と製剤」

場所：船橋市民文化創造館
（きららホール）

時間：19時30分～21時00分

日本大学薬学部　薬剤学研究室　教授　伴野　和夫

平成 29 年
２月 17 日（金） 第167回

認知行動療法の基礎知識（仮題）

国立研究開発法人　国立精神・神経医療研究センター 
認知行動療法センター　理事長　大野　裕

平成 29 年
３月９日 （木） 第168回

嚥下障害（仮題）

日本大学松戸歯学部　医員（非常勤）　岸田　雄大

２．講座［ファーマシューティカルケアの最前線］

実施日
演　題

場所・時間
講　師

平成 28 年
11 月 13 日（日）

（疾患別テーマ）
うつ病治療の実践

①
うつ病患者に対する薬局薬剤師による支援

場所（予定）：
日本大学桜門会館

時間：
① 13 時 00 分
　 ～ 14 時 30 分

② 14 時 40 分
 　～ 16 時 10 分

③ 16 時 20 分
 　～ 17 時 50 分

トライアドジャパン株式会社　取締役副社長　薬事営業本部本部長
竹内　尚子　

②
リカバリーを目指した服薬支援（仮題）

医療法人静心会　桶狭間病院　藤田こころケアセンター　薬剤部長
宇野　準二

③
うつ病治療において抗うつ薬が効かなかった時に何を考えるべきか（仮題）

杏林大学医学部　精神神経科学教室　教授　渡邊衡一郎

平成 29 年
３月５日 （日）

（薬物治療ガイドライン・
薬事制度）
薬学実務実習

①
薬学実務実習ガイドラインへの対応（薬局）

日本薬剤師会　常務理事　永田　泰造

②
薬学実務実習ガイドラインへの対応（病院）

千葉大学医学部付属病院　薬剤部長　石井　伊都子　

③
共用試験　OSCE，Advenced OSCE，そして PCC OSCE へ

日本大学医学部　医学教育企画・推進室
日本大学医学部付属板橋病院　小児科　教授　藤田　之彦
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３．講座［大学院（土曜）講義受講コース］

　　 場所：日本大学薬学部

実施日 時間
科目名

対象疾患

平成 28 年 10 月 29 日（土）
　　　　 11 月 ５ 日（土）

 9 時 00 分～ 16 時 10 分
 9 時 00 分～ 16 時 10 分

疾患別薬物治療学特論Ⅴ

膠原病，間接リウマチ，後天性免疫不全症候群，皮膚科疾患，
メニエル病，眼科疾患

平成 28 年 11 月 12 日（土）
              11 月 19 日（土）

              12 月 ３日（土）
              12 月 17 日（土）

 9 時 00 分～ 14 時 30 分
 9 時 00 分～ 10 時 30 分
13 時 00 分～ 16 時 10 分
14 時 40 分～ 16 時 10 分
14 時 40 分～ 16 時 10 分

疾患別薬物治療学特論Ⅶ

内分泌，泌尿生殖器・婦人科領域の疾患

会場のご案内

会　場 住　所・最寄り駅

日本大学桜門会館 住　所：千代田区五番町2-6
最寄駅：市ヶ谷駅JR中央線，東京メトロ有楽町線・南北線，都営新宿線4出口徒歩1分

日本大学薬学部 住　所：千葉県船橋市習志野台7-7-1
最寄駅：東葉高速鉄道「船橋日大前」駅西口下車　徒歩7分

※生涯教育講座の日時，演題等については，変更になることがありますので，必ず，薬学部 HP（http://
www.pha. nihon-u.ac.jp/longlife-learning.html/）で直近の情報をご確認のうえ，ご参加ください。

問い合わせ先： 日本大学薬学部薬剤師教育センター
TEL：047-465-3895　FAX：047-465-2384

日本大学校友会正会員募集中
　皆様は日本大学薬学部校友会が、日本大学校友会の下部組織として活動していることはすでにご存じ
のことと思います。薬学部校友会は卒業生を正会員に、在校生を学生会員として構成しております。
　日本大学校友会では卒業生全員に、毎年２月頃、校友会誌「KIZUNA（絆）」を送付し、別途登録し
て頂いた校友を正会員（会費 10,000 円）として正会員会誌「桜縁」（年２回発行）をお届けしております。
　正会員会費の一部は薬学部校友会へ納入した翌年に還付されます。還付金は還付当年度の薬学部校友
会会費として納入者名で処理させて頂いております。ぜひ正会員登録をして頂きたくお願い致します。
　希望者は事務局までお知らせ下さい。
　工学部薬学科・理工学部薬学科卒業生にお願い：
　登録・会費納入に際して郵便振替用紙記入の時、「所属する支部・部会」欄に必ず「薬学部校友会」
と記入して下さい。無記入ですと本会に還付されませんので、薬学部校友会会費に振り替えることが出
来ません。ご注意下さい。
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医療コミュニケーション学研究室（１号館３階１３３）

桜薬会会員の卒業生の皆様には、ご健勝のこととお喜び申し上げます。
平成 28 年度の当研究室のメンバーは、教員（亀井、渡邉）、臨時職員１名（寺島）、大学院生５名、

６年生８名、研究生１名となっております。６年生は７月末に行われた卒業研究発表会を無事終了しま
した。卒業研究では、「服薬支援」、「海外における医療動向」に関わるテーマで取り組んでもらい、各々
が満足の行く成果を出せたのではないかと思います。卒業研究発表会の準備が終了すると息つく暇もな
く卒業論文の作成および卒業試験の勉強を並行して行わなければならず大変だったと思いますが、この
努力は社会に出てからも役立つものになると願っております。

当研究室は立ち上がってから６年目と新しい研究室ではありますが、多くの卒業生が研究室に足を運
んでくれ、社会に出てからの現状報告や、時には後輩たちの相談にのってくれるなど非常に良い関係が
構築できております。我々教員もこのような卒業生の立派な姿を見れてとても嬉しく感じています。

今年度は研究室で初めてとなる同窓会を開催する予定です。各期の卒業生同士にとっても楽しみな場
となるに違いありませんが、先輩後輩が一同に会する貴重な機会でもありますので何が起こるのか今か
ら非常に楽しみです。今後も卒業生とのつながりは大切にしていきたいと思っております。皆様の益々
のご健勝とご活躍を祈っております。 （渡邉　記）

薬剤師教育センター（１号館３階 137）

桜薬会会員の皆様におかれましては、益々ご活躍のこととお慶び申し上げます。薬剤師教育センター
の近況をご報告いたします。当センターは、林宏行センター長（薬物治療学研究室教授）、福岡憲泰セ
ンター次長（病院薬学研究室教授）を筆頭に、平成 27 年４月より専任教員として准教授の安部恵が着

研 究 室 だ よ り
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任し、本年４月より日本大学医学部附属板橋病院から専任講師の小林直子を迎え、専任教員２名の体制
となりました。主に、薬剤師生涯教育、実務事前実習、薬学実務実習、早期臨床体験、模擬患者の運営
等の業務を行い、薬剤師の職能向上を目指し取り組んでおります。

さらに今年度より卒業研究に向けて４年生が配属されることとなり、先日記念すべき第１期生３名の
配属が決定いたしました。教員２名が１、２年目と新人であり、研究内容も歴史がなく、また、配属の
先輩もいない中大きな不安を抱えているかと思いますが、センター長、センター次長他の皆様にご指導
いただきながら、学生３名と共に協力し合い、センターを創り上げていきたいと考えております。研究
内容は学校薬剤師が取り組む薬物乱用防止教室やくすり教育に関する研究、薬学実務実習後の学生アン
ケートの分析に関する研究を中心に行っていく予定です。

最後になりましたが、薬剤師を取り巻く環境の変化から、以前にも増してたくさんの会員の皆様に生
涯教育講座をご受講いただいております。今後も皆様のご期待にお応えできるよう取り組んで参ります。
今後も変わらぬご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げますとともに、会員の皆様方のご健勝をお
祈り申し上げます。 （安部　記）

病原微生物学研究室（３号館１階 311）

卒業生の皆様におかれましては、ご健勝のこととお慶び申し上げます。
2016年4月より、分子細胞生物学研究室と微生物学研究室が統合され、病原微生物学研究室（Laboratry 

of Medical Microbiology）という新たな研究室が生まれました。教員は、村山琮明（教授）、小林弘子
（准教授）、廣瀨大（准教授）、板垣正（専任講師）の４人という構成です。研究室は現在、６年生 21 人、
５年生 21 人、４年生 12 人（９月配属）という大所帯になっています。前期は、週にセミナーを３回に
分けてするなど、まだ体制作りに追われています。

本年４月より法政大学の教授でいらした本田文江先生が上席研究員として所属されました。光ピン
セットなどを駆使したインフルエンザウイルスの研究で有名な方で、研究の幅が広がるのではと期待し
ております。

旧分子細胞生物学研究室および旧微生物学研究室の卒業研究生の皆様、ご自分の出身研究室として、
ご遠慮なくご来校下さい。皆様にお目にかかるのを一同楽しみにしております。 （村山　記）
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薬剤学研究室（３号館４階 341）

桜薬会会員の皆様方におかれましては、各方面で益々ご活躍のこととお慶び申し上げます。当研究室
の近況をご報告致します。本学で 11 年間教鞭を執られた深水啓朗准教授が、2014 年９月に明治薬科大
学分子製剤学研究室の教授としてご転出されました。新天地でのご活躍を心より祈念致します。その後
任に、私、鈴木直人が昨年４月に助教として着任致しました。私は伴野先生のご指導のもと 2009 年に
本研究室で大学院修士課程を終了後、日産化学工業で農薬の製剤開発に従事しておりました。今後は医
薬品の有用性に貢献できる製剤技術に関し、精力的に研究を進める所存です。また伴野和夫教授が本年
度末で定年を迎えられることもあり、本年 4 月には鈴木豊史准教授が教授にご昇進されました。今後の
薬剤学研究室を牽引すべく、更なる研究活動にご尽力されております。

昨年、本学で開催された第 59 回日本薬学会関東支部大会では、６年生の羽田敬宏君と唐彩華さん及
び髙松健人君がポスター発表し、うち２名が優秀ポスター賞を受賞しました。また毎年恒例の研究室旅
行では昨年は静岡に、本年は山梨を訪れ学年を超えた交流を一層深められたことと思います（写真上は
昨年、下は今年の研究室旅行の集合写真）。

この２年半で研究室の体制も僅かに変わりましたが、今後も研究室スタッフ一同、研究と教育に励ん
で参ります。最後になりましたが、会員の皆様の益々のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。

（文責：鈴木直人）
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薬事管理学研究室（５号館３階 535）

桜薬会会員の皆様におかれましては、ますますご健勝にてお過ごしのこととお喜び申し上げます。薬
事管理学研究室の近況についてお知らせいたします。

　現在、本研究室では、白神教授、泉澤専任講師、中島の３名のスタッフで、教育・研究活動に取り
組んでおります。研究は、大学院生、卒業研究生ともに薬剤経済分析や企業のコンプライアンス、薬局
の在り方に関する研究など多彩なテーマに取り組んでおります。６年生は、５年次の実務実習を無事に
終え、今年の前期は主に卒業研究に励み、7 月に行われた卒業研究発表会では無事にポスター発表を終
えました。また５年生は現在、実務実習期間ですが、実務実習期間以外では研究を行っております。

７月には毎年恒例の４年生の歓迎会を兼ねたボーリング大会を開催し、大いに腕を競い合いました。
また、８月初旬には伊豆へ１泊２日の研究室旅行を開催しました。伊豆の海や温泉、そば打ち体験など
盛りだくさんの旅行で、研究室メンバー同士が親睦を深め楽しい時間を過ごすことができました。

これからも社会の現場で活躍されておられる皆様からのご意見を賜り、私どもも研鑽し現場へフィー
ドバックし実践してまいりますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。

末筆ではございますが、会員の皆様方の今後の益々のご健康とご活躍をお祈り申し上げます。
（中島　記）
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　薬事管理学研究室（経営学研究室、薬事・経済学研究室）同窓会は、平成 28 年３月 6 日（日）に、
銀座アスターお茶の水賓館にて開催されました。この日は、昭和 37 年卒業生から現在の卒業研究生ま
で様々な世代の同窓生計 33 名が集まりました。今回は毎年ご参加いただいておりました中村健先生が
ご欠席ということで、卒業生一同大変残念に感じておりました※。
　同窓会では会の開始にあたって竹内一雅会長からご挨拶いただき、その後、白神誠先生よりお言葉を
いただきました。そして、藤原英明氏の音頭で乾杯し、終始なごやかなムードで会は進みました。途中、
恒例の近況報告の時間が設けられ、参加者全員の近況や今後の目標などを発表していただきました。毎
度のことながら、皆さま充実した生活を送られており、持ち時間の１分以内でお話される方は皆無、近
況報告の時間は会のお開きの時間ぎりぎりまで終始和やかな雰囲気で続きました。同窓会では、年の近
い方同士が旧交を温めただけでなく、諸先輩方が年の離れた現役の学生に話しかけて下さるなど世代を
超えた交流ができる大変貴重な場です。毎回のことながら、予定された時間はあっという間に過ぎ、高
木友直氏の閉会のお言葉をいただいた後、集合写真を撮ってお開きとなりました。
薬事管理学研究室同窓会は１年に１度開催しております。今回残念ながらご参加いただけなかった方も、
次回は是非ご出席下さい。本同窓会開催にあたってご尽力下さった皆様に感謝申し上げます。

※ 本研究室の発展に多大なるご尽力を賜りました中村健先生は 6 月 19 日にご永眠されました。謹んで
ご冥福お祈り申し上げます。

（中島　記）

薬事管理学研究室同窓会
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　地方支部 ･職域支部の活動活性化について

薬学部校友会　会長　内倉　和雄　記
　薬学部校友会（桜薬会）は、会員数１万２千人を数え大きな組織になりました。会員の皆様は、日本
全国の各都道府県で活躍されています。このような状況でも桜薬会関連の総会などの行事は薬学部所在
地の近隣で実施されることが多く、限られた地域の方々との交流になりがちであります。
　そこで広く会員相互の交流を進めるためには、全国各地区での集まりを通して薬学部及び桜薬会の情
報を共有することが出来れば、桜薬会の目的の一つである、薬学部同窓生の絆を深めることの一助にな
ると思っています。
　桜薬会では、薬学部発足時に 20 の地方支部及び２の職域支部を立ち上げました。その後、今日まで
継続して活発に活動している支部がある傍ら、やむなく活動を休止している支部も多くあります。
　そこで平成 28 年度の事業計画の中に地方支部 ･ 職域支部の活動活性化を挙げさせていただきました。
現在、現状の活動状況の確認作業を進め、具体的なバックアップを提案しながら支部・職域活動を支援
して参ります。
　皆様方のご理解とご協力を重ねてお願い申し上げます。

地区支部・職域支部だより

　山形県支部総会報告

　平成 27 年度、山形県支部総会を平成 27 年 9 月 26 日に山形グランドホテルにて開催しました。
　当日は、本部より内倉和雄薬学部校友会会長、伊藤剛校友会山形県支部長、長瀬健一工科系校友会山
形県支部長をお迎えし、地元含め 12 名の参加で行いました。
　総会では、内倉会長より普段地元では得られない、新しい母校の取り組みや動向をお伺いできました。
日本大学は平成 31 年に創立 130 周年を迎えることになり、そこで記念事業として新病院の建設、新学
部の開設、小学校の開校、学生寮の建設などさらには、会員の募金および桜薬会会報広告掲載料を校友
会（桜薬会）奨学金の原資としている、薬学部校友会奨学金制度についてなど、一般会員にはなかなか
詳細に知る機会が少ないお話を聞くことができたことは、参加者全員にとって、驚きと喜びでありました。
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　懇親会では、総会でしか会うことがない会員もおり、母校のことや近況について和気あいあいのうち
に終えることができました。
　当支部においても、年々参加者が減少してきており、とくに若年層の会員の参加が課題となっており
ます。他支部でも課題は共有しているとは思いますが、できるだけ本部のお力をお借りし、参加可能な
恩師をお呼びすることや働きかけを強化することで参加を促していきたいと考えております。どのよう
な会も発足は容易でも継続は難しいものであります。継続こそ力と実感しております。今後とも拡大を
目指し継続してまいりますので、校友の皆様のご協力を切にお願いし、報告とさせていただきます。

（薬学部校友会山形県支部長　齊藤　栄治　記）

　第36回桜神会

平成 28 年６月 14 日（火）、横浜国際ホテルにおいて、恒例の第 36 回桜神会が開催されました。今回
は新たに９名の先生方が出席され、神奈川県内の医療機関に勤務する病院薬剤部（局・科）長に加え、
調剤薬局に勤務する薬局長、若手の薬剤師、製薬会社の医薬品情報担当者（MR）と様々な職種の方々
に参加していただいております。

大学からは校友会会長の内倉和雄先生にご出席賜ることができました。内倉先生のご祝辞から始まり、
湯川先生（仁天堂薬局）のご発声による乾杯に続き、ご歓談となりました。今回は初参加の先生が非常
に多く、会の途中で行われたスピーチでは先生方のご近況を伺うことができ、和やかな雰囲気となりま
した。

また、桜神会に先立ち開催された学術講演では、「制吐薬に関する最近の話題」鈴木賢一先生（公益
財団法人　がん研究会有明病院　薬剤部　副薬剤部長）の演題を通し、近年進歩を続ける制吐療法につ
いて、最新の知見を提供していただきました。抗癌剤治療のつらい副作用の象徴であった嘔吐は、制吐
薬の投与により制御可能となりました。ご講演は、高度催吐性リスクの抗癌剤（シスプラチンなど）に
対する制吐療法の臨床試験結果や、現在先生のご施設で取り組まれている制吐療法と遺伝子多型との関
連性について分かり易く解説していただきました。また、最新の臨床試験結果と、実臨床でのデータを
基に押えるべきポイントを明確にしていただいたことで、より理解を深めることができました。

是非、神奈川県在勤、在住の先生方には今後も積極的なご参加をお願いいたしまして、第 36 回桜神
会のご報告とさせていただきます。最後に、この度の熊本地震で被災された日本大学薬学部校友会の会
員及びそのご家族方々に対し、心からお見舞い申し上げます。 （岡添　進　記）

桜神会に関するお問合せは
桜神会　会長　赤瀬　朋秀（日本経済大学大学院　教授　t-akase@tk.jue.ac.jp）まで
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桜 の 木 の 下 で

第５期同期会開催報告
薬学科５期生の同期会は、平成 28 年５月 15 日（日）御茶ノ水の山の上ホテルで開催された。卒業後

56 周年の祝を兼ね、また同期の皆さんの開催の機運が高まりもあって今年も開催した。
５月というのに暑い日和の中、同期が亡くなり、住所不明が増えてくる中、例年並みの 30 名もの方

の出席でした。出席者には、足腰の痛みを我慢しての方、10 何年振りの出席の方、夫婦での出席の方、
大阪、香川、神戸からの常連の出席者などで開催された。

会は、中西弘さん、樋口哲夫さんの司会で始まり、先ず同期の亡くなられた方々のご冥福を祈り、次
に田中重俊さんの皆さんの健康と再会を祝す乾杯の音頭で開宴された。会も盛り上がったところで、司
会の先導で全員が近況を述べた。中でも健康状態の話が多く、次に介護、日々の過ごし方、学生時代の
話、等々、大いに話に花が咲き盛り上がりました。最後に大河内宏明さんの締めの言葉で来年も開催す
ることになり再会を約束し散会した。

現在、５期生の住所が判明している方約 105 名に案内状を出したところ 70 名の多くの方から返信を
頂き、その通信欄に一杯の内容の現況報告があり、出席の方々にご披露しました。同期会も卒後 20 周
年記念会から 14 回の開催、同期も 80 歳になり、この会も一区切りをつけようということで次回は、平
成 29 年５月 21 日（日曜日）山の上ホテルで開催予定です。 （長谷川　明　記）



– 20 –

第 52期同窓会
７月３日（日）に日本大学桜門会館にて、卒業 10 周年を記念した第 52 期同級生の同窓会を行い、60

名の同級生が集まりました。私たちの学生時代の恩師である渡邊和子先生にもご出席していただきまし
た。当日は２部構成で行ない、第１部では「同世代薬剤師による多職種からの薬学へのアプロ―チ」と
題して、薬局・病院・製薬企業・大学で働く同級生たちからそれぞれの現場での話や仕事の内容を講演
していただきました。この講演会は薬学部校友会のご協力もあり認定薬剤師研修センターの研修会にも
認定され、大変充実したものになりました。第２部の同窓会では、久しぶりに再会した同級生たちと昔
話に花を咲かせることができました。余興として、日本大学や薬学部の 10 年前と現在にちなんだクイ
ズ大会も行いましたが、10 年間の変化に驚かれる方々が沢山おられました。

今後も同窓生の繋がりを大切にし、またこの繋がりを生かして薬学業界及び日本大学薬学部の発展に

第四期生傘寿の会
梅雨の晴れ間の好天に恵まれて平成 28 年６月 26 日午後から都内新宿にあるエスカイヤクラブに、昭

和 34 年度卒業（卒後 58 年）の同期生が集まり盛大に傘寿（80 歳）のお祝いの会を開催しました。広
島、大阪そして東北からの参加に加え、薬剤師のお孫さんも同伴で参加して頂きました。広島から参加
の清水氏の乾杯の音頭で会は始まり、会は終始、駿河台での話、健康の状態などで話は尽きませんでし
た。参加者：30 名。

途中お色直しをして記念撮影をし会は続きました。
今回は山内幹事のアイデアで、従来と異なり三つのサプライズがありました。一つは高級クラブでの

開催、バニーガールのお嬢さんの参加、そして、三つ目は、家族の方にも長寿を祝つていただくように
と紅白の和薬子のお土産がありました。三時間余りの会話はアッという間に過ぎて、そのあとは部屋
を別にして二時間余りのカラオケで元気を競い、さらに二次会とつながりました。次回の米寿（88 歳）
までは待ちきれないとのことで数年内の再会を約して終了しました。 （大島　記）
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貢献できればと考えております。
校友会登録住所及び SNS などを利用して、同窓会の案内をさせていただいておりますが、もし皆様

のまわりで連絡が届いていない方がおられましたら、下記アドレスまでご一報ください。

第 52 期同窓会　E-Mail　nup52.reunion@gmail.com
第 52 期同窓会幹事及び発起人
　幹　事：中島博史、柳川（岡澤）亜紗美、後藤教嘉、鈴木直人、矢作忠弘
　発起人：相本恒陽、小川智弘、金巻裕子、福島恵太、中山（藤井）千秋、
 前田康多、山片（綿引）彩乃
 （矢作　記）

薬茶（やんちゃ）48会　卒業 40周年記念同窓会
昭和 48 年に入学した私達の同窓会【薬茶（やんちゃ）48 会：卒業 40 周年記念同窓会】の報告をい

たします。
平成 28 年７月 17 日（日）、新橋第一ホテル・アネックスにおいて２名の先生方、渡辺和子先生と山

内盛先生にご出席を賜り、全国からも多くの同級生たちが参加し計 51 名という盛大な会を開催できま
した。

当日は塚本俊樹君による司会にて初めに同級生の高畠　亨君（本校現教授）による学校報告『写真で
見る古今の習志野・御茶ノ水』の紹介があり、青春を思い出しながらその変化に皆が感嘆のため息を漏
らしていました。

渡辺和子先生の乾杯のご発声のあと、参加者多数による近況報告や５分程度の講演（プレゼン）も実
施されました。

認定指導薬剤師の鈴木孔子さんによる「禁煙指導」の発表などがありました（記述者の私を含む３名
が喫煙者で身につまされる思いでした）。

いまだに連絡がつく我々の同級生は 250 名以上おり、これもひとえに桜薬会の会報誌を通して住所の
トレーサビリティ（追跡）システムが出来上がっている為と校友会様には感謝しております（会費を納
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める理由にもなっております）
久しぶりの友人らと再会するのも楽しいこのですが、同じ業界に身を置く Professional 達と突っ込ん

だ議論をすることも嬉しいと感じました（今の年代の我々が一番知識と経験があり、還暦を過ぎても花
盛りなのであろうと勝手に自負しております）

その後、本館２階のバーにて二次会を開催しました。さらに多くの方々が三次会まで行ったと聞いて
います。

そろそろ仕事の引退も聞こえてきていますが、元気ハツラツで世の中に最後のご奉公（生命関連者）
をしようと皆で結論付けました。

また 2 ～ 3 年後に薬茶 48 会を企画いたします。多くの方々がお元気で参加頂けるよう心からお祈り
しております。
『同窓会を支えるのはあなたの参加』です。今回欠席だった皆さんも是非どうかお越しください。

（菅野圭介　記）

桜薬会会費納入のお願い
　桜薬会校友会活動は会費により運営しています。会費納入にご協力をよろしくお願いいたします。
　　宛名に会費納入状況が印刷されています。（会員番号に☆印のある方は未納です。）
　未納の方は同封振込用紙で会費納入をお願いいたします。
　会費は年額 2,000 円です。事務簡素化のため 5 年分 10,000 円または 10 年分 20,000 円を一括納入して
いただければ幸甚です。
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学位記伝達式

平成２7 年度大学院薬学研究科及び薬学部の学位記伝達式が３月 25 日（金）に２号館２階多目的ホー
ルにおいて行われました。143 名（博士後期課程１名，博士課程２名、学部生 140 名）が修了・卒業し、
巣立っていきました。

開講式

平成 28 年度大学院薬学研究科及び薬学部の開講式が４月４日（月）に薬学部２号館２階多目的ホー
ルにておいて、新入生 261 名（博士課程３名、学部生 258 名）を迎えて行われました。御来賓として、
日本大学医学部付属板橋病院薬剤部長吉田善一氏（昭和 51 年理工学部薬学科卒）に御臨席を賜り、御
祝辞をいただきました。

第 101 回薬剤師国家試験結果

第 101 回薬剤師国家試験が平成 28 年２月 27 日（土）・28 日（日）に実施され，平成 28 年３月 28 日（月）
に合格発表がされました。合格率は 97.1％で全国平均 86.2％、私大平均 85.7％でした。

平成 27 年度薬学共用試験結果

実施日程 合格者数 合格基準

ＣＢＴ 本試験　平成 28 年１月９，10 日
再試験　平成 28 年２月 17 日 233 正答率 60％以上

ＯＳＣＥ 本試験　平成 28 年 12 月 13 日
再試験　平成 28 年２月 20 日 234 細目評価 70％以上

概略評価５以上
合計 233

OSCE の評価者として多くの卒業生の皆様に御協力いただきました。ありがとうございました。

薬学実務実習

平成 28 年度の薬学実務実習は，第Ⅰ期は５月９日（月）から７月 24 日（日）、第Ⅱ期は９月５日（月）
から 11 月 20 日（日）、第Ⅲ期は１月 10 日（火）から３月 27 日（月）の日程で行われます。５年次生
が病院、薬局それぞれ１期ずつ実習を行います。卒業生の皆様にお世話になる学生も大勢いるかと思い
ますが、御指導の程何卒よろしくお願いいたします。

薬草教室

第 22 回薬草教室が平成 28 年５月７日（土）に開催されました。講師に内閣府地域活性化伝道師　金
井藤雄氏をお迎えし，「芍薬」と題し御講演をいただきました。受講者は熱心に学んでおりました。ま
た、講演終了後、希望者は松﨑教授、矢作助教の案内で薬用植物園を見学しました。幸い天候にも恵ま
れ、新緑の晴天のなか、先生方の解説に耳を傾けておりました。

スポーツ大会

平成 28 年度薬学部スポーツ大会が５月 28 日（土）に理工学部船橋校舎を主な会場に開催されました。
曇天ながら身体を動かすにはほどよい天気となり、学生 490 名、教職員 84 名、合計 574 名が参加し、屋内・
外で熱戦が繰り広げられました。

薬 学 部 ニ ュ ー ス
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公開講座

第 19 回公開講座が平成 28 年６月４日（土）に開催されました。講師に藤本歯科長洲医院院長藤本俊
男氏をお迎えし、「口は健康への窓口—口腔ケアと健康—」と題し御講演をいただきました。また、施
設公開として薬用植物園を公開しました。

スポーツ教室

６月 22 日（水）にスポーツ教室「ヨガ」が開催されました。約 20 名の参加者があり、本格的な指導
により良いリラクゼーションの時間を過ごしました。

オープンキャンパス

７月 31 日（日）及び８月 24 日（水）に開催されました。７月 31 日（日）は 1，200 名、８月 24 日（水）
は 642 名を超える来場者があり、盛況でした。今年度は両日ともに自由参加として実施し、たくさんの
方に参加してもらうことができました。

薬学部教員人事

１　教授発令（2016.10.1）
　①　新任
   （１）岸　川　幸　生（医療薬学）
２　准教授発令（2016.10.1）
　①　新任
   （１）畑　　　春　美（薬学教育研究センター）
３　専任講師発令（2016.4.1）
　①　新任
   （１）小　林　直　子（薬剤師教育センター）

　　　物故者名簿：心よりご冥福をお祈り申し上げます。（2016.07.31 現在）
正会員

１期　三津間　常　雅
２期　河　田（林）柏 （2016．02．04）  
２期　高　木　茂　夫 （2016．04．15）    
２期　望月（鵜沢）玉江 （2015．04．　）
３期　中　村　　　健 （2016．06．19）  
４期　石　川　榮　一 （2015．07．27）
４期　鈴　木　　　近 （2011．10．31）    
４期　中　井　義　夫 （2016．01．　）
４期　根本（大久保）乃夫 （2016．06．08）    
４期　吉見（町田）根子 （2014．03．18）
５期　岡本（町田）幸子 （2015．11．24）
５期　吉川（浅野）郁子 （2016．05．25）
６期 永　田　欣　正 （2015．12．02）

11 期 林　　　紘　一 （2015．06．08）
12 期 鈴　木　長　生 （2015．12．09）
12 期 芹 沢（弘）直明 （2015．05．09）
12 期 山　崎　　　守 （2015．09．26）
14 期 小金井（森）佳世子 （2016．07．31）
16 期 大　坪　邦　夫 （2016．06．29）
25 期 大　角　武　司 （2015．08．27）
25 期 長　江　美　美
26 期 鶴（佐野）祥子 （2016．04．02）
28 期 伊　藤　宏　達 （2015．12．21）

特別会員
　有　吉　歌　子 （2016．04．28）
　大　谷　幸　子 （2016．03．12）

校友会事務局に、死亡日時、葬儀日時、会場、喪主をご連絡いただければ、会より弔電を打たせていただきます。
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医療薬学研究室　助教　野伏　康仁

平成 24 年国民健康・栄養調査の推計によると糖尿病が強く疑われる者は約 950 万人、糖尿病の可能
性を否定できない者を合わせると約 2050 万人とされ、糖尿病の発症予防は重要な健康課題である。そ
の多くは 2 型糖尿病であるとされ、発症予防及び進展遅延のためには食後の血糖値上昇をコントロール
することが重要だと考えられている。桑葉は 1- デオキシノジリマイシン（DNJ）が豊富に含まれており、
食後の血糖値上昇を抑制する働きがある。桑葉は品種や収穫時期により、DNJ 含量が異なることが報
告されている。糖尿病の発症予防には DNJ の摂取が効果的であり、桑葉製品の品質を保証するために
簡便な DNJ の定量法が求められる。

DNJ は親水性極性物質であること、分子内に検出に有利な反応性の高い官能基を有していないこと
から、定量が困難とされている。ルテニウム錯体を用いる電解化学発光（ECL）法は、第二級アミンな
ど反応性の低い官能基しか持たないアミン類でも高感度かつ広いダイナミックレンジでの検出が可能で
ある。そこで本研究では、DNJ が第二級アミン構造を有していることから、ルテニウム錯体電解化学
発光法が有効であると考え、桑葉に含まれる DNJ の新規定量法に関する検討を行った。

DNJ は親水性極性物質であることから、分離カラムには親水性相互作用クロマトグラフィー用カラ
ムを選択した。検出試薬には、0.3 mM ルテニウム錯体を含む 1.5 mM H2SO4 を用いた。分離カラムの
耐久性を考慮すると移動相 pH を上げることが出来ないため、移動相には、5 mM KH2PO4（pH5.8） と
アセトニトリルの混液（体積比 18:82）を採用した。ルテニウム錯体電解化学発光法において、ECL
強度は移動相と検出試薬が混ざり合う pH に大きく依存する。そこで、分離カラムと検出器の間に 10 
mM KH2PO4（pH7.5）をミキシングさせることで ECL 強度を保った。

最適化した条件で、本法の精度等について検討した。ピーク面積値を基に作成した検量線は 0.15㎍
g/mL ～ 20㎍ /mL の濃度範囲で相関係数（r2) は 0.9998 と良好な値を示した。ピーク面積値の日内及
び日間再現性はそれぞれ 1.96% ～ 6.02%（n=5）および 3.25% ～ 7.13%（n=3）と良好な値を示した。また、
回収率は 97% ～ 102% と満足するものであった。そこで実試料として５種類の桑葉茶を購入し、DNJ
含量を定量した。その結果、DNJ 含量は 0.03% ～ 0.21% であった。

ルテニウム錯体電解化学発光法の応用により、一般的な UV または蛍光などの光学検出では測定が困
難な DNJ について、簡便な操作で高感度かつ高い再現性の下での定量が可能となった。今後、桑葉茶
製品のみならず粉末・タブレット製品等の DNJ 含量の定量を行う予定である。

ルテニウム錯体電解化学発光法を用いた
１- デオキシノジリマイシンの定量法の開発と応用

平成27年度薬学部校友会研究奨励金研究報告
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平成 28 年度校友会通常総会報告
平成 28 年度校友会通常総会は平成 28 年 6 月 25 日（土）午後１時 30 分から薬学部 512 教室で会員

30 名が参加し、名誉会長本橋重康薬学部長を迎えて開催した。内倉和雄会長の（卒業生からの寄付に
よる校友会（桜薬会）奨学金制度についてのお願いおよび地区支部・職域支部の活性化の推進について）
挨拶があった。学部代表として本橋薬学部長のご挨拶（薬剤師国家試験の合格率は 97.1％（新卒者は私
立大学平均 85.7％で、私立大学 56 校中６位）であること、３月卒業生の就職率は低学年からのキャリ
アデザインにより５年連続 100％であること、入学試験は定員（240 名）を確保していること、日本大
学として平成 16 年４月に２学部（危機管理学部、スポーツ科学部）が三軒茶屋キャンパスに新設され
たこと）があった。その後校友会会則 14 条により内倉会長を議長に選出した。議事に先立ち議長から
議事録署名人（三宅宗晴氏（23 期）、齋藤弘明氏（46 期）が指名された（会則 14 条）。議事に入り、第
１号議案（平成 27 年度庶務報告、事業報告、決算報告ならびに監査報告）についての説明があり、審
議の結果、原案のとおり承認された。第２号議案（平成 28 年度事業計画案ならびに予算案）について
の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。第３号議案役員承認についての説明があり、原
案の通り承認された。会員からの質問があった（会員名簿は今後作成するのか。校友会（桜薬会）奨
学金の支給人数を増加してはどうか）。引き続いて懇親会が多目的ホール（２号館・２階）で開催され
た。懇親会には、日本大学理事長・校友会会長田中英壽先生、日本大学学長大塚𠮷兵衛先生、日本大学
常務理事・日本大学校友会千葉県支部長石井　進先生、名誉会長本橋重康薬学部長、同僚学部校友会会
長など 17 名ならびに母校教職員多数を迎えて開かれた。初めに内倉会長の挨拶があり、その後名誉会
長本橋先生のご挨拶、ご来賓の紹介、続いてご来賓を代表して理事長・校友会会長田中英壽先生のご挨
拶、学長大塚𠮷兵衛先生のご挨拶、薬学部事務局長齋藤正道氏の音頭で乾杯し、開宴となった。懇談中、
定年で退職された恩師である立川眞理子先生、安川　憲先生、前事務局長である鳥飼廣志様に内倉会長
より感謝状および記念品が贈呈された。また、校友会の事業である薬学部校友会研究奨励金による研究
者：古川めぐみ助教に対して研究奨励給付証書が本橋学部長から授与された。恒例の福引も行われ、次
年度の再会を楽しみに散会した。

会 務 報 告
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平成 28 年度幹事会報告
　平成 28 年度幹事会は６月 10 日（金）午後６時から日本大学桜門会館において、幹事参加者 34 名で
開催された。
　開会に先立ち会長から挨拶があった。

＊薬学部校友会奨学金制度は日本大学に運用を委託している基金の果実による奨学金と卒業生の寄
付による校友会（桜薬会）奨学金がある。

＊今年度は支部（現在地区支部 20 支部、職域支部２支部）の活性化（支援として補助金を）を推進
することで卒業生の絆を強化していきたい（現在各支部に現況の問い合わせをしている）。

議題
１．平成 28 年度日本大学薬学部校友会通常総会資料について
 薬学部校友会通常総会資料についての提案があり、審議の結果、原案のとおり総会に上程すること

となった。
２．幹事からの質問

１）職域支部として製薬企業関連の方々の集まりはいかがでしょうか。
　　今後検討していく。

平成 28 年度　入会記念特別講演会報告
　第 13 回入会記念特別講演会「薬学の世界」が下記の通り新入会員（1 年生）参加のもとで開催された。

日時：平成 28 年５月 14 日（土）10：00 ～ 12：00
場所：薬学部６号館　651 階段教室
演題・演者：１ 「病院で薬剤師ができること～他職種とのかかわりをとおして～」
    日本医科大学付属病院　薬剤部　中村翔太郎（55 期）
   ２ 「医薬品産業と製薬企業」
    ファイザー株式会社　大場　規生（38 期）
   ３ 「地方公務員の薬剤師として　～薬剤師はマルチタレント～」
    千葉県健康福祉部薬務課　萩野良雄（30 期）

役員について
　幹事（任期：平成 28 年度末まで）　◎印　常任幹事
 卒業期 
  第 18 期　安川　　憲
  第 25 期　東海林　正弘、森本　宏
  第 59 期　◎中野　悠馬、鈴木　正有吾、塚原　明大
 学内幹事新任
  小林　直子（３７期）、下田　康代（５２期）
 学内幹事退任
  井口　法男、立川　眞理子、安川　憲
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平成 27 年度　決算報告

平成 28 年度　予算
平成 28 年４月１日～平成 29 年３月 31 日

〇収  入  の  部
科　　　目 予　　　算

入 会 金    2,546,000
年 会 費
　前納会費積立    5,727,000
　当年度納入    4,000,000
利 子        4,000
雑 収 入      600,000 
合 計  12,877,000

〇支  出  の  部
科　　　目 予　　　算

１　事業費　合計  7,380,000
　①会誌発行費
　　印刷費    2,000,000
　　原稿料       60,000
　　発送費    2,000,000
　②活動補助費
　　生涯教育講座      300,000
　　支部等      300,000
　　学生会員    2,140,000
　　医療系・工科系      250,000
　③ＨＰ管理費      330,000
２　管理費　合計 5,497,000
　①会議費
　　総会費      560,000
　　委員会費      140,000
　②事務局費　
　　管理費      800,000
　　人件費    1,700,000
　　旅費交通費      400,000
　　通信費      200,000
　③その他　
　　本部等分担金      630,000
　　慶弔費      550,000
　④予備費      517,000
合 　 　 　 計 12,877,000

〇  本部還付金　　
科　　　目 予　　　算

１　本部還付（正会員）      （150,000）
　　年会費充当     100,000
　　雑収入充当（寄付金扱）      50,000
２　本部還付（準会員） （9,696,000）
　　入会金充当   2,546,000  
　　年会費充当   3,232,000
　　前納会費充当   3,918,000

合　　　計    9,846,000

貸 借 対 照 表
平成 28 年３月 31 日現在
平成 27 年度

Ⅰ 資産の部
　１流動資産
　　　現　　　　　金 31,246 
　　　普　通　預　金 18,682,803 
　　　郵　便　貯　金 12,725,675 
　流動資産合計 31,439,724 
　２固定資産
　　　（１）その他固定資産
　　　国　　　　　債 29,975,015 
　　　その他固定資産合計 29,975,015 
　　　固定資産合計 29,975,015 
　資産合計 61,414,739 
Ⅱ負債の部
　１流動負債
　　　　前受前納会費 38,164,000 
　　流動負債合計 38,164,000 
　　負債合計 38,164,000 
Ⅲ正味財産の部
　１指定正味財産
　　　指定正味財産合計 15,688,140 
　２一般正味財産 7,562,599 
　　　正味財産合計 23,250,739 
　　負債及び正味財産合計 61,414,739 

正味財産計算書
平成 27 年４月１日～平成 28 年３月 31 日

科　　　　　　目 平成 27 年度実績 平成 27 年度予算
Ⅰ一般正味財産増減の部
　１経常増減の部
　　（１）経常収益
　　　①受取会費 (11,895,000)
　　　　入会金収入 2,540,000 2,554,000
　　　　前納当年該当分 5,365,000 5,370,000
　　　　学生・正会員当年分 3,990,000 4,000,000
　　　②雑収益 (1,030,354)
　　　　受取利息 5,320 4,000
　　　　受取国債利息 94,986 
　　　　その他収入 917,048 600,000
　　　　医療系収入 13,000 
　　　経常収益計 12,925,354 12,528,000
　　（２）経常費用
　　　①事業費
　　　　印刷費 1,652,724 2,000,000
　　　　編集費 28,200 60,000
　　　　発送費 1,641,749 2,000,000
　　　　生涯教育講座 300,000 300,000
　　　　支部等 153,086 200,000
　　　　学生会員 2,080,420 2,140,000
　　　　医療系・工科系 217,000 250,000
　　　　HP 管理費 324,000 330,000
　　　事業費計 6,397,179 7,280,000
　　　②管理費
　　　　総会費 542,157 560,000
　　　　委員会費 78,180 140,000
　　　　管理費 819,450 800,000
　　　　人件費 1,339,720 1,700,000
　　　　旅費交通費 374,383 400,000
　　　　通信費 133,924 200,000
　　　　本部等分担金 620,000 630,000
　　　　慶弔費 504,785 550,000
　　　　予備費 50,000 268,000
　　　管理費計 4,462,599 5,248,000
　　経常費用計 10,859,778 12,528,000
　当期経常増減額 2,065,576 

　２経常外増減の部
　　（１）経常外収益
　　　①固定資産評価益 0
　　　　国債評価益
　　　経常外収益計 0
　　（２）経常外費用
　　　①固定資産売却損 (14,274)
　　　　国債評価損 14,274 
　　　経常外費用計 14,274 
　　当期経常外増減額 △ 14,274
　　当期一般正味財産増減額 2,051,302 
　　一般正味財産期首残高 5,511,297 
　　一般正味財産期末残高 7,562,599 
Ⅱ指定正味財産増減の部
　　当期指定正味財産増減額 0 
　　指定正味財産期首残高 15,688,140 
　　指定正味財産期末残高 15,688,140 
Ⅲ正味財産期末残高 23,250,739 
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　第 34 回日本大学工科系校友会連絡会が平成 28 年 8 月 27 日（土）に生産工学部で開催された。連絡会（出
席者 40 名で薬学部４名：会長、副会長（２名）、薬学部校友会監事（１名）では、各校友会の活動状況
についての報告があった。話題として①正会員拡充への積極的な取り組みについて（各校友会でもそれ
ぞれに努力しているが、正会員へのサービス（メリット）が必要である。また、準会員から正会員への
移行の施策を行っているが、新卒業生を正会員として如何に継続させることが重要である）。②校友子
女入学試験の推進について（全ての学部で実施しているので今後も推進していく）。
　懇親会（出席者 48 名）はご来賓の先生方（落合　実生産工学部学部長、本橋重康薬学部学部長、山
本　寛理工学部学部長、出村克宣工学部学部長、逆井　彰生産工学部事務局長、齋藤正道薬学部事務局
長、加藤和英理工学部事務局長、河野通隆理工学部事務長）のご臨席を仰ぎ開催された。高野和雄生産
工学部校友会会長（当番校友会）の開会の辞で始まり、会の中で工学部応援団の演武が披露され、内倉
和雄薬学部校友会会長（次期当番校友会）の閉会の辞で終了した。

平成 28 年度工科系校友会連絡会報告

薬学部校友会（桜薬会）ホームページでの求人情報募集
　会員からの求人情報の掲載は無料です。求人申込書はホームページの「求人・求職」のページからダ
ウンロードし、必要事項をご記入の上、事務局に郵送（あるいはＦＡＸ）してください。なお、「求人・
求職」のページを閲覧（ログイン）するには、会員番号ＩＤが必要です。会員番号ＩＤは封筒宛名下に
ある会員番号の下 6 桁です。
　ホームページアドレス；http://alumni.pha.nihon-u.ac.jp
　メールアドレス；pha.alumni@nihon-u.ac.jp
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第 28 回桜薬祭のご案内　母校を訪ねる日

　第 28 回桜薬祭（薬学部学園祭）が来たる 10 月 29 日（土）・10 月 30 日（日）の両日、薬学部校舎で
開催されます。
　薬学部校友会では、10 月 29 日（土）を「校友の母校を訪ねる日」と定めて当日参加校友（工学部薬
学科・理工学部薬学科・薬学部卒業生）に昼食券（500 円）を進呈しております。
　当日は校友会提供の「桜薬クイズ」や学生会員の研究発表も行われております。校友の皆様お誘い合
わせの上ご来校ください。多数のご参加をお待ちしております。

昭和 44 年入学　18 期生同期会開催のお知らせ

　　昭和 44 年入学 18 期生同期会を下記により開催します。 多数のご参加をお待ちしています。
　詳細は追ってご連絡致します。
 日　時：平成 28 年 11 月 12 日（土）12 時 30 分～
 講演会：「人生航路を運命学から考える」運命学研究家　池田　光先生
 場　所：銀座アスターお茶の水賓館 
 連絡先：佐野　enter.884@ce.wakwak.com

幹事一同

第５期　同期会

　　第５期　同期会を下記のとうり開催いたします。皆様のご参加を心よりお待ちしております
　期日 : 平成 29 年５月 21 日（日）　15 時より 17 時まで
　場所 : 山の上ホテル地下１階、ダイニング　ラビイ（エレベーターあり）
　詳細は平成 29 年３月中に案内状を発送します。
　幹事は、今村典子、高崎美枝、田中重俊、長谷川明幹事一同

会 合 予 告



パワーファーマシー

代表取締役
渡邊 和裕（H4年卒）

榎本 有和
（H4年卒）

大久保 歩
（H20 年卒）

酒井 秀夫
（H4年卒）

舩渡川 絵理
（H26 年卒）

橋本 則雄
（H15 年卒）

塩野入 洋（H20 年卒）

高梨 信之
（H20 年卒）

酒井 麗子（H4年卒）

Official Uniform Sponsor
プロサイクルチーム 宇都宮ブリッツェンスポンサー
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会費納入者

2,000 円納入者

56 加賀谷進二，笠井能子，加藤嘉久，斎藤美智子，杉本幸美，鈴木
隆子，伏田英雄，森本達也，分林孝夫 58 斎藤友美，山本庸子 59 市原
正，木村清，高梨久美子 61 小林和子，辻厚子 63 吉田紀子 64 西川宣
征，廣瀬慶子，向井葵 65 秋元敦信，筒井力彦 71 渋谷正 72 瀬口由行，
森川邦子，山下和代 73 三枝良安，富澤恒夫 76 片桐秀明 77 安部貞詔，
種井政春，友松茂喜，藤田智子 82 渡辺正実 84 加藤泉 87 藤本久美 90
岸川幸生 92 髙田幸代，鈴木豊史 95 西野潤一 97 定永晶子 99 廣瀬諭 04
石毛亜希子 05 藤代大輔 09 白鳥千夏 以上　45 名

4,000 円納入者

58 恩田正昭 59 大島芳郎，山田茂 61 富田千恵子 63 早川紀代子 79 北
中友子 84 渡辺茂和 96 小松﨑康文，吉澤徹 以上　９名

6,000 円納入者

67 田代克秀 72 白﨑裕子 80 中沢由里子 96 畑間康二 04 豊福真理子
以上　５名

10,000 円納入者

56 田村玉，新村宗敏 57 髙橋信昭 58 木村時子，田中和子，檜山玲
子 59 有本亨，梶原静子 60 今村典子，鈴木和子，長谷川明，湯川祥子，
吉田郁夫 61 福井俊一 63 形浦和子，久保田昂，田原和子，畑中耕一
64 森田昌弘，米本富美代 65 五味孟，佐藤富子 66 伊藤ちか子，稲
垣英夫，遠藤靖子，金子節子，長谷川満喜子，望月清見 67 小野内
常子，小清水敏昌，中島斉子 68 石﨑尚征 69 小林千江子 70 高野嘉巳，
吉野信次 71 小松稔，澤田チヅコ 72 高橋留美子，高畑悟，早藤知恵子，
渡辺正剛 73 関口恵子 74 青木裕子 76 佐藤寛子 77 相澤悦子，井澤郁子，
平野和子 78 木村美智子，藤原忠美，三宅宗晴 79 上濱正，大原直子，
松木雄一郎，松本明美，松本道明 80 佐々木桂子，中村紀久子 81 大
沢聖子，加藤善久，木下文恵，黒川眞哉，五月女美幸 82 小松貴美子，
佐々木朗子，迫多賀子 83 石原貞美 85 斎藤義夫，佐久間節子，萩野
良雄，普久原隆 86 苅部英寿，草柳光男，設楽剛志，星加代子，谷
地由香，山岡香津代 87 木村あづさ，西谷幸久，星野正俊 88 阿部振
一郎，三輪洋美 89 加藤薫 91 萩野眞由美，垂水久美子 92 矢島久美子，
矢部ともえ 93 笠原靖裕 94 小山理恵，菅野浩，中島千春 95 竹國利
江 99 山田健太郎 03 長嶋昭人 05 河合裕子 以上　94 名

20,000 円納入者

60 加納久子 73 藤田敬子 84 佐香厚 85 小柳行良 92 山口紫 94 藤田淳子
96 松井周一 , 武藤全弘 00 本田弘 01 穂苅郷美 06 田村元気 , 山崎登喜彦
   以上　12 名
50,000 円納入者

90 植村豊   以上　１名

1000,000 円納入者

94 新出恵   以上　１名

平成２７年度本部正会員会費納入者
（薬学部校友会へ還付があった者）

57 一ノ瀬衛 59 高梨久美子 60 斉藤文夫 61 四條邦雄，前田敏晴 62 山
崎美江 63 武井侑代，長崎雅彦 64 金川栄子，小松康宏，渡邊和子 65
小川尚武 68 高橋繁治 69 内倉和雄 70 宇野澤まり子，草間貞 73 木村
つや子，齋藤好廣 74 伴野和夫，平井幹廣 75 土井正道 76 石田制利，
鈴木孝，本橋重康，吉田善一 77 伊藤芳久，塚本利夫 78 高野英夫 79
五日市早苗 80 梅沢芳史，関和優子，中村正敏，丸山恵子 81 山中健
三 82 坂本直隆 84 日髙慎二 85 中村吉男，林宏行 87 香山文明，松田
悦子 88 熊谷仁，澤田康裕 90 西村伸大 94 土屋晃一 96 小松﨑康文 00
廣井惠子
特別会員：手塚雅勝，髙山侑也，野田吉行，長谷部光帆，宮崎啓一，
薬眞寺千恵子   以上　52 名

平成 27 年度本部準会員会費納入者
（薬学部校友会へ還付があった者）

　　　　学部６年　　　　　１名  以上　１名

平成 28 年度本部準会員会費納入者
（薬学部校友会へ還付があった者）

博士１年　　　　　３名 学部１年　260 名
博士２年　　　　　４名 学部２年　263 名
博士３年　　　　　３名 学部３年　254 名
博士４年　　　　　１名 学部４年　239 名
博士後期課程３年　２名 学部５年　230 名

学部６年　318 名

以上　1577 名

日本大学薬学部校友会（桜薬会）奨学金寄付者

69 内倉和雄 80 梅沢芳史 , 遠藤尚登 01 齋藤弘明
広告掲載企業：株式会社パワーファーマシー
 合計 425,000 円

財務委員会
会費を納入された方の名簿です。ご協力ありがとうございました。誤りがありましたらお知らせくだ

さい。本部準会員（学生会員）会費納入者は、人数のみのご報告とさせていただきます。
（平成 28 年２月１日～平成 28 年７月 31 日）

会 費 納 入 報 告


