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日本大学全国校友大会開催

全国校友大会は平成 27 年 11 月６日（金）、東京・水道橋の東京ドームホテルで開催されました。海
外からの出席も併せ校友約 700 人が参加し、結束を誓いました。

内田俊太郎大会実行委員長の開会の辞が述べられた後、校友会長の田中英壽理事長挨拶の中で 28 年
４月には二つの新学部開設、29 年には世田谷区に認定こども園の開設など創立 130 周年事業が精力的
に進められていると述べられた。また。来賓として大塚吉兵衛学長が挨拶され大学の厳しい現状にふれ、
これを乗り切るために皆さまにも協力をお願いしたいとの支援を呼びかけられました。竹内康雄高知県
支部長の音頭で乾杯が行われ、引き続き和やかに歓談が続き盛会の中閉会した。

日 本 大 学 ･ 日 本 大 学 校 友 会 ニ ュ ー ス

表紙の写真提供者；　薬学部 3年生　村並　朝子さん、依田　万里奈さん
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人 物 往 来

25 期（理工学部薬学科：1980 年卒）　藤本　康嗣
自己紹介
　桜薬会のみなさま、はじめまして。私は 1980 年に卒業しました。
　卒業してから今日まで、都内と神奈川県で病院薬剤師として働いています。
　今回、渡邊和子先生からの直々にご依頼賜り筆を執らせていただきました。
　どうぞ、よろしくお願い致します。
　また、今年は 11 月に還暦を迎える私にとって特別な年となります。この
執筆はこれまでの病院薬剤師として経験してきたことなど、今日までの半生
を振り返るいい機会となりました。

＜学生時代＞
私は、神奈川県立小田原高等学校を 1975 年に卒業し、１年間の浪人生活の後、1976 年に日本大学の

門をくぐりました。当時は理工学部薬学科でキャンパスは１年次が北習志野でした。新京成北習志野駅
から徒歩 20 分以上の道のりは結構大変で、遅刻しそうになると同類の仲間を駅前で募ってタクシーで
乗り付けることもよくありました。何とか進級して２年次より御茶ノ水キャンパスに移り、ホッとした
ことを思い出します。

というのも１年の夏から日本大学管弦楽団（オール日大の部活）に入団し、都内にある学部のキャン
パスへ週 3 回の定期練習に参加していたので、多大な時間と交通費が負担となっていました。お茶の水
からですと最短の練習場の水道橋にある経済学部キャンパスは徒歩 10 分程度でとても便利になったの
です。それでも、桜上水の文理学部や、江古田の芸術学部で練習があるときは苦労しました。

幼少期よりヴァイオリンを始め、高校時代は部活と小田原フィルハーモニー交響楽団（市民オーケス
トラ）に参加していたので、入団間もない１年生 12 月からコンサートマスターという大役を任されま
した。この経験は、私にとってとても大きなものとなりました。なぜなら、当時日本を代表する指揮者
の小林研一郎先生が日大管弦楽団の名誉指揮者を務められていて、音楽の本質を徹底的に指導していた
だいたからです。「炎のコバケン」として音楽ファンから親しまれていた先生の情熱と厳しい中にも親
しみを込めた指導は、私にオーケストラの醍醐味を教えてくれました。その経験は、現在も茅ヶ崎交響
楽団（後述）でコンサートマスターを続けている原動力となっています。というわけで、在学中は部活
に力を入れすぎていましたので、学業の方は常にギリギリで進級していたのが実情でした。留年も卒延
も免れ、無事に４年間で卒業、国家試験にも合格できたことは当時の友人から奇蹟だと言われ、「フェニッ
クス藤本」とまで呼ばれていました。「日大のフェニックス藤本」と呼ばれるのは、まるでアメフトの
選手みたいでした。

＜卒業したころ＞
1980 年３月卒業と同時に、医療法人財団育仁会島田総合病院に就職しました。
当時、病院薬剤師の仕事の大半は外来患者への投薬、すなわち調剤に重点が置かれていました。いか

に待ち時間を少なくして外来患者へ薬を渡せるかが薬剤師に対する大きな評価基準の１つでした。入院
患者への薬剤師としての取組みはと言うと、まったく行われていない状態でした。そして、私としては
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まさに青天の霹靂とでもいうような事態が発生したのです。1981 年 12 月に病院が倒産してしまったの
です。給料も２か月間の遅配になっていました。こうして転職を余儀なくされ、1982 年 1 月から現在
の横浜新緑総合病院の前身の中山中央病院（83 床）の薬局に勤務することになったのです。

＜病院薬剤師業務での当初の取組み＞
実はこの転職を機に私の病院薬剤師人生が大きく変わることになりました。
転職の翌年 1983 年９月に病院が新築移転し、横浜緑病院（200 床）としてスタートしたのですが、

その直後の 10 月末で上司の薬局長が退職するということになり、その後任に私が抜擢されたのです。
とは言っても常勤薬剤師が２名となってしまう状況下で病院側も男性である私に任せるしかなかったの
だと思います。その後何とか常勤薬剤師を採用し、薬剤師４名と助手さん２の体制を２か月間で整える
ことができました。

一度病院の倒産を目の当たりに経験していたのですが、横浜緑病院も決して経営状態が安定していた
わけではなく、薬剤購入担当をしていた私の大きな役割は、購入価格の交渉に加えて、病院の経理担当
者から丸投げされた支払時期の延長、すなわち手形のジャンプも課せられました。そんな状況が続く中、
1991 年２月に医療法人三喜会が病院の経営を継承することになり、当時 15 か月の支払いサイトの医薬
品債務を短縮する取り組みを命じられたのです。いきなり短縮するには債務が大きすぎたので、医薬品
卸各社の経理担当者と率直な交渉を行い、２年間をかけて 90 日の支払いサイトまで短縮することがで
きました。現在では 60 日での支払いが行われています。単に買い手と売り手のやり取りではなく、お
互いの立場を尊重しながら妥協点を見つけるという交渉ができたのです。その間、医薬品の納入が一度
も滞ることなく達成できたことは幸いでした。

＜病院薬剤師業務の充実へ向けて＞
三喜会の経営に代わってから病院名を横浜新緑総合病院と改称し、急性期医療をしっかりと提供でき

る病院体制の整備が進みました。薬剤部門も薬剤師が本来担うべき医薬品の安全かつ適正な使用推進に
向けて人員の補充を積極的に展開し、1993 年６月神奈川県第 30 号の薬剤管理指導業務の施設承認を取
得しました。その間も外来患者数は増加の一途をたどり、毎日 500 枚の外来処方箋の調剤を行いながら
月間 500 件程度の薬剤管理指導料をコンスタントに算定できたのは、薬剤部員全員の努力の賜物でした。

また、クリニカルファーマシーを推進するうえで、業務の効率を図るためには、コンピューターシス
テムの導入を勧めました。在庫管理・薬剤管理指導支援システム、薬袋作成システム、薬剤情報提供書
発行システムの稼働を実現し、錠剤自動分包機と散剤自動分包機へも接続することで業務の効率が画期
的に向上しました。病院内で最も早く部門システムの確立を果たすことが出来ました。

その後、2001 年にオーダリングが導入されました。それまでは薬剤師が処方箋データを手入力して
いたのですが、その作業が解消され、同時に外来投薬の待ち時間も皆無となりました。（投薬待ち時間
は無くなりましたが、会計の待ち時間に苦情があったのが実情ですが・・）その後、外来の全面医薬分
業を行う方向に病院も積極的な検討を開始し、2003 年 11 月 院外処方せんの発行をスタートさせました。

膨大な外来調剤業務から解放され、これを機にそれまで手を出すことを控えていた業務の導入を進め
ました。

2004 年４月に薬剤部内の組織として治験管理室を開設し、治験に関わるすべての運営を薬剤部が行
うこととしました。また、同年 11 月には病棟業務の一環として薬剤師が定期処方の配薬カートへのセッ
ティングを始めました。この取組により当時問題となっていた誤薬インシデントを 30％以上削減でき、
高く評価してもらえました。
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2004 年６月から夜勤業務を開始し、薬剤師の 24 時間常駐体制を確立しました。その後、病棟におけ
る薬剤業務のさらなる充実に取組み、栄養サポートチーム、緩和ケアチームなど様々なチーム医療の担
い手として薬剤師が活躍するようになりました。そのかいあって 2012 年 4 月に新設された病棟業務実
施加算は直ちに算定開始することができました。これらの取組みが実現できた背景には、薬剤部のスタッ
フの努力がなくては到底実現できなかったことなので、現在はその努力に報いるべく、マンパワーの増
強と処遇の改善を法人本部に要請しているところです。

＜桜神会について＞
神奈川県では「桜神会」を毎年２回開催しています。当初は病院薬剤部門長の集まりでスタートしま

したが、現在では病院、薬局などの所属にかかわらず若い卒業生も幅広く参加を募っています。今年の
１月にも第 35 回の会が開催されました。多くの実績を積み重ねてこられた先輩方やこれからの時代を
担う同門の若い薬剤師が一堂に集いとても和やかな会として続いています。中でも平林哲郎先生（S37
卒）には病院薬剤師会での仕事をご指導いただき大変多くのことを学びました。また、赤瀬朋秀先生（H
１卒）には私の後任として会長を引き受けていただき、益々盛会となっています。このようなお付き合
いから赤瀬先生が教授をされている日本経済大学大学院で経営学の修士課程で研鑽し、2015 年 3 月に
経営学修士の学位を取得することができました。ここでの収穫は、マイケル・E・ポーターの「医療戦
略の本質　価値を向上させる競争」を熟読し、戦略の基本的なことをしっかりと学べたことです。それ
まで漠然と抱いていた医療への取組みについて、質の向上こそが適正かつ安全な医療であり、低コスト
の結果を導くことができると確信できました。

＜最後に＞
30 年余りの病院薬剤師人生の大半を部門のマネジメントを任されるという立場で仕事をしてきまし

た。思い返すと、日本の経済状態も病院の経営環境も悪化の一途をたどる中で常にストレスに悩まされ
つつ頑張ってきたような気がします。今現在こうして仕事を続けてこられたのはひとえに多くの人々
に支えていただいた賜物と感じております。また、趣味の音楽活動にも支えられてきました。現在は
1983 年創団以来茅ヶ崎交響楽団のコンサートマスターを務めています。地元の多くの人々と触れ合う
チャンスに恵まれて、今日まで楽しく活動できたことは精神的な支えとなってきました。

そして、最後に薬剤師として世に送り出してくださった母校への感謝の念に堪えません。
ありがとうございました。

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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１．はじめに
厚労省は薬局ビジョン 1) を発表し、地域のプライマリーケアの拠点として

の機能を薬局に期待している。欧州諸国では、地域住民は薬局へ相談に行き、
薬剤師はその症状により OTC 医薬品・健康食品・生活習慣の改善などで対
応出来るか、または受診勧奨（近くの医院・地域の病院・大学病院）を詳細
に行なう。住民は受診した時には、処方箋を持って薬局へ戻って来て薬剤師
から指導を受ける。こうなると薬剤師は、医者の処方箋で食べさせて貰うの

ではなく、自ら地域住民の健康管理を行う事になり、勉強しない薬剤師は無用になるであろう。
本ビジョンは患者本位の医薬分業の実現に向けて、かかりつけ薬剤師・薬局の今後の姿を明示して

いる。即ち、団塊の世代が後期高齢者（75 歳以上）になる 2025 年、更にその 10 年後の 2035 年に向け
て、中期的視野に立って、現在の薬局をかかりつけ薬局に再編する道筋を提示している。地域住民に選
択してもらえる薬剤師・薬局となるためには、専門性の向上を通じ薬剤の調製などの対物中心の業務か
ら、対人業務へとシフトしなくてはならない。地域住民が、かかりつけ薬剤師・薬局を選択することに
より、服薬情報が一つにまとまり、飲み合わせの確認や残薬管理など安心できる薬物療法を受けること
ができる。薬剤師・薬局は、かかりつけ医を始めとした多職種 ･ 他機関と連携して地域包括ケアの一翼
を担う存在となる。かかりつけ薬剤師・薬局は、地域における必要な医薬品の供給拠点であると同時に、
医薬品、薬物治療等に関して、安心して相談できる身近な存在であることが求められる。来局者の症状
に合わせて、生活習慣の改善・健康食品・OTC 医薬品・受診勧奨と薬剤師はトリアージを行うことに
なる。この中で、高齢者は健康食品を多く使用しており、住民の考えは医薬品は病気に良いが、健康食
品は健康に良いという思い違いが大きな問題となる。薬剤師は、この住民の個々の思い違いを丁寧に説
明して正しい情報を知らせる必要がある。薬剤師は、当然の事ながら医薬品については豊富な知識と経
験を有しているが、健康食品（サプリメント・ハーブ等）の知識は必ずしも豊富とはいえず、情報とし
て出回っているエビデンスに落とし穴があるなどとに気が付かない事が危惧される。そこで今回、健康
食品のエビデンスと言われているものの問題点を中心に紹介する。

２．高齢社会における地域住民のニーズとその現状
人生 80 年を超えるといわれる高齢社会を迎え、人々の関心は単に長寿を願うことから、生き甲斐を

持って健康で充実した生活を送るということに変わりつつある。健康は、その様な生活の実現に欠くこ
との出来ないことといえるが、生活環境の変化が生活習慣病患者とその予備軍を増加させ続けている。
健康を維持するには、食事・運動・休養が大切だが、忙しく働きまわる日々の生活では、限られたこと
しか出来ないので、人々は食事の他に健康に良いといわれるものを求めるようになった。この様な中、
健康食品は人々の生活に浸透し、不況の波を受けることなく成長している。健康食品とは健康に良いと
称して売られているが、そのものを規定する法律はなく法令上の定義はない（図 1）。よって、通常の
食品と同様の関係法令によって規制されている。しかし、一方で健康食品は、医薬品成分が入ったもの

セルフメディケーション学研究室　教授　安川　憲

セルフメディケーションと健康食品
—健康食品のエビデンスとその落とし穴—

集特
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等、不適正な販売方法を巡るトラブルが問題点となっている。健康食品は医薬品的効能効果を標ぼうす
ると無承認無許可医薬品となり薬事法に違反することになる。医薬品と食品との区別については、昭和
46 年に厚生省薬務局長通知「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」( 以下、食薬区分 ) で示され
ている。医薬品の範囲に関する基準では、様々な成分についてその成分の作用等を考慮し、「専ら医薬
品として使用される成分本質（原材料）（医薬品成分）と「効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断
しない（食品と認められる）成分本質（原材料）」に分類しリストとして例示されている。医薬品と判
断しない成分本質リストには、植物由来物等として 817 種、動物由来物等として 65 種及びその他（化
合物等）として 155 種があり学名でひく食薬区分リスト―健康食品・医薬品に区分される成分―（薬事
日報社）が 2014 年 9 月に発刊され、タイトルにある様に学名で引く事が出来る。

食品に効能効果を表示している場合は、医薬品的な効能効果を標ぼうしているものとみなされる。こ
れは、そのものの容器、包装、添付文書及びチラシ、パンフレット、刊行物等の広告宣伝物あるいは演
述等、およそ販売に関連するすべての手段による表示・説明によるものも含まれ、インターネット広告
も例外ではない。ただし、栄養機能食品については、その栄養成分の機能表示等を医薬品的効能効果と
は判断されない。医薬品的とみなす効能効果とは、疾病の治療又は予防を目的とする効能効果、身体の
組織機能の一般的な増強、増進を主たる目的とする効能効果、医薬品的な効能効果の暗示を指している。
この暗示するものには、各称又はキャッチフレーズ、含有成分の表示及び説明、起源、由来等の説明、
新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談語、学説、経験談等を引用又は掲載すること等がある。2005 年、
アガリクス商品の広告をめぐる健康食品会社と出版社による薬事法違反事件では、事件の対象となった
2 冊の体験談はすべて 1 人のフリーライターによる創作であった。健康食品会社は出版社と共謀し、ア
ガリクスの加工食品を 3 年余で約 20 億円売上げたといわれている。その他、アガリスクの一部の製品は、
動物実験で発癌促進作用が確認され、製品回収が行われた事例もある。この様に健康食品のエビデンス
には多くの落とし穴がある。

図 1. 食品の機能性表示制度
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３．健康食品のエビデンス
医薬品ユビデカレノンは、食品コエンザイム Q10 としても認められている。医薬品としての一日量

は 30mg であるが、Q10 の一日量は、医薬品の数倍という不思議な状態となっている。医薬品としては、
心不全や動悸・息切れに使用されている。何故、これがエビデンスも無いアンチエイジング、ダイエッ
トや美白等に使用されているのだろうか。これは、細胞実験で ATP を消費する、メラニンの合成を阻
害する、という実験データによるもので、動物や人におけるデータではない。

健康食品の問題点には、その物に有毒物質を含有するもの、他の医薬品との相互作用を起こす物、あ
る病気には使用出来ない物、等がある。例えば、欧州連合（EU）、韓国では医薬品であるイチョウ（Ginkgo 

biloba L.）葉エキスは、認知症に使用されている。我国では食品のため検査を受けていないものが販売
されている。イチョウ葉エキスの有効成分は、それぞれ数種のフラボノイド配糖体とテルペノイド誘導
体を含むエキスとされており、医薬品ではその含有量と、有毒成分であるギンコール酸は 5 ppm 以下と規定
されている。我国のイチョウ葉エキス製品は、食品であるために有効成分の含量が不明なものや高濃度
の有毒成分を含有するものが存在し国民を危険に曝している。

一方、科学の進歩と共に、食品中の成分が薬物代謝酵素に影響を及ぼすことが判明してきた。欧州、
韓国で医薬品であるセント・ジョーンズ・ワートは、肝薬物代謝酵素を誘導するため服用中の医薬品の
血中濃度を低下させ、薬物の効果を減弱させることが報告されている。

４．西洋ハーブを医薬品とする意義
欧州連合（EU）では、中国産生薬（防已・木通等）の基源植物の問題で死者を出し、信頼性が失わ

れて来ていた。そこで、2001 年 European Medical Agency （EMA）2) は、Directive 2001/83/EC を発
令し、EU における伝統薬・生薬・ホメオパシー・放射性薬品・生体成分（血液製剤等）を対象として
Well-established medicinal use （WEU）として、臨床実験等の有効性・安全性のデータの提出を求めた。
しかし、古くから EU で使用されている生薬製剤には、この承認基準には難しいものもあった。そこで、
2004 年 Directive 2004/24/EC が発令され、最低 EU における 15 年以上の販売実績と科学的根拠の論文
の提出を求め、これを Traditional medicinal use （TU）とした。2015 年 11 月 23 日現在、WEU が 24 品目、
TU が 131 品目、WEU & TU が 14 品目、合計 141 品目が承認を受けており、審査中のものも加えると
197 種がリストアップされている 1）。

日本における西洋ハーブのダイレクト OTC 医薬品は、2007 年に医薬品の承認審査制度が改定され、
日本と同等の承認審査制度を有する国の医薬品の臨床研究のデータを使用できることになった。海外の
臨床データを使用できることとなり、開発費が大幅に抑制できるようになった。その様な中、赤ブド
ウ葉（アンチスタックス）は、2011 年にダイレクト OTC 医薬品として承認され 2013 年に販売された。
さらに、チェストベリー（プレフェミン）が 2014 年に承認され同年販売された。EMA で承認されて
いる中で、本邦において OTC 医薬品有効成分として使用されている 176 種を除く 21 種が、西洋ハー
ブ医薬品としての申請が可能である。現在、医薬品との相互作用が問題となっているセント・ジョーンズ・
ワート、有害成分を含有するイチョウ葉のほかにブラックコホシュ、エキナセア等が挙げられる。西洋
ハーブ医薬品には OTC 医薬品にない薬効があり、国内で上市されるとセルフメディケーションの推進
に大いに寄与すると確信している。これにより現在まで、エビデンスの基となる医薬品、即ち、製造過
程（抽出方法・精製方法）と剤形の一致した医薬品を使用できることは、国民が安心してセルフメディ
ケーションを行うことが出来ると期待される。
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５．西洋ハーブ医薬品への期待
アンチスタックスの有効成分である赤ブドウ葉乾燥エキスは、ブドウ（Vitis venifera L.）の種類のう

ち、ヨーロッパでタンテュリエ（V. vinifera L. var. tinctoria）と呼ばれている種類の赤ブドウ葉を使用
してる。この種のブドウは、そのまま食べる赤ブドウや赤ワインに使用されている赤ブドウと違い果肉
も赤いのが特徴である。更に葉も赤い色素を多く含むため、他のブドウの葉よりも早く赤色に染まる。
一般的なブドウよりもポリフェノール類が高含量である。現在、赤ブドウの種類は 1,000 種類程あるが、
そのうちタンテュリエと呼ばれる種類は約 20 種といわれている。アンチスタックスは、Boehringer 
Ingelheim で開発され 1971 年にドイツで販売が開始後、世界 25 ヶ国で販売実績がある。一方、フラン
スでは 1996 年に薬局方に収載され、2010 年には EMA の生薬製品委員会（HMPC）により採択されモ
ノグラフに収載されている。アンチスタックスに使用されている赤ブドウ葉乾燥エキスは、ダブルブラ
インド法の臨床研究を含む豊富な科学的研究結果により WEU 分類にされている。我国において、下肢
の浮腫（静脈循環障害）の内服医薬品は、この製品の他に医療用にも無い。

クマツヅラ科のチェストベリー（Vitex agunus-castus L.）の果実は、BC400 年頃から薬用として女性
生殖器系疾患の治療に利用されてきた。現在 EU では、月経前症候群（PMS）の諸症状の緩和及び月
経不順に対して西洋ハーブ医薬品として承認されている。プレフェミンは、このチェストベリーの乾燥
エキスを有効成分とした医薬品で、PMS に対する有効性及び安全性を本邦で実施された臨床試験を含
む複数の臨床試験により確認されている。プレフェミンは軽症から中等症の PMS に対して、生活改善
等の非薬物療法と並行して使用することにより、PMS の QOL 改善に貢献できるものと期待されている。
チェストツリーは地中海沿岸や西アジア等に自生する落葉低木であり、果実であるチェストベリーは欧
州においてギリシャ・ローマ時代より月経不順、乳房痛等、様々な婦人科疾患の治療に伝統的に用いら
れてきた。チェストベリーは欧州薬局方を始めとする海外の多数の公定書に収載されている。プレフェ
ミンはスイスの Max Zeller Söhne AG により開発され、PMS に対する有効性及び安全性が二重盲検比
較臨床試験等により確認されており、スイス、オーストリアを始めとする 15 ヵ国において一般用医薬
品としての承認を取得している。

イチョウは、裸子植物イチョウ科に属し生きた化石として絶滅危惧種に指定されている。ドイツ・フ
ランスで、認知症の治療薬として有効成分の探索を試みたが、単一成分の発見に至らなかった。そこで、
EU ではフラボノイド配糖体、テルペノイド類をそれぞれ 22 〜 27%、5 〜 7% を含有し、ギンコール酸
を 5 ppm 以下として、規定された抽出法・精製法で製造されたエキスを医薬品として認可している。現在、
日本では医薬品として承認されておらず、食品として流通しているため、ギンコール酸による有毒作用
が心配されている。使用する場合は、国外の医薬品を選ぶと有効性と安全性が担保されている。欧州の
イチョウ葉医薬品は、アセトンで抽出・精製されているが、日本ではアセトン抽出は認められておらず、
エチルアルコール・水で抽出するために有効性の保証はない。即ち、フラボノイド配糖体とテルペノイ
ドの含量はエキス中の約 1/3 のため、残りの 2/3 が同等である保証はない。更に、安全性の要であるギ
ンコール酸が除去されていないと安全性が担保されていない事になる。EMA で承認を受けているエキ
ス製剤は、アルツハイマー病、認知症、記憶改善に有効との臨床研究が報告されている。

健康食品は、国民の QOL 向上に寄与せんとするものではあるが、様々な問題を抱えているのも事実
である。血圧に良いという製品が、その他の血糖値・コレステロール値等への悪影響については確認さ
れていない。これら多くの問題を早急に解決することにより、国民が安全に健康管理を行うことが出来
るようになる。薬剤師は、健康食品等を販売する時には、学名、栽培地、成分含量等が表示されている
安全性の高い製品を推奨する必要がある。

今回、エビデンスの基となる西洋ハーブ医薬品が上市した事は、有効性と安全性が担保された製品を、
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薬剤師の指導の下で使用出来る事になる。国民の安全なセルフメディケーションの推進に、大きく期待
されている。

西洋ハーブ以外に、極東アジア文化圏における伝統食品に用いられる紅麹にも問題がある。糸状菌の
一種であるベニコウジ菌（Monascus）は、古くから極東アジアにおいて豆腐餻や赤酒などの発酵食品
として利用されて来た。ベニコウジ菌が生産する赤色色素（モナスコルブリン、アンカフラビンなど）
のため、天然着色料としても人気がある。近年、モナコリン K が高脂血症治療薬であるロバスタチン
と同一化合物である事が判明した。輸入されたベニコウジ製品の中に、ストロングスタチンと同程度の
効果を示すものがあり医療従事者の間で問題となっている。更に、マイコトキシンの一種であるシトリ
ニンを生産する事があり、その腎毒性に注意が必要である。スタチンは他の医薬品との相互作用により、
重篤な横紋筋融解症を引き起こす事があるので紅麹製品との相互作用に注意が必要である。

更に昨年度、安倍内閣により導入された機能性表示食品も大きな問題を抱えている。機能性表示食品
とは、事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能性を表示出来る食品である 3)。疾病に罹患して
いない方（未成年者、妊産婦（妊娠を計画している方を含む。）及び授乳婦を除く。）を対象にした食品で、
生鮮食品を含めほぼ全ての食品が対象となっている。安全性及び機能性の根拠に関する情報、健康被害
の情報収集体制など必要な事項が、商品の販売前に事業者より消費者庁長官に届けられている。特定保
健用食品とは異なり、国が安全性と機能性の審査を行っておらず、届け出られた情報は消費者庁のウェ
ブサイトに現在 209 種類が公開されている 4)。消費者自身の責任で使用するものである。この制度導入
の前に、厚生労働省は先に述べた様に食薬区分基源植物の学名を収載し、混乱を未然に防ぐ処置をした。

6. おわりに
薬剤師の日々の研鑽は、地域医療を支える大切な業務であり、地域のケミストと言われた良き時代

に戻るであろう。薬剤師は竹刀（処方箋頼み）で無く、白刃（OTC 医薬品・健康食品）を使える様に、
更なる研鑽が求められている。薬剤師が地域のプライマリーケアの拠点の中心になれば、住民はかかり
つけ薬剤師に相談しセルフメディケーションの実施、医療を受診して薬剤師に結果報告と治療の相談を
受けるサイクルが回る事を期待している。中世の錬金術師と言われた薬剤師は、町のケミストとして地
域住民のあらゆる科学の質問に答えていた。勿論、即答出来るものと出来ないものがあるが、現在の欧
州の薬剤師の辞書に「ありません」、「出来ません」と「知りません」は無いとの事、これからの日本の
薬剤師に期待したい。

引用文献
１）http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/

vision_1.pdf
２）http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/landing/herbal_search.

jsp&mid=WC0b01ac058001fa1d
３）http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150810_1.pdf
４）http://www.caa.go.jp/foods/index23.html

略歴　昭和 48 年　日本大学理工学部薬学科卒業　平成２年　医学博士　同５年　日本大学専任講師　同７年

　ロンドン大学薬学部客員研究員 （１年間） 　同 12 年　日本大学助教授　同 16 年　日本大学教授　厚生労働

省「一般用医薬品としての生薬製剤（西洋ハーブを含む）の審査のあり方に関する検討会」委員 ( 平成 15 年 )

　日本薬剤師会「薬剤師業務に関する特別委員会」臨時委員 （平成 16 〜 20 年） 。
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生涯教育講座のご案内　（平成 28年度）

　平成 28 年度の生涯教育講座の開催日程をご案内します。テーマ、講師、開催場所等の詳細は、日本大学薬学
部のホームページでご確認ください。日本大学薬学部は、薬剤師認定制度認証機構（ＣＰＣ）の認証を受けた
プロバイダーです ( 認証番号Ｇ１７）。いずれの講座でも研修認定薬剤師の単位を修得することができます。

平成28年度　日本大学薬学部生涯教育講座　開催日程一覧
講座・時間・開催日 テーマの概要 単位数 場所（最寄駅）

最近のトピック

19時30分〜21時00分

平成28年６月９日（木） 検査値を活用した処方箋監査

各回
1単位

船橋市民
文化創造館

きららホール
（船橋）

平成28年 9月 21日（水） 栄養不良に対する薬剤師の役割

平成28年10月13日（木） 地域包括ケアからケアする社会へ
〜住民主体の幸手モデルの取り組み〜

平成29年 1月12日（木） 製剤の基礎知識

平成29年 2月17日（金） 認知行動療法の基礎知識

平成29年 3月  9日（木） 嚥下障害

ファーマシューティ
カルケアの最前線

13時00分〜17時50分

平成28年５月15日（日） 在宅医療

各回
3単位

日本大学
桜門会館

（市ヶ谷）
または

日本大学
通信教育学部
（市ヶ谷）

平成28年７月17日（日） 健康サポート薬局
平成28年９月25日（日） 感染症対策
平成28年11月13日（日） うつ病治療の実践

平成29年３月5日（日） 薬学実務実習への対応

ブラッシュアップ
セミナー

平成28年7月23日
16時00分〜19時30分 臨床研究のABC　

－クリニカル・クエスチョンを解決しませんか？－ 6単位
日本大学

通信教育学部
（市ヶ谷）平成28年7月24日（日）

9時20分〜16時30分

薬剤師実践セミナー

平成28年5月28日（土）
16時00分〜20時00分

フィジカルアセスメントモデルを活用したバイタ
ルサインの確認

5単位
日本大学
薬学部

（船橋日大前）平成28年5月29日（日）
10時00分〜17時00分

認知行動療法的アプローチによる服薬支援（導入
編）

大学院講義受講
コース

9時00分〜16時10分

平成28年4月16日（土）
平成28年4月23日（土）

疾患別薬物治療学特論Ⅱ
造血器疾患、悪性リンパ腫・骨髄腫、血液凝固系疾患

各科目
8単位

日本大学
薬学部

（船橋日大前）

平成28年4月30日（土）
平成28年5月7日（土）

疾患別薬物治療学特論Ⅵ
上下部消化器疾患、肝・胆・膵の各疾患

平成28年9月17日（土）
平成28年9月24日（土）

疾患別薬物治療学特論Ⅰ
精神神経疾患

平成28年10月1日（土）
平成28年10月8日（土）

疾患別薬物治療学特論Ⅲ
気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患、拘束性肺疾患

平成28年10月15日（土）
平成28年10月22日（土）

疾患別薬物治療学特論Ⅳ
循環器疾患、腎疾患

平成28年10月29日（土）
平成28年11月5日（土）

疾患別薬物治療学特論Ⅴ
膠原病、関節リウマチ、後天性免疫不全症候群

平成28年11月12日（土）
平成28年11月19日（土）

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

※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
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薬物治療学研究室（1 号館 3 階 132）

桜薬会会員の皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。薬物治療学研究室の
近況をご報告致します。当研究室は平成 23 年４月に開設され、教授の林宏行と助教の小瀬英司（筆者）
の２名が在籍しております。研究内容は、医療機関の先生方と協同で、腎疾患の増悪因子やリハビリテー
ションや高齢者にとってより良い薬物治療を考えるといった内容に取り組んでおり、幅広く臨床業務に
対応できる薬剤師の育成を目指しております。

平成 28 年度には新たに５年生８名が配属となりました。６年生８名は５年次の実務実習終了後、前
期は卒業研究、後期からは国家試験対策に励む予定です。新しく配属された５年生は CBT 試験終了後、
すぐに研究室に来ることとなり、現場の知識が乏しい中、臨床研究の難しさを感じながら、しっかりと
研究に力を注いで欲しいと願っております。今後は４年生が９月から配属予定ですので、最大 24 名の
大所帯となります。それぞれが研鑽しあって活気ある研究室にしていきたいと思っております。

さて昨夏には５・６年生とともに埼玉県の長瀞に研究室旅行に行って参りました。研究や勉強で忙し
いはずの６年生が企画から運営まで全てを仕切ってくれました。長瀞でのラフティングやバーベキュー
など、日々の忙しさを忘れ、かけがえの無い時間を過ごすことができたのではないかと思います。

この会報が届けられる頃には国家試験の合否が判明している事と思います。全員に桜の花が咲いてい
ることを祈念しております。末筆ながら、本年も変わらぬご指導・ご鞭撻をお願い申し上げますととも
に、会員の皆様方の益々のご活躍とご健勝をお祈り申し上げます。

（小瀬　記）

研 究 室 だ よ り
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病院薬学研究室 ( １号館３階 135)

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。病院薬学
研究室の近況についてお知らせいたします。当研究室には、教員 2 名（福岡憲泰教授、大場延浩准教授）
に加え、今年度より４年生が１月から配属されることとなり、４〜６年生、各学年８名の計 24 名の卒
業研究生が在籍しております。さらに、上席研究員と客員研究員の先生が各１名ずつ在籍しております。

卒業研究は、病院のデータを用いた TDM や薬物動態に関する研究（福岡）や市販後の薬の安全性に
関する薬剤疫学研究（大場）を行っております。

４年生は昨年末に OSCE、年明け早々に CBT を無事に終えたばかりです。５年生は、III 期の病院 /
薬局での実務実習が始まりました。I 期と II 期に実習を終えた学生は、これからさらにペースを上げて
卒業研究を進めるといったところです。６年生は卒業試験の真っ最中であり、日々、各自で勉強を進め
ております。

昨年 12 月に、第４回病院薬学研究室同窓会が開催され、以前に在籍していた濃沼先生（現、帝京平
成大学）にもご出席いただき、病院薬学研究室の先輩方と現学生との間で楽しく交流を深めることがで
きました。先輩方が年々とても頼もしく成長していることが伺えました。

最後になりましたが、会員皆様のご健康とさらなるご活躍を心よりお祈り申し上げます。
（大場　記）

分子細胞生物学研究室（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。
研究室は現在，６年生 10 人，５年生８人，４年生８人という配属になっています。例年は小川先生

人気で女子学生が多い構成でしたが，村山と廣瀨の厳しさが伝わったのか，４年生は半分男子学生にな
りました。４年生８人全員共用試験に合格致しました。昨年は，卒業研究旅行には行かず，６年生と両
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国発のナイトクルージングに行きました。ライトアップされた隅田川の橋や東京港のイルミネーション
など，隅田川〜東京港の夜景を楽しみました。写真は，卒論発表会を無事に終えて喜んでいる６年生で
す。年々国家試験が難しくなり，卒業試験も時期が早くなり，合格の条件も厳しくなりました。全員卒
業，全員国家試験合格を願っています。

小川先生は 2014 年３月でご定年を迎えられましたが，非常勤講師として，幾つか講義をお願いして
おります。ジム通いを始められ，お元気でお過ごしです。廣瀬大先生は４月に准教授になられました。
９月から３ヶ月のチェコへの留学から帰ってこられ，精力的に学生の指導を始めました。研究室の研究
内容は，真菌（菌類）および細菌の，生物としての基礎的性質，ゲノム情報，薬剤耐性機構・病原性因
子，環境や宿主との関わり，地理的分布を含む疫学解析そして診断法の開発です。

ご来校やお便りで卒業生が元気で活躍していることを知ることが私どもの楽しみです。皆様のご連絡
を一同楽しみにしております。 （村山　記）

薬理学研究室（３号館１階 312）

桜薬会会員の皆様におかれましては益々御健勝のこととお慶び申し上げます。薬理学研究室の近況に
ついてお知らせ致します。当研究室は、伊藤芳久教授、石毛久美子教授、小菅の３名で教育・研究に取
り組んでおります。平成 27 年度の卒業研究生は、６年生 12 名、５年生 11 名、４年生８名が所属して
おります。６年生は、勉強との両立に苦心しながらも精力的に研究を行い、第 132 回日本薬理学会関東
部会では高野あゆみさんが、日本薬学会第 136 年会では南郷拓嗣君が、発表を致しました。また、第
59 回日本薬学会関東支部大会で発表した吉田佳織さんは優秀ポスター賞を授与しました。これらの成
果は、発表者の努力だけでなく、これまでに研究に関わった全員の努力の賜物であると考えております。
今後も研究を深め、成果を発信していきたいと思います。

昨年８月には研究室研修旅行として、草津温泉に行って参りました。５、６年生が研修に参加し、日
頃の疲れを温泉で癒して来ました。宿泊先のホテルでは、卓球大会が行われ、大いに盛り上がりました。
５年生の幹事の綿密な計画のおかげで楽しい時間を過ごすことができました。
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　11 月には、東京ガーデンパレスにて研究室同窓会（薬物同窓会）総会・懇親会を開催し、50 名余
りの方々にご参加いただきました。次回は平成 29 年秋を予定しておりますので、皆様のご参加を心よ
りお待ちしております。

最後になりましたが、会員の皆様のご健康と益々のご活躍をお祈り申し上げます。 （小菅　記）

薬品物理化学研究室　(3 号館４階 342)

桜薬会会員の皆様におかれましては，ますますご健勝のこと，お慶び申し上げます。薬品物理化学研
究室の近況をご報告させていただきます。
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平成 27 年３月末をもって，齋藤好廣教授が定年退職され，名誉教授となられました。齋藤教授の後
を引き継ぐべく，４月に藤井まき子が着任し，田口博之准教授，橋崎　要准教授とともに教育・研究活
動を行っております。

平成 27 年度は，大学院生の今井美湖さん，6 年生 11 名，5 年生 15 名で活動を行ってまいりました。
７月 31 日に卒業論文発表会を行い，研究に一区切りがついたところで，８月２日に日帰り研究室旅行
で富士山近辺のはとバスツアーに参加しました。風穴で寒さに震え，ブルーベリーの食べ放題とジャム
作り，富士サファリパークのナイトサファリとしっかりと遊びました。６年制となってからカリキュラ
ムの関係で全員が参加できる日程を取るのは難しいですが，ぜひ続けていきたい行事の一つです。

今井さんは，2013 年 J. Colloid Interface Sci. 掲載の “A new reverse worm-like micellar system from 
a lecithin, multivalent carboxylic acid and oil mixture”に加え，” Skin permeation of testosterone from 
viscoelastic lecithin reverse wormlike micellar solution“が Biol. Pharm. Bull. に受理され，３月に博士

（薬学）を取得し大学院を修了しました。
　これまでより少し早く 4 年生が 1 月より研究を開始し，28 年度は６年生 15 名，５年生 13 名で活発
な活動を行っていきたいと考えております。引き続きご支援のほど，よろしくお願い申し上げます。
 （藤井　記）

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。

募金は下記口座にお願いいたします。
口　座：００１２０－５－３１８７３４

　　　　　　　　 口座名：日本大学薬学部校友会奨学金

★おめでとうございます★

第９期（1964 年卒・経営）佐伯友偵様が多年にわたり薬事関係事業の発展向上に貢献された
功績により平成 27 年 10 月 21 日薬事功労者厚生労働大臣表彰を受賞されました。

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。今後なるべく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。
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第 27回薬理学研究室同窓会（薬物同窓会）報告
薬理学（旧薬物学）研究室同窓会は、平成 27 年 11 月 7 日（土）の夕刻より、ホテル東京ガーデンパ

レスにて開催いたしました。当日は、ご来賓に福田英臣先生および小林保先生をお迎えし、1 期生から
現役の卒業研究生まで約 60 名が一堂に集いました。総会で、熊井俊夫氏（23 期）に引き続き会長をお
願いすることを承認した後、荒川基記氏（41 期）の司会で懇親会に移りました。懇親会では、熊井会
長の挨拶、伊藤芳久名誉会長 ( 現薬理学研究室教授、22 期）による 2 年間の研究室の経過報告を中心と
した挨拶の後、福田先生に心温まるお言葉を頂戴し、草間貞氏（15 期）の音頭で乾杯し歓談に入りました。
今回の参加者は、残念ながら多くはありませんでしたが、最も若い学生（4 年生）と 1 期生の大先輩と
の写真撮影など研究室の長い歴史を感じさせる場面が会場のあちらこちらで見受けられました。特に初
めて参加した卒研生は、縦のつながりの大切さを改めて認識したと思います。また、懇親会では、福田
先生の米寿のささやかなお祝いをさせていただきました。福田先生はいつも同窓会のことを気にかけて
くださっています。今回も必ず参加できるようにと早くから日程を調整してくださいました。福田先生
からは、「次回の同窓会にも元気で参加します。」との力強いお言葉をいただきました。同窓生一同、先
生のご健康とご長寿を心よりお祈りしております。次回は、平成 29 年に開催の予定です。多くの方の
ご参加をお待ちしております。

 （石毛　記）
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第 36回薬品分析学研究室同窓会開催報告
第 36 回薬品分析学研究室同窓会が平成 27 年 11 月 29 日（日）午後１時から東京・市ヶ谷のホテルグ

ランドヒル市ヶ谷で行われました。出席者は会員 17 名、研究室関係者３名、卒業研究生 21 名（５年生
８名、４年生 13 名）の総勢 41 名でした。

まず、第１部総会では、開会に先立ち、５月にご逝去された元教授の杉井篤先生のご冥福を祈り黙
祷が捧げられました。続いて、葛岡康広氏（23 期）の司会で岸本達人会長（29 期）が議長に選出され、
岸田邦雄氏（14 期）が会計報告、牛込陛阜氏（14 期）が会計監査報告を行いました。また、本年４月
に当研究室に着任した在間一将助教から新任の挨拶があり、その後、平成 27、28 年度の役員が承認され、
岸本会長により閉会の辞が述べられました。在間助教は現在 31 歳、平成 19 年３月に星薬科大学を卒業、
平成 24 年 3 月に同大学大学院博士課程を修了して博士（薬学）の学位を取得し、更に国立医薬品食品
衛生研究所で研究を続けた後、本学に着任しました。なお、平成 28 年度よりマツモトキヨシファーマシー
ズ社長の大竹富治氏（30 期）が会長に就任することが決まりました。岸本会長にはご多忙の中を本会
発展のためご尽力戴きましたこと心より感謝申し上げます。

次に、第 2 部講演では、( 公 )MR 認定センター事務局長の近澤洋平様をお招きし、小林郁夫氏（10 期）
の司会により「MR の使命と役割」と題してご講演を戴きました。ご配布下さいました“まんが「MR
物語」”は近澤様の実体験がもととなって描かれており、MR が患者さんの副作用回避に力を尽くすと
いう内容はまさに MR が医療職であることを実感するもので、参加者に深い感動を与えました。

第 3 部懇親会は、岸本会長のご挨拶、岸田邦雄氏の乾杯のご発声で始まりました。第 2 部でご講演下
さいました近澤様にもご参加戴きました。しばらく歓談した後、私（四宮）が研究室紹介、張替准教授
が近況報告を行いました。その後、余興として、在間助教も加わり、4 年生による「ハンドベル」のパー
フォーマンスが披露され、「レット・イット・ゴー（let it go：ありのままで）」が演奏されました。見
事な出来栄えで参加者一同感激しました。その後、学生の自己紹介があり、斉藤文夫氏（５期）からご
挨拶を戴いて中締めとなりました。お陰をもちまして本会も年々魅力的な会になってきました。来年は
更に多くの皆様がご参加下さいますようお待ち申し上げております。 （四宮　記）
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同期会開催報告（1987年卒業生＆ 1983年入学生）
平成 27 年７月 20 日（海の日）に、1987 年（昭和 62 年）卒業者と 1983 年（昭和 58 年）入学者の同

期会を開催しました。５年ごとに開催するはずの会ですが、前回の開催から、なんと 11 年も経過して
しまいました。その間に住所不明者も増えてしまいましたが、170 名くらいの方には案内状がお手元に
届いたと思います（届かなかった方には大変申し訳ありませんでした！）。当日は 80 名もの出席があり、
会場（一次会はお茶の水スクエアにある「ビストロ備前」の２階、二次会はお茶の水橋口の NARU）は、
ほぼ満員でした。一次会では研究室の順番で全員が近況報告をしましたが、この期のメンバーがそれぞ
れ人生を楽しんでいることを改めて確認できました。開催に尽力いただいた学年幹事と有志の世話人の
皆様、ありがとうございました。次は必ず 5 年以内に開催しましょう！　
（同期会に関する問合せは亀井 kamei.miwako@nihon-u.ac.jp まで）（32 期 亀井美和子記）
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18 期生同期会
18 期生は昭和 48 年（1973 年）、今から 43 年前に卒業しました。当時薬学科は理工学部に属しており、

１年次は習志野校舎で学び、２年次から卒業までをお茶の水で学生生活を送りました。同期会は９月
13 日（日）に３年間の青春時代を過ごした思い出の地で 26 名が集まり開催されました。

会場は神田駿河台の高台に立つ新お茶の水ビル 21 階銀座アスター ｢お茶の水賓館｣。学生時代は見上
げていたニコライ堂を眼下に見ることができます。そして懐かしい街並みを一望できます。授業の合間
に立ち寄った喫茶店、ジロー、サンロイヤル、マロニエ、田園、ウィーン、丘などが懐かしい名前です。
1972 年にガロというグループが歌った「学生街の喫茶店」という曲は、当時の私達をモチーフにした
ものです。舞台は喫茶店「丘」でした。

旧友と久しぶりに会って懇談することを「旧交を温める」と言いますが、私達の同期会は近年毎年行
われております。卒業後初めて会う人もいますが、顔を合わせると 40 年を超える時間は一瞬にして縮
まってしまいます。まるで昨年卒業したかのように。仕事に励んでいた生活をリタイアした人、これか
らする人が入り混じっている年代です。学生時代の思い出、仕事の話、子供の話、孫の話、趣味の話と
尽きることがありません。その一人ひとりの目が輝き、生き生きしているのがとてもすてきで印象的で
した。
「じゃまた来年ね」と手をふる姿は学生時代と少しも変わりありませんでした。
　長い人生の中でたった４年間だけ一緒に学んだ友達ですが、一生語り合える友達になることができ

ます。今は６年ですからより濃密な友達関係を構築できる時間でもあります。現役世代で活躍中の皆さ
んも学生時代を懐かしむ余裕はないかもしれませんが、時々は友達と会ってみることも大事だと思いま
す。気の置けない学友は一生の宝です。

（大川　成司　記）
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日大薬岳会親睦山行“上高地”の報告
私達 , 旧日本大学薬学科山岳同好会（略称 日大薬岳会）の参加メンバーは秋晴れの上高地へ平成 27

年 10 月 19 日に一泊二日で行った。お天気が心配だったものの、新宿の高速バスターミナルに早朝７時
集合の頃には、青空が見えバス利用組 11 名は全員ウキウキした気分であった。このバスに確実に乗る
ためには出発日の３か月前に予約をする必要があり、幹事は当日朝一番でネットから予約した由。また、
この出発バスの乗り場については、事前に新宿駅まで出かけキチンと下見をした先輩もおり、何十年振
りに新宿に行ったが随分と変わったな、と語っていた。こうして定刻７時 20 分にバスが出発し中央高
速道路を走り、一路上高地を目指した。途中、談合坂と諏訪湖のＳＳに休憩のため各 20 分程度寄った。

大正池前にバスが到着したのは予定より 30 分位遅く 12 時半頃であった。原因は途中の道路工事によ
る渋滞のため。しかし、快晴の天気になりバスを降りると目の前が大正池。右手遠方には紅葉に囲まれ
た穂高連峰が青空に悠然として見え、とても素晴らしい風景。参加の皆さんの感嘆の声がしきりに聞こ
えた。焼岳を目の前にした大正池ホテルで昼食後、本日宿泊する西糸屋山荘を目指し、標高 1,500m の
紅葉の中の遊歩道を進むことにした。

途中で、赤い屋根の帝国ホテルに寄る。ここは東京の同ホテルの夏の避暑地として昭和８年に建てら
れた由緒ある山の中のホテル。落ち着いた雰囲気の中でコーヒーと美味しいケーキを食べてホテルを出
た。周辺は見事な黄金色のカラマツ林になっており、その中を歩きバスターミナル傍の「祈りの塔」に。
ここは穂高岳等で遭難した登山者を祭っている石碑で、ここに先輩の加納平蔵氏（36 年卒）が祭られ
ており、50 年程前に穂高の岳沢で登山者が起こした落石が頭部を直撃し即死。この追悼のため、お線
香を供え皆で冥福を祈った。雄大
な穂高岳を目の前に眺める河童橋
を渡り山荘に到着したのが午後４
時前で、梓川が直ぐ傍を流れる和
風の２階建の宿。お風呂の窓から
は西穂高を眺める温泉に浸り癒さ
れた。午後６時からの懇親会まで
には仙台から駆けつけた斯波氏、
車で参加し焼岳を単独で登って下
りてきたばかりの吉田氏、松本市
内の病院で透析を受けてから参加
した藤沼氏が揃い、総勢 14 名で
夕食。懐かしい学生時代の話や昔
の山行等を大いに語り合った。

翌日も快晴で、宿の弁当を持っ
て「明神池」を目指し梓川右岸沿
いを午前９時過ぎに出発。紅葉の
岳沢湿原から治山林道を経て、神
秘的な明神池の一ノ池、二ノ池を
見て明神橋を渡った河原で弁当を
広げ昼食。目の前に岩肌がむき出
しの明神岳を見ながらの食事は都
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会では味わえない醍醐味があった。その後、梓川の左岸を下って１時間半程で小梨平のキャンプ場に着
き、「上高地ビジターセンター」に寄った。ここは上高地の動植物や樹木、写真などが自然博物館の如
く展示、手作りの土産品も素晴らしい。その後、バスターミナルに行き午後３時発のバスで帰路についた。
帰りは特段の渋滞にもあわず、午後８時前に新宿に無事到着。平均年齢 70 歳を超えた参加者であったが、
誰一人怪我もなく紅葉の上高地山行を楽しんだ。私達は年１回会合を行っており、今回は小清水リーダ
の計画のもとに第５回目として初の親睦山行をしたもの。次回はどこになるのかな？（文責 高野辰雄）

＜参加者＞ 37 年卒：斯波公次郎　高橋洸（旧姓相馬）　田中孝治　39 年卒：杉山義夫　吉田哲朗　
40 年卒：田辺滋充　力石和美　土川利昭　42 年卒：小清水敏昌　増渕美子　森ひでこ　44 年卒：高野
辰雄　藤沼茂雄　吉政和男。

第七期生同窓会の報告
平成 27 年 11 月８日（日）、午後 1 時から山の上ホテルに於いて、第七期生同窓会を開催しました。

今回は喜寿のお祝いを兼ね、渡邊和子桜薬会副会長および山内盛前桜薬会会長を来賓にお迎えし、同窓
生 27 名が集いました。

記念撮影後、田中孝治氏の司会で鬼籍に入られた方々のご冥福を祈って黙祷を行ったのち、筆者の事
務局報告、渡邊副会長のご挨拶、黄川田幸正氏の乾杯に続き、フランス料理の円卓を囲みながら話が弾
みました。遠方から参加して頂いている皆さんとの再会は本当に励みになります。今回は初の試みとし
て、久田三郎氏の指揮で学生時代に口ずさんだ想い出の歌の数々を合唱し、これまでとは一味違った和
気あいあいとした雰囲気の中で予定の時間は瞬く間に過ぎてしまいました。続きは、24 名が新お茶の
水ビル地下街の居酒屋に席を移し、充実した時間を満喫しました。

なお、今回参加された方は下記の通りです。写真前列左から：藤原充雄、松島ミス子、上田民恵、山
内盛前桜薬会会長、渡邊和子桜薬会副会長、守屋芳子、町田實、池田梅子、上谷知子。中列左から：諏
訪佐智子、川生洋子、石川春恵、長谷川順子、青木千勢子、島田恵美子、鴫原幸子、秋山恵、豊田明、
久田三郎、高田富弘、田中孝治。後列左から：高澤克昌、山崎弘、一色捷一、藤原英明、黄川田幸正、
伊藤善明、小山征治、正田貞雄（敬称略） （文責：藤原充雄）
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東桜会開催の報告
平成元年に設立された東桜会は諸般の事情により２年間余り開催されませんでした。平成 27 年 6 月

27 日信濃町のレンタル会議室にて総会が開かれ、会の今後のことについて話し合われ、存続するとの
結論に至りました。設立時の会則に幅を持たせ、数名の幹事の協力のもと平成 27 年 11 月 24 日（火）
19 時より新宿野村ビルあすか製薬会議室にて東桜会研修会を開催することができました。研修会では
演題１「これからの製薬業界と MR について」神宮由幸氏（S56 卒）、演題２「日本大学病院の紹介」
三枝良安氏（S48 卒）、演題３「当院（日大病院）化学療法室の運用と今後の課題」深滝利也氏（H10 卒）
という内容でした。終了予定時間を過ぎてしまう程の講演、質疑応答でした。余談ですが改めて先輩か
ら後輩までの年の差に驚きでした。お写真の方々のお名前と卒年です。

澤地次男氏（S34）、武信貞夫氏（S36）、江藤苑美氏（S43）、岡島　宏氏（S44）、大壽美譲氏（S45）、
三枝良安氏（S48）、平井幹廣氏（S49）、工藤隆子氏（S49）、田中三広氏（S54）、渡辺茂和氏（S59）、
横尾朋枝氏（S61）、田口裕之氏（S61）、半田雅美氏（H １）、田中秀弥氏（H ３）、菅野浩氏（院 H8）、
安部恵氏（H ６）、小松崎康文氏（H ８）、小溝真理子氏（H ８）、深滝利也氏（H10）、三浦佳也氏（H18）、
北野陽子氏（H18）、渡部多真紀氏（院 H21）、齊藤清貴氏（H26）、石川裕輔氏（H26）

懇親会には阿部宏子氏（S49）が駆けつけてくれました。薬に携わる様々な立場から業務などのお話
しが気軽にできる当会へのご参加をお待ちしております。

 東桜会会長　　小松裕明（S55）komatsu@fussahp.jp
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駿河台クラブ (昭和 43年度入学・47年度卒業同窓会）開催
12 月６日 ( 日）品川プリンスホテル 32 階にて同窓会を開催致しました。
前回は還暦記念して開催してからはや６年が経ちました。出席者 78 名、ご招待恩師、牧村先生・内

倉先生・草間先生・土肥先生の４名にご出席いただき総計 82 名で同窓会を行いました。
各研究室ごとに壇上に上がって１人ずつ近況報告をいたしました。久しぶりに会った人も多く、学生

時代の面影は残っており当時を思い出して話が弾みました。
イベントとしてドリフターズの中本工事さんをお呼びして歌ったり踊ったりと楽しく三時間が過ぎて

行きました。次回は年齢を考慮して、早めの再会を約束しお開きとなりました。 （高木百合江　記）

第 35回桜神会

平成 28 年１月 13 日（水）、横浜の『ホテルキャメロットジャパン』において、第 35 回桜神会が開催
されました。当会は神奈川県内に勤務、在住の日本大学薬学部卒業生（旧工学部薬学科、旧理工学部薬
学科を含む）に幅広く声をかけており、今回は新たに４名の先生方を加えた総勢 48 名が集まりました。

桜神会に先立ち開催された学術講演会では、赤瀬朋秀先生（日本経済大学大学院）より「平成 28 年
度診療報酬改定と薬剤師の役割」、三井正博先生（相模原協同病院眼科部長）より「眼疾患に関する最
近の治療」について、最新の情報を提供していただきました。平成 28 年度診療報酬改定において、薬
剤師を取り巻く環境は大きく変化することが予想されています。赤瀬先生の講演は先見性に満ちた貴重
な内容であり、今後薬剤師がやるべき道標になったと思われます。一方、三井先生の講演は、緑内障を
中心に各眼疾患の病態に対する治療薬の薬理作用を具体的にお話しいただいたことから、より実践的な
内容であったと思われます。

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、
斎藤義夫先生（鶴見大学歯学部附属病院）の乾杯のご発声により、その後しばしの間歓談し、会員相互
の友好を深めました。会の中盤には、蛭田剛俊先生（神奈川県立汐見台病院）による日大節が披露され、
参加された先生方は昔を思い起こし一丸となって合唱し、盛会かつ思い出深い会となりました（日大節
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の様子は、YouTube → 桜神会　日大節で検索して下さい）。
会も終盤に差し掛かり、関東信越厚生局神奈川事務所を退官された平林哲郎先生の、これまでの功績

に対する感謝のセレモニーが行われました。先生は日本薬剤師会の功労賞も受賞され、今後もこれまで
以上に我々後進の育成にご尽力賜りたい思いを、お伝えさせていただきました。

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

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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第14回標記講演会が平成27年９月26日（土曜日）に松戸歯学部同窓会の当番幹事のもと、日本大学会館大講
堂で開催されました。本講演会は医学部、松戸歯学部、歯学部、生物資源科学部および薬学部という、いわゆる医
療系学部により開催している学術講演会です。毎回、テーマを決定し、それに沿って各学部から講演を頂いており
ます。

今回のテーマは「家族」が取り上げられました。大塚吉兵衛日本大学学長のご挨拶の後、各学部から約30分の
発表がありました。各講演を発表順に述べますと、歯学部同窓会からは、「家族と病院歯科を結ぶ包括的口腔ケア」
のタイトルで、日本でも有数の巨大病院である総合病院旭中央病院　歯科・歯科口腔外科部長の秋葉正一先生から、
要介護者に対する包括的口腔ケアの重要性について話されました。口腔ケアは「摂食、会話、呼吸機能の維持増進
を目的に口腔疾患予防、誤嚥性肺炎予防、リハビリテーションを施すことによる健康な長寿を支援するケア」と定
義されるとのことで、単に口腔という一臓器に留まらず全身疾患への影響を考慮した口腔ケアの重要性が理解でき
ました。

医学部同窓会からは「健康な長寿社会は家族の幸せ　高齢化社会の到来における心血管病の予防、治療戦略」
として日本大学病院健診センター長　谷樹昌先生から、動脈硬化として生活習慣病の是正、特に脂質に関連した血
管障害について分かりやすい講演を頂きました。

薬学部からは詳細は後述しますが、「在宅医療と家族支援　自宅療養支援から学んだこと」としての齊藤直裕先
生から講演を賜りました。

生物資源科学部獣医学科からは、「動物も家族と考える文化の背景」として、生物資源科学部獣医学科校友会会
長の中川秀樹先生から、ペットとして動物がいることで人は癒され、同時に思いやりや優しさを醸成し、生命に対
する畏敬の念ももたらされると話され、非常に興味深い内容の講演を頂きました。

松戸歯学部同窓会は、東京都健康長寿医療センター平野浩彦先生から、「摂食嚥下リハビリテーション高齢期の
食を家族と支える、フレイル・認知症とのつきあい方」として、高齢者では生理的予備能の低下から口腔の問題か
ら栄養摂取不良、またその後のフレイル（虚弱）をもたらし要介護となっていく過程が話され、高齢者およびその
家族を含めた支援体制をどのように整えていくかといった、とても重要な発表を頂きました。

薬学部からは、神奈川県横浜市にあるゆう薬局の齊藤直裕先生にご発表頂きましたが、その発表概略は、現在、
急性期病院の在院日数は短縮し、その後の療養病床から在宅へと療養場所がシフトしていること、特に高齢者では
多くの疾病を抱え服用薬剤数も多くなりやすく、この場合、服薬管理が問題になること、また先生は、保険薬局に
勤務していながら約200名の在宅患者を在宅訪問という形で支援しているとのことでした。在宅医療では患者宅に
上がり込んで服薬管理や服薬状況それに伴う身体変化などを診る必要があり、薬剤師と患者との信頼が無ければ成
り立たない業務だと考えさせられました。また先生の薬局では無菌調製室が完備されており、中心静脈栄養法といっ
た高度医療にも対応しているとのことでした。短腸症候群や閉塞性腸疾患、終末期の悪性腫瘍患者さんなどが主な
対象で、無菌調製した輸液剤を宅配し、バイタルサインの確認やフィジカルアセスメントの知識も必要の中で在宅
患者さんを支援されているとのことです。先生の講演から、薬剤師はいわゆる経口剤や吸入剤といった知識だけで
なく、益々活躍の場が広がりを見せているのだということを実感することが出来ました。

今回のテーマであった「家族」は、他に類を見ない長寿国家を迎え、本邦における高齢者に対する戦略が世界
中の注視を集まる中、とてもタイムリーな企画であったと思います。次回も同時期に開催予定とのことです。是非
皆様も医療系同窓会学術講演会に足を運んで頂ければと思います。

（文責　林　宏行）

第 14 回日本大学医療系同窓・校友学術講演会
テーマ：家族
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第 33 回日本大学工科系校友会連絡会が平成 27 年 8 月 29 日（土）に工学部（当番校友会）で開催された。
連絡会（出席者 52 名で薬学部 4 名；会長、副会長（2 名）、薬学部校友会監事（1））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工科系校友会連絡会の在り方について（日本大学工科
系校友会運営要綱が改正され、連絡会は毎年 1 回各校友会の輪番で開催する。支部長会の持ち回り開催
は休止し、理工学部校友会が単独で開催する。）②本部校友会正会員の拡充について（今までも正会員
の拡充に様々な意見が出ているがなかなか結果に結びついていない。本部校友会でも正会員拡充に準会
員の正会員への移行の施策を今年度から打ち出している。）

　懇親会（出席者 61 名）はご来賓の先生方（藤原雅美工学部次長、落合　実生産工学部長、）本橋重
康薬学部長、山本　寛理工学部長、三ツ井直紀工学部事務局長、逆井　彰生産工学部事務局長、鳥飼廣
志薬学部事務局長、加藤和英理工学部事務局長）のご臨席を仰ぎ開催された。

平成 27 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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学園祭（桜薬祭）
第 27 回桜薬祭が平成 27 年 10 月 31 日（土）・11 月１日（日）に晴天の中，開催されました。今年のテー

マは「飛躍〜はばたけ青春〜」、皆さんの心に残るような楽しく活気に満ちた学園祭にしたいという願
いを込めたそうです。

校友会主催による恒例の桜薬クイズを皮切りにサークル団体による模擬店の出店、ステージ企画、展
示発表等が催されました。６年制薬学教育も 10 年の節目を迎えた薬学部の更なる飛躍を願いつつ、青
春を謳歌し、大いに盛り上がった学園祭となりました。

薬草教室
第 21 回薬草教室が平成 27 年 11 月１日（日）に開催されました。講師に千葉大学環境健康フィール

ド科学センターグランドフェローの池上文雄氏をお迎えし、「薬園に学ぶ〜地球は大きな薬箱〜」と題
し御講演をいただきました。受講者は先生の分かりやすいお話に興味深く学んでおりました。

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、先生方の解説に熱心に耳を
傾けておりました。

　薬用植物園は薬草教室、公開講座、オープンキャンパス開催時に公開しています。平成 28 年度の
公開日時等については薬学部ホームページを御参照ください。

学術講演会
第 26 回薬学部学術講演会が平成 27 年 11 月７日（土）に 821 Ｂ講義室にて開催されました。52 名が

参加し、大学院生３演題を含む医療薬学系、生物学系、化学系、共同研究、萌芽探求型研究の５区分か
ら 12 演題が発表され，若手教員を中心に活発な討論が行われました。

共用試験
平成 27 年 12 月 13 日（日）にＯＳＣＥが、平成 28 年１月９日（土）・10 日（日）にＣＢＴが４年生

に対してそれぞれ実施されました。この２つの試験は，薬学生に必要な知識，技能及び態度を総合的に
評価するものであり、この試験に合格しなければ翌年行われる薬学実務実習を実施することができなく
なります。学生たちは日頃、対策講座や実務事前実習で培った成果を発揮して合格できるよう、緊張の
中、試験に臨んでいました。

薬学部入学試験
入学試験（Ａ方式）は平成 28 年２月５日（金）に行われました。志願者数は 1,452 名で昨年度より

149 名減少しました。試験は船橋試験場、東京試験場の２会場で実施しました。
また、全学統一入試であるＮ方式を平成 28 年２月１日（月）に行い，志願者数は 150 名で昨年度よ

り１名減少しました。

生涯教育講座
平成 27 年度も薬剤師のスキルアップへの貢献を目指して、４月より日本大学薬学生涯教育講座とし

て［最近のトピック］、［ファーマシューティカルケアの最前線］、［ブラッシュアップセミナー］、［大学
院（土曜）講義受講コース］及び［薬剤師実践セミナー］を開催しました。平成 28 年度も引き続き開
講いたします。開講予定等については薬学部ホームページを御参照ください。

薬 学 部 ニ ュ ー ス
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１　役職発令（2016. ４. １）
① 担当発令

（１）学務担当 松 本 宜 明 教授（臨床薬物動態学）
（２）学生担当 木 澤 靖 夫 教授（機能形態学）
（３）企画・広報担当 日 髙 慎 二 教授（医薬品評価科学）
（４）研究担当 榛 葉 繁 紀 教授（健康衛生学）
（５）就職指導担当 山 中 健 三 教授（環境衛生学）

２　教授発令（2016. ４. １） ３　准教授発令（2016. ４. １）
① 昇格 ① 新任

（１） 加 藤 孝 一（環境衛生学） （１） Eric M. Skier（英語２）
（２） 小 林 俊 亮（生化学）
（３） 鈴 木 豊 史（薬剤学） ② 昇格
（４） 鳥 山 正 晴（薬品分子化学） （１） 小 菅 康 弘（薬理学）

４　専任講師発令（2016. ４. １） ５　助教発令（2016. ４. １）
① 新任 ① 新任

（１） 新 藤 大 典（健康・スポーツ科学） （１） 下 田 康 代（環境生物学）

（２） 小 沼 直 子（健康・スポーツ科学）
② 昇格 ② 再任

（１） 大 橋 祥 世（生化学） （１） 野 伏 康 仁（セルフメディケーション学）
（２） 齋 藤 弘 明（有機化学） （２） 青 山 隆 彦（臨床薬物動態学）

（３） 中 島 理 惠（薬事管理学）
６　特任教授発令（2016. ４. １）

① 再任
（１） 三 枝 良 安

７　所属替え（2016. ４. １） 異動先 異動元
（１） 村 山 琮 明 教授 病原微生物学研究室 分子細胞生物学研究室
（２） 小 林 弘 子 准教授 病原微生物学研究室 微生物学研究室
（３） 廣 瀬　 大 准教授 病原微生物学研究室 分子細胞生物学研究室
（４） 板 垣　 正 専任講師 病原微生物学研究室 微生物学研究室
（５） 元 吉 尚 美 助手 薬学教育研究センター 微生物学研究室

８　異動（2016. ４. １） ９　退職
① 教授 ① 定年（2016. ３．31）

（１） 松 原　 茂（健康・スポーツ科学）
＜スポーツ科学部へ＞ （１） 井 口 法 男  教授 （微生物学）

② 助教 （２） 立川　眞理子  教授 （環境衛生学）

（１） 松尾　絵梨子（健康・スポーツ科学）
＜スポーツ科学部へ＞ （３） 安 川　　 憲  教授 （ セ ル フ メ デ ィ

ケーション学）

教員の人事
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平成 29 年度日本大学薬学部入学試験期日及び科目等

一般入学試験Ａ方式 一般入学試験Ｎ方式 一般入学試験Ｃ方式

１　募集人員 95 名 10 名 10 名

２　出願資格 日本大学入学試験
要項に同じ

日本大学入学試験
要項に同じ

日本大学入学試験
要項に同じ

３　出願書類 ①　入学志願票
②　出願資格を証明する書類

①　入学志願票
②　出願資格を証明する書類

①　入学志願票
②　出願資格を証明する書類

４　選考方法 学科試験（マークシート方式）
①　理科：化学基礎・化学 60 分
　【配点 100 点】
②　数学：数学Ⅰ ･ 数学Ⅱ ･
　数学Ａ ･ 数学Ｂ
（確率分布と統計的な推測を除
く）60 分【配点 100 点】

③　外国語：
　コミュニケーション英語Ⅰ・
　コミュニケーション英語Ⅱ・
　英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ
　60 分【配点 100 点】

学科試験（マークシート方式）
①　数学：「数学Ⅰ・数学Ⅱ・
　数学Ａ・数学Ｂ（確率分布と
　統計的な推測を除く）」【配点 
　100 点】
②　理科：「化学基礎・化学」，
　「生物基礎・生物」のうちから
　１科目選択【配点 100 点】
③　外国語：
　「コミュニケーション英語Ⅰ・
　 コミュニケーション英語Ⅱ・
　 コミュニケーション英語Ⅲ・
　英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ」
　【配点 100 点】
※上記の得点を標準化得点に換

算し，合否判定する。

学科試験
①　数学：『「数学Ⅰ ･ 数学Ａ」，
　「数学Ⅱ ･ 数学Ｂ」』【配点 200 
　点】
②　理科：「化学」【配点 200 点】
③　外国語：「英語」【配点 200 
　点】
※理科において２科目受験した

場合は，第１解答科目が「化
学」の場合のみ合否判定に使
用する。英語についてはリス
ニングの成績は利用しない。
理科については，大学入試セ
ンター試験の配点を上記の配
点に換算し，合否判定する。

５　出願期日 平成 29 年
1 月 8 日（日）～ 27 日（金）

窓口受付：
1 月 26 日（木）・27 日（金）

平成 29 年
1 月 8 日（日）～ 24 日（火）

窓口受付：
1 月 23 日（月）・24 日（火）

平成 29 年
1 月 8 日（日）～ 14 日（土）

窓口受付：
1 月 14 日（土）

６　選考日  2 月 5 日（日） 2 月 1 日（水） 大学入試センター試験
1 月 14 日・15 日（土・日）

７　合格発表日 2 月 8 日（水） 2 月 8 日（水） 2 月 8 日（水）

８　入学手続期間 2 月 9 日（木）～ 16 日（木） 2 月 9 日（木）～ 16 日（木） 2 月 9 日（木）～ 16 日（木）

９　入学検定料 35,000 円 35,000 円 18,000 円

10　試験会場 船橋，東京
（法学部三崎町校舎）

日本大学一般入学試験
Ｎ方式試験場

大学入試センター試験場

11　出願書類
　　送 付 先 日本大学入試センター

※１　一般推薦入学試験（指定校制）（募集人員 10 名）は，11 月 9 日（水）実施。
　２　付属高等学校等推薦入学試験（基礎学力選抜）（募集人員 85 名）は，11 月 9 日（水）実施。
　３　付属高等学校等推薦入学試験（国公立併願方式）（募集人員 5 名）は，11 月 9 日（水）実施。
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一般推薦入学試験（公募制） 校友子女入学試験

１　募集人員 20 名 5 名
（合格基準に達しない場合には，

合格者数が募集人員に満たないこともある）

２　出願資格 本学部での学業を強く希望し，合格した場合，
本学部に入学することを確約できる者で次の
いずれかに該当し , 出身学校長が推薦する者

①　高等学校もしくは中等教育学校を平成 29
年 3 月卒業見込みの者で，高等学校第 3 学年
第１学期までの全体の評定平均値が 3.5 以上
の者

②　高等学校もしくは中等教育学校を平成 28
年 3 月に卒業した者で，卒業時の全体の評定
平均値が 3.5 以上の者

①　大学入学資格を有し，本学部への入学を第
一希望とする者で，次のいずれかに該当する
校友の子女 （法定血族を含む 2 親等内直系血
族）である者。

ただし，法定血族の場合は，大学入学
年度の 3 年前の 4 月１日以前に養子縁組をして

いること。
②　合格した場合，本学部に入学することを確

約できる者

３　出願書類 ①　学校長推薦書
②　自己推薦書
③　入学志願票
④　出身学校調査書 

①　校友子女確認書
②　入学志願票
③　出身学校調査書等

４　選考方法 ①　書類選考
②　面接 
③　参考試験（マークシート方式）
（1）化学基礎・化学（高分子化合物の性質と

利用を除く） 45 分
（2）コミュニケーション英語Ⅰ・
 コミュニケーション英語Ⅱ・
 英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ 45 分

①　書類選考
②　面接
③　参考試験（マークシート方式）
（1）化学基礎・化学（高分子化合物の性質と

利用を除く）45 分
（2）コミュニケーション英語Ⅰ・
 コミュニケーション英語Ⅱ・
 英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ 45 分

５　出願期日 平成 28 年
11 月 1 日 ( 火 ) ～ 4 日 ( 金 )

平成 28 年
11 月 1 日 ( 火 ) ～ 4 日 ( 金 )

６　選考日 11 月 9 日（水） 11 月 9 日（水）

７　合格発表日 11 月 11 日（金） 11 月 11 日（金）

８　入学手続期間 11 月 12 日 ( 土 ) ～ 11 月 22 日 ( 火 ) 11 月 12 日 ( 土 ) ～ 11 月 22 日 ( 火 )

９　入学検定料 35,000 円 35,000 円

10　試験会場 日本大学薬学部校舎

11　出願書類
　　送 付 先

〒 274-8555 千葉県船橋市習志野台 7-7-1
日本大学薬学部

Tel 047-465-8480（直通）

☆校友子女入学試験について
　　日本大学校友会では「特別優待制度」として校友子女入学試験により入学した者のうち，出願締め切り日現在で
父母または祖父母（法・商学部は父母のみ）が有効な日本大学校友会正会員である者に対して，奨学金（図書費）を
給付します（初年度のみ）。実施期間など詳細については薬学部校友会事務局にお問合せください。
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平成 27 年度桜薬会賞受賞者
第 24 回桜薬祭実行委員長として活躍した中野悠馬（６年）さんに、3 月 25 日に挙行された学位記伝

達式において賞状および記念品が内倉会長より授与された。

平成 27 年度薬学部校友会奨学生
薬学部校友会奨学生選考委員会により、林亜里沙（３年）さん、川島絵里香（４年）さんの２名が奨

学生候補者として推薦され、薬学部教授会で審議の結果、承認された。なお、11 月 26 日に開催された
授与式で内倉会長より奨学金が授与された。

平成 28 年度薬学部校友会研究奨励金
　薬学部校友会研究奨励金研究者選考委員会により、生薬学研究室　助教　古川めぐみ氏が薬学部校友
会研究奨励金受領候補者として推薦され、審議の結果、承認された。さらに薬学部教授会で報告された。
なお、平成 28 年度薬学部校友会総会・懇親会において授与式を行う予定となっている。

平成 27 年度薬学部校友会（桜薬会）奨学生
　薬学部校友会（桜薬会）奨学生選考委員会により申請者 5 名の中から審議の結果、佐藤理菜 (4 年 ) さん、
羽田晃子（3 年）さんの２名に決定した。なお、１月 14 日に開催された授与式で内倉会長より奨学金
が授与された。

会 務 報 告

　　　物故者名簿：心よりご冥福をお祈り申し上げます。（2016.01.31 現在）
正会員
　１期 井　手　　常　博 （2015．06．30）
　１期 小沼（坂口）　良子 （2015．04．21）
　３期 雑賀（若尾）　定子 （2012．　　　）
　３期 雑　賀　　昭　助 （2015．09．　）
　３期 駿　高　　敏　之 
　５期 碓　井　　貞　弘 （2015．09．　）
　５期 及川（山崎）裕香子 （2015．08．　）
　６期 長　田　　安　久 （2014．05．04）
　７期 栗　原　　義　光 （2015．10．02）
　９期 小林（小原）　孜孔 （2015．12．22）
　13 期 稲　垣　　房　子 （2015．11．　）
　17 期 大島（伊藤）　源子 （2015．04．07）

　24 期 上濱（岩崎）　洋子 （2015．06．05）
　36 期 柳　本　　佳　子 （2016．01．14）

特別会員
　　　 渡　邉　　瑞　男 （2016．01．　）

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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第 24 期、第 25 期合同同期会のご案内
　第 24 期，第 25 期合同の同期会を下記の通り、開催致します。詳細は追ってご連絡致します。
皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

日　時：平成 28 年 10 月 29 日（土）18 時
場　所：東京ガーデンパレス（お茶の水）
幹　事：石塚善久、桑田信博、平原好文、山口良夫、村山琮明（24 期）
 梅沢芳史、東海林正弘、三村光明、目鳥幸一 , 森本宏（25 期）
連絡先：murayama.somei@nihon-u.ac.jp（村山），047-465-3794
 metori.kouichi@nihon-u.ac.jp（目鳥），047-465-7362

第 52 期 (2003 年入学 ) 卒後 10 周年記念同窓会のご案内
　第 52 期生の卒後 10 周年記念同窓会を開催致します。皆様お誘い合わせの上、ご出席くださいますよ
うお願い申し上げます。詳細は郵送の案内状でご確認下さい。

日　時：2016 年７月３日（日）受付 11:00　開始 11:30
場　所：日本大学桜門会館（ JR 市ヶ谷駅　徒歩２分）
会　費：6,000 円
連絡先：第 52 期同窓会事務局メールアドレス　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

薬学部校友会（通称　桜薬会）通常総会
並びに懇親会開催のお知らせ

平成 28 年度薬学部校友会通常総会並びに懇親
会を下記により開催いたします。

多数ご参加下さいますようお願いいたします。
総　会
日　時：平成 28 年６月 25 日（土）
 13 時 30 分〜 14 時 30 分
場　所：日本大学薬学部　512 教室
 船橋市習志野台７－７－１
 東葉高速線 船橋日大前駅下車 徒歩７分
 TEL 047-465-1478（薬学部校友会事務局）

　総会終了後、薬学部食堂にて懇親会を開催いた
します。

薬学部校友会　幹事会開催のお知らせ
　通常総会に向けて幹事会を下記日時により開催
いたします。
　幹事の皆様にはご多用中とは存じますが、万障
お繰り合わせのうえ、ご出席下さいますようお願
いいたします。

日　時：平成 28 年６月 10 日（金）
 18 時 00 分〜 20 時 00 分
場　所：日本大学桜門会館　
 303 会議室
 千代田区五番町　２－６
最寄り駅：市ヶ谷駅 JR 中央線下車　徒歩 2 分

会 合 予 告



– 34 –

会費納入者

2,000 円納入者
56加賀谷進二，原田貞亮57大渕勝範58伊勢忠59角田律，木村清，
藤川汲子 61 新沢彰，畑岸彌 62 青木千勢子 66 松本好正 70 山崎晃，
吉山守 71 日南田義隆 72 瀬口由行，髙見澤一夫 73 富澤恒夫 75 早
乙女順子 77 長瀬健市 78 髙橋眞 79 中堀克美，柳典子 85 阿部敬子
86 村上和代 87 藤本久美 88 鈴木陽代 92 鈴木豊史 94 小西寿子 05
市原和義

以上　29 名
4,000 円納入者
56 山口久美 58 佐藤フク子 59 中本光子 60 川上恭子 74 小野太
郎 85 慶野哲雄 86 阿部幸生 88 大出正人 98 勝又康一

以上　９名

6,000 円納入者
56 大石峰子 58 白井正子 63 實松昌汎 65 佐々木邦郎 66 松田光弘
71 野村眞知子 72 小川康子

以上　７名

10,000 円納入者
57 宮尾洋子 59 岡田玉恵，小倉嘉五郎，小野寺旭子，角田吉弘，
南部都，山内盛 60 大山由布子，高橋恭子 61 高橋洋行，富田貞子，
藤本康雄，松島章浩 62 川生洋子，小山征治，寺地啓子，前田
志津子，松島ミス子 63 池内玲子，大野秀彦，小林静子，水村
順子，宮本千世子 64 佐伯友偵，杉山翠，中村有宏 65 伊東素子，
長谷川紀子，山田修稔 66 佐々木連，鈴木鎭世，藤田博子 67 小
林香代子，田矢美代 68 石﨑尚征 69 安斉弥 70 中村幸子 71 芦澤
芳子，坂口悦子 72 内倉美津枝，河合眞知子，吉野美佐子 73 木
村つや子，中西一雄，福原隆博 74 斎藤晴美 75 原田善美，山口
やよい 76 髙田義郎 77 鈴木孔子，藤澤緑，清水秀樹，高木登，
梅田由紀子，徳江敏夫，安川阿良里 78 浅野重治，浅野紀子，
河井照，小林侑二，横山亮一 79 商増智，新原裕子，砂堀みどり，
西村忠洋 80 安孫子正敏，中村洋子 81 石渡晴代，岡崎仁子，金
子美恵子，加藤雅子，田窪康雄，平石淳子，儘田和枝 82 後藤
知彦，富井純一郎，富井英美 83 石井一弘，井上泰三，造賀裕子，
長島誠，若宮紀子 84 飯島勝夫，木村博昭 85 八田良重，藤森浩行，
松永みゆき，星悦子 86 保坂さとみ，阪田泰子，設楽剛志，田
中寛晃，物江義人 87 内山温美，月井英喜 90 杉本勝昭，細内和
政，渡部佳子，刈間香 91 関口悦子，内藤督雄 92 齋藤慈子，國
司学，伊賀恭子 95 和喜多知江，佐藤亜紀 97 藤田一恵，竹鼻万
紀子 00 井上由佳 01 依田英樹 02 古川めぐみ 04 山本祐子 04 匿
名 07 雨宮恵司  以上　114 名

20,000 円納入者
70 鈴木延子 81 星野良市 91 内田ゆ加里 94 藤井江美 95 大野夕香里
96 細谷義長 00 大越佳彦 03 河西智之 05 渡邊愛 以上　９名

50,000 円納入者
64 石橋時彦  以上　１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）

 博士３年　１名
 博士４年　１名
 学部２年　３名
 学部３年　５名
 学部４年　２名
 学部５年　４名
 学部６年　４名  以上　20 名

日本大学薬学部校友会（桜薬会）奨学金寄付者

（平成 27 年９月１日～平成 28 年１月 31 日）

64 渡邊和子 80 梅沢芳史 01 齋藤弘明

広告掲載企業：日本メディカルシステム株式会社

合計 275,000 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 27 年８月１日〜平成 28 年１月 31 日）

会 費 納 入 報 告

会費納入のお願い

　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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平成 28 年度

通常総会・懇親会のお知らせ　

　日本大学薬学部校友会（通称　日本大学桜薬会）会則第 11 条に従い平成 28 年度通常総会・
懇親会を下記要領により開催いたします。
　この総会は日本大学校友会の一翼を担う学部校友会として重要な行事です。ご多用中とは存
じますが、万障御繰り合わせのうえ、ご出席下さるようお願いいたします。
　総会後の懇親会の席上、定年退職されました井口　法男先生、立川　眞理子先生、安川　憲
先生、鳥飼　廣志様に記念品を贈呈し、長年のご指導に対し、感謝の気持ちを表したいと考え
ております。

記
 総　会
  日　時 平成 28 年６月 25 日（土）午後１時 30 分
  場　所 日本大学薬学部　512 教室
   東葉高速線　船橋日大前駅下車　徒歩 ７分
  議　題 第１号議案　平成 27 年度庶務報告・事業報告
    決算報告及び監査報告
   第２号議案　平成 28 年度事業計画・予算案
   第３号議案　役員承認
  懇親会 午後３時～５時
　  場　所 日本大学薬学部食堂（２号館２階）
  会　費 ￥3,000（当日会場で申し受けます）
　

準備の都合がありますので６月10日までに同封ハガキでご返信ください。


