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平成 27 年度校友会役員総会の開催

平成 27 年７月３日（金）東京ドームホテルに於いて開催されました。26 年度の事業経過、財務、各
種運営委員会活動などが報告された。また、学生会員への奨学金給付、医療費補助などが実施された旨
報告された。平成 27 年度事業計画、予算案などが審議の結果承認された。長年にわたり校友会活動に
尽力された梅田前経済学部校友会長、相田前国際関係学部校友会長、岡野前医学部校友会長へ感謝状が
贈呈された。

平成 28 年４月に新学部誕生

日本大学の 15，16 番目の学部として 2 学部が東京・三軒茶屋の地に開設される。高度な問題発見・
解決能力を有する危機管理の専門家を養成する“危機管理学部”と、世界で戦えるトップアスリート
や、それをサポートする人材を養成する“スポーツ科学部”の 2 学部で入学定員はそれぞれ 300 名とな
る。頻発する災害、事故やテロなど日々多様化するリスクやクライシスから社会を守ること、日本の『ス
ポーツ立国』を推進する等、社会に貢献することが期待される。

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

27 期（理工学部　薬学科：1982 年卒）　湯川　仁
自己紹介

桜薬会会員の皆様はじめまして。現在、横浜市戸塚区で仁天堂薬局を経営
しております湯川仁と申します。偉大なる諸先輩を差し置きまして僭越でご
ざいますが、渡辺和子先生のご指名により投稿させていただきます。
＜大学生活＞

付属の日本大学高等学校から推薦で入学しました。薬学を選択した理由は、
医科・歯科には成績が足りず、絵が下手なので建築学科は選びたくない、消
去法で残ったのが薬学科でした。入学後、生薬研究会に入部しました。そこ

で漢方・生薬との出会いがありました。バイトもしないで４年間、春・夏休みには研究室で実験のお手
伝いをしていました。大学３年の時、「漢方の故郷」中国へ旅行して人生の転機となりました。当時は、
外国人が自由に旅行できず、日中友好旅行となっているツアーに参加しました。旅の途中、すごく大き
な川の橋をバスで渡って行くと、そこは中州にできた街でした。川の幅は実は２倍あったのです。日本
は小さな国「井の中の蛙」と実感し、大陸の気質と莫大な大地に魅了されました。自分の将来を見つめ
直し、漢方への思いが強くなりました。
＜漢方の修行＞

卒業後、ドラッグチェーンに就職しました。「石の下にも３年」と思い漢方薬局を開く前に、流通の
勉強をし社会人の礎を築かせていただきました。就職１年目、まだ週休２日が珍しかった時代で、将来、
薬局を自分で開くのに、週休２日の休みは取れないと思って、休みの１日は知り合いの「野毛の漢方」
へ無給でお手伝いに通いました。その時の先輩方が今も良い仲間です。

さて会社を辞めるにあたり、生薬学教室の恩師　滝戸教授にご相談に伺いました。できれば中国（留
学生の受入困難）か韓国への留学を希望していました。滝戸先生から「韓国の漢医大へ留学された先輩」
として本学卒業生の金井芳典先生を紹介され、お話を聞きに江戸川区の薬局を訪問しました。

金井先生より「漢方を日本語で教えてあげる、但し無給でよければ」とご提案をいただき、漢方への
本格的な修行が始まりました。漢方はすべて原文、訳本を見ないで自分で解釈する。考え方から経穴・
鍼灸まで多岐に渡りご指導いただきました。平成２年に４年間の修行を経て漢方専門薬局を横浜市戸塚
区に開局しました。

開局当時は、定価で飛ぶように売れたユンケルなどのドリンク剤やエキス剤も置かず、漢方の煎じ薬
専門の相談薬局として、ひとりの患者さんに、時間をかけて対応しました。
＜調剤・在宅へ＞

売上も徐々に伸びて、平成９年に父の会社から独立し、有限会社仁天堂薬局を設立しました。その頃、
従兄弟の歯科が近所に開業することと国立横浜病院が処方せんを発行することになり、保険調剤をはじ
めました。徐々に調剤売上も伸びてきました。平成１２年介護保険が開始となり、ちょうど４０才で保
険料を納付する年齢でした。第１回介護支援専門員（ケアマネ）試験に合格して在宅介護へ関わること
となりました。

印象に残っているのは 93 才のおばあちゃんです。家に帰りたいと入院中でした。輸血をしないと血
小板が減っていく病気で、自宅へもどることは「死」を意味しました。それでも最後を家で過ごしたい
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と意思を尊重し訪問医を探しました。家に帰った時の『おばあちゃんの笑顔』は今でも忘れていません。
５日後、家族に看取られて永眠しました。
＜在宅医療をコーディネート＞

商店街のご近所で、薬局のかかりつけの患者様、胆管がんで治療の甲斐もなく末期と診断されました。
本人から「退院して家に帰りたい」と言われ、ケアマネを引き受け、訪問医・訪問看護師を探し、訪問
入浴を導入しました。９月に退院されて、年末まで持つかどうかと宣告されましたが、１２月には自分
で床屋へ行って散髪ができました。４月には、戸塚駅の踏切封鎖、アンダーパス開通をぜひ見たいと希
望され、PT さん同行で奥様と外出して、大変喜ばれました。残念ながら７月にご自宅で苦しみもなく
永眠されました。慣れたご自宅での療養が、寿命を延ばしたと考えます。多くの患者様と関わらせてい
ただきました。在宅の原点は、本人やご家族に喜んでもらえることです。
＜在宅医療で薬剤師の役割＞

医療・介護は 2025 年を控え、看取りを含めて入院・施設から在宅へ確実にシフトしています。医師
や看護師、PT などの医療スタッフだけでなく、ケアマネ、ヘルパーと連携することにより良いサービ
スが提供できます。特に、末期患者様には時間がありません。快適な生活を送れるように気心の知れた
スタッフと連携し、悔いのない療養生活を送るお手伝いができます。
＜まとめ＞

私は現在、商店会会長・町内会役員・地区民生員・介護認定審査員を拝命しております。『先発完投
型薬局』とは患者様が薬局に来られなくなったら、在宅へ出向き、看取り等最後まで付き合うこと。「ま
た来たい薬局」を心がけ、地域に根ざした『かかりつけ薬局・薬剤師』になることが目標です。保険調
剤に依存することなく、OTC・漢方相談と在宅介護をバランスよく行い、先発完投型を目指しています。
薬剤師も薬局に籠もらず、外へ出てみましょう。必ず新しい気づきがあります。

滝戸道夫先生のご縁で導かれ今日の自分があります。お世話になり、関わっていただいた方々には感
謝しております。本学のご発展と皆様のご健勝をお祈り申し上げます。

★おめでとうございます★

　第 10 期（1965 年卒・薬化学）松本　南海雄様が「マツモトキヨシグループ」を業界最大
大手に成長された実績と日本チェーンドラックストア協会の初代会長として業界の発展と日
本におけるドラックストアの理解促進、セルフメディケーション推進に貢献された功績によ
り平成 27 年４月 29 日（春の叙勲）旭日小綬章を受賞されました。

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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31 期（理工学部  薬学科 ： 1986 年卒）齊藤　栄治
自己紹介

桜薬会会員の皆様、はじめまして。私は現在、山形市議会議員と調剤薬
局を営んでおります理工学部　薬学科　1986 年卒業の齊藤栄治と申します。
また若輩ではございますが桜薬会山形県支部長も拝命いたしております。平
成 27 年春の朝、突然に携帯電話がなり、県桜薬会前支部長の久間木先輩より、
後で渡邊先生から電話があるから断るなよとの圧力の電話に続き、校友会の
渡邊先生より連絡をいただき、原稿を頼むとのことで、内容を把握できずに
お話を聞いていたところ、私の学生時代の同級生で、現環境衛生学研究室准
教授の加藤君の進言とのことで、状況的に断ることかなわずお引き受けいた

しました。
今回は学生時代を含め、乱筆・乱文ながら自己紹介を含め書き留めたいと思います。

学生時代
地元山形の日本大学山形高校では、国体など馬術競技に明け暮れました、その後習志野の理工学部薬

学科に入学しました。当時は田舎から上京し、見るものすべてが新鮮で、北習志野駅前での歓迎会など
が懐かしく思い出されます。２年からは、アパートも東京に引越し、御茶ノ水での学生生活となりました。
昼食に通った神田神保町の定食屋、錦華公園などが居場所となり、この歳になってますます、また行っ
てみたいと思うこのごろです。この頃から、同級生で悪友の現在製薬メーカー勤務の今給黎君に進めら
れ波乗りを始め、時間があれば天気図とにらめっこをし、波が立ちそうな場所を求め、外房、内房、湘
南、伊豆などの海に入り浸りでした。休みになれば、仲間と太平洋岸を南下しながら、静岡、愛知、四国、
日南と各地で波乗りをし、今給黎君の実家のある鹿児島県枕崎に度々お邪魔したことがいい思い出でし
た。こんな生活をしながらもレポートと厳しいご指導のおかげを持ちまして、何とか留年もせず、国家
試験も合格できたのも渡邊先生はじめ今年退任された斎藤先生など、お世話になった先生方のおかげと、
そのご苦労にいまさらながら深甚なる感謝を申し上げたい気持ちです。
製薬メーカーから病院薬剤師へ

卒業後は当時の名称で日本ロシュに入社し、静岡の袋井での研修後に新潟に赴任しました。メーカー
では、当然ではありますが医師から薬剤療法について説明を求められる仕事であり、病態、製剤の基礎
データ、臨床成績など大学では学べない膨大な量のデータを覚えなくてはならず、営業の厳しさととも
に大変苦労したことが思い出されます。しかしながらこのメーカー時代の研修が、この後の人生におい
て大きな役割を果たす、薬剤療法における in vivo と in vitro の違いやデータを見る視点について、多
くを学んだ気がしております。

その後、昭和 62 年春に地元の山形市立病院済生館薬局に入職しました。当時の薬局はまだ医薬分業
の実現には遠く、毎日 500 ～ 600 枚以上の院内の処方調剤に忙殺される毎日でした。当時はようやく散
薬のロータリー式の分包機が導入されたばかりで、現在のオートメーション化は想像もできない時代で
した。薬袋も手書きで機械の故障があれば、学校で習った手巻きの分包もありました。このころ学生時
代、渡邊先生の講義で、あなたたち病院に行って「カマ」を知らないなんて言わないでくださいね。恥
ずかしいから！という元気な言葉がとても懐かしくまたありがたく思い出されました。

人 物 往 来
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この頃の趣味は、週末は隣県宮城の現在は震災で様子もまったく変わってしまった仙台新港脇の海岸
で相変わらずの波乗りと、９歳から始め大学時代は休止していた馬術競技を本格的に再開しました。平
成４年の地元開催の国体出場のため度々、大阪の県指定の乗馬クラブでオリンピック選手などの指導を
受け、職場の皆さんや家族の支援を受け、本国体で団体総合優勝、個人障害飛越３位を勝ち取ることが
できました。このことは人生における忘れえぬ出来事でありました。馬術に関しては現在も、日本体育
協会公認コーチとして山形県の馬術チームの監督を務めております。

このころから、いわゆる 100 点業務、病棟活動が始まったと記憶していますが、病院も建て替えにな
り、オーダリングシステムが導入され、自動錠剤分包機、薬袋印刷機、オートの分包機なども次々に導
入され、現在のシステムの基礎となる大きな変革を迎えました。同時に医薬分業の急速な進展とともに、
病院薬剤師の業務はご存知のとおり病棟業務へと大きく舵をきりました。当時私は、製剤、TPN 混注、
注射剤の管理、オーダリングによる個人払い出しなどを担当させていただいておりました。当時は医師
と悩みながら相談し、当時市販されていない薬剤、クリンダマイシン軟膏や様々な院内製剤に携わり大
変勉強になった時代でありましたが、PL 法の施行により徐々に病院によるこのような取り組みも影を
潜める事となりました。またこのころは病棟業務が走りはじめたばかりで、薬剤師はチーム医療になか
なか溶け込めず、看護師や医師も慣れていない状況でつらい場面も多くありました。しかしながら、チー
ムに信頼され、相談される薬剤師にならなければ後に続く後輩が苦労をすると考え、早朝から、深夜ま
で他職種の人よりも長時間でも、カルテを通じた意思疎通や、臨床での病態、治療法、検査値、検査法、
薬剤師に直接関係がなくとも、医師の思考を類推し提案していくために勉強し、または病棟での混注な
ど、何でもやるつもりで遮二無二働きました。我々の世代の病院薬剤師は皆、そんな思いではなかった
のかと思い出されます。

当時で、感慨深い出来事は、そんな仕事漬けのなかで TPN 療法時あるいは中カロリー輸液において、
異物除去目的のフィルターが常用されていました。また外科治療における術後の血糖管理などにインス
リンを混注することは一般的でした。それまでも輸液のガラス容器や PV、PP 製容器などにインスリ
ンが吸着される事象は報告されてはいましたが、臨床的に使用される状況を想定した , フィルター装着
時の報告はあまりなく、臨床上の影響を検討する目的で、混合薬品の違いによる吸着量の定量を、病院
の研修費を頂き、医師との共同で研究できたことは、大変意義深い思い出でありました。
政治の世界へ

病院勤務も 16 年になろうとする、平成 14 年冬、在る方より市議会議員への出馬の打診を受けました。
市民病院は公立であり、職員の立場は純然たる公務員であります。公務員の選挙活動は法律で禁止され
ており、当初は当然のことながらお断りをさせていただきました。しかしながら、個人的には医療機関
である病院の方針も、職員の待遇に関する事項も、議会の議決がなければ、院長といえども決めること
ができない現状に憂慮していたこと、更には次期統一選をもってこれまで医療関係者として活動をされ
てきた議員が勇退されることを踏まえ、医療関係、労働関係からの要請を受け入れる形で家族の心配を
振り切る形で立候補を決意いたしました。明けて 1 月に長年慣れ親しんだ，市立病院済生館を正式に辞
職し、春の統一地方選挙の準備を始めました。私にとっては全く初めての経験でありました。正に清水
の舞台から飛び降りた瞬間でした。平成 15 年の地方統一選挙は、生涯忘れえぬものとなりました。本
人はずぶの素人であり暗中模索でありましたが、医療の仲間、そしてめったに会うことがなかった大学
の先輩方の暖かいご支援を受け初当選を勝ち取ることができました。　

議員として初登庁した日、同僚の議員に議会棟に生まれて初めて入ったことを打ち明けると、そんな
議員は始めて聞いたとのこと、そういえば議会での議員の一般質問をはじめ本会議場にも足を踏み入れ
たのがこの日が始めてという状態で、今になって思えば正に無謀な挑戦で、背筋が寒くなる思いがいた
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します。
議員になってからは、メーカーや病院勤務とは全く違う仕事にとまどいながらも、これまで医療の１

点しか見えていなかった社会が、広く大きなものと、自分の視野が広がった点はありがたいことでした。
議会活動は多岐に亘りますので割愛をさせていただきますが、薬剤師として思い出に残る件は、初当選
当時山形市内には、夜間救急診療所、夜間救急歯科診療所、休日診療所が各々、場所も運営もまちまち
であり、市民にとってわかりずらいものでありました。また夜間救急診療所の建物が老朽化していたこ
ともあり、一般質問にて、この際統一し、新しく建て替えすることを市長に進言し、震災直後にようや
く竣工いたしました。その運営において、全国的にも珍しい市医師会、市歯科医師会、市薬剤師会、市
役所の４者の協定が結ばれ、現在は前の施設の利用者の５割り増し程度の利用があり、市内の救急病院
の受診者は減少しています。このことは地域医療におけるプライマリーの部分での適正化に、ある程度
寄与できたのではないかと考えております。

現在は今年春、４期目の議席を頂き、思いを新たに議会活動をしております。また４年前に、医療の
現場からの声を忘れぬためにも、調剤薬局を始めました。今後も、医療と行政を結ぶ仕事を続けたいと
考えております。

思い出せば、人生の要所要所で、あるいは議会の活動の中でも桜薬会の皆様には大きな力をいただい
てまいりました。今後は少しでもご恩に報いる方法を考えながら前に進んで行きたいと考えております。

最後になりますが桜薬会と関係各位の益々のご活躍とご健勝を心からお祈りいたします。

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 26 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　（27.3.31 現在）
科　目 収　入 支　出 残　高 備　考
前年度繰越金 2,059,626
今年度寄付金 1,950,279
奨学金支給 400,000 奨学生２名、200,000 ×２

4,009,905 400,000 3,609,905

　　　　  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
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追悼　杉井　篤先生を悼む

1965 年卒（10 期）　小川尚武
元日本大学教授、熊本大学名誉教授杉井　篤先生には本年４月になって体

調を崩され、５月８日に入院されましたが病状が悪化し、５月 12 日に進行性
の肺がんのためご逝去されました。87 歳でした。ここに生前のご厚誼を深謝
し謹んで哀悼の意を表します。

杉井先生は杉井家の次男として昭和３年１月京都市五条でお生まれになり、
昭和 15 年京都府立京都第一中学校入学、昭和 19 年海軍兵学校入学、終戦に
より昭和 20 年旧制第三高等学校理科甲類編入学、昭和 26 年３月京都大学医
学部薬学科を卒業され、引き続いて同大学院に進まれました。後に医学部に

採用されて薬学科薬品分析学研究室に所属し、昭和 32 年京都大学より薬学博士の学位を取得されました。
杉井先生は、昭和 32 年に日本大学工学部助教授として赴任し、昭和 42 年に日本大学理工学部教授に昇

任、昭和 44 年まで在職されました。御茶ノ水の理工学部 2 号館で薬学科薬品分析学教室を主宰され、分
析化学に関する講義・実習並びに有機試薬による微量金属の吸光光度定量法、医薬品のポーラログラフ
法による定量などについて研究されました。日本大学理工学部では昭和 43 年 7 月学生総会によりスト権
が確立されて校舎占拠が実行されました。そこで、学生の卒業に向けて学外で講義や実習が行われ、学生、
教職員ともに大変苦労したことや校舎の警備等に立ち会われていた先生のお姿が想い出されます。

先生は、昭和 44 年に熊本大学薬学部に新設された放射薬品学講座の初代教授として赴任し、平成５年
に退官されました。赴任当時は熊本大学でも学園紛争が吹き荒れた時期でありましたが、放射薬品学とい
うこの新しい学問領域の概念の模索と確立に精力を注ぎ、「高分離機能性樹脂の開発とその分析化学への
応用」および「病態の解析および診断のための 125I や 99ｍTc 標識放射性医薬品の開発」の二つの課題を主
に展開されました。その間、昭和 54 年には文部省在外研究員として英国などヨーロッパの国々を視察され、
昭和 58 年から平成５年まで熊本大学評議員、平成元年から平成 5 年まで熊本大学薬学部長、研究科長の
要職にあり学部の発展に貢献し、平成５年熊本大学名誉教授になられました。平成６年と９年に国際協力
機構（JICA）の依頼により、天津医薬品検査技術プロジェクトチームリーダーとして中国へ出張されま
した。平成 19 年４月に、先生のそれまでの教育・研究による功績により瑞宝中綬章の叙勲を受けられま
した。平成 19 年９月 23 日に日本大学の同窓生および関係者 50 名余りがアルカディア市ヶ谷に集い「杉
井　篤先生の叙勲祝賀会」を催し、暖かい楽しい時間を過ごしました。

私は、昭和 39 年日本大学で杉井先生のご指導のもとで卒業研究をさせていただきました。当時薬品分
析化学教室には 16 名が配属され、卒業記念アルバムを見ると、卒論旅行で杉井先生とともにみんなで諏
訪湖・蓼科高原方面に行き楽しい時間を過ごした情景が懐かしく想い出されます。また昭和 45 年から 63
年まで私は熊本大学薬学部で先生よりご指導いただきながら過ごしました。先生の熊本のお宅の庭で学生
達と一緒にバーべキューをした後に近くの江津湖で花火をしたこと、先生と天草五橋の近くで鯛・鰺・シ
ロギスなどの船釣りをしたこと、西南戦争の激戦跡田原坂の弾痕の家の見学に、先生と日本大学同窓の方
とご一緒したこと、そして蝶の話をいろいろとしたことなどをつい最近のことのように想い出します。

先生は、熊本大学退官後、しばらくして熊本の江津湖近くのお宅から東京の江東区に引越しされ、近く
の図書館や博物館などで調べものをしたり、熊本ゆかりの細川家永青文庫を訪れたり悠々自適に過ごされ
ていたご様子でした。また、日本大学の卒業生の集いに出席されていたお姿がなつかしく想い出されます。
杉井　篤先生のご冥福を心よりお祈りいたします。
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生涯教育講座のご案内　（平成 27年 10月～平成 28年 3月）

１．講座［最近のトピック］

実施日 回　数
演　題

担当研究室 場所・時間
講　師

平成 27 年
11 月 14 日（土） 第160回

在宅医療における薬物療法の留意点（仮題）
薬剤学
健康衛生学

TKP市ヶ谷カンファレンスセンター
会場：７階７A（控室：確認中）

15時00分～17時00分
医療法人社団至高会　たかせクリニック
理事長　高瀬　義昌

平成 28 年
１月 23 日（土） 第161回

高齢者における向精神薬の使い方
生薬学
生体機能化学

日本大学会館
会場：大講堂

15時00分～17時00分
筑波大学大学院　人間総合科学研究科
教授　水上　勝義

平成 28 年
３月 12 日（土） 第162回

楽しもう、食事療法を、生かそう、薬物治療を
～まごわやさしい地中海料理～ 機能形態学

医薬品評価科学

日本大学桜門会館
会場：３階会議室

15時00分～17時00分練馬総合病院　副院長　柳川　達生
受講申込
参加資格
受講料・単位数

受講申込：当日申込のみ（予約不要），受付開始時間：14時30分より
参加資格：特になし（出身校等一切不問）
受講料：1,000円，１単位

２．講座［慢性疾患における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 27 年
10 月 25 日（日）

救急医療での薬剤師の役割

①
救急処置について（仮題）

日本大学桜門会館
会場：３階会議室

（控室：３階控室）

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

一般財団法人救急振興財団　救命救急東京研修所　教授　徳永　尊彦

②
急性中毒と治療について（仮題）
東京慈恵会医科大学附属第三病院　救急部診療部長　准教授　大槻 穣治

③
救急領域の Pharmaceutical Care に必要な知識と技能
日本大学医学部附属板橋病院　薬剤部　救急認定薬剤師　　中馬　真幸

平成 27 年
12 月 20 日（日）

がん薬物治療の実践

①
抗悪性腫瘍薬の承認状況と対象品目のリスク管理（仮題）

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構　新薬審査　担当者（未定）

②
がん薬物治療の実践のために薬剤師に必要な知識とポイント
－病院薬剤師の視点から－（仮題）

東京医科大学病院　薬剤部　がん指導薬剤師　　東　加奈子

③

がん薬物治療の実践のために薬剤師に必要な知識とポイント
－薬局薬剤師の視点から－（仮題）

株式会社メディカルファーマシィーミキ薬局 日暮里店
外来がん治療認定薬剤師　長久保　久仁子

平成 28 年
３月 20 日（日）

平成 28 年度の報酬改訂に
向けて

①
平成 28 年度調剤報酬改定を踏まえた薬局業務の展望
日本薬剤師会　副会長　森　昌平

②
平成 28 年度診療報酬改定を踏まえた病院薬剤師業務の展望
浜松医科大学医学部附属病院薬剤部　教授・薬剤部長　川上　純一

③
薬価の仕組みと最近の話題（仮題）
日本大学薬学部　薬事管理学研究室　教授　白神　誠　

受講申込
参加資格
受講料・単位数

受講申込：受講申込書を事前にFAX（受講申込書は，薬学部ＨＰ入手）
受付開始時間：12時30分より，参加資格：特になし（出身校等一切不問），受講料：2,000円，
３単位
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３．講座［大学院（土曜）講義受講コース］：「疾患別薬物治療学特論」

科目名 実施日時 場所・時間

疾患別薬物治療学特論Ⅳ 平成27年10月10日（土）１～４時限
平成27年10月17日（土）１～４時限 日本大学薬学部　821B 講義室

１時限 09 時 00 分～ 10 時 30 分
２時限 10 時 40 分～ 12 時 10 分
３時限 13 時 00 分～ 14 時 30 分
４時限 14 時 40 分～ 16 時 10 分

疾患別薬物治療学特論Ⅴ 平成27年10月24日（土）１～４時限
平成27年11月14日（土）１～４時限

疾患別薬物治療学特論Ⅶ 平成27年11月21日（土）１～４時限
平成27年11月28日（土）１～４時限

受講申込
参加資格
受講料・単位数

注意事項：本講座は１科目で８単位とする講座です。
受講申込：受講申込書をFAX（受講申込書は，薬学部ＨＰより入手），
受講資格：特になし（出身校等一切不問），
受付開始時間：講義開始時刻の30分前，
受講料： 10,000 円／１科目

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

日本大学会館 住　所：千代田区九段下南4-8-24
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A2出口徒歩2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

TKP 市ヶ谷カンファレンスセンター 住　所：新宿区市谷八幡町８番地
最寄駅：市ヶ谷駅徒歩２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

　　　物故者名簿：心よりご冥福をお祈り申し上げます。（2015.07.31 現在）
正会員
　１期　荒　井　美　明  （2015．05．12）
　１期　室　屋　弘　子（宮内） （2014．12．27）
　２期　赤　坂　洋　子（穂積） （2014．07．　）
　２期　内　田　五　郎  （2015．06．24）
　２期　松　浦　美代子  （2014．12．28）
　３期　山　田　愛　子（田辺）
　４期　牧　野　一　郎  （2015．04．14）
　５期　上　原　圭　子  （2013．11．14）
　５期　西　本　行　雄  （2015．02．28）
　６期　五　三　博　子（久代） （2015．04．26）
　６期　草　間　義　道  （2013．12．22）
　７期　高　橋　崇　之  （2015．01．09）
　７期　得　津　清　二  （2014．09．16）
　８期　尾　﨑　聿　子（高薄） （2014．11．16）
　９期　金　子　喜　夫  （2014．11．18）
　９期　宮　崎　光　一  （2015．04．06）

１０期　鈴　江　日出子
１０期　牧　野　弘　子（丹羽） （2014．08．21）
１１期　加　藤　真　孝
１５期　飯　泉　勝　次
１７期　根　岸　睦　雄
２１期　川　瀬　修　久  （2014．11．21）
２２期　日　谷　和　江（田辺） （2015．03．　）
２２期　渡　邉　加奈子（井上裕子）
２３期　木　下　智　子
２４期　小　野　　　済  （2015．04．14）
２８期　新　井　千　晶（野口） （2014．05．23）
２９期　森　山　祐一郎  （2015．03．02）
３３期　塙　　　剛　央  （2014．　　   ）
５５期　高　村　　　舞  （2015．03．03）

特別会員
　　　　杉　井　　　篤  （2015．05．12）

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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機能形態学研究室（３号館１階 315）

桜薬会会員の皆様におかれましては、各方面で御活躍のこととお慶び申し上げます。機能形態学研究
室の近況をお知らせ致します。現在（2015 年８月）、本研究室は、木澤靖夫教授、益子崇准教授、今年
度から助教として私（木村）の教員３名で教育・研究活動に取り組んでいます。また、現在配属されて
いる卒業研究生は、６年生７名、５年生８名に加え、新たに４年生 13 名（実験組７名、演習組６名）
の配属が決定した他、客員研究員１名、大学院生１名、臨時職員１名と総勢 34 名の大所帯となりました。

７月 31 日には、全ての研究室の６年生による卒業研究発表会があり、当研究室所属の７名も日頃の
研究成果についてポスター発表を行いました。ここでの活発な討論を反映させつつ、卒業論文提出に向
けて最後まで気を抜かずに奮闘しております。

毎年８月末に行っている研究室旅行は、今年から１回目の卒業試験が９月に早まったため、６年生は
学業に励むべく不参加となり、新たに４年生が参加する形となりました。この旅行が４年生にとって、
配属後初めての研究室での大きなイベントとなるので、４年生と５年生が親睦を深め、研究・勉学に勤
しめるようになる良い機会となることと思います。

毎年、幾人かの卒業生が研究室を訪れてくれます。その土産話が朗報であれ、職場の苦労話であれ、
この研究室に報告に来てくれるということは非常にうれしいことです。このような雰囲気をこれからも
継続していければと思っております。

益々薬学をとりまく環境も非常に厳しい状況ではありますが、校友諸兄姉におかれましては今後とも
御指導、御鞭撻の程宜しくお願い致します。最後になりましたが、会員の皆様の御健康と御活躍をお祈
り申し上げます。 （木村 記）

研 究 室 だ よ り
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有機化学研究室 (3 号館 3 階 332)

秋晴れの心地よい季節となり、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。有機化学研究室の近況をお知らせ致します。

平成 27 年度には卒研生として４年生 17 名が配属となりました。配属が決まった後に津田沼で歓迎会
を行い、たいへん賑やかな会になりました。６年生は７月末に卒業研究発表を無事に終え、現在は薬剤
師国家試験の合格に向けて勉強に励んでいます。５年生は病院と薬局での実務実習を通して医療人とし
ての意識をより一層高めたようです。

８月には研究室旅行で山梨に行きました。６年生と５年生を合わせて約 30 人が参加し、バスを貸し
切っての旅行になりました。イベントとして初日にはバーベキューとワイナリーを訪れました。宿では
明け方の３時頃までお酒を片手に過ごしたメンバーもいたようです。二日目には昇仙峡観光、ぶどう狩
りを楽しみました。素晴らしい旅行を企画してくれた幹事に感謝します。

研究の面では大学院博士課程４年の市丸　嘉君が３月に神戸で開催された日本薬学会 135 年会でポス
ター発表を行いました。また市丸君と６年生は有機化学研究室が担当する学生実習を手伝ってくれまし
た。質問に対して真摯また丁寧に答える姿が印象的でした。

会員の皆様方には実務実習をはじめとして学生をご指導いただく機会が多いと存じますが、何卒よろ
しくお願い致します。最後に会員皆様の益々の御健勝と御多幸をお祈り申し上げます。 （齋藤　記）

生体機能化学研究室 (3 号館 3 階 335)

桜桜薬会の皆様 ; 生体機能化学研究室は発足から満８年となりました。飯島と髙宮助教で教育・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８名、５年生８名と今年配属が決まった
４年生６名です。本年３月まで生薬学北中進先生のご指導を受けていた蒋くんも、北中先生のご退職を
機会に生体機能化学のラボに引っ越し、現在、総勢 25 名です。今年も全員仲良く、元気に研究の辛さ
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苦しさと喜びを楽しんでおります。
ラボの力不足は一向に変わってはいないものの、本年度の薬学会では、佐藤くんが酵素賦活化研究を

口頭発表、蒋くんがフラボンの構造活性相関についてポスター発表、植物園協会総会で曽根さんがラン
科植物の成分研究の成果をポスター発表しております。また、９月には蒋くんが構造活性相関シンポジ
ウムと関東支部大会で、渡邊くんも関東支部大会で発表いたしました。上級生と下級生が力を合わせて
知識や技術を共有し、研究の潮流を受け継いできた賜物だと思っています。卒業生の皆さん、皆さんが
行っていた研究がどう進展しているかを時折見に来てくだされば幸いです。

イベントを学生が発案、企画実行するという研究室の気風は健在で、今年も、初詣、追い出し宴会（卒
業生も多数参加してくれました）、ラボメンバーの誕生会、教室旅行など楽しい思い出が増えつつあり
ます。 （飯島　記）

臨床薬物動態学研究室 ( ３号館４階 345)

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。臨床薬物動態学研究
室の近況を報告させていただきます。

平成 26 年４月には小山由美専任講師が薬学教育研究センターに異動され、臨床薬物動態学研究室に
は薬品分析学研究室より宮本葵助教が異動となりました。現在、臨床薬物動態学研究室では、松本宜明
教授、宮本葵助教、青山の教員３名、客員研究員 11 名、６年生 12 名、５年生 14 名、４年生 12 名で教
育、研究活動を行っています。

平成 27 年５月に行われました第 32 回日本 TDM 学会・学術大会、７月に行われました第 23 回クリ
ニカルファーマシーシンポジウム医療薬学フォーラム 2015 にて、６年生が初めての学会発表を行いま
した。第 32 回日本 TDM 学会・学術大会では、６年生の木村玲衣さんが発表した演題で、優秀演題賞（ポ
スター発表）を受賞致しました。ここ数年、学会で卒業生に会う機会が増えました。研究室で得た知識・
技術が卒業後に活かされていると聞き、大変嬉しく思っております。
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研究室では引き続き、薬物動態に基づく医薬品適正使用、TDM、薬物動態 / 薬効解析に関する教育・
研究活動を行っていきたいと考えています。今後も勉強会、セミナーを企画して行きたいと考えており
ますので桜薬会会員の先生方のご参加を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ご活躍をお祈り申し上げます . （青山　記）

医薬品評価科学研究室 (5 号館 2 階５２５)

桜薬会会員の皆様におかれましては、各方面でご活躍のこととお慶び申し上げます。
医薬品評価科学研究室の近況をお知らせ致します。現在、日髙慎二教授、専任講師の荒川基記の２名

の教員と、社会人大学院生１名、卒業研究生が６年生６名と５年生８名、客員研究員２名で頑張ってお
ります。７月には新しい卒業研究生８名の配属も決まり、今後益々研究室をもり立ててくれるものと期
待しております。
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卒業研究は、がんや過活動膀胱に対する治療の満足度調査や高血圧治療薬の実態調査、新たな減塩プ
ログラムの開発、医薬品の品質評価、薬剤師業務のリスクマネジメントに関する研究など多岐にわたっ
ており、個々のテーマに沿って日々頑張っております。6 年生は研究成果を卒業研究論文として立派に
まとめてくれました。卒業研究発表会では用意周到に準備したことで、緊張や不安のなかでも堂々と受
け答えしており、成長の一端を感じました。

研究室旅行は８月 24 日から１泊２日で山梨県昇仙峡に行ってまいりました。６年生は卒業試験や国
家試験の勉強から一度離れて、５年生と共に楽しい時間を過ごしていました。教員、卒業研究生が十分
に親睦を深めることができたと思います。

先輩 OB・OG の皆様におかれましては、学生が長期実務実習生として病院・薬局へと伺っていると
思いますが、引き続きご指導・ご鞭撻の程、よろしくお願い致します。最後になりましたが、会員の皆
様の御健康と御活躍をお祈り申し上げます。 （荒川　記）

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。

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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　平成 27 年３月 21 日の春分の日、日本大学薬学部校舎において平成 26 年度生薬学研究室同窓会（通
称りんどう会）を、卒業生 128 名と現卒研生等を合わせて総勢約 170 名の参加で開催しました。今回は
北中　進教授の退任に合わせて記念講演会を８号館２階 822 講義室にて、祝賀会を兼ねた懇親会を２号
館２階多目的ホールにて実施しました。講演会は「学生・教育・研究生活を振り返って」というタイト
ルで、北中先生の学生時代の思い出から、教育に関する理念および研究成果を 90 分にわたり話されま
した。懇親会は、菅野淳史さん（平成 12 年卒）の司会進行で、藤原忠美会長（昭和 53 年卒）の挨拶、
北中　進教授（昭和 47 年卒）から生薬学研究室の近況報告がありました。毎回最も遠い方にお願いし
ている乾杯は、釧路より来られた三浦雅道さん（昭和 46 年卒）の発声で執り行われ、杯を重ねながら
旧交を暖め合うと同時に、先輩諸氏と現卒研生らと世代を超えた交流も盛んに行なわれました。途中、
小峰　茂さん（昭和 62 年卒）、秋元光徳さん（平成 10 年卒）、甕　常岳さん（平成 14 年卒）、神　健太

（生薬研究会会長）から北中先生との思い出話を披露していただき、大きく盛り上がりました。
最後に北中先生へ花束の贈呈と集合写真を撮影して散会となりました．                         （松崎　記）

生薬学研究室同窓会（通称りんどう会）
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第５期同期会報告
薬学科５期生の同期会は、平成 27 年５月 17 日（日）御茶ノ水の山ノ上ホテルで開催された。卒業後

55 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今年も開催しました。
５月というのに暑い日和の中、例年より多い 36 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、車いすの方、久しぶりの出席の方も、夫婦での出席の方、北九州、香川、神戸の常連の
方の出席で開催された。会は、中西弘さん、樋口哲夫さんの司会で始まった。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し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、各自が近況をのべた。中でも健康状態の話が多く、次に日々の過ごし方、
学生時代の話、まだ現役で薬剤師をしている人に元気づけられ、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。二次会は、同
ホテルの同じ場所で話は尽きませんでした。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 76 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。次回は、平成 28 年５月 15 日（日曜日）山ノ上ホテルで開催します。多数の方のご
参加をお待ちしております。 （長谷川明　記）

桜 の 木 の 下 で
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第 34回桜神会
平成 27 年６月 23 日（火）、横浜国際ホテルにおいて、第 34 回桜神会が開催されました。今回は新た

に４名の先生方が出席されており、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。

大学からは林宏行先生（薬物治療学研究室）、荒川基記先生（医薬品評価科学研究室）にご出席賜る
ことができました。

林先生のご祝辞から始まり、湯川仁先生（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。今回初めてご参加していただいた先生方からは一言ずつスピーチをいただき、名刺交換も活発に
幾つもの和やかな輪ができておりました。

また、桜神会に先立ち開催された学術講演会では、嶋　元先生（川崎市薬剤師会会長　しま薬局）よ
り「新たなる薬薬連携」、沢　丞先生（川崎幸病院　副院長）より「SGLT2 阻害剤の実臨床での臨床効
果について」の演題で、最新の情報を提供していただきました。沢先生のご講演では、現場薬剤師にとっ
て、実務に繋がる貴重なデータが数多く紹介され、非常に参考となりました。また、嶋先生のご講演で
は今後の薬薬連携における新たなシステムとして、川崎市で導入された電子お薬手帳サービス harmo

（ハルモ）についての話題を提供していただきました。『harmo』は川崎市での初導入の後、2014 年に
は横浜市にも広がり、当会に参加されている先生方も関わり深い取り組みであったと思われます。

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 34 回桜神
会のご報告とさせていただきます。 （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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日本大学理工学部薬学科 10期生卒業 50周年記念同窓会報告
６月 21 日（日）午後１時から卒業 50 周年を記念して、御茶ノ水、山の上ホテルに於いて、小山隆先

生、山内盛先生、高橋周七先生、渡邊和子校友会副会長のご出席をいただき、10 期 38 名での同窓会開
催となりました。様変わりの街中にあって昔と少しも変わらない懐かしい２号館の姿でしたが、卒業後
初めて 50 年振りご出席の方もいらして、すぐにはどなたかわかりませんでした。５月にご逝去された
杉井篤先生はじめ物故者となられた先生方、同期仲間のご冥福をお祈りし黙祷後、高橋捷泰さんの司会
で 10 期代表小林郁夫さんの挨拶で５年振りの懇談の始まりとなりました。ご来賓の先生方、渡邊校友
会副会長のご祝辞を賜り、男性代表は薬学部に昨年マツモトキヨシ奨学金制度設立に尽力された松本南
海男さん、女性代表は学生時代元気一杯ご活躍の朝飛（南本）宏子さんから一言いただき、始めは卒研
毎の卓も時間と共に移動しあい、半数以上はまだまだ現役の皆さん、大いに話がはずみ、あっという間
の３時間、楽しくにぎやかな同窓会となりました。大きな会は 50 周年で最後と言いつつ、もう１回位
はという雰囲気の中で栗原功さんの閉めの挨拶の後、記念撮影をして閉会となりました。この秋（10
月４日）には小林郁夫さん主催の横浜元町での集いの約束も出来ました。大学４年の時だった東京オリ
ンピックに続き、５年後 2020 年再び東京オリンピックを迎えます。大先輩小山先生の矍鑠たるお姿に
ならい、山内先生の 100 歳まで生きよう！の言葉に励まされて、元気に人生を楽しみながらまた皆で集
れる機会を持ちたいと思っています。 （幹事　木村由美子　記）
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６期卒後 55年クラス会
６期卒後 55 年クラス会６期クラス会は平成 27 年７月９日（木）13 時より東京ガーデンパレスに於

いて開催しました。今回のクラス会は多くの方が喜寿を迎える年に開かれたこともあり、普段参加され
ていない方も含め、32 名の方の出席をみました。年には勝てないもので、出席者の中には足元が悪く
歩行がおぼつかないなどロコモ症候群状態の方もおられましたが、賑やかに開催することができました。

来賓として実習や卒論の指導をいただいた元桜薬会長の高仲正、山内盛の両先生と現会長の内倉和雄
先生の出席をいただきました。卒後 55 年にもなると物故者も増え、わかっているだけでも 40 名にもな
り、クラス会に元気で出席できることは改めてありがたい事だと感じました。また私たちのクラス会に
前回出席を頂いた杉井篤先生も鬼籍に入られ、姿を見られなかったことは大変寂しい感じでした。

当日はクラス幹事による開会の辞に引き続き来賓の高仲、内倉両先生の挨拶、山内先生による乾杯と
続き、その後懇談に入りました。なお、今回は出席者の記念撮影は会の始まる前、出席者の疲れる前に
イキイキとした時間に行いました。

次回は、３年後、多くの方が傘寿を迎える時期に開催することになりましたので、元気で再会できる
ことを約束し、解散しました。その後二次会会場の東京ガーデンパレス「バープラネット」に移り、18
時まで懇親を深めました。

今回のクラス会の出欠の案内の返信によればいろいろの事情で欠席せざるを得ない方かなりおられま
したが、次回開催の折には皆、元気で顔合わせができることを幹事として期待しています。

　 （松島章浩　記）
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医療コミュニケーション学研究室　渡邉　文之

禁煙の薬物療法には、医療用医薬品と一般用医薬品による治療とがあるが、いずれも治療期間中の継
続したサポートが重要である。本研究は、禁煙治療を開始した患者の治療期間中に医師と薬剤師が連携
して継続支援を行う地域連携の仕組みを構築し、実践及びその評価を行った。

本研究は茨城県笠間市において、薬剤師、医師そして大学との共同で、地域連携による禁煙治療を実
現するために医師と薬剤師の文書合意に基づく共同薬物治療管理の薬物治療管理プロトコルを構築し、
平成 25 年４月より禁煙治療を開始した。本研究では 12 週間の標準的な禁煙治療に加えて、禁煙希望者
に適した治療を提供するための臨床判断、および、薬剤師が主体的に管理できる部分とその具体的な関
わり方をプロトコルに反映させた。特に禁煙開始３～ 10 日目の副作用や喫煙衝動がつらい時期に薬剤
師による積極的な支援を行うこととした。 

平成 27 年７月現在、禁煙治療開始から 12 週間経過した 40 名のうち 24 名の禁煙継続（治療終了時か
ら遡って４週間）が確認できた。その他４名は 12 週間後の禁煙継続の有無は確認できなかったが、治
療中断時に禁煙に成功していた。結果、ニコチン依存症管理料に係る報告書に準拠した 12 週間後の禁
煙率は 70.0％ (28/40) であった。なお、禁煙治療終了後のアンケート調査では禁煙成功者の成功理由と
して医師、看護師の対応と同等に薬剤師の対応も重要であることが示された。

本研究における禁煙率は、厚生労働省「ニコチン依存症管理料算定保険医療機関における禁煙成功率
の実態調査報告書」で報告された 12 週間後の禁煙率（56.1%）や研究協力医療機関の研究開始前の禁煙
率（約４割）よりも高い結果となった。これは、薬局薬剤師による介入、特に禁煙開始から 3 日～ 10
日の間に発症した副作用及び、喫煙衝動を薬物治療管理プロトコルに則って迅速に対応したことが禁煙
継続の向上に繋がったと考えられる。さらに、薬局薬剤師が医師と同等に禁煙治療の成功要因として重
要であると評価されたことは、医師と協働で作成した薬物治療管理プロトコルに基づいて薬剤師が責任
をもって患者個々に薬物治療を行ったことが十分効果的であったと推察される。

今後はこれらの研究成果を学部生の薬学教育、及び臨床現場の薬剤師研修に導入し、患者の心に寄り
添いながら禁煙サポートを行うことができる薬剤師を輩出することを目標として取り組んでいきたい。

薬局が医療機関と連携して取り組む禁煙治療支援の評価
～医師と薬剤師の文書合意に基づく共同薬物治療管理プロトコルの実践～

平成26年度薬学部校友会研究奨励金研究報告
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学位記伝達式

平成 26 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（水）に２号館２階多目的ホー
ルにおいて行われました。166 名（博士後期課程１名，学部生 165 名）が修了・卒業し、巣立っていき
ました。

開講式

平成 27 年度大学院薬学研究科及び薬学部の開講式が４月３日（金）に薬学部２号館２階多目的ホー
ルにておいて，新入生 268 名（博士課程６名，学部生 262 名）を迎えて行われました。御来賓として，
株式会社マツモトキヨシホールディングス代表取締役会長松本南海雄氏（‘40 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 100 回薬剤師国家試験結果

第100回薬剤師国家試験が平成27年２月28日（土）・３月１日（日）に実施され，平成27年３月27日（金）
に合格発表がされました。合格率は 70.9％で全国平均 72.7％，私大平均 71.7％でした。

平成 26 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 27 年 1 月 11，12 日
追再試験　平成 27 年２月 17 日 252 正答率 60％以上

ＯＳＣＥ 本試験　　平成 26 年 12 月 14 日 256 細目評価 70％以上
概略評価５以上

合計 252

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 27 年度の薬学実務実習は，第Ⅰ期は５月 11 日（月）から７月 26 日（日），第Ⅱ期は９月７日（月）
から 11 月 22 日（日），第Ⅲ期は１月７日（木）から３月 23 日（水）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 20 回薬草教室が平成 27 年５月９日（土）に開催されました。講師に公益社団法人日本植物園協会
専務理事　やまゆりサミット顧問　飯塚克身氏をお迎えし，「山百合の魅力，不思議　—知っています
か山百合を—」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。

薬 学 部 ニ ュ ー ス
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第 27 回桜薬祭のご案内　母校を訪ねる日

　第 27 回桜薬祭（薬学部学園祭）が来たる 10 月 31 日（土）・11 月１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 31 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。

第七期同窓会のご案内

　第七期同窓会を下記のとおり開催いたします。皆様のご参加を心よりお待ちしています。
期　日：平成 27 年 11 月８日（日）13：00 より
場　所：山の上ホテル　２F　つつじの間
　　　　※詳細は９月初旬に「往復はがき」にてご案内いたします。
連絡先：藤原充雄　Tel：03-3361-6852

第七期同窓会事務局　藤原充雄

会 合 予 告

公開講座

第 18 回公開講座が平成 27 年６月６日（土）に開催されました。講師に洋光台眼科クリニック院長田
辺由紀夫氏をお迎えし ,「加齢と眼」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。

オープンキャンパス

８月２日（日）及び８月 19 日（水）に開催されました。８月２日（日）は 1,200 名を超える来場者があり，
盛況でした。８月 19 日（水）は事前登録制の体験入学として実施し，定員数を満たす登録があり，予
定どおり実施することができました。

薬学部教員人事

教授発令
　１　昇格（2015. ７. １）
　　　①村　山　琮　明（分子細胞生物学）
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平成 27 年度校友会通常総会報告

平成 27 年度校友会通常総会は平成 27 年６月 27 日（土）午後１時 30 分から薬学部 512 教室で会員
37 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（薬学部校友会は昭和
31 年に第１期生卒業して以来今年で 60 周年を迎え、正会員（卒業生）12,185 名となり、さらに卒業生
の懇親の輪を広める必要があること。日本大学は今年 127 周年を迎えたが、130 周年記念事業募金に薬
学部校友会として 10 万円を寄付したこと）挨拶があった。学部代表として本橋薬学部長のご挨拶（各
種事業を通しての本学に対する支援のお礼、薬剤師国家試験の合格率は 70.91％（新卒者：全国平均
71.65％）であること、国家試験対策を改革する必要に迫られていること、３月卒業生の就職率は 100％
であり、病院採用者は増加し、企業採用者は減少していること、今年度の１年生から新カリキュラム（コ
アカリキュムが 70％、独自カリキュラムが 30％）がスタートしたこと）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 26 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 27 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。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、校友会本
部事務局事務長兼庶務課長江黒俊弘様、同僚学部校友会会長など 12 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
ご来賓を代表して日本大学理事長・校友会会長田中英壽先生のご挨拶（お茶ノ水地区では日本大学病院
が開院し、再開発が進んで、将来的に薬学部も参画できる様な先端医療の拠点構想が打ち出されている）、
薬学部事務局鳥飼廣志氏の音頭で乾杯し、開宴となった。懇談中、定年で退職された恩師である前薬学
部長草間　貞先生、前事務局長である塚本一道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；野伏康仁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

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 27 年度幹事会報告

平成 27 年度幹事会は６月 12 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 33 名で
開催された。

開会に先立ち内倉会長から挨拶があった。
＊日本大学 130 周年事業として、日本大学病院が開院（平成 26 年 10 月１日）、日本大学藤沢小学校

の開校（平成 27 年４月１日）、地方からの学生のために学生寮の建設が進んでいる。
＊薬学部長に本橋重康教授（21 期）が就任（平成 27 年４月１日付）した。

議題
１．薬学部校友会通常総会資料についての平成 27 年度日本大学薬学部校友会通常総会資料について

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）平成 26 年度留年生の人数は。
 「59 人である。」
２）大学の質の向上を目指して校友会としての対応について
 「大学側（日髙副会長）から国家試験への取り組みとして早くから受験対策（学年毎に学年末

に共用試験的試験を実施する。５年生、６年生に対策講座を実施する。）を行う。」

役員について

　幹　事（任期：平成 28 年度まで）　◎印　常任幹事
　　卒　業　期 
 第３期 金光　継道
 第 18 期 齋藤　好廣
 第 32 期 ◎福島　栄　
 第 52 期 ◎中島　博史、栁川　亜沙美
 第 58 期 ◎藤井　雅人、加藤　美緒、金子　眞美
　　学内幹事
 安部　　恵（39 期）、古川めぐみ（47 期）、木村　元気（51 期）
 鈴木　直人（52 期）、矢作　忠弘（52 期）
　　役員交代
 第１期 分林　孝夫が退任　田村　玉に交代
 第３期 中村　健が退任　金光　継道に交代
 第 52 期 矢作　忠弘が退任　栁川　亜沙美に交代
　　役員退任（卒業期）
　　　第 14 期　内田　康雄
　　役員退任（学内）
　　　草間　貞（前名誉会長）、北中　進、齋藤　好廣、小池　勝也
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平成 26 年度　決算報告

平成 27 年度　予算
27．４．１．～ 28．３．31．

〇収  入  の  部
科　　　目 予　　　算

入 会 金 2,554,000
年 会 費
　前納会費積立 5,370,000
　当年度納入 4,000,000
利 子 4,000
雑 収 入 600,000
合 計 12,528,000

〇支  出  の  部
科　　　目 予　　　算

１　事業費　合計 7,280,000
　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  200,000
　　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  5,248,000
　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 268,000
合 　 　 　 計 12,528,000

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）  9,528,000
　　入会金充当 2,554,000
　　年会費充当 3,176,000
　　前納会費充当 3,798,000

合　　　計 9,678,000

貸 借 対 照 表
27．3．31 現在

平成 26 年度
Ⅰ 資産の部
　１流動資産
　　　現　　　　　金 24,963
　　　普　通　預　金 18,261,501
　　　郵　便　貯　金 10,168,684
　流動資産合計 28,455,148
　２固定資産
　　　（１）その他固定資産
　　　国　　　　　債 29,989,289
　　　その他固定資産合計 29,989,289
　　　固定資産合計 29,989,289
　資産合計 58,444,437 
Ⅱ負債の部
　１流動負債
　　　　前受前納会費 37,245,000
　　流動負債合計 37,245,000
　　負債合計 37,245,000 
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 5,511,297
　　　正味財産合計 21,199,437
　　負債及び正味財産合計 58,444,437

正味財産計算書
26．4．1 ～ 27．3．31

科　　　　　　目 平成 26 年度実績 平成 26 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 (11,559,000)
　　　　入会金収入 2,275,000 2,116,000
　　　　前納当年該当分 5,414,000 5,416,000
　　　　学生・正会員当年分 3,870,000 4,300,000
　　　②雑収益 (736,322)
　　　　受取利息 3,345 4,000
　　　　受取国債利息 94,986
　　　　その他収入 609,991 600,000
　　　　医療系収入 28,000
　　　経常収益計 12,295,322 12,436,000
　　（２）経常費用
　　　①事業費
　　　　印刷費 2,022,192 2,700,000
　　　　編集費 47,504 60,000
　　　　発送費 1,658,282 1,700,000
　　　　生涯教育講座 300,000 300,000
　　　　支部等 234,086 150,000
　　　　学生会員 2,065,660 2,100,000
　　　　医療系・工科系 318,000 330,000
　　　　HP 管理費 324,000 330,000
　　　事業費計 6,969,724 7,670,000
　　　②管理費
　　　　総会費 506,805 550,000
　　　　委員会費 100,390 120,000
　　　　管理費 691,176 800,000
　　　　人件費 1,552,737 1,700,000
　　　　旅費交通費 276,234 300,000
　　　　通信費 127,508 150,000
　　　　本部等分担金 620,000 630,000
　　　　慶弔費 520,928 400,000
　　　　予備費 50,000 116,000
　　　管理費計 4,445,778 4,766,000
　　経常費用計 11,415,502 12,436,000
　当期経常増減額 879,820

　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 (53,014)
　　　　国債評価損 53,014
　　　経常外費用計 53,014
　　当期経常外増減額 △ 53,014
　　当期一般正味財産増減額 826,806
　　一般正味財産期首残高 4,684,491
　　一般正味財産期末残高 5,511,297 
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 21,199,437
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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。

平成 27 年度　入会記念特別講演会報告

　第 12 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、
入会記念品として参加者に USB フラッシュメモリーが配布された。
　日時：平成 27 年５月９日（土）10：00 ～ 12：00

場所：薬学部６号館　651 階段教室
演題・演者： １「製薬企業の現在と今後～ MR の役割～」
   武田薬品工業株式会社　高橋 祐樹（50 期）
  ２「病院薬剤師の仕事」
   独立行政法人国立病院機構 東京医療センタ－　谷地　豊（31 期）
  ３「地方公務員　薬剤師の活躍の場について」
   埼玉県保健医療部薬務課　謝村　錦芳（24 期）

発行日 平成 27 年 10 月 15 日
編集人 日本大学薬学部校友会事業委員会
発行人 日本大学薬学部校友会　内倉和雄
印刷所 協友印刷株式会社
 TEL　03–3267–8056

発行所 千葉県船橋市習志野台７– ７– １
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 E-mail：pha.alumni@nihon-u.ac.jp
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 振替口座名　　日本大学薬学部校友会



全国 店舗の調剤薬局ネットワークと
業界トップクラスの医療モール開発実績

株式会社アイセイ薬局 東京都千代田区丸の内

医療が治療から予防へ大きく転換しようとしている今、 
 

アイセイ薬局は「薬剤師の新たな可能性を探る」という、大きなテーマに着手しています。 
 

それは、「すべての人の健康を守る」という事業。 
 

薬物治療だけでなく、まちの健康ステーションとして、地域住民の健康を守っていく 
 

「ヘルス・デザイン・カンパニー」へと生まれ変わろうとしています。 
 

その道程には、自分の成長と企業の成長がつながってゆく醍醐味があり、 
 

新しいカタチをいっしょに創りあげる楽しさがあります。 
 

そしてアイセイには、そうしたチャンスを活かし、自分の思い描くキャリアへ 
 

着実に一歩を踏み出している先輩たちがたくさんいます。 
 

薬剤師、マネージャー、インストラクター……、 
 

様々な職域で活躍するアイセイ・ピープル。 
 

先輩たちの働く笑顔と成長の軌跡は、みなさん自身の未来予想図になるかもしれません。 
 

あなたなら、アイセイといっしょにどんな成長を描きますか？ 

いっしょに成長しよう。 
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会費納入者

2,000 円納入者

56 笠井能子，杉本幸美，鈴木隆子，滝戸澄子，森本達也，分林孝夫
57 澤野俊彦 58 斎藤友美，佐藤雅子，山本庸子 59 山田茂 60 吉川登志
江 61 石田康雄，辻厚子 63 芝紀代子，鈴木郁子，吉田紀子 64 西川宣
征，廣瀬慶子，向井葵 65 秋元敦信 70 太田正昭 72 相田美子，森川邦子，
山下和代 73 匿名 74 平井幹廣 75 臼木正廣 76 恩田美智子 77 安部貞詔，
平野和子，藤田智子 79 高山隆司 82 中村宏典，渡辺正実 83 金子明啓，
川瀬秀一，長井一彦 85 杉中淳 86 渡部靖宏 95 今田吉宣，西野潤一 96
畑間康二 99 広瀬諭 03 小林真里 04 細川智弘 05 匿名，藤代大輔 09 白
鳥千夏   以上　49 名

4,000 円納入者

56 狐塚治子，鈴木智晴 57 石黒由美子 59 阿部了 60 島田順子 61 小山
登志江 64 金子幹宏 71 野口幸一 82 栗原孝 90 神谷洋 92 黒須由紀子  
   以上　11 名

6,000 円納入者

57 石黒文夫 58 徳竹伯夫，徳竹喜子 59 奥村時雨，澤地次雄 60 高橋
康雄 65 松本南海雄 67 新佛賢明 77 川崎雅博 88 小松廉功
   以上　10 名

10,000 円納入者

56 神保恵美子，藤本澄以 57 久慈静江，田中陽子 58 大久保令子，
小川昌保，小家初夏，金光継道，中村勝義 59 牛尾俊江，笠原雅美，
島峯望彦，根本乃夫，松嶋敦子 60 尼崎玄之助，小倉操子，小松寛，
中西弘 61 佐藤文子，四條邦雄，清水公乃，清水妙子，山崎恵美子
62 石川春恵，田中孝治，中居慶一，安田園子 63 千葉貴司，波間美
佐子，平川ミヅホ 64 杉野三郎，辻桂子 65 池脇松秀，浦野博，大山
喬子，坂田達哉，鈴木サク，土川利昭，浜野慧子 66 糸井欣三，今
吉佑子，大野久美子，加納節夫 67 荒井正雄，増渕美子，松波紀子
68 藍原恭子，川口時彦，竹林孝子 69 岡島宏，佐々木泰尚 70 市原
キミ子 71 田畑秀理，長谷川豐秋 72 会田直孝，安藤清子，瓜田幸
子，大石成子，玉木すみ子，吉田守 73 鈴木真知子，竹内一雅，三
浦修 74 坂田谷加代子，鈴木雅富，山上和夫 75 久保田泉，成田雅洋
76 青柳貞吉，青柳雅子，高橋泰夫 77 苅部博哲，長澤京子，皆川弓
代 78 川口伸一，曽根義継，吹田好弘 79 佐藤久子，椿恒雄，牧野宏，
横山薫 80 池田篤正，小澤万里，松本淳二，伏見恵子 81 今田香織，
小野泰子，北村奏，公山由紀夫 82 池田明，戸髙孝子，榎本裕見子，
信平智雄 83 小林弘子，寺嶋智津子 84 西村順子，木下直美，戸倉玲子，
堀美鈴 85 小野幸夫，酒井郁子，戸倉雅仁，土志田和正，服部浩子，
保延芳子，清水裕子 87 大井雄仁，奥村和代，亀井美和子，村上理子，
堀切明子 88 北村由佳 89 栗林和美 90 大根有司，真坂裕美，白石弘
二，小林京子 91 尾川誠，田中秀弥 92 林裕崇 93 猪股英幸，島田卓子，
沢田敬子 95 川口浩史，赤石紀子 98 湯浅美佐子 99 竹木正亘 01 田上

幸光，早川朋子 05 徳永佐和子，堀込恵可 以上　131 名

14,000 円納入者

79 藤澤敦子   以上　１名

20,000 円納入者

65 真下京子 72 小沼和子 73 青木豊美 , 馬場眞喜子 75 小河壮公人 78
　　小林亮子 , 高橋光枝 85 三上敦史 90 内田行彦 94 石丸宏子
   以上　10 名

50,000 円納入者

07 草壁智史   以上　１名

平成 26 年度本部正会員会費納入者
（薬学部校友会へ会費還付があった者）

57 一ノ瀬衛，髙仲正 60 斉藤文夫 61 前田敏晴 62 山崎美江 63 長崎雅
彦 64 金川栄子，小松康宏，渡邊和子 65 小川尚武，栗原功 66 上村浩
子 68 高橋繁治 69 内倉和雄 70 宇野澤まり子，草間貞 73 齋藤好廣 74
伴野和夫 75 土井正道 76 石田制利，鈴木孝，本橋重康，吉田善一 77
塚本利夫 78 阪本智子，高野英夫 79 五日市早苗 80 梅沢芳史，関和優子，
中村正敏，長山幸太郎，丸山恵子 81 山中健三 82 長谷川孝明 84 日髙
慎二 85 林宏行 87 松田悦子 88 熊谷仁，澤田康裕 90 西村伸大 94 土屋
晃一 00 廣井惠子
特別会員：手塚雅勝，岩澤忠廣，宇野朋子，髙山侑也，長谷部光帆，
宮崎啓一，薬眞寺千恵子  以上　49 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１年　　　６名 学部１年　269 名
博士２年　　　４名 学部２年　264 名
博士３年　　　３名 学部３年　251 名
博士４年　　　２名 学部４年　228 名

学部５年　248 名
学部６年　270 名

　　　　　以上 1,545 名

日本大学薬学部校友会（桜薬会）奨学金寄付者

（平成 27 年２月１日～平成 27 年８月 31 日）
61 金西信次 69 内倉和雄 70 草間貞 80 遠藤尚登 01 齋藤弘明
薬品物理化学研究室同窓会（薫会）

広告掲載企業：株式会社アイセイ薬局
   合計 2,195,868 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２月１日～平成 27 年７月 31 日）

会 費 納 入 報 告


