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平成 26 年度全国校友大会開催

日本大学全国校友大会は、平成 26 年 11 月 10 日（月）午後６時から、東京ドームホテルの「天空」
で開催された。この大会は、校友と本学関係者が一堂に会して絆を深め、母校の興隆発展に寄与するこ
とを目的に毎年開催されている。今年度は、全国から約 800 人が参集した。内田俊太郎大会実行委員長
の開会の辞、田中英壽会長は冒頭のあいさつで「私立大学の雄となるために教育環境の更なる整備を進
めたい」と述べられた。また、大塚 兵衛学長の祝辞では、「本学の特色を前面に押し出した入試や授
業を実施して日本大学の名を全国に定着させたい」と述べられた。その後、田中理事長と大塚学長にア
ジア大会で活躍された三井梨紗子、柳沢小夜子嬢から花束が贈られた。乾杯に続き、にぎやかに歓談が
続き大いに盛り上がり、あっという間に時間が過ぎ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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学部長　本橋重康

この度、第八、九代の薬学部長を務められた草間　貞先生に続いて第十代の
薬学部長を拝命致しました 21 期卒業生（薬化学）の本橋です。卒業以来、副手、
助手、専任講師、助教授、教授の職を約 40 年間に亘って日本大学で務めさせて
頂いています。また、この期間中には薬学部校友会と日本大学校友会の役員も
務めさせて頂き、先輩、同輩、後輩の方々から大変に懇意にして頂きましたこ
とを深く感謝しています。

日本大学、薬学部教職員そして校友会会員の方々の今までのご恩に報いると
ともに、本学部学生のために、この３年間の任期を精一杯に努める所存です。

さて、ここ数年で本学部を取り囲む状況は、大きな変遷を迎えていると言っても過言ではないと思い
ます。薬系大学（国公立 17 校、私立 57 校）への志願者数は、2014 年度まで４年連続で増加しており
大学受験者の薬学人気は高いものとなっています。しかしながら、2014 年度の私立薬系大学の中には
入学者の定員割れをしたところが 10 校を越しているのも事実です。また、ゆとり教育や薬系大学の大
幅な増加などの問題から、入学者の学力不足が年ごとに増加していると指摘され、それを改善するため
に入学前教育やリメディアル教育などで大学教員の負担は増すばかりです。本学部は教職員全員の努力
により、６年制薬学部に移行してからも入学者定員の確保を、そしてあらゆる対策を講じて入学者や在
校生の学力向上を成し遂げています。ところで、高校学習指導要領の変更により 2015 年度から新課程
入試となるので、本年度の入学者からは学力向上が期待できるのではないかと思っています。

2006 年度から始まった６年制薬学教育モデル・コアカリキュラムが改訂され、2015 年度入学者より
適用されます。改訂後のものは到達目標数の上で従前のものに比してスリム化され、教育課程の時間数
のおよそ７割にあてることが妥当とされ、残り３割程度の時間数は特色ある大学独自のカリキュラムを
提供することになっています。本学部でも約４年前から薬学教育カリキュラム検討委員会を立ち上げ、
教員相互の活発な意見交換を幾度となく積み重ねた結果、本学部のカリキュラムポリシーに従って、日
本大学共通教育を基盤とする総合教育科目、外国語科目、保健体育科目、薬学教育科目として新モデル・
コアカリキュラムに対応した科目からなる薬学教育 A、初年次から系統的に専門性の高い特色のある
薬剤師の職能を学べる科目からなる薬学教育 B などからなる新カリキュラムを完成させ、本年度より
運用を開始します。

2014 年に就職活動は、一般に呼称される「後倒し」と言われる大きな変化がありました。経団連加
入企業の広報活動は卒業前年度の３月（以前は 12 月）、採用活動は卒業年度の８月（以前は４月）から
となりました。したがって、本学部学生において５年生の３月は実務実習Ⅲ期または卒研の最中で、６
年生の４～７月は卒業研究、国試対策講座、卒論発表会等々で大変に多忙な時期に就職活動をしなけれ
ばならない状況になります。昨年初め以来、該当する学年の学生には機会があるたびに注意・指導をし
てきましたが、６年生の卒業試験や国家試験に向けての勉強に影響が出ないかを危惧するばかりです。

最後になりましたが、常日頃から薬学部校友会、そして薬学部校友会会員の方々からの本学部学生へ
の多面的な支援、教員への研究支援など多大なるご支援を頂いており、この紙面をお借りして改めて深
く御礼を申し上げる次第です。

薬学部校友会の益々のご発展と、薬学部校友会会員の皆様方のご健勝を祈念致しますと共に、今後と
も本薬学部へのご支援、御協力をお願い申し上げます。

【略歴】

昭和 28 年　生まれ、昭和 47 年　都立江北高等学校卒、昭和 51 年　日本大学理工学部薬学科卒
平成元年　薬学博士（東京理科大学）、平成６年　日本大学専任講師、平成 12 年　日本大学助教授、
平成 16 年　日本大学教授、平成 14 ～ 27 年　日本大学薬学部校友会副会長、平成 14 ～ 23 年　日本大学校友会委員
平成 23 ～ 27 年　日本大学校友会常任委員

学 部 長 就 任 の ご 挨 拶
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24 期（理工学部薬学科：1979 年卒）　米倉　明
自己紹介

桜薬会会員の皆様、はじめまして。海上自衛隊で薬剤官を
している 1979 年卒、24 期生の米倉といいます。昨年の 24 期・
25 期合同同窓会直前の 11 月、渡邊先生から、「自衛隊の仕
事上の内容に触れなくていいので桜薬会会報の人物往来へ
寄稿してみませんか？」との連絡がありました。思わず「は
い。」と答えてしまいました。間もなく海上自衛隊を定年退
官しますが、自衛隊の薬剤官と自分の勤務経歴から職務の
紹介ができればと考えお引き受けすることにしました。

私は現在自衛隊横須賀病院の衛生資材部長をしています。衛生資材部長とは「薬局長と用度の親分」
と地域の薬剤師の方に説明しています。階級は１等海佐です。転勤が多いため、赴任先に届く「桜薬会
会報」は楽しみの１つでした。薬学出身でパイロットや、弁理士をされている方、私のように自衛官に
なる者のあり、流石は日本大学、色々な人がいるものだなぁというのが正直な感想です。

大学入学まで
私は千葉県松戸市出身で、小学校から大学卒業まで自宅から通学しました。中学時代は山登りやスキー

へ連れて行ってくれる理科の先生に憧れ、私も教員になりたいと思っていました。高校時代は柔道部に
所属しクラブ活動に明け暮れていました。世界中を巡る商船の船長に憧れ、一時商船大への進学を考え
ました。しかし、視力不足のためと教職課程を履修することにより教員免許の取得も可能ということが
分かり、子供の頃から父の勧めであった薬学部を選択しました。

国鉄マンだった父から見ると、薬剤師は白衣を着て清潔な環境で働ける職業に見えたのだと思います。

大学時代
私の体格では大学の柔道で通用しないと自覚していたので、ウエイト・トレーニングクラブで体力を

付けることにしました。新入生の勧誘があり、主将が薬学部の４年生で将来の試験やレポート作成に有
利な情報があるとの甘い誘惑もこのクラブを選んだ理由でした。クラブの４年生には現在、臨床医学研
究室の鈴木孝教授がいました（現在に比べてずっとスマートでした。失礼！）。学生時代は薬学の講義・
実験、教職課程の履修、クラブ活動、家庭教師のアルバイトで過ごしました。現在、分子細胞生物学研
究室の村山琮明准教授が友達にいましたので、試験勉強では助かりました。

卒業研究は衛生化学研究室で小山隆先生にお世話になりました。衛生化学研究室では澤村良二先生指
導の下、多くの学生が水道水の塩素消毒について研究していましたが、同級生のＹ君と私は小山先生の
指導の下、赤血球膜の糖タンパクの研究を行ないました。研究室で時々行われた飲み会は忘れられない
思い出です。女子は買い出しと料理、男子は会場のセッティングとアルコールの確保と大変なチームプ
レーの良さ。焼き鳥は澤村先生が一番上手で学生達へも焼いてくれました。年末に研究室へ臼を持ち込
み、餅つきをしたのは私達の期ぐらいだと思います。

人 物 往 来
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海上自衛官へ
大学の３年生の時、薬剤学の講義は猪瀬秀雄先生が担当されていました。講義を始める前に「公務員

を希望する男子は自衛官という道があります。自衛隊に入ると黙って２佐ですよ。」という話をよくさ
れました。２佐という階級がどのくらいのものなのか知りませんでしたが、興味を持った友人が願書を
取りに行くとの事で「俺の分も頼むよ。」と言ったのが人生を決めることになりました。友人は陸上自
衛隊に入り、今では１等陸佐で陸上自衛隊衛生学校に勤務しています。私は高校時代に船長に憧れたこ
ともあり、迷わず海上自衛隊を選びました。

自衛隊の薬剤師
自衛隊には私達のように制服を着た自衛官の薬剤師（以下「薬剤官」という。）と防衛技官の薬剤師（以

下「技官」という。）がいます。技官の方は基本的には転勤がなく病院等を中心に薬剤師の専門技能をもっ
て自衛隊衛生に貢献しています。

一方、薬剤官は防衛大学や一般大学を卒業し、幹部自衛官を目指す者と一緒に陸・海・空自衛隊の幹
部候補生学校に入校します。海上自衛隊の幹部候補生学校（以下「候補生学校」という。）は広島県の
江田島にあります。映画やＴＶドラマに出てくる赤レンガです。候補生学校では初級幹部自衛官として
必要な教育・訓練を受け、将来部下の模範となるように厳しい躾教育が行われます。候補生学校での思
い出は何と言っても「総短艇」という分隊対抗で行われるカッター競技です（分隊というのはクラス、カッ
ターは 14 人乗りのボートと思って頂ければ分かり易いと思います）。競技に勝つためには尻の皮が擦り
剥け、膿が出る程になって「体育止め」という指示が出ても練習をしました。海上自衛官共通の厳しい
訓練と言っていいでしょう。しかし、漕ぎ手の意気が合わないと櫂が揃わずスピードが出ません。チー
ムワークの醸成にはもってこいの訓練です。

１年後、候補生学校を終わり、３等海尉に任命され、艦艇に乗り組み海上部隊実習が始まりました。
候補生学校で学んだ知識を基に実際の訓練が行われます。自然相手の海上勤務ですから候補生学校の厳
しい訓練にも肯けます。下手をすると怪我をするどころか命にも係わります。私も航海科、機関科、運
用科等の訓練を受けました。海上実習の仕上げは約５か月の遠洋練習航海です。カナダを始まりに中
南米８か国 13 寄港地を訪問しました。遠洋練習航海は諸外国の訪問を通じて海上自衛隊の初級幹部と
して必要な資質を育成するためのもので、シーマンシップの養成のほか、訪問国における研修・交歓行
事等により、より広い国際的な視野を養成するものとされています。ブラジルのサンストを出港する際、
艦橋当直士官配置を実習しましたが、私の号令で 3500 ｔ以上の艦艇が動くときの気分は爽快そのもの
でした。帰国すると、次は２か月の航空部隊実習が待ち受けていました。半年間の海上勤務で運動不足
になった体力を一気に回復、毎日滑走路の周りを 10 ｋｍ位走らされました。海上自衛隊の航空部隊の
任務の概要を教育され、漸く初級幹部自衛官の教育が修了しました。

初めての薬剤師としての勤務地は自衛隊中央病院（以下「中病」という。）でした。
薬剤師国家試験合格後２年近く経ってからの薬局勤務です。くすりに関する知識は全く何処かに

吹っ飛んでいました。中病の薬局で約２年勤務し、以後佐世保病院、横須賀衛生隊兼ねて横須賀補
給所、練習艦隊司令部、大湊病院薬剤課長、国立公衆衛生院（部外研修）、江田島病院薬剤課長、中
病医薬品管理班長、海上幕僚監部（以下「海幕」という。）薬務班、佐世保病院薬剤課長、横須賀
病院薬剤課長、中病衛生資材課長、海幕薬務衛生官、呉病院衛生資材部長と２～３年毎（何処か
海幕は毎回４年以上）の異動を経て現在に至っています。中病以外の病院は 30 床～ 100 床規模の
小さい病院で薬剤官の定員も３～４人程度の病院です。しかし、一応薬局長ですから、病院薬剤師
会等の講習会・研修会では地域の基幹病院の薬局長の方々と交流を深め、部下の薬剤官等に指導が
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できるよう情報交換に努めました。正直、自分自身は薬剤師としてのスキルは高いと思っていませ
ん。ちょうど、いわゆる 100 点業務が導入され、病院薬剤師の業務が薬局中心から病棟等へ移ろうと
していた時期に薬剤官として病院勤務となり、病院薬剤師会の先生方を通じて、薬剤師の置かれて
いる立場について知ることができたと思い感謝しています。小さい病院ですが薬剤官の定員が多いのは、
調剤だけではなく、医薬品、歯科を含む看護診療用品、検査試薬、Ｘ線材料等の消耗品（自衛隊では衛
生資材といいます）や医療機器等の調達業務を担当（いわゆる用度係の仕事）しており、そのためこれ
らの予算管理も担当しているためです。このため、普通の病院の薬剤師の方に比べ、衛生資材に関する
知識はあるかも知れません。一方、フィジカルアセスメントや臨床検査値等から患者の状態を理解して
チーム医療の一員になるには、薬剤師としての技量不足を痛感しています。

練習艦隊司令部では医務衛生幕僚の一人として衛生資材の搭載、検疫、寄港地においては飲料水の水
質検査、食品の衛生検査や防疫業務にも携わり多種多彩な業務を担当しました。衛生化学等、薬剤学以
外にも学んだ知識を活用する必要がありました。また、海幕では概算要求資料を作成し、財務省で海上
自衛隊の衛生施策を実施するために必要な予算の説明を行ったり、艦船の医務室の設計や医務室に必要
な医療機器の整備を担当することもありました。このときカッター競技で培った同期の絆や海上実習で
身に着けた艦船に関する知識が役立ち、海上自衛隊の教育の偉大さに改めて感心しました。転勤の多い
点はやや不人気ですが、薬剤師として幅広い職能が求められることは逆に魅力でもあります。

私は海上自衛官なので陸・空自衛隊の薬剤官の業務には触れませんでしたが、陸・海・空自衛隊合わ
せて約 20 名の日大出身者が勤務しています。なお、薬学教育が６年制となったことから現在は幹部候
補生学校を終業すると２等陸・海・空尉に任官するようになりました。定年年齢は現在のところ 60 歳
です。また、女性も薬剤官として採用しています。

それでは、日本大学薬学部の益々の発展と桜薬会会員の皆様のご健勝を祈念いたしまして私の人物往
来を終わります。

★おめでとうございます★

第11期（1966年卒・生薬）稲垣英夫様が多年にわたり地域の商工業の振興に貢献した功績に
より平成 26 年 11 月３日（秋の叙勲）旭日小授章を受賞されました。

第20期（1975年卒・分析）山岸　美惠子様が多年にわたり社団法人新潟県薬剤師会役員とし
て薬学・薬業の発展に尽力した功績により平成 26 年 10 月３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れください。
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ステロイド抗炎症薬と長時間作用型アドレナリンβ２受容体刺激薬
（LABA）の配合吸入剤（図１）登場により、気管支喘息の管理治療成
績は多くの患者で良好になった。しかしながら、気管支喘息患者の５～
10% はステロイド治療に抵抗性を示し重症化することが知られている。一
方、気管支喘息と同様に気道炎症が症候の背景にある慢性閉塞性肺疾患

（COPD）は、大半の患者にステロイド抗炎症薬が奏功しないため治療を
困難にしている。

本稿では、比較的最近コンセンサスを得た気道炎症に対するステロイド抗炎症薬のヒストンアセチル
トランスフェラーゼ阻害およびヒストン脱アセチル化酵素の集積に基づく作用機序を解説し、喫煙が発
症の主因である COPD 患者における気道炎症がステロイド抗炎症薬に抵抗性を示すメカニズムについ
て、タバコ主流煙曝露モデル動物を用いた私共の実験結果を交えて概説する。

１．低用量ステロイド抗炎症薬の炎症性遺伝子をターゲットとした作用機序
気管支喘息発作時に活性化される炎症性遺伝子の多くはステロイド抗炎症薬によって強く抑制される。

ステロイドの抗炎症作用は、炎症性タンパク質をコードする遺伝子の発現を制御する AP-1 や NF- κ B 
など炎症誘発転写因子の抑制によることが知られている。活性化されたグルココルチコイド受容体（GR）
は CREB 結合タンパク（CBP） 等のコアクチベーターに直接結合してそのヒストンアセチルトランス
フェラーゼ（HAT）活性を阻害し、ヒストンアセチル化とクロマチンリモデリングを阻害する。さらに、
低濃度のステロイド抗炎症薬は、細胞質で GR と複合体を形成した後に核内へ移行し、ヒストン脱アセ
チル化酵素 2（HDAC2） 等のコリプレッサーを、活性化している炎症遺伝子転写複合体へ集積してヒ
ストンを脱アセチル化することにより炎症性遺伝子転写を低下させる（図２）。この機序は気管支喘息

機能形態学研究室　教授　木澤靖夫

図1．ステロイド抗炎症薬＋長時間作用型アドレナリンβ2受容体刺激薬（LABA）配合剤。

閉塞性呼吸器疾患におけるステロイド抗炎症薬感受性の低下
—気道炎症関連キナーゼをターゲットとした新規治療薬開発を目指して—

集特
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におけるステロイド抗炎症薬の臨床的有効性を説明することができ、現在では広く認知されている。

２．タバコ主流煙誘発ステロイド治療抵抗性気道炎症
私共の研究室ではタバコ主流煙（空気で４％に希釈）をマウスに 11 日間連日１日 30 分間図３に示す

装置を用いて曝露させると、気管支肺胞洗浄液中の好中球数が有意に増加し、LPS 誘発気道内好中球
増加をほぼ完全に抑制する用量のステロイド抗炎症薬投与によってはこのタバコ主流煙誘発気道好中球
数増加は影響を受けないことを報告している。すなわち、マウスにタバコ主流煙を連続曝露するとステ
ロイド抗炎症薬治療に抵抗性の気道炎症が誘発されることを示唆している。

一方、炎症性細胞の活性化に関わる phosphoinositide-3-kinase δ （PI3K δ）を抑制し、ステロイド
の抗炎症作用に関与する HDAC2 活性の上昇をもたらす低用量テオフィリンは、上述のステロイド抗炎
症薬治療に抵抗性を示すタバコ主流煙誘発気道炎症に対し、単独では何ら影響を与えなかったが、ステ
ロイド抗炎症薬との併用投与により強力に気道炎症を抑制した。このことは、タバコ煙誘発気道炎症の
ステロイド感受性低下が PI3K δの活性化を介して HDAC2 の集積減少・活性低下に基づく可能性を示
唆している（To Y, Ito K, Kizawa Y et al., Am J Respir Crit Care Med, （2010） 182: 897-904）。私共が提唱
しているテオフィリンの作用機序模式図を図 4 に示す。さらに、テオフィリンの気道におけるステロイ
ド感受性回復効果は、小規模ながら臨床的にも証明されている（Cosio BG et al., Thorax, （2009） 64: 424-
429）。

３．まとめ
喫煙を主因とする COPD は、症候に気道炎症が関与しているにも関わらずステロイド抗炎症薬が奏

功しない。私達は、マウスにおけるタバコ主流煙誘発ステロイド治療抵抗性気道炎症に PI3K が重要な
役割を担っており、PI3K 阻害薬でもあるテオフィリンがステロイド感受性を回復させることを報告し
た。さらに、重症気管支喘息や呼吸器基礎疾患を有する患者が気道感染症に罹患した際の気道内炎症で
も PI3K 活性化がステロイド感受性を低下させていることが明らかとなりつつある。私共は海外製薬企

図２．低用量ステロイド抗炎症薬による炎症性遺伝子抑制．
IL-1 βや TNF- α等の刺激は、IKK2 の活性化を介して NF- κ B を活性化させる。p50 および p65 の複合体は 
NF- κ B とともに核へ移動し、ヒストンアセチルトランスフェラーゼ（HAT）活性を有する CREB 結合タンパク

（CBP）または p300/CBP 活性化因子（pCAF）のようなコアクチベーターに結合する。その結果コアヒストン
のリジンがアセチル化され、GM-CSF のような炎症性タンパク質をコードする遺伝子の発現が増加する。グルココ
ルチコイド受容体（GR）は、ステロイドによって活性化された後、核に移動し、コアクチベーターに結合して直接
HAT 活性を阻害し、ヒストン脱アセチル化酵素 2（HDAC2）が集積され、その結果ヒストンアセチル化が阻止され、
炎症性遺伝子転写が抑制される（Barnes PJ, Eur J Pharmacol , (2006) 533: 2-14）。
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業と共同研究を進め、複数の新規 PI3K 阻害薬がタバコ主流煙曝露マウスにおける気道炎症のステロイ
ド感受性を回復させることを見出し、一部の化合物は臨床試験が実施されている。今後、PI3Kをターゲッ
トとした COPD や重症気管支喘息の新規治療薬が登場し、患者の予後が改善されるものと期待される。

本稿は、日本大学薬学部生涯教育講座［最近のトピック］（2014 年 11 月 15 日）の内容の一部をまとめたものである。

略歴　1982 年３月　東邦大学薬学部衛生薬学科卒業、1987 年３月　東邦大学大学院薬学研究科博士
後期課程修了（薬学博士）、1987 年４月　寿製薬株式会社総合研究所、1988 年 10 月　日本大学薬学部
助手、1991 年４月　日本大学薬学部専任講師、2003 年４月　日本大学薬学部助教授（2007 年より准教授）、
2011 年４月　日本大学薬学部教授、2000 年９月～ 2001 年９月　インペリアルカレッジ NHLI 呼吸器内
科学（イギリス）客員研究員。

図３．タバコ主流煙発生装置と装置概略図（左）および

マウスへのタバコ主流煙曝露と薬物投与のプロトコール（右）．
市販のタバコ（Hi-Lite, JT）を小動物用タバコ主流煙発生装置（Sibata SG-200）で新鮮空気と混合して４％タバ
コ主流煙とし、マウスに曝露した。

図４．タバコ主流煙曝露によるステロイド治療抵抗性気道炎症誘発機序（左）と

テオフィリンの改善効果（右）。
タバコ煙に含まれる酸化ストレス誘発物質は、HAT 活性を亢進するとともに PI3K δの活性化を介して HDAC2 の活
性低下等をもたらし、ステロイド感受性を低下させる（左図）。一方、低用量テオフィリンは PI3K δの阻害を介して
HDAC2 活性を上昇させるとともに直接 HDAC2 を活性化し、ステロイドが抗炎症作用を現すようにする（右図）。
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生涯教育講座のご案内　（平成 27年４月～平成 28年 3月）

　平成 27 年度の生涯教育講座の開催日程をご案内します（テーマ、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の認定を受けたプロバイダーです（認証番号Ｇ 17）。いずれ
の講座でも認定薬剤師制度の単位を修得することができます。

平成27年度　日本大学薬学部生涯教育講座　開催日程一覧
開催日 時間 種別（テーマの概要） 単位数

４月
18日（土） 15時00分～17時00分 最近のトピック

（「小児と妊婦・授乳婦」二つの認定薬剤師制度が目指すもの） 1

５月
　

３日（日） 13時00分～17時30分 薬剤師実践セミナー
（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，
認知行動療法的アプローチによる服薬支援）

5
４日（月･祝） 10時00分～17時00分

24日（日） 13時00分～17時50分 ファーマシューティカルケアの最前線（小児科診療についての話題） 3
６月 27日（土） 15時00分～17時00分 最近のトピック 1
７月 12日（日） 13時00分～17時50分 ファーマシューティカルケアの最前線

（セルフメディケーション／生薬・漢方の領域） 3

９月 5日（土） 15時00分～17時00分 最近のトピック 1

20日（日） ９時00分～16時10分 ブラッシュアップセミナー（薬剤師が始める臨床研究～
クリニカル・クエスチョンを解決しませんか？） 8

21日（月･祝） ９時00分～16時10分
10 月 25日（日） 13時00分～17時50分 ファーマシューティカルケアの最前線（疾患別テーマ） 3
11 月 14日（土） 15時00分～17時00分 最近のトピック 1
12 月 20日（日） 13時00分～17時50分 ファーマシューティカルケアの最前線（がん薬物治療の実践） 3
１月 23日（土） 15時00分～17時00分 最近のトピック 1
３月 6日（日） 13時00分～17時50分 ファーマシューティカルケアの最前線

（薬物治療ガイドライン・薬事制度） 3

12日（土） 15時00分～17時00分 最近のトピック 1

平成27年度　大学院（土曜）講義受講コース

科目名（テーマの概要） 開催日 単位数 時間

疾患別薬物治療学特論Ⅱ
（血液疾患，血液造血器腫瘍，生活習慣病，骨粗鬆症）

４月 18 日（土）
４月 25 日（土） ８

９時 00 分～
16 時 10 分

疾患別薬物治療学特論Ⅵ
（上下部消化管疾患，肝・胆・膵疾患）

５月 23 日（土）
５月 30 日（土） ８

疾患別薬物治療学特論Ⅰ
（精神神経疾患）

９月 19 日（土）
11 月７日（土） ８

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，肺癌，呼吸器感染症，結核）

９月 26 日（土）
12 月 19 日（土） ８

疾患別薬物治療学特論Ⅳ（循環器疾患，腎疾患） 10 月 10 日（土）
10 月 17 日（土） ８

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，耳鼻科疾患，眼科疾患）

10 月 24 日（土）
11 月 14 日（土） ８

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）

11 月 14 日（土）
11 月 21 日（土） ８

※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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セルフメディケーション学研究室（３号館４階 348)

現在の研究室の状況をお知らせ致します。メンバーは野伏助教と安川、社会人大学院後期課程１名、
６年生５名、５年生４名と小世帯ですが、大世帯と変わらぬ成果を発表しています。平成 25 年度は、
著書１、学術論文 11 報を発信致しました。野伏先生は、研究・教育・サークル学生の指導に奔走され
ていますが、研究面でも着実に論文を出しています。

来年は研究室の節目の年を迎えます。私は３月に定年となります。そこで、発表して来た研究成果を
まとめています。海外の学術書から依頼を受けて、昨年までに４冊の学術書のチャプターに執筆しまし
た。現在、１冊の発刊待ち２冊に執筆中です。年内には、残る２つのテーマの執筆をもって終了予定で
す。以下の２つのアドレスは、無料でダウンロード出来ますので、癌予防に興味をお持ちの方に読んで
頂ければ幸甚です。

・ http://www.intechopen.com/books/drug-discovery-research-in-pharmacognosy/medicinal-and-
edible-plants-as-cancer-preventive-agent

・ https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=42023
昨年秋に、中国の共同研究者との研究論文が、SCIENCE に掲載されました。内容は、キュウリの苦

味成分ククルビタン型トリテルペンの生合成に関係する遺伝子の解明と、その制御機構を明らかとした
ものです。

さて、研究室では、研究マインドを持った薬剤師の育成を目指して、卒研生の教育に努力しています。
社会は、75 年前に戻るのではないかと思わせる状況ですが、ドイツを見習い国際社会で活躍出来る後
進の育成に励んでおります。会員諸氏のご指導ご鞭撻を、お願い申し上げます。

末筆ながら、皆様の益々のご発展とご健勝を祈念しております。 （安川　記）

研 究 室 だ よ り
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健康衛生学研究室（３号館２階 324）

当研究室は 2011 年に発足以来、今年で５年目になります。このくらいの時間が経つと、時として初
期メンバーの現在の様子が耳に入ってきたりします。当研究室では卒業式の際に、「研究室とはみんな
が帰って来ることができる故郷のようなものだし、帰ってきたら暖かく迎える。ただし、戻ってくる時
には今、自分はこれだけがんばっていますと胸を張れるようになっていてほしい」と言って送り出しま
す。それに応えてくれるかのように、聞こえてくる皆さんの様子はとても頼もしく、大きな成長を感じ
ています。

研究室自身を振り返ってみても、確実に前に進むことができていると実感しています。例えば、2014
年には、榛葉が（独）日本学術振興会より「科研費審査員表彰」を、和田が日本薬学会環境・衛生部会
より優秀な若手研究者に送られる金原賞を、そして学部生の笠倉さんが日本薬学会環境・衛生部会新人
賞をそれぞれ受賞しました。これらは個人を対象とした表彰ではありますが、言うまでもなく、この５
年間当研究室に所属した全員の努力と成果が形となったものです。

つきましては、卒業生の皆様のご活躍そして研究室の発展を全員で分かち合う機会を持ちたいと思っ
ています。2015 年中に５周年記念同窓会を開催する予定です。詳細は決まり次第ご連絡いたします。

本研究室の目指すところは、誰も踏み入れたことの無い未知の領域に自分の足で踏み出せる人間を輩
出することです。それを達成するためには、我々自身の努力はもちろんのこと、多くの卒業生の方々の
お力添えをいただかなければなりません。引き続き、ご支援いただけますようよろしくお願い申し上げ
ます。 （榛葉　記）

生化学研究室（３号棟２階 321）

桜薬会会員の皆さまにおかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。生化学研究室の近
況についてお知らせいたします。当研究室は、草間國子教授、小林俊亮准教授、大橋の三名のスタッフ
で教育・研究に取り組んでおります。また、昨年３月に博士後期課程を修了した田中融博士がポスドク
として研究室に在籍しております。平成 26 年度の卒業研究生は、６年生 11 名（実験組８名、演習組３名）、
５年生 13 名（実験組８名、演習組５名）が配属しており、各々が切磋琢磨しながら勉学や研究、実務
実習に励んでいます。

昨年の８月には、恒例の研究室旅行に行ってまいりました。今年度の企画は、客船「シンフォニー」
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での東京ベイクルーズでした。ランチバイキングを楽しみながら東京湾をクルーズする、という普段は
味わえないような時を過ごしました。ただ、お天気が下り坂な日で、海が少し荒れていたのが残念でし
たが、船のデッキから東京タワーや東京スカイツリー、レインボーブリッジ、東京ゲートブリッジなど
東京の名所を一度に堪能できたのはよかったです。

校友会員の皆様方には、５年生の実務実習や卒業後の就職などでご指導いただく機会が多いと思いま
すが、今後とも皆様方のご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

末筆ではございますが、会員皆様の益々のご健勝とご活躍をお祈り申し上げます。 （大橋　記）

薬品分析学研究室（３号館３階 331）

同窓会の皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。研究室は、現在、私（四宮）と張替
准教授の２名で運営しております。研究テーマは、「向流クロマトグラフィーに関する研究」（四宮）、「遺
伝子の劣化過程の解析と劣化遺伝子の検出法の開発」（張替）で、他に、国立医薬品食品衛生研究所と
の共同研究で、「コチニール色素中夾雑色素の単離精製と構造解析」を行っています。卒業研究生は６
年生 3 名、５年生９名、４年生８名の計 20 名で、各自、研究課題に熱心に取り組んでいます。７月下
旬には、私と張替准教授がロンドンに出張し、研究成果の一部を第 8 回国際向流クロマトグラフィー会
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議（CCC2014）で発表しました。また、８月上旬には６年生３名が卒論発表会で日頃の成果を報告し
ました（写真）。　　

研究室では「同じ釜の飯を食う」ことを大切しており、よくコンパをしますが、今年度はプロ料理人
顔負けの腕前を持つ卒研生のお陰でとてもおいしい料理を堪能することができ、楽しい時間を過ごすこ
とができました。ただ、８月中旬に那須高原に行く予定だった研究室旅行が、台風 11 号の接近でキャ
ンセルを余儀なくされたのはとても残念でした。研究室同窓会から頂戴しました差し入れは、来年以降
に使わせていただきます。４年生は全員共用試験に合格し、５年生は実務実習、６年生は勉学に頑張っ
ています。研究室は年々明るく活気を増してきており、尚一層のご支援を賜わりますようお願い申し上
げます。 （四宮　記）

健康・スポーツ科学研究室（６号館１階 616）

桜薬会会員の皆様におかれましては、各方面において益々ご活躍のこととお慶び申し上げます。
健康・スポーツ科学研究室の近況についてお知らせ致します。
所属研究室員は、松原教授と私松尾の２名で日々教育と研究に励んでおります。１月現在、３学年合

わせた卒業研究生は 14 名（男子６名、女子８名）が所属しておりますが、６年生は卒業試験と国家試験に、
５年生は卒業研究に、４年生は実務実習の準備にと、各学年それぞれの目標に向かって日々取り組んで
おります。

また、昨年の８月 28 ～ 29 日には４年生３名、５・６年生７名の計 10 名の卒研生が参加し、山梨県
の石和温泉に卒業研修旅行に行ってまいりました。健康・スポーツ科学研究室始まって以来、初の試み
となる観光バスを使用しての旅行となりました。１日目にはほうとうを食べ、信玄餅の製造過程を見学
し、山の上からの絶景を眺めながら温泉につかり、２日目にはぶどう狩りにそば打ち体験にと、さすが
バスを使用しての旅行とあって、２日間で山梨名物をほぼ全て堪能した卒研旅行となりました。寝食を
ともにしたこの２日間は、卒研生たちにとってもさらに親睦を深める良い機会となったことと思います。

現在、当研究室は５年生の卒業研究が本格化しております。実験と演習それぞれ２名ずつに分かれ、
７月末の卒業研究発表会のポスター作りと卒業論文の完成に向けて、日々奮闘しております。定期的に
開催するセミナーを重ね、素晴らしい研究になることと思われます。

最後になりましたが、会員皆様のご健康とご活躍をお祈り申し上げます。 （松尾　記）
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　第 35 回薬品分析学研究室同窓会が平成 26 年 11 月 30 日（日）午後１時から東京・市ヶ谷の桜門会館
桜ホールで行われました。出席者は会員 20 名、研究室関係者３名、卒業研究生 16 名（５年生８名、４
年生８名）の総勢 39 名で、遠方からお越し戴いた方もおりました。
　まず、第１部総会では、岸本達人会長（29 期）が開会の辞を述べられると共に議長に選出され、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。続いて平成 26、27
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。
　次に、第２部講演では、「公衆衛生行政における健康危機管理」と題して前会長で現在千葉県君津保
健福祉センター副センター長（兼）君津保健所次長の葛岡康広氏（23 期）に、医薬品、食中毒、感染
症などによる健康危機に対してどのように発生予防、拡大防止、治療等が行われるか千葉県での多くの
ご経験をもとにお話をいただきました。今年はエボラ出血熱をはじめ、デング熱、インフルエンザなど
感染症の脅威が身近となり、その対策と予防に注意が向けられましたので、大きな関心を持ってお話を
伺いました。
　第３部懇親会は、岸本会長のご挨拶、葛岡前会長の乾杯のご発声で始まりました。和気藹々とした懇
談が続いた後、私（四宮）が研究室紹介、張替准教授が勤務２年目の近況報告を行いました。続いて、
元教授の杉井篤先生からお話を頂戴しました。昨年に引き続いて今年もご出席下さり、「今年が最後か」
と冗談を言われながらも矍鑠とお話をされるお姿に勇気を与えられる思いでした。その後、余興として
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、「きよしこの夜」と「ジングルベル」が
演奏されました。見事な出来栄えにアンコールも加わり、笑いと和やかな雰囲気のうちに大団円となり
ました。
　椛澤洋三先生のご出席がかなわなかったのが残念ですが、明るく楽しい魅力的な会になりつつあり、
更に発展しますよう一層のご支援をお願い申し上げます。なお、余談ですが、桜薬祭の折、「先生覚え
ていますか？」と懐かしい方が声をかけてくれました。現在ご子女が本学の学生とのことで親子二代の
縁を預かり、教師冥利を感じています。 （四宮　記）

第 35 回薬品分析学研究室同窓会開催報告
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　平成 26 年 12 月 20 日（土）、ピッツェリア・ドォーロ麹町店に於いて、病院薬学研究室第３回同窓会
を開催致しました。
　ご来賓に当研究室の福岡憲泰教授と大場延浩准教授、帝京平成大学の濃沼政美教授をお招きし、第１
期からの卒業生と学生を合わせ総勢 31 名が一堂に集い非常に賑やかな会となりました。
　会では最初に福岡先生よりお言葉を頂き、続いて濃沼先生より乾杯の御発声を頂き開会致しました。
歓談の時間では卒業生と学生が積極的に交流する場面が多く見られ、世代を超えた病院薬学研究室の絆
ができたように思います。また、卒業生同士の昔話にも花が咲き終始和やかな雰囲気で会は進んでいき
ました。その後、様々な職業に就かれている OB,OG の方々から近況報告を頂くと共に、就職に向けた
学生への親身なアドバイスも頂きました。また、学生からは将来に対する意気込みが多く聞かれ、自身
の進路について改めて真剣に考える良い機会になったと思います。会の後半には、3 名の先生方から卒
業生や学生へ激励のお言葉を頂きました。そして、残念ながら急用で今回はご参加頂けなかった前教授
の中村均先生のご活躍の様子もお話し頂きました。予定されていた時間はあっという間に過ぎ、最後に
集合写真を撮り、お開きとなりました。席を移しての２次会も話は尽きず、皆様が充実した時間を過ご
せたと思っております。本会は来年も同時期に開催を予定しております。更に多くの方にご参加頂き、
より良い交流の場となるよう願っております。
　今回は開催直前に会場を変更することとなり、ご参加頂いた皆様にはご迷惑をお掛け致しました。こ
の場をお借りし、お詫び申し上げます。
　末筆ではございますが、皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

第 3 回同窓会世話人幹事
平倉　慎子・三原　拓也（第４期卒業生）

病院薬学研究室　第３回同窓会開催報告
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日本大学理工学部薬学科山岳同窓会　第４回親睦会
平成 26 年９月７日（日）JR 市ヶ谷駅、日本大学桜門会館４階で本会が開催されました。今回の参加

者は、昭和 32 年～昭和 47 年卒業の山岳部会員で、既にご逝去された田中祥雅氏の奥様（有希子様）や、
そして遠くは仙台・岡山からもご出席いただき、総勢 26 名が一同に集い非常に賑やかな会になりました。

本年度は幹事を、高野辰雄・吉政和男（44 年卒）が諸先輩のご協力をいただき開催、司会（高野辰雄）、
幹事長（吉政和男）の挨拶の後、対象者を特定することなく各々の心の内なる物故者へ黙祷を捧げました。

最初に懇親会世話人代表として、山内　盛氏（34 年卒）より薬学部の近況を含めてお言葉を頂き、
田中孝治氏（37 年卒）撮影により集合写真を撮り、高仲　正氏（32 年卒）の音頭により乾杯、暫し食
事懇談の後、吉田哲朗氏（39 年卒）の「キリマンジェロの山頂に立って」の講演があり、あらためて
山の素晴らしさ厳しさを実感した、素晴らしいお話でした。

又、今回は同窓会の今後の運営に関する意見として、東京だけでなく近郊への山・上高地等へのバス
旅行などの提案があり、詳細は次回幹事にゆだねることとなりました。

最後に、テントの中で唄った思い出の歌「いつかある日」「雪山賛歌」「新人哀歌」を合唱し、閉会に
なりました。退場時、撮影の集合写真を受け取り、次回の再会を誓い合いました。

次回は、45 年～ 46 年卒業を中心に開催予定です。
末筆ではございますが、皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

第４回親睦会幹事長
吉政　和男

桜 の 木 の 下 で
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「日薬 20」の会　開催されました
ようやく秋の兆しが見え始めた、平成 26 年９月 14 日 ( 日）　日薬 20 の会が「東京ガーデンパレス御

茶の水」にて開催されました。
この日は、草間　貞学部長・渡邊　和子校友会副会長のご臨席を賜り、また全国より 57 名の方々に

ご参加いただきました。
会報 54 号にもご紹介した通り、20 期同窓会の名称を「日薬 20」として、平成 22 年 10 月９日に開催

されてから、ほぼ４年後の開催となりました。
一次会は、学生時代の映像が流される中、「近況報告会」・「各地の土産交換会」・「世相クイズ」等があり、

その合間には、久しぶりに会うという事もあり、話しに花が咲き、それぞれの、この 40 数年の人生を
感じる時間でした。終盤は当時、誰もが口ずさんだ歌「あの素晴らしい愛をもう一度」を合唱して、大
いに盛り上がった会となりました。

二次会は、場所を「御茶ノ水駅」近くの居酒屋に移動して行われました。ほぼ全員の方に参加してい
ただきましたが、予定人数より多かったため、すし詰め状態で、学生時代の思い出や今の健康状態・お
孫さんのお話しなど、お店から閉店の案内があるまで旧交を温めていました。

最後に、やはり次回開催の話しがあり、東京オリンピック開催の年にとか、それまで待てないと言っ
た事で、また盛り上がった閉会となり、御茶ノ水を後にそれぞれの日常に戻って行きました。

忘れかけていた過去の記憶の抽斗を開け、思いも寄らなかったお話しや感動の時間を過ごす事が出来
ました。
「日薬 20」の会、サイコー！！　今回参加された方・参加できなかった方、次回も元気で再会しましょ

う。 （日薬 20　幹事：濱中）

第 29期同窓会
平成 26 年９月 14 日（日）午後５時から千代田区大手町にある「KKR ホテル東京」の丹頂の間において、

第 29 期同窓会を行いました。卒業してちょうど 30 年という節目の同窓会ということで、幹事の渡辺茂和、
加藤奈津江そして私、渡辺実の３人はいつも以上に気合が入った会となりました。おかげさまで、同窓
生 50 名、先生方５名（内倉先生、山内先生、中村先生、高橋先生および牧村先生）が参加し総勢 55 人
の盛会とすることができました。２年前にも第 29 期の同窓会は行われましたが、今回は 30 年ぶりの参
加者など久しぶりの同窓生が多く、とても懐かしく、楽しい、大学時代にタイムスリップしたかのよう
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な和やかなひと時を過ごすことができました。それぞれの近況や普段職場では話題にできないことな
ど、話は尽きることはありません。先生方は、50 歳を超えた我々にとっても、いまだにいろいろとア
ドバイスをしてくれるありがたい存在でした。楽しい１次会はあっという間に時間が過ぎ、２次会に突
入しました。２次会にもなんとほぼ全員の 48 名が参加してくれました。２次会でもそれぞれの子供や
家庭のこと、現在抱えている様々な問題、楽しい思い出など、話しが尽きることはありません。このた
め予定の時間も大分過ぎてから終了することになりました。帰り際に同窓生から、我々幹事に「お疲れ
様でした、いつもありがとう」との言葉、幹事冥利に尽きます。この第 29 期同窓会は、永遠に不滅です。
今回参加できなかった同窓生、また卒業年度は違っても共に同じ学年を過ごした同窓生も、次回はお誘
いあわせの上、案内が届かなくても是非ご参加下さい。お待ちしております。至らない点も多かったと
思いますが、ご容赦下さい。また、当日受付等ご協力いただいた同窓生には、この紙面を借りて感謝申
し上げます。 （文責　渡辺　実）

第 18期生同期会報告
平成 26 年９月 21 日（日）午後１時　「銀座アスターお茶の水賓館」で行われました。
最近は毎年開催されておりますが、今回も全国から 32 名の出席がありました。そして都合がつかず

に出席できない方からは近況を伝えるメッセージや名産（銘酒）の差し入れなどをいただきました。
全員が集まったところで、母校にいる齋藤君から現在の薬学部の様子を聞くことができました。現在

習志野で学ぶ後輩の勉学に勤しむ姿を想像し心強く思いました。薬学部のさらなる発展を祈り、応援い
たします。

岡山から参加された加古（山崎）順子さんによる乾杯の発声で会は始まりました。参加者一人ひとり
から近況報告。60 代半ばの私たちは個人差はあるものの、親の介護、退職した人、する人、老後の過
ごし方、衰える気力・体力・能力、怪我、病気との付き合いなどなど、青春の頃以上に、悩める年頃か
もしれません。久しぶりに会って懐かしく、見かけが少し変わり、お互いを思い出すまで時間がかかる
場面もありましたが、話すとあの頃のまま。タイムスリップした感じでした。話は尽きず、楽しく盛り
上がり、あっという間の３時間でした。

会場は御茶ノ水駅より徒歩 1 分、懐かしのお茶ノ水を一望できるビルの 21 階にありました。私達の
年代は昭和 43 年から 44 年にかけて続いた大学紛争の真っただ中に入学し、入学式は行われませんでし
た。卒業証書授与式は各科ごとに行われましたが、卒業式も行われなかった時代でした。薬学科は理工
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学部に属し、１年次を習志野校舎で学び、2 年次から卒業までをお茶の水で過ごしました。郊外にある
学部と比較して理工学部はビル群の中にあり、キャンパスと言えるものはありませんでした。それでも
私達はこの場所で勉学に励み、青春を謳歌し、たくさんの思い出を残しました。久しぶりに訪れた街の
様子は当時と様変わりし、迷子になるのではないかと思うこともあります。しかし、多くの時間を過ご
した 8 号館、変わらぬ山の上ホテル、そして緑青を纏ったドーム屋根のニコライ堂は昔の青年を当時の
まま温かく迎えてくれました。懐かしの土地で行われた同期会は、全員を一瞬にしてあの頃の青年に戻
してくれました。

来年の再会と健康を約束して散会しました。帰路につく皆さんの足取りがとても軽やかに見えました。
（大川成司　記）

山形で開催した「卒業生が集う会」
平成 26 年 10 月 12 日（日）13 日（祝）、山形にて第 47 回日本薬剤師会学術大会が開催され、全国か

ら約 6,000 人の薬剤師が参加しました。大会の１日目（12 日）の夜に、昨年度に引き続き２回目となる「卒
業生が集う会」を開催し、大学からの参加者６名（うち学生２名）を含め、33 名が参集しました。山
形県在住の方以外に、秋田県、新潟県、長野県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都から集う会に出席し
ていただきました（漏れがあったら申し訳ありません）。支部長の齊藤栄治氏に開会のご挨拶、久間木
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国男氏に乾杯のご発声をいただき、その後、一人一人が近況報告をしました。途中、参議院議員の藤井
もとゆき氏が来られて祝辞をいただき、また、衆議院議員の松本純氏からは祝電をいただきました。ま
た、白神誠教授（薬事管理学研究室）からは大学の近況報告がありました。約２時間と限られた時間で
はありましたが、老若男女の卒業生、現役学生、教員が互いに顔を合わせて談笑することができました。
会場の山形国際ホテルでは、同じ時間帯に学術大会の懇親会が開催されており、山形支部の皆様には時
間の調整に大変ご苦労されたと思います。このような貴重な機会が持てたのも、山形支部の皆様のご協
力があったからこそと感謝いたしております。平成 27 年度の日本薬剤師会学術大会の開催地は鹿児島
県です。可能であれば「卒業生が集う会」で再会したいと願っております。

なお、本会の開催にあたっては、山形支部長の齊藤栄治氏から山形支部の卒業生に案内状を発送して
いただきました。また、日本薬剤師会雑誌および学術大会ホームページにてご案内しました。参加申込
先および幹事としてご尽力いただいた伊藤秀悦氏に、心より感謝申し上げます。

（32 期　亀井美和子　記）

第 3期生（昭和 33年卒業 )同窓会の報告
３期生同窓会（３期の会）が平成 26 年 10 月 28 日に２年ぶりに、東京・市ヶ谷「日本大学桜門会館」

で午後１時より開催されました。出席者は、後期高齢者の歳を感じさせぬ掲載写真のジジ・ババ 25 名
でした。始めに三期の会の幹事中村勝義さんから、この２年間に天国に召された方方（物故者下欄）へ
の黙とうの後、３期生の方々の近況（ハガキの返事より）が報告され、続いて、ご来賓の内倉和雄桜薬
会会長より、発展する母校の近況と校友会の活動などについてご挨拶を戴きました。続いて、益々ご壮
健な黒川雄三さんの乾杯の音頭を皮切りに、お好みのワイン、おさけ、お料理を口にし、昔の話などで
あっという間の３時間でした。急いでジジ・ババの写真撮影後は、全員揃って２次会会場（近くの日大
本部会館の食堂）に移り、コーヒー・ケーキ、ワインで夕刻５時まで再び旧交を温め合いました。

この２次会の場で、「２年後に、同一日、同一会場で、同期会を行いたい旨」を本日決めておき、出
席できる人のみで開催し、周知の方法は本誌（桜薬会会報）の掲載のみで開催する方式（手間と費用が
少ない方法）が提案され、その場では、全員の賛同を得ましが、残念なことに、その後、関係者に聞い
合わせた所、２年先の予約は、大学等の手続き上、不可能なことが分かり、当日の申し合わせは反故と
なりました。したがって、三期の会の定期的開催は、今回限りとなりました。今後は、有志の発案で開
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催されると存じます。当然、周知方は、桜薬会会報を通じて行われると存じます。
終りに、開催通知、パーティーの準備、写真撮影等に、長期に亘りご苦労頂いた幹事役の中村勝義さ

ん、高取和郎さん、受付役の毛利正さん、並びに宛名カードの提供、会場予約等にご協力頂いた校友会
事務局の方々に、この場をお借りしてお礼を申し上げます。　
（２年間の物故者）伊藤 < 森田 > 隆夫、稲垣利冶、岡本昌子、清水 < 淵辺 > 和子、雑賀 < 若尾 > 定子、

鈴木昌子、玉利 < 東 > 秀子、宮川 < 団 > 素子、村瀬暁、山田 < 田辺 > 愛子、大塚高穀
（中村健　記）

「桜薬会千葉県支部総会」報告
平成 26 年 11 月２日（日）13 時 30 分より、薬学部校舎 659 講義室にて開催された。会則に従うと今

年が開催年で、あらかじめ開かれた幹事会で、桜薬祭の初日に開催されることになり、参加者は 13 名
であった。

事務局をお願いしている微生物学研究室井口法男氏（21 期）の開会の辞に続いて、青木正忠支部長（８
期）の挨拶、続いて御来賓の薬学部校友会会長内倉和雄氏（14 期）今後先から桜薬会千葉県支部を応
援する旨の力強い御挨拶をいただいた。

支部長が議長となり議事を進め、会務報告では支部長が 3 年の間（平成 23 年４月１日から平成 26 年
３月 31 日）に日本大学工科系校友会支部長会と、日本大学校友会千葉県支部総会に参加したことの報
告を、続いて藤原良雄氏（16 期）から会計報告（収入が 283,529 円、支出は 52,729 円で次年度繰越金
230,800 円）があり、渡辺和子氏（９期）からの会計監査報告を受け、満場一致で承認された。　

総会終了後小久保光昭氏（９期　一般社団法人オンコロジー教育推進プロジェクト事務局長）の「患
者が消費者化している医療」―現代における薬剤師の職務意識のあり方―の演題で特別講演をお願いし
た。患者中心の医療時代にあって、薬剤師は医薬品のスペッシャリストとして期待が高まっているが、
患者との信頼関係（コミュニケーション）の構築は薬剤師の日常業務の意識のもち方によって変るとい
うことを実例で説明してもらい、時間が足りなくなるほどの質問もあり大変に有意義であった。

平成 19 年４月に支部長をお引き受けしてから丸７年が経過した。この間定期的に総会を開催し、そ
の後で今回同様にタイムリーな特別講演を開催している。しかし参加者は毎回 20 名程なので参加者を
もう少し増やしたい。そのためには新しい考えを持った人、若い人に支部長を引き継いでもらうのが良
いと思っている。どうか意欲的な若い人がいればどうか名乗り出ていただきたい。

 連絡先青木正忠（047-465-4343）
 桜薬会千葉県支部長　青木正忠

第七期生同窓会報告
平成 26 年 11 月９日（日）午後１時から新お茶ノ水ビル 21F 銀座アスターお茶の水賓館に於いて、

第七期生同窓会を開催しました。当日は 11 月にもかかわらず、西日本を直撃した台風 20 号の影響が心
配されましたが、幸いにも好天に恵まれました。高層階の会場からは、眼下に卒後半世紀以上の歳月の
中で大きく変貌し、現在もなお 2020 年完成を目標にバリアフリー化など変化し続けるお茶の水駅界隈
を一望することが出来ます。

今年は内倉和雄桜薬会会長をお迎えして、同窓生 28 名が集いました。私達の同窓会は毎年開催する
と決めてから今年で 11 年目になります。参加人数は毎回 30 名前後ですが、その都度久しぶりに参加さ
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れる方が多数おられることは嬉しい限りです。
記念撮影の後、田中孝治氏の司会で筆者の事務局報告、内倉桜薬会会長のご挨拶、黄川田幸正氏の

乾杯に続き、中華料理の円卓を囲みながら話が弾みました。平成 25 年秋に文部科学大臣賞を受賞され
た栗原義光氏の緊急入院秘話および受賞の対象となった 50 年間にわたる学校薬剤師としての活動エピ
ソードを伺い、仙台から参加の高橋洸氏の近況報告、そして内倉会長の趣味を超えた能楽の話などを伺
いながら、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、同ビルの地下街の居酒屋に席を移しました。二次会では、法事をすませ、札幌に帰郷する時
間を割いて町田實氏が駆けつけ、久しぶりの再会に話は尽きませんでした。 （藤原充雄　記）

桜薬会新潟県支部総会開催
去る 2014 年 11 月９日（日）長岡市グランドホテル２階で、３年ぶりに日本大学校友会新潟県支部総

会を開催しました。来賓に校友会副会長の渡邉和子先生と学部長の草間貞先生をお迎えして午後０時よ
り開始しました。

総会に先立ち集合写真を撮影し、その後来賓の両先生から大学創立 130 周年記念事業、薬剤師国家試
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験の結果、薬学部の今後の展望などのお話をいただきました。
支部総会では佐藤新潟県支部長の挨拶に始まり、次回の開催は３年後に上越地区が担当することが

承認され 30 分ほどで終了しました。その後は山岸前支部長の乾杯で懇親会に入りました。参加会員数
は 24 名と淋しかったのですが賑やかな会でした。特に自己紹介では日大の学生らしく個性派が多くて、
予想していた時間をはるかに超えるほど面白い話が次から次へと出てきました。その上来賓の先生方か
らも自己紹介をいただき、学生時代は学生運動で勉強できなかった話や、校友会の会に出ると「実習の
時」の話が出ることなど、普段聞けない話なども聞けてアッという間に午後３時の終了時間になってし
まいました。最後に日大校歌と日大節を全員で歌って散会となりました。散会後も熱が冷めず、ほとん
ど全員が２次会に参加し友好を深めました。

今回案内状を送付した人数は 140 名だったのですが、実際に参加したのは 24 名でした。特に若い方
の参加が少ないのが残念で、もっと気楽に若い方からも参加していただきたいと思いました。

 （広瀬丈祐　記）

日本大学理工学部薬学科第 24期，第 25期合同同期会開催報告
大学卒業後、24 期生は 35 周年を迎えました。24 期は 20 周年同期会を開いておりましたが、25 期は

卒業後、研究室単位ではなく同期会としてはまったく開催されていませんでした。そこでこれを機会に、
2014 年 11 月 22 日（土）、お茶の水の東京ガーデンパレスホテルで合同同期会を開催しました。開催に
あたり校友会から多々補助やラベルなどのご支援をいただきましたこと、感謝申し上げます。

当日は、来賓の薬学部校友会会長の内倉和雄先生からご祝辞をいただきました。当時の先生方、小川
真理子先生、草間貞先生（現薬学部長）、草間（江口）國子先生、高橋周七先生、牧村瑞惠先生、山内
盛先生にもご出席賜りました。同期は、北は北海道、南は沖縄から、24 期 71 名、25 期 67 名、計 138
名の参加で大いに盛り上がりました。二次会も 2/3 近くが参加され、帰れる時間ぎりぎりまで名残を惜
しみました。

年数が経たないうちに次の会をと思っております。行方不明の方も多く、連絡のとれる方がいらっしゃ
いましたらご一報下さい。

第 24 期，第 25 期合同同期会幹事一同
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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。

　OhMON CHOR（おーもんこーる）は日大卒業生中心の混声合唱団です。閉館前の日本大学カザルス
ホールで平成 10 年３月 28 日まで長年、演奏活動を続けてきました。その後、武蔵野市民文化会館小ホー
ル、旧東京音楽学校奏楽堂などで演奏会を開催し、創設 20 周年の昨年に続き今年も、２月１日に渋谷
区文化総合センター大和田 ･ 伝承ホールで第 13 回定期演奏会を開催しました。山田耕筰作曲『秋の宴』
寺嶋陸也編曲　明治唱歌編曲集『見渡せば』、星野富弘作詩　新実徳英作曲『花に寄せて』の演奏に満
場の暖かい拍手をいただきました。薬学部卒業生皆様も多数ご来場いただき有難うございました。東京
藝大出身の若い指揮者、副指揮者、ピアニストの指導のもと、薬学部 OG の 11 名（６期 : 辻厚子、10 期：
木村由美子、牧村瑞惠、米川幸子、11 期 : 青木洋子、12 期：小林香代子、皆川美智子、13 期：江藤 苑美、
15 期：上村 敏子、16 期：何　和子、38 期：国司なほ子）も楽しく歌っています。若い頃、合唱を楽
しまれた皆さま、初めての方もご一緒に歌いませんか！
　懐かしい理工学部（駿河台）９号館他千代田区施設で毎月第２、３金曜日 18 時半から、第４日曜
日 14 時から錬習しています。毎回、副指揮者の楽しい柔軟体操とヴォイストレーニングで老化防止と
共に声は大丈夫出るようになります。次回の演奏曲：高田三郎作曲『心の四季』、フォーレ宗教作品集、
スタジオジブリ名曲集を楽しく練習しています。
　桜薬会の皆様のご連絡をお待ちしております。
　詳細 HP http://www.ohmonchor.jp/　TEL&FAX 0422-22-2705, E-mail:y-kimura@xb3.so-net.ne.jp

（OhMON CHOR　10 期木村由美子）

日本大学 OB・OG 混声合唱団
OhMON CHOR（おーもんこーる）演奏会

―コーラスの響きをご一緒に楽しみませんか！―
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薬学に関係する方々の念願でした医薬分業が本格的に始まり、薬剤師の絶
対数の不足と教育内容の見直しから薬学部は６年制が導入されました。それ
に伴い全国に新設の薬科大学、薬学部が設立され入学の門戸は広くなりまし
たが、入学金を含め卒業までに要する費用は高額になり、経済的理由から志
半ばにして大学を去る学生が散見されています。

松本南海男氏は本学の第 10 期卒業生で、薬学部がまだ理工学部の一学科
として駿河台にあった頃の昭和 40 年のご卒業で、ご実家は父親が千葉県松
戸市で薬局を経営しておられ、卒業と同時に入社されました。

若くして経営能力を発揮され、自社を国内最大のドラッグストアーチェー
ンとして育て上げ、その会長に就かれるとともに、日本チューンドラッグ協

会理事として薬業界発展に尽力されておられます事は、皆さんご存じのとおりです。
同期には小林郁夫氏がおられますが、彼は薬学部卒業後国家試験に合格し薬剤師免許を取得され製薬

会社に就職されましたが一念奮起し、弁護士を目指して勉強され司法試験に合格し薬剤師免許を持つ弁
護士として第一線でご活躍されており、また本学の顧問弁護士にも就かれております。

お二人は若い頃から意気投合し、卒業後もずっと付き合ってこられましが、ともに古希を前にした頃
から、母校の後輩達のために何か役に立つことはないかと常日頃から話し合ってこられました。

一昔前と違い奨学金給付制度は充実してきましたが、その多くは有利子で卒業後数十年で返済の義務
を負うものです。学生によっては卒業後多額の負債を抱え、その返済額は社会生活をしていく上で大き
な負担となっています。

ドラッグストア業界も成長から成熟期に入り、これまでのような高い伸長率をのぞむことは難くなっ
ております。また、東証一部上場企業でもあり個人的な理由で母校に奨学金を寄付する訳にはいきませ
ん。時間をかけ一つ一つ難題を取り除き、平成 26 年４月寄付による奨学金制度が設立されました。

当初小林氏と会社側との交渉では、校友会の中にマツモトキヨシ奨学金制度を立ち上げ、在校生のみ
ならず、社会に出て薬学の分野で活躍される校友諸君にも応募できる幅を広げることによって、校友会
活動に関心を求めていこうと云う考えで進めてきました。しかし、現在の校友会の陣容からこれらの資
金を預かり運営していくには無理があり、やむなく大学側にお願いすることになりました。 校友会の役
員の中には本橋重康教授がおられ、大学側とのパイプ役を担ってくれており、彼のご尽力でこの制度を
受け入れていただき、従来の奨学金同様に選考委員会を設け給付者を決めていただくことになりました。
第１回の給付が平成 26 年 10 月に６年生、５年生、４年生各１名、１年生３名の６名が決まり学部内で
授与式を行いました。

このほかにも校友会（桜薬会）の奨学金口座に広告掲載料金を納入することを条件に、桜薬会会報に
広告協賛をいただいております。

お二人の友情からこのような奨学金制度が生まれ、後輩諸君大いに利用していただきたいと思います。
（前校友会副会長・14 期卒　岸田邦雄　記）

マツモトキヨシ奨学金制度導入までのいきさつ

マツモトキヨシ
ホールディングス
松本南海男会長
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日本大学医歯薬獣の４師が糾合して始めた学術講演会も第 13 回を数えるまでになり、10 月 18 日（土）
に歯学部同窓会が当番幹事となって日本大学歯学部１号館大講堂で開催されました。参加人数は 153 名
で、薬学部からは 24 名が参加されました。

講演会は、事前に統一テーマについて協議した上で、今回のテーマである「食と健康」に沿って各学
部が演者の選出を行いました。

薬学部校友会からは、薬学部セルフメディケーション学研究室の安川憲先生が「健康食品－そのエビ
デンスの落とし穴－」という演題で話をされました。先生は主に生活習慣病を天然物により予防する研
究を行われています。このような専門的な立場から、植物由来の健康食品や医薬品について品質や安全
性に関する最新の知見をご教示いただきました。認知症に使用されているイチョウ葉エキスは、欧州連
合や韓国では医薬品であるが、本邦では食品として扱われていること、また医薬品ではその有効成分や
有害成分が規定されているのに対し、食品では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
するものが存在すること等、安全なセルフメディケーションを推進するための観点から講演を拝聴する
ことができました。

松戸歯学部同窓会からは那須郁夫先生が、健康寿命の延伸には咀嚼機能の向上が大切であることを話
されました。

生物資源科学部獣医学科校友会からは森田幸雄先生が、食の安全にかかわる食品由来感染症の動向と
対策について自らの経験に基づいて話をされました。

医学部同窓会から石原寿光先生が、食事療法の再考および薬物療法の進歩からみた糖尿病治療の新展
開と題して、近年承認されたインクレチン関連薬や SGLT2 阻害薬等の臨床的位置付けを含め、糖尿病
の薬物治療に関する医療の現状について話をされました。

歯学部同窓会からは植田耕一郎先生が、摂食嚥下リハビリテーションの考え方とその手法について、
急性期から終末期に至る対応を話されました。

総合討論では、フロアーからも熱心な質問が相次ぎ、活発な議論がなされました。
講演会終了後の懇親会は、歯学部 3 号館 B1F「いこい」で行われ、聴講した校友が認識を新たにす

るとともに、和気あいあいの雰囲気で交流が行われました。これからも一層の発展が期待されます。
（日髙慎二　記）

第 13 回日本大学医療系同窓・校友学術講演会

テーマ：食と健康
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第５期卒業生同期会開催のご案内
　第５期卒業生の同期会を下記のとおり開催いたしますのでお友達に声を掛け合って、多数の方のご参
加をお待ちしております

日　時：平成 27 年５月 17 日（日）午後 15 時より 17 時
会　場：山の上ホテル　
 本館地下１階　ダイニング　ラヴイ（エレベター有）　
 電話 03-3293-2836　JR 御茶ノ水駅下車、理工学部２号館前
会　費 :	 10000 円
幹　事：今村典子　小倉操子　大河内宏明　田中重俊　高崎美枝　中西　弘　鎺　俊夫
 樋口哲夫　長谷川明

理工学部薬学科 10 期生卒業 50 周年記念同窓会開催お知らせ
　懐かしいお茶の水で下記の通り、卒業 50 周年記念同窓会開催の運びとなりました。皆様お誘い合わ
せの上、多数のご参加楽しみにしております。　詳細は 4 月末にご案内いたします。

日　時：平成 27 年６月 21 日（日）13 時から
場　所：お茶の水　山の上ホテル「銀河」（２号館隣）
会　費：12,000 円（着席ブッフェ）
幹　事：伊東（駒宮）素子、大林（川上）裕子、小川　尚武、木村由美子、
 栗原　功、小林郁夫、小林邦夫、高橋捷泰、辻野（小林）英子、瀧下満之、馬　国錦、

牧村瑞惠、村上（平山）良子、米川（川口）幸子、山川（秋間）貴子
連絡先：小林郁夫　　jdy03735@nifty.com
 木村由美子　y-kimura@xb3.so-net.ne.jp

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 27 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 27 年６月 27 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 27 年６月 12 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
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学園祭（桜薬祭）
第 26 回桜薬祭が平成 26 年 11 月２日（日）・３日（月・祝）に開催されました。今年のテーマは「活

気桜溢」、四字熟語の「活気横溢」の「横」を日本大学の象徴である「桜」として、元気あふれる学園
祭にするとしています。

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。今回の桜薬祭も本祭２日間とも天候に恵まれ、大いに盛り上がった学園祭と
なりました。

薬草教室
第 19 回薬草教室が平成 26 年 11 月３日（月・祝）に開催されました。講師に草木染研究家の井上和

子氏をお迎えし、「薬草を使った草木染」と題し御講演をいただきました。また、今回は初めて実習室
を会場として講義形式だけではない講演となりました。受講者は先生の分かりやすいお話に興味深く熱
心に学んでおりました。講演終了後、希望者は北中教授の案内で薬用植物園を見学し、先生の解説に耳
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 27 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 25 回薬学部学術講演会が平成 26 年 11 月８日（土）に 821 Ｂ講義室にて開催されました。54 名が

参加し、大学院生１演題を含む医療薬学系、生物学系、教養系、共同研究、海外出張の５区分から 10
演題が発表されました。

共用試験
平成 26 年 12 月 14 日（日）にＯＳＣＥが、平成 27 年１月 10 日（土）・11 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 27 年２月５日（木）に行われました。志願者数は 1,601 名で昨年度より

94 名増加しました。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 27 年２月１日（日）に行い、志願者数は 151 で昨年度より

30 名増加しました。

生涯教育講座
平成 26 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 27 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



– 31 –

教 員 の 人 事
１　役職発令（2015. ４. １）

① 学部長発令 本 橋 重 康 教授（薬品分子化学）
② 学部次長発令 鈴 木　　 孝 教授（臨床医学）
③ 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）

④ 図書館長発令 金 子 利 雄 教授（英語）

２　教授発令 ３　准教授発令
① 新任（2015. ４. １） ① 新任（2015. ４. １）

（１） 藤 井 ま き 子（薬品物理化学） （１） 安 部　　 恵（薬剤師教育センター）
② 昇格（2015. ４. １） ② 昇格（2015. ４. １）

（２） 松 﨑 桂 一（生薬学） （１） 三 浦 基 文（薬品分子化学）
（２） 廣 瀬　　 大（分子細胞生物学）
（３） 小 林 弘 子（微生物学）

４　専任講師発令 ６　助手発令
① 昇格（2015. ４. １） ① 再任（2015. ４. １）

（１） 小 山 由 美（薬学教育研究センター） （１） 元 吉 尚 美（微生物学）

５　助教発令 ７　特任教授発令
① 新任（2015. ４. １） ① 新任（2015. ４. １）

（１） 木 村 元 気（機能形態学） （１） 北 中　　 進
（２） 在 間 一 将（薬品分析学） （２） 草 間　　 貞
（３） 鈴 木 直 人（薬剤学） （３） 三 枝 良 安
（４） 矢 作 忠 弘（生薬学）
（５） 古 川 め ぐ み（生薬学）

② 再任（2015. ４. １）
（１） 小 瀬 英 司（薬物治療学）
（２） 諏 訪 雅 士（物理学）

８　退職
① 定年（2015. ３．31） ② 依願（2015. ３．31）

（１） 北 中　　 進 教授 （生薬学） （１） 小 池 勝 也 教授 （薬学教育）
（２） 草 間　　 貞 教授 （機能形態学） （２） 小 林 秀 昭 准教授 （ゲノム創薬学）
（３） 齋 藤 好 廣 教授 （薬品物理化学） （３） 石 内 勘 一 郎 助教 （生薬学）
（４） 伊 藤　　 等 専任講師（社会学）
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平成 28 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 28 年
1 月 8 日（金）～ 27 日（水）

窓口受付：
1 月 26 日（火）・27 日（水）

平成 28 年
1 月 8 日（金）～ 24 日（日）

窓口受付：
1 月 23 日（土）・24 日（日）

平成 28 年
1 月 8 日（金）～ 16 日（土）

窓口受付：
1 月 16 日（土）

６　選考日  2 月 5 日（金） 2 月 1 日（月） 大学入試センター試験
1 月 16 日・17 日（土・日）

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

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

９　入学検定料 35,000 円 35,000 円 18,000 円

10　試験会場 船橋，東京 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 11 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 11 日（水）実施。
　３　付属高等学校等推薦入学試験（国公立併願）（募集人員５名）は、11 月 11 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 28

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 27
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 27 年
11 月 1 日（日）～ 4 日（水）

平成 27 年
11 月 1 日（日）～ 4 日（水）

６　選考日 11 月 11 日（水） 11 月 11 日（水）

７　合格発表日 11 月 13 日（金） 11 月 13 日（金）

８　入学手続期間 11 月 14 日（土）～ 11 月 24 日（火） 11 月 14 日（土）～ 11 月 24 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「特別優待生制度」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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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。

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

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

事 務 局 よ り
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平成 26 年度桜薬会賞受賞者
ロンドンオリンピック競泳女子に出場し活躍した松島美菜（６年生）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 26 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、石井健太（３年）さん、平岡孝基（５年）さんの２名が奨学

生候補者として推薦され、第 15 回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
された校友会奨学金授与式で内倉会長より奨学金が授与された。

平成 27 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、セルフメディケーション学研究室　助教　野伏康
仁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。さらに第 10 回
薬学部教授会で報告された。なお、平成 27 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 26 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込者２名の中から審議の結果、川島絵里香（３年）
さん、田中陽紀（２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。（2015.01.31 現在）
正会員
　２期 麻生（足立原）惇子 （2015．01．01）
　２期 蛭　間　　信次郎
　２期 宮　尾　　清　三 
　３期 稲　垣　　利　治 
　３期 木村（只友）扶采子 
　４期 池　戸　　京　二 （2014．05．04）
　５期 鈴　木　　重　文 （2015．01．11）
　５期 吉　村　　　　衞 （2014．11．01）
　６期 近藤（吉田）　朝子 （2014．05．23）
　６期 平　林　　牧　三 （2013．12．12）
　８期 土　橋　　賢　一 （2014．　　　）
　９期 具志堅（上原）秀子 （2014．08．17）

　11 期 伊　藤　　光　一 （2014．10．28）
　14 期 内　田　　康　夫 （2015．01．19）
　15 期 阿　藤　　益　久 
　15 期 井　坂　　眞　人 （2015．01．15）
　18 期 屋　敷　　伸　治 （2015．01．02）
　20 期 大久保　　　　隆 
　22 期 清水（布施）由紀子 
　23 期 高橋（稗田）　雅子 
　23 期 能塚（二宮）千寿枝 
　24 期 江　面　　晶　男 （2014．12．16）
　41 期 田　畑　　恵　市 （2015．01．13）
　43 期 松　本　　幸　枝 （2014．10．18）

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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会費納入者

2,000 円納入者
56 足立卯子，加賀谷進二，滝戸澄子，室屋弘子，森本達也 58 伊勢忠，
大淵洋子，佐藤雅子，田中和子，星田郁代 59 守護哲二，髙梨久
美子，山田茂 60 尾崎芳江 61 勝本行子，新沢彰 63 鈴木郁子 66 楡
井淑子 69 松室さゆり 70 太田正昭，吉山守 71 何和子，仲由紀子，
長谷川豐秋 72 原正二 73 富澤恒夫 77 安部貞詔，長瀬健市，山口
洋子 81 八束京子 82 中村宏典 88 有田二郎 91 田中裕子，伊藤道子
94 小西寿子 04 中川真理子 05 匿名１名 09 白鳥千夏

以上　38 名
4,000 円納入者

59 國友玲子 72 高本和雄 77 種井政春 78 上田忠司 82 吉岡正明
以上　５名

6,000 円納入者
66 藤田菅雄  以上　１名

10,000 円納入者
56 大西芳子，三森恵美子 58 平塚恵子，福田静江 59 加藤敬一，
河井弘子，小泉守，堀端由美子，吉田久子 60 有澤宗久，安田
凞枝，吉川郁子 61 石井静子，稲垣艶子，志田厚生，西井幸子，
吉村幸子 62 昆由紀子，杉山浩子，長谷川順子，久田三郎，守
屋芳子 63 泉澤晴子，中村剛，中村政子，前田圭一 64 安達倫
子，新井清司，池谷征子，小島三千代，西上浩平 66 伊藤茂子，
清水慶子 67 小川雅子，津路紀子 68 鎌田淑子，釘宮道子，栗山
忠俊 70 田中充裕，平場芙美代 71 田口博 72 小野敏江，三東恵
利，高木友直，高木百合江，寺島正美，松山景子 73 笠島栄二，
黒田啓文，田中達夫，南川英明 74 小林康泰，真鍋仁 75 梶田善
昭，佐藤澄子，横山としよ 77 奥山靖子，坂口久美子，菅谷尚男，
林佳子 78 金井直明，深澤武彦，松本修，匿名１名 79 石塚善久，
鎌田久穂，川島仁子，三浦博子，室井純子 80 秋山稔，麻生容子，
河井明子，川口英美，田澤あつ美，星原宏樹 81 石井哲治，小
森谷友宏，松村昇 82 芝野泰代，下川康男，田内悦子，田村悦子，
三船恵以子，山北信広 83 飯川和智，瀬賀恵子，松本和美 85 藤
井さゆり，高橋善一，古田緑 86 福島規子，佐藤康信，藤井修一，
堀穣，三石寿美江，星野みどり 87 小峰茂，横山真穂 88 西村典
子 89 上野淳子，高野史子，濱田晴子 91 河内朗，極檀幸次，中
嶋順一 92 荒井英治，駒木幸子，駒木孝次 93 渡邉香織，岡本政徳，
田邉香織，保純人 94 吉井理恵，保くみ子 96 伊藤剛士 97 岡添
進，小池晃代，伊藤幸恵 98 青柳利紀，久木崎和恵 00 小田切里
美，安田真由子，安田直樹 01 田口育枝 03 伊東育己 04 齊藤啓史，
二見直樹，宮坂瑛一 08 安東理大  以上　129 名

20,000 円納入者
83 羽深聡子 86 高橋法子 87 市丸美和子 94 下村浩子 97 秋本若子
  以上　５名

30,000 円納入者
70 五十嵐好子  以上　１名

50,000 円納入者
93 石井睦子  以上　１名

100,000 円納入者
77 吉田庸子  以上　１名

平成 26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２年　　３名
 学部３年　　２名
 学部４年　　３名
 学部５年　　３名
 学部６年　　２名 以上　13 名

日本大学薬学部校友会（桜薬会）奨学金寄付者

64 渡邊和子 80 梅沢芳史 01 齋藤弘明
第 25 期同期会一同
生化学（有吉歌子教授）同窓会
日本大学理工学部薬学科第 24 期・25 期合同同期会一同

広告掲載企業：薬樹株式会社

合計 854,411 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 26 年８月１日～平成 27 年１月 31 日）

会 費 納 入 報 告
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まちの皆さまと共に健康な毎日をつくり
笑顔とありがとうの輪をひろげる

日本大学出身日本大学出身日本大学出身日本大学出身ののののOBOBOBOB・・・・OGOGOGOGがががが多数活躍中多数活躍中多数活躍中多数活躍中！！！！
おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせはははは、、、、おおおお気軽気軽気軽気軽にににに下記下記下記下記フリーダイヤルまでごフリーダイヤルまでごフリーダイヤルまでごフリーダイヤルまでご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。

〒〒〒〒107107107107----0052005200520052 東京都港区東京都港区東京都港区東京都港区赤坂赤坂赤坂赤坂8888----5555----26262626 赤坂赤坂赤坂赤坂DSDSDSDSビルビルビルビル4F4F4F4F
フリーダイヤルフリーダイヤルフリーダイヤルフリーダイヤル：：：： 0120012001200120----75757575----8910 8910 8910 8910 メールメールメールメール：：：： info@yakuju.co.jpinfo@yakuju.co.jpinfo@yakuju.co.jpinfo@yakuju.co.jp

東京東京東京東京、、、、神奈川神奈川神奈川神奈川をををを中心中心中心中心にににに首都圏首都圏首都圏首都圏にににに約約約約150150150150店舗展開店舗展開店舗展開店舗展開。。。。
おおおお客客客客さまのさまのさまのさまの健康健康健康健康をををを

一番近一番近一番近一番近くでくでくでくで支支支支えられるえられるえられるえられる薬局薬局薬局薬局をををを目指目指目指目指していますしていますしていますしています。。。。
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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 27 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伊藤 等先生、北中 進先生、草間 貞先生、齋藤 
好廣先生、塚本 一道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 27 年６月 27 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 26 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 27 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。


