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会長　内倉　和雄

校友の皆様におかれましては、ご健勝のこととお喜び申し上げます。
平素は同期会や地方支部会などの積極的な開催をはじめ薬学部校友会

（通称桜薬会）の活動に対しご理解とご協力を賜り心よりお礼申し上げ
ます。

平成 26 年６月 28 日（土）に薬学部で開催された桜薬会総会において
次期会長にご推薦、ご選任を頂きました。これを重く受け止め、これか
らの任期３年間について会長をお引き受けいたしました。微力ではあり
ますが校友の皆様の発展と母校の隆盛のために尽力してまいります。

早いもので平成 23 年に会長をお引き受けし３年が経過しました。振り返ってみるとあっという間に
過ぎたようです。桜薬会の運営に加えて、日本大学校友会に関する活動については初めてのことが多く、
先輩方に手ほどきを頂きながら無我夢中で対応してきたように思います。あらためて思い起こすとその
責任の重さに身の引き締まる思いであります。

現在、本会は正会員一万二千人、特別会員、学生会員の方々の組織であり、多くの事業活動を行って
まいりました。その一つに会報の発行があります。 “読みたくなる、次号が楽しみ”になるような会報
を目指してきました。会報には写真付きの原稿が多くありますので、手始めにモノクロからフルカラー
印刷に変更いたしました。また、新たに“人物往来”を加えました。毎号１～２名の校友の方に原稿の
執筆をお願い致しました。ご協力を頂いた結果、内容の豊かなものとなり興味を持って読んで頂けたも
のと思っております。

正会員に対しては、従来行ってきた生涯教育講座が平成 25 年３月に薬剤師認定制度認証機構により
生涯教育研修認定制度のプロバイダーとして認証を受け、４月より日本大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」、「大学院講義受講コース」及び「薬剤師実践セ
ミナー」を共催いたしました。

学生会員に対しては、平成 22 年度総会で設立が承認された薬学部校友会（桜薬会）奨学金制度を開
始いたしました。この制度は会員の方々からの募金および会報広告掲載料を奨学金の原資として運営し
ています。多くの方々からご賛同を頂き、平成 23 年度から給付を始めることが出来ました。ご協力に
対しお礼を申し上げますとともに今後ともよろしくお願い申し上げます。

日本大学は平成 31 年に創立 130 周年を迎えることになります。そこで記念事業として新病院の建設、
新学部の開設、小学校の開校、学生寮の建設などがあります。この事業を支えるために創立 130 周年記
念募金がスタートしています。桜薬会としては平成 25 年度から毎年協力しています。校友の皆様のご
理解とご協力をお願いいたします。

以上この３年間における対応についてその一端を書きました。その他、従来から引き継いで研究奨励
金や奨学金の授与、卒業生や大学院修了生に記念品の贈呈、学生の資格取得に対する支援、各種講演会
などの事業活動を行ってまいりました。

これからも引き続き会員の皆様方の発展とともに母校の興隆発展に寄与するための活動を行ってまい
ります。会員の皆様方には、率直なご提案、ご要望等をお寄せ頂きたいと思います。併せて温かなご指
導、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

会 長 挨 拶
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元薬化学教室同窓会（柳睦会）会長　三回生　中村　勝義

本年、3 月 22 日、元助教授、宮尾利政先生は、85 歳の天壽を全う致
しました。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。

先生は、昭和４年１月３日長野県の造り酒屋「天真」の二男として誕
生されて居ります。17 歳で上京し、昭和 29 年日本大学理工学部の前身
である、日本大学工学部工業化学科を卒業され、直ちに創立準備中の日
本大学薬学部の前身である、日本大学工学部薬学科主任教授・黒柳　惣
十東京大学博士（日本大学名誉教授）の薬化学教室　助手として着任さ
れております。

東京大学農学部　後藤　格次教授（東京大学博士　日本学士院会員　日本農芸化学者）に国内留学し、
薔薇科植物からの制癌剤製造研究に従事して居ります。

基礎薬学系、薬化学教室・薬品製造学教室　里見　政吉東京大学博士（日本大学名誉教授）に従事し、
講師、助教授として、平成６年１月２日定年退職されるまでの 43 年の長きに亘り薬学部の発展の礎と
なり活躍されました。

１回生から 40 回生まで、約一万名に達する学生と実習などを通じて接した事になります。創薬化学
系実習では、実習の準備、片付け、実習時間中の補助など業務が多いのですが学生からの多くの質問に
対して丁寧に答える姿が印象に残って居ります。

世間知らずで、生意気盛りの若者が「主任教授の部屋に研究生が居らないのはおかしい」と同士を募
り、立ち上げたのが「柳睦会」で有り、宮尾先生との接点でした。

偉い・怖い黒柳教授との中間に立ち、兄のように振る舞い、身勝手な我々の求めに応じ不足する実験
器具を工業化科学から借りて戴いたり、徹夜の実験を行った時、朝食で教室を離れ、乾留器のゴムホー
スが朝の水圧上昇により縦に大きく裂け、お茶の水２号館の３階化学教室を水浸しにし、又２階の工業
化学科の教室に水漏れを起こしてしまった時も率先して謝って戴きました。数えきれないご迷惑をおか
けした事など 60 年前を遡って感謝して居ります。

偉くて、怖いと思っていた黒柳教授は、実に優しく、当時技術顧問をして居られたエスエス製薬株式
会社の箱根の保養所に我々を招待して戴き、宴席の作法を始め、社会人としての作法をご指導いただい
たことを追記します。宮尾先生とともに若者の夢、人生観について夜遅くまで語りあったひと時でした。

平成６年、宮尾先生の「退職記念パーティー」を開催した処、数多くの出席者で満たされたことでも、
先生のお人柄が伺われます。

私生活では、目黒の高台にマンションを経営し、奥様　洋子（旧姓　依光）様は日本大学工学部薬学
科　生化学教室を昭和 32 年卒（２回生）であります。ご子息　直樹様は、学習院　初等科・中等科・
高等科を卒業され、浜松医科大学・慶應大学医学部にて、博士号を取得され、現在、日本鋼管病院に勤
務されて居ります

ここに宮尾利政先生の安らかなご冥福を祈り偲びの詞と致します。

追悼　宮尾 利政先生を悼む
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北中　進（生薬学研究室教授）

日本大学名誉教授滝戸道夫先生には８月 25 日、老衰によりご逝去さ
れ 89 歳の生涯を閉じられました。謹んで哀悼の意を表しますと共に生
前のご活躍について披露させて頂きます。

滝戸道夫先生は、昭和 22 年３月星薬学専門学校（現星薬科大学）を
卒業され、東京都立製薬研究所（現東京都健康安全研究センター）に勤
務後、昭和 23 年４月に東京大学医学部薬学科選科に進まれ終了後、同
薬学科研究生として同 30 年３月まで研究活動に専念されました。昭和
30 年 4 月、日本大学工学部（現理工学部）に奉職し、同 42 年９月から

教授に就任され、平成 7 年 3 月に定年退職されました。
その間、昭和 54 年から２年間、理工学部薬学科主任教授、昭和 63 年薬学部へ昇格後、同年４月から

薬学科及び生物薬学科主任、平成元年９月から１年間次長を歴任され、薬学部開設後の昭和 63 年学務
担当として学務関連の整備にあたられました。薬学科開設直後に奉職されて以来 39 年にわたり、教育
と研究に務めてこられました。

研究上主なもので、本学に奉職されてからマメ科 Cassia 属植物の成分研究、ニガキ中のインドール
系アルカロイドの成分研究、更に生薬の規格設定に関する研究にも携われました。また、昭和 43 年か
ら博士研究員として米国ミシガン大学に留学され、幻覚成分ペオーテアルカロイドの生合成研究に従事
されました。帰国後、Cassia属植物の成分研究を更に発展させると共に、交配人参を用いた薬用植物の
品種改良に関する研究、天然物の抗発ガンプロモーター抑制物質の検索研究をなされました。

学会や社会活動としては、（公社）日本植物園協会において、昭和 43 年から 26 年理事そして会長と
して全国の植物園の発展にご尽力されました。（社）日本生薬学会では、平成３年同副会長、翌４月か
ら同会長に就任し、また韓国の生薬学の先生方と交流し、日韓生薬学合同セミナーの発起人となり現在
日韓中合同シンポジウムに発展しています。これにより日韓両国の学術交流に貢献されたことから韓国
生薬学会より感謝脾が授与されています。日本薬誌学会では昭和 47 年から 32 年間、同会理事として、

（公社）日本薬学会では昭和 57 年から同 63 年の間評議員を、和漢薬学会では昭和 60 年から評議員、平
成 13 年から（財）日本漢方医学研究所評議員を歴任されました、昭和 60 年４月から科学技術庁植物遺
伝子資源情報整備検討委員会委員、平成元年から厚生省薬用植物栽培、品質評価指針作成検討委員会委
員、平成 5 年 4 月から厚生省薬用植物資源の保存及び保護に関する研究の研究委員を務め、平成９年か
ら（財）日本特殊農産物協会評議員などを歴任し、薬用植物の栽培、保全及び品質向上に寄与されました。
この他、平成７年に生薬の調査研究に精励し後進の指導育成が評価されて（公社）東京生薬協会から表
彰され、平成 15 年に文部科学大臣から教育功労賞を授与されました。このように滝戸先生は教育指導
の他に薬学界の発展に広く貢献なされ、その功績により平成 17 年 5 月、瑞宝中受章を授与されました。

お世話になった滝戸道夫先生を偲んで思い出を語る会を考えております。詳細については下記までご
連絡頂けたら幸いに存じます。

 滝戸道夫先生を偲ぶ会事務局：生薬学研究室	 北中　進　TEL：047-465-5356

	 	 松崎桂一　TEL：047-465-5847

	 	 	 FAX：047-465-5440

追悼　滝戸 道夫先生を悼む
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AhR による肝線維化の分子制御メカニズムの解明と NASH 治療薬の開発

　　　健康衛生学研究室　和田　平

近年、肥満および糖尿病などの生活習慣病とインスリン抵抗性を基盤に発症した脂肪肝に、線維化や
炎症を伴った非アルコール性脂肪肝炎（NASH）の罹患率が急増し、深刻な社会問題となっている。ダ
イオキシンの受容体として知られている Aryl hydrocarbon receptor（AhR）は、薬物代謝酵素を誘導
する異物センサーとしての機能に加え、脂質代謝制御にも関与していることが示唆されている。そこで
本研究では、脂肪肝発症過程における AhR の機能解析を通じて、未だ明らかにされていない NASH 発
症メカニズムの解明を試みた。

我々の研究室で作製した肝臓特異的に AhR 遺伝子を欠損させた（AhR LKO）マウスに高脂肪食を
負荷したところ、コントロールマウスに比較して脂肪性肝炎に由来した大滴性の脂肪沈着、免疫担当細
胞の浸潤および肝障害などの脂肪毒性が観察された。また、AhR LKO マウスの肝臓における遺伝子発
現量を検討したところ、脂肪酸合成酵素ならびに炎症性サイトカイン発現量の増加が認められた。興
味深いことに、AhR LKO マウスにおいて炎症性サイトカインシグナル抑制因子である SOCS3 発現量
が低下していた。これらの AhR LKO マウスにおいて観察された表現型が肝臓特異的 SOCS3 欠損マウ
スのそれと類似していることから、AhR LKO マウスにおける脂肪毒性は、SOCS3 発現量の減少に起
因している可能性が示唆された。そこで、AhR LKO マウスにおける減少した SOCS3 量を肝臓特異的
SOCS3 トランスジェニック（S3 Tg）マウスと交配することで回復させたところ、肝臓 AhR 遺伝子の
欠損による脂肪毒性発現は著しく抑制された。

以上の結果より、肝臓 AhR は SOCS3 発現制御を介して、脂肪毒性発現ならびに NASH 発症を抑制
する因子であることが明らかとなった。今後、これらの研究成果を基に、肝線維化過程における AhR
の役割を明らかにしていくとともに、AhR を標的とした NASH 治療薬の探索を進めていく。
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生涯教育講座のご案内　（平成 26年 10月～平成 27年 3月）

１．講座［最近のトピック］

実施日 回数
演　題 係　　　　員

（担当研究室）
会　場
時　間講　師

平成26年
11月15日（土） 第154回

閉塞性呼吸器疾患における
ステロイド性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―

薬品分子化学
健康・スポーツ科学
社会学

日本大学桜門会館
３階会議室
14時30分～16時30分

日本大学薬学部　機能形態学研究室　教授
木澤　靖夫

平成27年
１月24日（土） 第155回

がんの痛みの治療
生化学
薬剤学

日本大学会館　大講堂
　15時00分～17時00分埼玉県立がんセンター緩和ケア科　科長

余宮　きのみ

平成27年
３月14日（土） 第156回

薬局・薬剤師のトラブル相談 環境衛生学
薬学教育
薬物治療学

日本大学桜門会館
３階会議室
15時00分～17時00分弁護士　赤羽根　秀宜

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：講義開始時刻の30分前
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 係　　　　員

（担当研究室）
会　場
時　間講　師

平成 26 年 10 月 19 日（日）
（疾患別テーマ）

—がん領域における
薬学的管理—

①

在宅医療の実際とその中での薬剤師の関わり
—がん領域を中心に—　（仮題）

（研究室）
微生物学

（委員）
日髙　慎二
大場　延浩
小林　秀昭 日本大学桜門会館

３階会議室

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

医療法人財団千葉健愛会理事長
あおぞら診療所　院長　川越　正平

②
病棟における緩和ケアの実際（仮題）

医療法人財団健和会 みさと健和病院
緩和ケア病棟医長　久保　周

③

外来化学療法における薬剤師の役割
—服薬指導業務の先にあるもの—

公益財団法人がん研究会　有明病院
薬剤部長　濱　敏弘

平成 27 年３月１日（日）
（薬物治療ガイドライン・

薬事制度）
—薬剤師業務に
関わる制度—

①
薬局のグランドデザインについて

（研究室）
臨床薬物動態学

（委員）
亀井　美和子
松本　宜明
泉澤　恵

公益社団法人日本薬剤師会
副会長　生出　泉太郎

②
薬剤師が知っておくべき医療機器に関する話題

（仮題）

薬事コンサルタント　河原　敦

③
2015 年介護報酬改定について（仮題）

青森県薬剤師会会長
日本介護支援専門員協会相談役　木村　隆次

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

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（ HYPERLINK "http://
www" 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。
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３．講座［ブラッシュアップセミナー］：「スペシャルポピュレーションに対する薬物療法」

実 施 日
演　題 会　場

時　間講　師

平成 26 年 11 月８日（土）

①
最近の糖尿病治療薬に必要な薬学的知見に基づく服薬指導

日本大学桜門会館
会場：３階会議室

（控室：３階控室）

①13時00分～14時30分
②14時40分～16時10分
③16時20分～17時50分

フローラ薬局　代表取締役　篠原　久仁子

②
薬局薬剤師が行う糖尿病患者への食事・運動療法の支援とは

北里大学薬学部　臨床薬学研究・教育センター　講師　井上　岳

③
低血糖指導を中心とした療養指導

恵比寿ファーマシー　管理薬剤師　佐竹　正子

平成 26 年 11 月 16 日（日）

①
高齢者に対する薬の安全処方（仮題）

日本大学桜門会館
会場：３階会議室

（控室：３階控室）

①12時10分～13時40分

②13時50分～15時20分

③15時30分～17時00分

東京大学医学部附属病院　老年病科　教授　秋下　雅弘

②
高齢者の精神医療と薬物治療（仮題）

楓の森メンタルクリニック　院長　小山　恵子

③
老年特有の頻尿・排尿障害に対する薬物治療（仮題）

日本大学医学部泌尿器科学系泌尿器科学分野　主任教授　高橋　悟

平成 26 年 11 月 23 日（日）

①
妊娠の基礎と薬物療法（仮題）

国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 薬剤部　　山根　律子

②
授乳の基礎と薬物療法（仮題）

日本赤十字社医療センター 薬剤部部長　植松　和子

③
小児薬物療法の基礎と問題点（仮題）

独立行政法人 国立成育医療研究センター　薬剤部長　石川　洋一

受講申込
参加資格
受講料・単位数

注意事項：本講座は上記 3 日間で 9 単位とする講座です。
受講申込：受講申込書を平成 26 年 11 月 4 日（火）までに 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

４．講座［大学院（土曜）講義受講コース］：「疾患別薬物治療学特論」

実 施 日 実 施 日 時 会　場
時　間

疾患別薬物治療学特論Ⅳ 平成 26 年 10 月 18 日（土）１～４時限
平成 26 年 10 月 25 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 26 年 11 月 15 日（土）１～４時限
平成 15 年 11 月 22 日（土）１～４時限

疾患別薬物治療学特論Ⅶ 平成 26 年 11 月 29 日（土）１～４時限
平成 26 年 12 月  6 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

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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医療コミュニケーション学研究室（１号館３階 133）

桜薬会会員の卒業生の皆様には、ご健勝のこととお喜び申し上げます。
平成 26 年度の研究室のメンバーは、教員２名（亀井、渡邉）、臨時職員１名（寺島）、大学院生３名、

６年生８名、５年生８名、４年生８名、研究生１名となっております。６年生は８月上旬に卒業研究発
表会を終えましたが、それぞれが満足のいく成果を出せたのではないかと思います。卒業研究では、研
究室が力を入れているテーマでもある「服薬支援」「地域連携」「医療経済」に関わるテーマに取り組ん
でもらいました。薬剤師の資格取得後もこの経験をそれぞれの仕事に活かしてくれることを願っていま
す。今後はテーマを引き継いだ５年生が主体となって、実務実習のない時期に研究に取り組む予定です。
研究室で定期的に勉強会（セミナー）を行い、大学院生と研究生も参加して、活発な議論が行われます。
社会人大学院生（病院薬剤師）と研究生（薬事コンサルタント）から現場の話を聞くなど、薬剤師を取
り巻く環境や社会のニーズを学生が自然と理解し、問題解決の方法を提案するだけでなく実践する意欲
も育てたいと考えています。

当研究室は、薬学部史上では新しい研究室になりますが、六年制教育課程以降、３期の卒業生が巣立っ
ていきました。卒業後に学会や生涯教育講座でよく顔を合わせる方や、研究室によく立ち寄ってくださ
る方もおられます。卒業生とのつながりは、ずっと大切にしていくつもりですので、研究室にもお気軽
にご連絡ください。皆様の益々のご健康とご活躍を祈っております。 （亀井　記）

※写真は、８月に行った研究室旅行で撮ったものです。

研 究 室 だ よ り
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生薬学研究室（３号館２階 322）

桜薬会会員の皆様におかれましては、益々ご健勝にお過ごしのこととお慶び申し上げます。生薬学
研究室の近況をご報告致します。2014 年は教室新年会での屠蘇散作りに始まり、２月はりんどう会で
先輩方と親交を深め３月には卒業生が社会に巣立ちました。今年度は北中 進 教授、松﨑 桂一 准教授、
石内（助教）の３名のスタッフと博士後期課程２年生１名、６年生 11 名と５年生 12 名でスタートして
おります。また新たに４年生 14 名の配属が決定しました。

４月には筑波のツムラ漢方記念館と生薬工場見学を行い、生薬の歴史や漢方製剤の製造について勉強
しました。６年生は８月の卒業研究発表を立派に行い、次の卒試と国試に備え頑張っています。５年生
は病院、薬局で実務実習に、また実習のない期間は卒業研究に励んでおります。８月下旬には河口湖ま
で研究室旅行に行き、富士山や河口湖周辺での植物観察をはじめ、ブルーベリージャム作り、鳴沢氷穴、
母の白滝、忍野八海、ワイン工場見学、ブドウ狩りを行い、また親睦会を通して研究室一同素晴らしい
思い出を作ることができました。研究活動については、３月に熊本で開催された日本薬学会第 134 回年
会で最近の研究成果を発表して参りました。９月に福岡で開催される日本生薬学会第 61 回年会におい
ても新しい研究成果を発表する予定です。北中教授は旧社団法人日本植物園協会の会長を２期４年間務
められ、公益社団法人に移行されると共に全国の植物園の発展に御尽力されました。

滝戸道夫名誉教授が８月 25 日に逝去されました。ここに謹んで哀悼の意を表します。桜薬会会員の
皆様のご健康と益々のご活躍をお祈り申し上げます。 （石内　記）

環境衛生学研究室（３号館２階 325）

平成 26 年７月現在の近況をお知らせします。６年卒業研究生 12 名は８月４日に行われる卒業研究発
表会の準備のためその発表原稿や卒業論文の完成を目指し、５年卒業研究生９名のうち７名が病院薬剤
部や保険薬局で毎日緊張しながら実務実習の指導を受けており、さらに４年生卒業研究生６名は前期定
期試験、ならびに８月６～７日に行われる CBT 体験受験のために、それぞれ勉学に忙しい毎日を送っ
ております。本年３月に博士課程を修了した下田康代さんは客員研究員として研究室に在籍し、「発癌
性ヒ素化合物の代謝・毒性機構の解明」に関する研究に没頭しております。本研究室の修士課程を修了
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した黒澤英俊さん（警視庁科学捜査研究所第二化学科化学第三係　副主査）も一昨年より本学客員研究
員として共同研究を開始し、第 18 回ヒ素シンポジウム（宮崎大学）において奨励賞を受賞し、素晴ら
しい研究成果を発表されました。また、本研究室の博士課程を修了され、客員研究員である浦野敦さん

（東邦大学佐倉医療センター薬剤部）も、潰瘍性大腸炎の診断マーカーの開発に関する研究を共同で行っ
ております。

立川教授はバイオフィルムの殺菌効果に関する研究成果を今年９月にポルトガルで開催される Inter-
national Water Association World Water Congress & Exhibition 2014 で発表予定、山中はオーストリ
ア KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ の Prof. Kevin Francesconi との研究打ち合わせのため
８月末に渡欧予定です。本年度は①「食品中ヒ素化合物の代謝と生体影響に関するメタロミクス解析（基
盤研究 © 新規代表）～ H28 年」、②「職業性胆管がん発症の原因となる究極発がん物質の究明（基盤
研究 © 新規分担）～ H28 年」が文科省科学研究費補助金の研究課題として採択され、③「食品中ヒ素
の代謝物ジメチルモノチオアルシン酸の発がん性に関する研究」（新規分担）」を内閣府食品健康影響評
価技術研究に申請中であります。これら研究課題も、少ないスタッフで素晴らしい成果が得られるよう
頑張っていく所存です。

同窓の皆様と更なる交流を図り、少しでも良い大学・研究室の環境を築きたいと思っております。研
究室に是非お立ち寄り下さり、ご意見・ご指導等を賜れれば幸いです。

皆様の益々のご健康とご発展を祈念しております。 （山中　記）

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。当研究室は、平成 25 年４月に福岡憲泰教授、平成 26 年４
月に大場延浩が着任し、２名のスタッフで教育・研究に取り組んでおります。５年生８名、６年生８名
の計 16 名の卒業研究生に加え、新たに４年生８名が配属されることとなりました。さらに、客員研究
員として吉野成泰医師が在籍しております。

５年生の全員は、ちょうど I 期の病院／薬局での実務実習を無事に終えたところで、それぞれが、実
習先の医療機関で良い刺激を受けてきたようです。６年生は、８月４日の卒業研究発表会で、ポスター
発表を行い、質疑にも適切に受け答えをしていました。卒業研究のテーマの一部は、昨年８月まで在籍
していた濃沼政美先生（現、帝京平成大学）にもご指導いただきました。

８月の末には、５、６年生と教員で熱海に卒業研究研修旅行に行く予定です。旅行が終わると６年生
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は、卒試と国試を乗り越えて医療人としての一歩を踏み出すこと、５年生は、引き続き実務実習および
卒業研究を頑張っていただきたいと心より願っております。

最後になりましたが、会員皆様のご健勝とさらなるご発展をお祈り申し上げます。 （大場　記）

薬事管理学研究室（５号館３階 535）

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

現在、本研究室では、白神教授、泉澤専任講師、昨年 4 月より助教に着任いたしました中島の３名の
スタッフで、教育・研究活動に取り組んでおります。研究面では、大学院生、卒業研究生ともに薬剤経
済分析や OTC 薬の市販後調査、小学生に向けたセルフメディケーション教育など多彩なテーマに熱心
に取り組んでおります。６年生は、５年次の実務実習を無事に終え、今年の前期は主に卒業研究に励み、
8 月に行われた卒業研究発表会では無事にポスター発表を終えました。また５年生は現在、実務実習期
間ですが、実務実習期間以外では研究に励んでおります。

６月には毎年恒例の４年生の歓迎会を兼ねたボーリング大会を開催し、大いに腕を競い合いました。
また、８月初旬には群馬県へ１泊２日の研究室旅行を開催しました。高崎市名物だるまの絵付け、吹割
の滝及び小平の里での鍾乳洞散策などを楽しみ、夜はバーベキューで盛り上がり、研究室メンバー同士
が親睦を深め楽しい時間を過ごすことができました。

７月には、第一ホテルで同窓会を開催し 39 名の参加をいただきました。
同窓会は、毎年開催しており今回ご参加いただけなかった方々、是非次回はご参加下さい。　
これからも社会の現場で活躍されておられる皆様からのご意見を賜り、私どもも研鑽し現場へフィー

ドバックし実践してまいりますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。
末筆ではございますが、会員の皆様方の今後の益々のご健康とご活躍をお祈り申し上げます。
 （中島　記）

物故者名簿：心よりご冥福をお祈り申し上げます。（2014.08.31 現在）
正会員
　１期 大林（宮川）満江 （2014．06．14）
　１期 横林（胡桃）豊子 （2013．08．）
　４期 矢　野　哲比古 （2014．02．27）
　５期 飯島（宮下）房子　（2013．03）
　５期 大　沢　一　栄 （2014．01．）
　６期 西　坂　綾　夫
　６期 森　　　茂　正 （2013．05．04）
　８期 赤　木　敬　弘 （2013．11．）
　９期 小出（長谷川）操　（2013．10．）
　９期 中　野　紘　一 （2014．02．02）
　10 期 松　本　宗　彦 （2013．01．28）
　11 期 太　田　　　潤 （2014．02．04）
　12 期 太　田　哲　夫 （2013．12．16）
　15 期 柴　田　　　博 （2014．03．04）
　17 期 高　木　義　昭 （2010．02．27）

　18 期 宮宇地　裕　美 （2014．02．05）
　22 期 山崎（佐藤）真理子（2014．06）
　23 期 柴　田　恭　子 （2014．02．16）
　24 期 山　口　　　武 （2013．11．16）
　26 期 橋　村　吉　正
　28 期 広瀬（久田）真理子（2014．06．22）
　30 期 鶴　田　知　子
　33 期 永　沼　恵美子 （2011．04．09）
　35 期 大　浦　正　己 （2013．09．10）
　37 期 高間（根本）誠子 （2008．02．28）
　44 期 齊　藤　保　信 （2014．01．28）

特別会員
 宮　尾　利　政 （2014．03．22）
 滝　戸　道　夫 （2014．08．25）

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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平成 26 年２月 16 日（日）、市ヶ谷の日本大学桜門会館において、平成 25 年度りんどう会（生薬学研
究室同窓会）を開催しました。前日までの大雪のため、予定した数名が参加できなくなりましたが、卒
業生と現卒研生等を合わせて総勢 54 名の参加がありました。会は例年通り話題提供と総会・懇親会の
二部構成でした。講演は、研究室の石内勘一郎助教が「遺伝子工学を活用したカビ由来二次代謝産物の
生合成」というタイトルで、有用生理活性物質の新たな生産について話していただきました。二題目
は、名古屋大学医学部附属病院先端医療・臨床研究支援センター特任教授の藤原忠美さん（昭和 53 年卒、
りんどう会会長、）から「アカデミアの先進医療への取組みと将来の展望」について紹介していただき
ました。総会・懇親会は、秋元光徳さんと川島正也さん（平成 10 年卒）の司会進行で、藤原会長の挨
拶、北中　進教授から生薬学研究室の近況報告の後、奄美大島から来られた川田博久さん（昭和 59 年卒）
による乾杯、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など、世代を超えた交流
も盛んに行なわれました。会の後半ではビンゴゲーム大会で、様々な植物、参加者からご提供いただい
た景品の争奪戦で盛り上がりました。また、景品をお送りいただいた会員の皆様にはこの場を借りて厚
く御礼申し上げます。

最後に集合写真を撮影後、会員の益々の発展を祈念し、次回の再会を約束して散会しました。

参加者（敬称略） 
妹尾　昇、山内　盛、奥窪伸之、吉村　衞，金西信次、国領（熊谷）文子、栗山忠俊、北中　進、
工藤（加藤）隆子、松浦　晃、浅野重治、藤原忠美、福島宣久、三浦啓一、大川　博、湯川　仁、
栗原　孝、川田博久、近藤（達谷窟）温子、横尾朋枝、高松　智、天羽一昭、半田（嶋田）雅美、
神谷　洋、君島麻子、難波昭雄、中嶋順一、加藤　学、國司　学、國司（小林）なほ子、秋元光徳、
川島正也、本江麻美、磯山知之、出山（鈴木）和子、伊藤　正、甕　常岳、柳岡　覚、矢作忠弘、
高橋　慶、矢倉尚幸、大久保歩、楊　志剛、米山達朗、小畑久成、高山陽太、田中貴大、林　睦拓、
高橋依子、宮川　龍、森田智子、山中康平、松﨑桂一、石内勘一郎、蒋　文君

 （松﨑　記）

生薬学研究室同窓会（通称りんどう会）
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卒業 55周年記念同期会（第４期生）
新緑の映える季節の平成 26 年４月 22 日（火）14：00 より「アルカディア市ヶ谷」７Ｆ 琴平の間で

昭和 34 年卒業の同期 33 名が集まり、卒業 55 周年と併せて全員が喜寿を迎えることが出来たことを寿ぎ、
同期会が開催されました。

遠くはタイ国からの参加を始め、国内も佐賀、広島、福島から集まった旧友が４テーブルに分かれ、
バイキング形式で行き来自由で、昔話、健康状態、今後の旅行計画等々、話は尽きることなくあっとい
う間の２時間でした。４時頃全員の集合写真を撮り、二次会（夜の三次会への時間つなぎ）へと進みま
した。20 名ぐらいになりましたが、２Ｆのグリルでビール等を飲みながら話の続きで盛り上がりました。
三次会は市ヶ谷からタクシー３台（10 名）に分乗し、憧れの神楽坂の筆頭芸者のいる高級カラオケ付
きバーへ行き、続きのお喋りをしながら歌をうたい楽しい一時を過ごしました。 （文責　島峯望彦）

第５期同期会開催報告
５期生の同期会は、平成 26 年５月 18 日（日）、お茶の水２号館前の山の上ホテルで開催された。卒

業後 54 周年と喜寿の祝いを兼ね、また２年前の開催時に皆さんからの開催の機運が高まり今年開催い
たしました。

当日は、33 名の方々が日差しの厳しくなる中お集まり、なかには車いすで来られた方、足腰の痛み
を我慢しての方、そして北九州、香川、神戸など遠方からも出席してくださいました。また今回、卒業
後初めて出席の方、同期の夫婦で出席の方など話題満載で大盛会でした。会は中西弘、樋口哲夫のお二
人の司会で開会、まず同期の亡くなられた方々のご冥福を祈り、次に皆さんの健康と再会を祝し田中重
俊さんの音頭で乾杯し開宴された。会も盛り上がったところで各人が近況を述べた。話の内容は、出席
者の年齢が 77 歳の同期会のこと、まだ現役で薬剤師として働いている人、中でも健康状態の話が多く、
次に学生時代の話題に花が咲き、全員、額のしわの数は 70 台でも、心は２号館時代の話、そしてお茶
の水界隈での青春時代に逆戻り、裏方の幹事さんの働きもあり、大いにトークに花が咲いた会になりま
した。大河内宏明さんの閉めの言葉で次回の再会を約束し散会した。その後は同ホテル内の喫茶の席に

桜 の 木 の 下 で



– 14 –

移しても話は尽きませんでした。なお、次回は、平成 27 年５月 17 日山ノ上ホテルで開催します。
（長谷川　明・今村　典子　記）

第 32回桜神会
平成 26 年５月 19 日（月）、『横浜国際ホテル』において恒例の第 32 回桜神会を開催いたしました。

当会は、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。

桜神会に先立ち開催された特別講演では、「２型糖尿病治療 2014 ～新しい糖尿病治療の流れ～」山川
正先生（横浜市立大学附属市民総合医療センター　内分泌・糖尿病内科部長）の演題を通し、近年続々
と承認された糖尿病治療薬の使い分けを詳細に解説していただきました。厚生労働省の「2012 年国民
健康・栄養調査結果」の推計で、糖尿病が強く疑われる成人男女が約 950 万人、病気の可能性を否定で
きない「糖尿病予備群」は 1,100 万人に上ることが明らかとされております。先生のご講演は、複雑化
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する糖尿病の病態に対し、どの治療薬を選択するべきか、様々な大規模臨床試験の結果を根拠に解説い
ただけたことから、非常に有意義でありました。

来賓挨拶では日本大学薬学部校友会の前会長山内盛先生にご出席賜ることができました。山内先生の
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歓談となりました。今回はリ
ピーター参加の先生が非常に多く、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、会の途中では小清水敏昌先生（公益財団法人 MR 認定センター　専務理事）からもご挨拶を
いただき、薬剤師 MR の育成について、現状の取り組みを情報提供していただいております。

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 32 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

日薬会 47（日本大学理工学部薬学科昭和47年入学生の会）開催について
日薬会 47 を会員全員が還暦を迎えたことと、前回の会から３年が経っていることから、６月７日（土）

に東京ガーデンパレス（平安の間）で開催致しました。当日は沖縄や九州からの出席者を含め、38 名
の出席を頂きました。卒業後初めての再会を果たす者もいて、同じ校舎で共に勉学・クラブ活動・遊び（？）
に励んだ者同士が一堂に介して賑やかな会になりました。幹事を代表して杉森万千日兒氏より乾杯の挨
拶を頂き、各自の現況報告を行って頂きました。還暦を過ぎてくると、皆それぞれ話に重みがあり、昭
和 47 年入学以後 42 年もの歳月が経つと学生時代の面影は残しつつも、それなりの人生経験が感じ取れ
ました。その後、我々の学生時代のスライド上映があり、学生時代とあまりの違いに笑いが出たりして、
学生時代が懐かしく思い出されました。また、杉森万千日兒氏、石田制利氏、鈴木孝の３名に、他大学・
学部出身者２名と１名の女性ボーカルを加えた、いわゆる“おやじバンド”の演奏があり、昔の曲を選
曲したことが功を奏してマイク離さナーズの人まで出て、多いに盛り上がりました。会は 42 年前の学
生時代に戻った懐かしくもあり、楽しい会でした。２次会は石田制利氏の配慮による、これも懐かしい
山の上ホテルで行いました。帰る者もなく、更に懐かしい話・現在の話に花を咲かせ、その後、三々五々、
解散となりました。

尚、次回の開催も考えていますので、連絡のなかった方は連絡先を鈴木孝（suzuki.takashi85@
nihon-u.ac.jp）まで、ご連絡下さい。 （文責：幹事　鈴木孝）
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９期生卒後 50周年同期会
平成 26 年６月 15 日（日）午前 11 時より、明治記念館に於いて「９期生卒後 50 周年同期会」を開催

いたしました。当日は、薬学部校友会内倉和雄会長並びに小山隆・杉井篤・高橋周七・守屋芳子・山内
盛の諸先生（五十音順）をはじめ、同期生 64 名の参加者があり、楽しく開催いたしました。

定刻になり、司会の代田勝彦君より開会の辞を述べ、続いて物故者（39 名６月３日現在）のご冥福
を祈り黙祷を捧げました。幹事を代表して小松康宏（筆者）が、校友会会長並びに恩師の先生方と多数
の同期生の出席に感謝し、私達が卒業した昭和 39 年は東京オリンピックが開催された年であり、私達
の生涯にとって記憶に残る年となりました。さらに、６年後再び東京オリンピック・パラリンピックが
開催されることが決定し、一生のうちに二度自国で観戦することが出来る可能性があるということは、
共に喜ばしいことではないかと挨拶しました。

続いて、ご来賓のご紹介の後、乾杯の音頭を沖縄県から参加した渡嘉敷見君が行い、宴会に入りまし
た。宴席が落ち着いたころ、内倉会長をはじめ恩師の先生方のご挨拶を頂き、特に杉井先生の矍鑠とし
た話し方とお姿には、皆さん感心いたしました。

予定していた時間もあっという間に過ぎてしまい、閉会の辞を渡邊和子さんが述べお開きとなりまし
たが、その後本館の庭園に一同集合して記念写真を撮り散会いたしました。

次回の同期会の予定ですが、今回の雰囲気なども考慮し、５年後にその時の幹事および有志の方々の
ご判断にお任せしては、という含みを持たせましたので、何卒、ご賢察頂きますようお願いたします。

 （小松康宏　記）
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『薬茶（やんちゃ）48会＝昭和48年入学者の会』還暦同窓会報告
昭和 48 年に入学した私達の同窓会【薬茶（やんちゃ）48 会：還暦の会】の報告いたします。
平成 26 年７月 20 日（土）、新橋第一ホテル・アネックスにおいて、３名の先生方、内倉和雄桜薬会会長、

山内　盛先生、渡邊和子先生にご出席を賜り、北は北海道から南は沖縄まで 65 名の同級生たちが盛大
に集いました。

当日は開会後、同級生の高畠　亨君（現教授）の 30 分以上に及ぶ綿密な取材によるプレゼン『写真
で見る　古今　習志野・御茶ノ水』があり、参加者の 18 歳からの青春が蘇るとともに、日大病院がで
きる新しい御茶ノ水、初めて見る薬学部新校舎に 60 歳の還暦を迎えた全員から、感嘆のため息が何度
も漏れていました。そして、「今年の国家試験合格率、試験科目、合格点」の説明もあり 50％台の史上
最低合格率の昭和 52 年に卒業をした我々と 60％台の今年の合格率は何かしらの因縁を感じました。

内倉桜薬会会長に乾杯のご発声をいただき、歓談後、参加者の昔の思い出・定年後の仕事（大学研究
室から沖縄の薬局で薬剤師へ、ＭＲから薬局薬剤師へ、自宅で悠々自適の余生）など話題は尽きません
でした。最後に伊藤芳久君（現教授）のいつもながら名調子の閉会挨拶で無事終了いたしました。その
後、本館２階のバーで行いました二次会にも多くの方々にご参加いただきました。

還暦の会、それは歴が一巡し人生の転機であり、新しい出発の会であったと思います。元気はつらつ
の渡邊先生、働き続けることが大切といつもおっしゃっている山内先生のお言葉を大切にしながら、次
回も全員元気で参加していただけるよう祈願しております。

最後になりましたが、毎回欠かさずご出席いただいておりました青木正忠先生が体調を崩されており、
今回はご参加いただけませんでしたが、１日も早い回復をお祈りして報告を終了させていただきます。

 （菅野（高畠）君子　記）
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実施日程 合格者数 合格基準

CBT 本試験　　平成 26 年１月 11、12 日
追再試験　平成 26 年２月 18 日 218 正答率 60％以上

OSCE 本試験　　平成 25 年 12 月 15 日
追再試験　平成 26 年２月 22 日 222 細目評価 70％以上

概略評価５以上
合計 218

学位記伝達式
平成 25 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（火）に２号館２階多目的ホー

ルにおいて行われました。190 名（博士後期課程７名、学部生 183 名）が修了・卒業し、巣立っていき
ました。

開講式
平成 26 年度大学院薬学研究科及び薬学部の開講式が４月３日（木）に薬学部２号館２階多目的ホー

ルにておいて、新入生 257 名（博士課程４名、学部生 253 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 99 回薬剤師国家試験結果
第 99 回薬剤師国家試験が平成 26 年３月１日（土）・２日（日）に実施され、平成 26 年３月 31 日（月）

に合格発表がされました。合格率は 79.23％で全国平均 70.49％、私大平均 69.52％を上回ることができ
ました。

平成 25 年度薬学共用試験結果

　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
５年目を迎えた薬学実務実習は、第Ⅰ期は５月 12 日（月）から７月 27 日（日）、第Ⅱ期は９月１日（月）

から 11 月 16 日（日）、第Ⅲ期は１月７日（水）から３月 24 日（火）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 18 回薬草教室が平成 26 年５月 10 日（土）に開催されました。講師に星薬科大学名誉教授南雲清

二氏をお迎えし、「江戸時代の薬園を訪ねる」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、希望者は北中教授・松﨑准教授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。

公開講座
第 17 回公開講座が平成 26 年６月７日（土）に開催されました。講師に日本大学医学部付属駿河台

薬 学 部 ニ ュ ー ス
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病院総合診療科部長須﨑愛氏をお迎えし ,「身近な感染症とその予防」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３日（日）及び８月 20 日（水）に開催されました。８月３日（日）は 1,500 名を超える来場者があり、

盛況でした。８月 20 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
退職（2014．３．31）
 定年
  大島　久教授（物理学）
  小川吉夫教授（分子細胞生物学）
  山崎良介教授（ドイツ語）
 任期満了
  子安一義特任教授
新規採用（2014．４．１）
  大場延浩准教授（病院薬学）
退職（2014．８．31）
 依願
  深水　啓朗　准教授（薬剤学）

第 14 代学長就任

任期満了（８月 31 日）に伴い現学長の大塚吉兵衛教授が選出されました。就任は９月１日で、任期
は３年間。

昭和 48 年日本大学大学院歯学研究科基礎系修了、直ちに日本大学歯学部助手、専任講師、助教授を
経て平成５年に教授。歯学部長、副総長を歴任、平成 23 年９月１日より学長。

校友会役員総会が開催され、田中会長が再任

平成 26 年度役員総会は７月 11 日（金）15 時から東京ドームホテルで開催された。25 年度事業 ･ 経
過報告、財務報告、併せて学生会員に対して奨学金授与、診療費補助等が実施された旨報告された。続
いて現会長の任期満了に伴う会長選出が行われ、現会長の田中英壽氏が満場一致で再任された。任期は
３年間。

日 本 大 学 ･ 日 本 大 学 校 友 会 ニ ュ ー ス
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第 26 回桜薬祭のご案内　母校を訪ねる日
第 26 回桜薬祭（薬学部学園祭）が来たる 11 月２日（日）・３日（月）の両日、薬学部校舎で開催されます。
薬学部校友会では、11 月２日（日）を「校友の母校を訪ねる日」と定めて当日参加校友（工学部薬学科・

理工学部薬学科・薬学部卒業生）に昼食券（500 円）を進呈しております。
当日は校友会提供の「桜薬クイズ」や学生会員の研究発表も行われております。校友の皆様お誘い合

わせの上ご来校ください。多数のご参加をお待ちしております。

昭和 33 年卒業・三期の会・開催のお知らせ
三期の会（昭和 33 年卒業生同窓会）を下記により開催いたします。
お友達に声を掛け合って、多数のご参加をお待ちしております。

日　時：平成 26 年 10 月 28 日（水）　13 時～（受付は 12 時 30 分より）
場　所：日本大学桜門会館（４階・さくらホール）
　　　　（東京都千代田区五番町２–６）
　　　　（日本大学桜門会館は、日本大学校友会が新たに建設した校友会館です）
　　　　駅より徒歩２分ですので、高齢者でも利便です。）
会　費：9000 円（含む２次会費用）
最寄駅：ＪＲ中央線：市ヶ谷駅下車、徒歩２分（地下鉄：有楽町線、南北線も乗り入れています）
連絡先：高取和郎：042–623–0545、または中村勝義 03–3615–1344

＊ 詳細は、既に７月に、「往復はがき」にて案内しております。出欠を確認ください。
＊ 幹事も、超高齢につき、今まで２年毎に、開催してきた定例の３期の会は、今回限りとする予定で

す。多くの皆様の参加を楽しみにしています。 幹事一同

千葉県支部総会のご案内
● 桜薬会千葉県支部総会開催のご案内

日　時：平成 26 年 11 月２日（日）　13：30 より
場　所：日本大学薬学部校舎６号館５階 659 講義室
内　容：１．総会
　　　　２．特別講演
　　　　　　演題　「患者が消費者化している医療」時代における薬剤師の職務意識のあり方
　　　　　　演者　小久保光昭氏（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）

会 合 予 告
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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。
写真など当時の資料をお貸しいただける方は，下記までご連絡（送付）下さい。
皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

日　時：平成 26 年 11 月 22 日（土）17 時
場　所：東京ガーデンパレス（お茶の水）
幹　事：青山幸雄、桑田信博、平原好文、山口良夫、村山琮明（24 期）
 梅沢芳史、中村正敏、三村光明、目鳥幸一（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 35 回薬品分析学研究室同窓会開催のお知らせ
第 35 回薬品分析学研究室同窓会を下記のとおり開催いたしますので、万障お繰り合わせの上、ご参

加くださいますようご案内申し上げます。
記

日　時：平成 26 年 11 月 30 日（日）午後１時から
場　所：日本大学桜門会館４階桜ホール
 TEL　03–5275–8143
 東京都千代田区五番町２−６（JR 市ヶ谷駅徒歩１分）
問合せ先：日本大学薬学部薬品分析学研究室　四宮　一総
 TEL　047–465–6137
 E-mail　shinomiya.kazufusa@nihon-u.ac.jp

 病院薬学研究室　第３回同窓会のご案内
この度、第３回病院薬学同窓会を下記の通り開催することとなりましたので、ご案内致します。

日　時：平成 26 年 12 月 20 日（土）午後 18 時～
会　場：新宿　ピッツェリア・ドォーロ

「滝戸道夫先生を偲ぶ会」のご案内
「滝戸道夫先生を偲ぶ会」を下記のように開催することになりましたので、謹んでご案内申し上げます。

日　時：平成 26 年 11 月 15 日（土）午後５時 30 分から７時 30 分
場　所：アリカディア市ヶ谷（私学会館）
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平成 26 年度　校友会通常総会報告
　平成 26 年度校友会通常総会は平成 26 年６月 28 日（土）午後１時 30 分から薬学部 512 教室で会

員 46 名が参加し、名誉会長草間　貞薬学部長を迎えて開催した。内倉和雄会長から今期の主な活動に
ついて（桜薬会会報のカラー化、薬学部校友会（桜薬会）奨学金制度の立ち上げなど）の挨拶があっ
た。学部代表として草間薬学部長のご挨拶（薬剤師国家試験の合格率は 79.23％（新卒者：全国平均
69.52％）であり、私立薬大 56 校中 13 位であること、３月卒業生の就職率は３年連続 100％であるこ
と、入学試験は順当に志願者が増加していること、平成 27 年度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％）がスタートすること、平成 26 年 10 月に開院する日本大学病院（お
茶の水）の７階に薬学実習室（サテライト）が設置されることなど）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（加藤孝一氏（31 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 25 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（日本大学薬学部校友会会則改正案について説明があり、審議の結果、原案とおり承認された。第３
号議案（平成 26 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４号議案役員承認（任期満了に伴う役員改選）について、役員の任期は３年（平成 26
年４月１日～平成 29 年３月 31 日）である。会長の選出は会則８条により、幹事会の推薦で次期会長と
して内倉和雄現会長（14 期）の再任が承認された。さらに、幹事（各期３名）および学内幹事が承認
された。副会長の選出については会長に一任することで承認された。会則８条により監事として小川尚
武氏（10 期）、阪田泰子氏（31 期）、澤田康裕氏（33 期）が推薦され承認された。内倉会長から就任の
挨拶（在学生の帰属意識の向上、桜薬会会報の内容の検討など）があった。　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
本大学副学長・理工学部長滝戸俊夫先生、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、名誉会長草間　貞薬学部長、校友会本部事務局特任事務長兼庶務課長江黒俊弘様、同僚学部校友会
会長など 13 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
会長草間先生のご挨拶、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、日本大学副学長・理工学部長滝戸俊夫先生のご挨拶があり、薬学部事務局長塚本一道氏
の音頭で乾杯し、開宴となった。懇談中、定年で退職された恩師である大島　久先生、職員である中村
ひろみ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：渡邉文之氏に対して研究奨励給付証書が草間学部長から授与された。恒例の福
引も行われ、次年度の再会を楽しみに散会した。

会 務 報 告
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平成 26 年度　幹事会報告
平成 26 年度幹事会は６月 13 日（金）午後６時から日本大学桜門会館において、幹事参加者 34 名で

開催された。
開会に先立ち会長から今期（平成 23 年４月～平成 26 年３月）の主な活動についての報告を兼ねて挨

拶があった。
＊日本大学本部校友会との連携強化
＊桜薬会会報（年２回発行）のカラ−化
＊薬学部校友会（桜薬会）奨学金制度の立ち上げ（基金は薬学部校友会会員からの寄付金および桜薬

会会報への広告掲載料。奨学金は平成 23 年度から給付開始）
議題

１．日本大学薬学部校友会委員会規程改正（案）について（別紙資料添付）
 原案の通り承認された。
２．平成 26 年度日本大学薬学部校友会通常総会資料について
 　薬学部校友会通常総会資料についての提案があり、審議の結果、原案のとおり総会に上程する

こととなった。
 　なお、今年度は任期満了に伴う役員改選期で、会長選出については校友会会則第 8 条により「幹

事会の推薦に基づき総会に提案する」とあるので、次期会長として内倉和雄会長の再任を提案し、
満場一致で承認された。

３．幹事からの質問
１）桜薬会会報の記事について、ＯＢを意識してＯＢ向けの記事を増やす方向で考えてはどうで

すか。予算上ＯＢに対する活動予算はどうですか。
 「年会費を納入していただくためにも今後検討していきたい」　
２）幹事が選出されていない卒業期があるが。
 「必ず選出していただくように努力していく」
３）薬剤師国家試験の対策はどうですか。
 「本年度（第 99 回）の国家試験の合格率は 79.23％（新卒者：全国平均 69.52％）で私立薬大

56 校中 13 位であった。５年生から種々対策は実地している」

平成 26 年度　入会記念特別講演会報告
第 11 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 26 年５月 10 日（土）　10：00 ～ 12：00
場所：薬学部６号館　階段教室
演題・演者：１「地方公務員としての薬剤師の仕事」 東京都健康安全研究センター
   小　林　真紀子（2005 年卒業：50 期）
 ２「くすりをつくる　製薬会社の仕事とは」 大正製薬株式会社
   藤　井　康　博（2003 年卒業：48 期）
 ３「自衛官としての薬剤師の仕事」 陸上幕僚監部衛生部企画室
   林　　　充　昭（1999 年卒業：44 期）
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薬学部校友会役員名簿
（2014．４．１～ 2017．３．31）

薬学部校友会委員名簿
会　　長 内　倉　和　雄（14 期）
名誉会長 草　間　　　貞（薬学部長）
副 会 長 渡　邊　和　子（９期） 安　川　　　憲（18 期） 
 本　橋　重　康（21 期） 小　林　弘　子（28 期） 
 日　髙　慎　二（29 期） 鳥　山　正　晴（30 期）
監　　事 小　川　尚　武（10 期） 阪　田　泰　子（31 期） 
 澤　田　康　裕（33 期）

■卒業期・役員　（◎常任幹事）
卒業期
第１期 ◎原田　貞亮、小山　　隆、分林　孝夫
第２期 ◎石黒　文夫、一ノ瀬　衛、内田　五郎
第３期 ◎中村　勝義、高取　和郎、中村　　健 
第４期 ◎山内　　盛、大島　芳郎、島峯　望彦
第５期 ◎鎺　　俊夫、小倉　操子、尾崎　芳江 
第６期 ◎前田　敏晴、高野　　怜、松島　章浩 
第７期 ◎田中　孝治、小山　征治、久田　三郎 
第８期 ◎青木　正忠、栗原　道子、前田　圭一 
第９期 ◎小松　康宏、森田　昌弘、渡邊　和子 
第１０期 ◎小林　郁夫、木村由美子、栗原　　功
第１１期 ◎鈴木　鎮世、桑畑　善信、灰原　義夫
第１２期 ◎小清水敏昌、野澤　克己、原田　隆子 
第１３期 ◎高橋　繁治、玉川　欽也、松田　信行 
第１４期 ◎岸田　邦雄、内田　康雄　　　　　 
第１５期 ◎黒河内雅夫、深瀬　善弘、吉野　信次 
第１６期 ◎藤原　良雄
第１７期 ◎高木　友直、深瀬　悦子、吉野美佐子
第１８期 ◎大河内一紀
第１９期 ◎坪川　博則、須藤　孝子、吉岡　晴美
第２０期 ◎濱中　敏雄、内堀　　悟、菊池　紀子
第２１期 ◎杉森万千日兒、石田　制利、吉田　善一
第２２期 ◎苅部　博哲、井澤　郁子、菅野　圭介
第２３期 ◎熊井　俊夫、野中　榮夫
第２４期 ◎桑田　信博
第２５期 ◎梅沢　芳史
第２６期 ◎木下　義文、梶原加恵子、小森谷友宏
第２７期 ◎吉川日出雄、飯塚　　進、山北　信広
第２８期 ◎高橋　省三、高塩　健一、鳥居　徹也
第２９期 ◎渡辺　茂和、加藤奈津江、渡辺　　実
第３０期 ◎鈴木　恵裕、原口　善朗
第３１期 ◎原　　英行、尾形　眞一、中澤　　豊
第３２期 ◎
第３３期 ◎笹本　　修、熊谷　　仁、関根　　均
第３４期 ◎坂本　治彦、石川　浩子、原　　浩祐
第３５期 ◎杉本　勝昭、石崎　智昭、坂井　義則
第３６期 ◎中嶋　順一、難波　昭雄、藤澤　秀樹
第３７期 ◎鈴木　重由、酒井　秀夫、渡邊　和裕
第３８期 ◎
第３９期 ◎
第４０期 ◎
第４１期 ◎轟　　耕司、高梨　正成、宮田　成康
第４２期 ◎須田　篤博、猪狩　富夫、堂埜　　仁
第４３期 ◎

第４４期 ◎山本　哲也、牛山　直樹、森田　佳貴
第４５期 ◎伊藤　護之、及川　直毅、森木誉嗣昭
第４６期 ◎麦島　　篤、磯部　　幸、佐藤　史行
第４７期 ◎岩田　佳之、安倍　祐治、大平　正隆
第４８期 ◎八巻　　亨、小林　真里
第４９期 ◎石井　範正、山本　祐子
第５０期 ◎野村沙和子、四方　絢子、宮崎　恵理
第５１期 ◎羽賀　健悟
第５２期 ◎矢作　忠弘、後藤　教嘉、中島　博史
第５３期 ◎岡田　淳吾、狩野　裕子、鈴木　富仁
第５４期 ◎梅澤　昌弘、川口　　亮、桑沢　泰人
第５５期 ◎市丸　　嘉、今井　美湖
第５６期 ◎島田　崇史、小嶋　佑輔、古川　将司
第５７期 ◎影山　　明、青山　剛一、吉田有佳里

■学内幹事
北中　　進、齋藤　好廣、安川　　憲、伴野　和夫、草間　國子、
小池　勝也、立川眞理子、井口　法男、鈴木　　孝、本橋　重康、
伊藤　芳久、高畠　　亨、三宅　宗晴、村山　琮明、目鳥　幸一、
井熊　一宏、山中　健三、石毛久美子、小林　弘子、日髙　慎二、
鳥山　正晴、林　　宏行、加藤　孝一、亀井美和子、内山　武人、
田口　博之、浅見　　覚、小山　由美、鈴木　豊史、小村健太朗、
荒川　基記、大場　延浩、田畑　恵市、大橋　祥世、三浦　基文、
元吉　尚美、小菅　康弘、齋藤　弘明、和田　　平、中島　理恵、
野伏　康仁

■薬学部校友会委員会名簿
委　員　会 委員長 副委員長
総務委員会 渡邊　和子（９期） 林　　宏行（30 期）
財務委員会 鳥山　正晴（30 期） 齋藤　好廣（18 期）
事業委員会 日髙　慎二（29 期） 加藤　孝一（31 期）
学内委員会 小林　弘子（28 期） 中嶋　順一（36 期）
ＩＴ委員会 安川　　憲（18 期） 木下　義文（26 期）
事　務　局 本橋　重康（21 期） 内山　武人（33 期）

■日本大学及び関係諸団体委員会名簿

日本大学校友会

副 会 長 内倉　和雄（14 期）
監　　 事 渡邊　和子（９期）
常任委員 本橋　重康（21 期）
常任委員 小川　尚武（10 期）
委　　 員 日髙　慎二（29 期）
委　　 員 林　　宏行（30 期）
委　　 員 澤田　康裕（33 期）

工科系校友会連絡会
幹　　 事 渡邊　和子（９期）
幹　　 事 本橋　重康（21 期）
幹　　 事 安川　　憲（18 期）

医療系同窓・校友連絡会
幹　　 事 内倉　和雄（14 期）
幹　　 事 林　　宏行（30 期）
幹　　 事 日髙　慎二（29 期）

全国薬科大学薬学部 同窓会協議会 委　　 員 内倉　和雄（14 期）
委　　 員 渡邊　和子（９期）
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平成 25 年度　決算報告

 

 

平成 26 年度　予算
26．４．１．～ 27．３．31．

〇収  入  の  部
科　　　目 予　　　算

入 会 金 2,116,000
年 会 費
　前納会費積立 5,416,000
　当年度納入 4,300,000
利 子 4,000
雑 収 入 600,000
合 計 12,436,000

〇支  出  の  部
科　　　目 予　　　算

１　事業費　合計 7,670,000
　①会誌発行費
　　印刷費 2,700,000
　　編集費 60,000
　　発送費 1,700,000
　②活動補助費
　　生涯教育講座 300,000
　　支部等 150,000
　　学生会員 2,100,000
　　医療系・工科系 330,000
　③ＨＰ管理費 330,000
２　管理費　合計 4,766,000
　①会　議　費
　　総会費 550,000
　　委員会費 120,000
　②事務局費　
　　管理費 800,000
　　人件費 1,700,000
　　旅費交通費 300,000
　　通信費 150,000
　③その他　
　　本部等分担金 630,000
　　慶弔費 400,000
　④予備費 116,000
合 　 　 　 計 12,436,000

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） 9,426,000
　　入会金充当 2,116,000
　　年会費充当 3,142,000
　　前納会費充当 4,168,000

合　　　計 9,576,000
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日本大学薬学部校友会会則改正

改　　　正 現　　　行

　第 10 章　日本大学校友会役員
第 25 条　日本大学校友会役員の候補者は、薬学
　　　　  部校友会会長が役員より推薦する。

附則　この規程は、平成 26 年６月 28 日より
　　　施行する。　　

昭和 33 年 11 月２日　施　　行
昭和 39 年  ９月６日　一部改正
昭和 42 年 11 月３日　一部改正
昭和 54 年 ４月１日　一部改正
昭和 56 年 ５月17日　一部改正
昭和 57 年 ５月23日　一部改正
昭和 60 年 ５月27日　一部改正
昭和 62 年 ７月３日　一部改正
昭和 63 年  ５月29日　一部改正
平成２年  ６月16日　一部改正
平成５年   ７月３日　一部改正
平成７年  ５月27日　一部改正
平成 10 年 ６月20日　一部改正
平成 11 年 ６月19日　一部改正
平成 12 年 ６月 24日　一部改正
平成 14 年 ６月 22日　一部改正
平成 15 年 ６月 21日　一部改正
平成 21 年 ６月 27日　一部改正
平成 26 年 ６月 28日　一部改正

　第 10 章　日本大学校友会役員
第 25 条　日本大学校友会役員の候補者の推薦は、
　　　　 薬学部校友会会長・副会長より会長が
             指名する。

附則　この規程は、平成 21 年６月 27 日より
　　　施行する

昭和 33 年 11 月２日　施　　行
昭和 39 年  ９月６日　一部改正
昭和 42 年 11 月３日　一部改正
昭和 54 年 ４月１日　一部改正
昭和 56 年  ５月17日　一部改正
昭和 57 年 ５月23日　一部改正
昭和 60 年  ５月27日　一部改正
昭和 62 年 ７月３日　一部改正
昭和 63 年 ５月29日　一部改正
平成２年  ６月16日　一部改正
平成５年  ７月３日　一部改正
平成７年  ５月27日　一部改正
平成 10 年 ６月20日　一部改正
平成 11 年  ６月19日　一部改正
平成 12 年 ６月24日　一部改正
平成 14 年 ６月22 日　一部改正
平成 15 年 ６月21日　一部改正
平成 21 年 ６月27日　一部改正

お知らせ
　「日本大学薬学部校友会会則」を薬学部校友会ホームページに掲載しました。
　閲覧にはＩＤとパスワードが必要です。
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日本大学薬学部校友会委員会規程改正

改　　　正 現　　　行

薬学部校友会委員会規程
日本大学薬学部校友会会則第１８条第４項の規
程に基づき、委員会の規程を次の通り定める。

（委員会の構成及び委員の選任）
第２条　各委員会は、委員長、副委員長及び
　　　　委員をもって構成する。
　　２　委員長は、幹事の中から会長が指名する。
　　３　副委員長及び委員は、当該委員会の委
　　　　員長が次に掲げる者の中から推せんし
　　　　た者を会長が指名する。

（１）　幹事
（２）　知識経験からみて当該委員会の委員とす
　　　ることが適当であると委員長が判断した
　　　者。

附　則（施行期日）の規程は、平成 26 年６月 13 日
より施行する。

昭和 57 年 12 月  ６日　施　　行
昭和 63 年 10 月 12 日　一部改正
平成  ２年  ７月  ６日　一部改正
平成  ７年 ５月 27 日　一部改正
平成 14 年 ４月  ５日　一部改正
平成 21 年  ６月  ５日　一部改正
平成 26 年 ６月 13 日　一部改正

薬学部校友会委員会規程
日本大学薬学部校友会会則第１７条第４項の規
程に基づき、委員会の規程を次の通り定める

（委員会の構成及び委員の選任）
第２条　各委員会は、委員長、副委員長及び
　　　　委員をもって構成する。
　　２　委員長は、常任幹事の中から会長が指名
　　　　する。
　　３　副委員長及び委員は、当該委員会の委
　　　　員長が次に掲げる者の中から推せんし
　　　　た者を会長が指名する。

（１）　幹事
（２）　知識経験からみて当該委員会の委員とす
　　　ることが適当であると委員長が判断した
　　　者。

附　則（施行期日）の規程は、平成 21 年６月５日
より施行する。

昭和 57 年 12 月 ６日　施　　行
昭和 63 年 10 月 12 日　一部改正
平成  ２年  ７月  ６日　一部改正
平成  ７年 ５月 27 日　一部改正
平成 14 年 ４月  ５日　一部改正
平成 21 年  ６月  ５日　一部改正

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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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

事 務 局 よ り

発行日 平成 26 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
 日本大学薬学部内（〒 274–8555）
 TEL ／ FAX　 047–465–1478（直通）
 E-mail：pha.alumni@nihon-u.ac.jp
 振替口座番号　00140–0–53798
 振替口座名　　日本大学薬学部校友会
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日本大学薬学部校友会（桜薬会）奨学金制度について
　日本大学薬学部校友会（桜薬会）奨学金制度は平成 22 年度通常総会で設立が承認されて、専用口座
を開設し、校友会会員の方々からの募金及び薬学部校友会桜薬会会報広告掲載料を奨学金の原資として
います。平成 23 年度から給付を開始しています。
　薬学部校友会（桜薬会）奨学金制度にご理解をいただきご協力いただきますようお願い申し上げます。
　　
　平成 25 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　（26. ３.31 現在）
科　目 収　入 支　出 残　高 備　考

前 年 度 繰 越 金
今 年 度 寄 付 金
奨 学 金 支 給
振 込 料

2,011,306
450,000

 400,000
　　　  1,680

奨学生２名、200,000 × 2

2,461,306 401,680 2,059,626

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

会費納入者

2,000 円納入者
56 斎藤美智子，杉本幸美，鈴木隆子，森本達也 57 澤野俊彦 
58 伊勢忠，斎藤友美，佐藤フク子，星田郁代 59 角田律，木村清，
古賀恒雄，矢野哲比古 60 吉川登志江 61 辻厚子，富田千恵子 
64 西川宣征，廣瀬慶子，村瀬紀芳 65 秋元敦信 72 相田美子， 
内倉美津枝，小川康子，森川邦子，山下和代 73 柏村豊子 
74 川井龍美 77 川崎雅博，長瀬健市 79 田邉浩二，中堀克美， 
柳典子 81 谷川清澄 82 迫多賀子，三船恵以子，渡辺正実 83 長島
誠 84 飯島勝夫 85 杉中淳 86 渡部靖宏 87 藤本久美 88 小松廉功， 
89 原浩祐 92 伊賀恭子 94 小柳英一，樋島学，武山繭子 95 西野
潤一 96 畑間康二，深沢紀子 98 川島正也 99 齊藤保信，廣瀬諭
03 加藤真紀   以上　54 名

4,000 円納入者
56 笠井能子，加藤嘉久，狐塚治子 58 恩田正昭 60 大森和枝 
61 小林和子 63 池内玲子，桒島國利 70 首藤雄次 71 野口幸一 
77 藤田智子 80 中沢由里子 82 青木克美 87 西谷幸久 88 末谷喜美
92 鈴木豊史  以上　16 名

6,000 円納入者
60 豊田亮三 64 菱川亜子 65 榎本英機，米川幸子 66 時田眞人 
82 岡田真郎 83 高塩健一 87 河名万千子 以上　８名

8,000 円納入者
72 奥田由美  以上　１名

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 25 年８月１日～平成 26 年７月 31 日）

会 費 納 入 報 告
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10,000 円納入者
56 合木淑子 57 黒瀬眞子，福永重弥 58 小池雄一郎，鈴木
雅，須藤ひさ子，佐藤泰子 59 遠藤節子，佐藤佳子，山本啓二 
60 大日方綾子，杉崎敦子，須田明郎，中岡正吉，待井啓子 
61 景山洋子，小荷田孟史，武信貞夫，松井孝子，松澤孝昌 
62 秋山恵，池田梅子，伊東由紀子，伊藤善明，植村忠敬，栗
原義光，小西一雄，住江英夫，藤原充雄，町田實，山本益良
63 石橋正子，伊藤益宏，尾﨑聿子，高田孝子 64 牛山妙子， 
小野沢弘子，小室則子，斉藤博，清水慶子，末吉祥子，田中允，
布施孝三郎，本郷剛，山口重子 65 小林郁夫，齊藤重野 66 浅野
千代子，安倍千明，奥澤尚子，折原俊巳，袖山正彦，高松良子
67 渡辺公洋 69 牛込陛阜，大窪久夫，小金井佳世子，杉山信子，
瀬尾健一 70 上村敏子，栗田久子，藤谷典子 71 家串稔，泉広
栄，伊藤恵美子，山内ヒロ子 72 武井康子，中村忠治，早坂ノ
リ子，牧野照男 73 嶋村美知子，三山義博 74 上條明子，香坂瑞代， 
横溝始 75 澤部晶子，都丸大器 76 出口千佐 77 澤木康平，角南
美津子，高貫和子，渡邉加奈子 78 福島宣久，松島信行，水澤清，
目黒徹 79 望月邦代，小川耕造，小松克也，謝村錦芳，商道代，
田中俊一 80 遠藤尚登，中山浩一，増野浩，丸山恵子 81 越川藤
乃，小松原正俊，本多玲子，松本淳子 82 石毛久美子，石田英
雄，大川博 82 岡弘子，岡野京子，湯川仁 83 犬山彰子，大内文
伸，佐藤弘子，長峰かおる，長峰富士夫 84 梅本貴子，保坂明
美，岸本達人，佐藤芳恵，宮﨑美奈子，吉田昌利 85 奥山努，
小林英文，酒井昌子，田﨑恵，鳥山正晴 86 宮澤智子，大竹富
治，浜田順一，原英行 87 石井直子，岩本和久，今成麻美子，
福島栄 88 坂上逸孝，佐久間利信，伊達智津，遠藤真美，望月
秀隆 89 和泉由美子，吉澤昭世，近藤紀子 90 城戸口和成，西村
康人 91 郡司和恵，冨田恵，佐藤寛子，難波昭雄 92 青木孝史，
佐藤朋子，熊澤香代子，鈴木重由，瀬川勝也，寺本裕，鈴木真
規子 93 荒野晃太郎，鈴木克実，山本学 94 安部恵，関原亜紀子， 
毛利英 95 齋藤暁，幕内光行 97 山田武志，吉田圭吾 98 稲井順
子 99 種村葉子，保坂麻理，田中雪葉 02 太田有紀，高橋良平
03 南里智洋 04 武中元季 07 亀田圭輔 以上　170 名

20,000 円納入者
62 一色捷一 66 水野泰臣 67 長谷川光男 71 鈴木昌 72 鈴木千恵子 
75大谷喜一76 国徳順子 78 津沢寿子 79 又野耕一 84 植原政彦，峯
岸順子，植原みゆき，関根裕子，日髙慎二 85 高瀬紀子 86 粟野
香苗 88，諏訪勝彦 93 川田毅 94 木村英晃 96 大場延浩，尾身み
づほ，原田千夏子98佐藤記央，長沼玲子02山口恵子04内田朋毅，
豊福毅，蕪木邦子 06 石井陽子  以上　29 名

22,000 円納入者
88 齋納隆  以上　１名

50,000 円納入者
87 松田悦子  以上　１名

54,000 円納入者
58 山田愛子  以上　１名

100,000 円納入者
57 鈴木森男  以上　１名

平成 25 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）

56 原田貞亮 57 一ノ瀬衛，宮内トシ 59 関悦子，高梨久美子 60
斉藤文夫 61 前田敏晴 62 山崎美江 63 長崎雅彦 64 小松康宏，渡
邊和子 65 小川尚武，栗原功 68 高橋繁治 69 内倉和雄，岸田邦雄，
坂田秀臣 70 宇野澤まり子，草間貞 73 齋藤好廣，安川憲 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
78 阪本智子，高野英夫 79 五日市早苗，齊藤順子 80 梅沢芳史，
岡安千博，関和優子，中村正敏，長山幸太郎 81 三浦啓一 82 長
谷川孝明 83 広瀬真理子 86 星加代子 88 熊谷仁 90 西村伸大 94
土屋晃一 00 廣井惠子 12 牧重陳
特別会員：手塚雅勝，宮﨑啓一，岩澤忠廣， 宇野朋子，薬眞寺
千恵子，髙山侑也  以上　51 名

平成 25 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　　　２名
学部３年　　　３名
学部４年　　　５名
学部５年　　　４名
学部６年　　　６名 以上　20 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）

博士１年 ４名
博士２年 ２名
博士３年 ５名
学部１年 277 名
学部２年 257 名
学部３年 243 名
学部４年 249 名
学部５年 215 名
学部６年  278 名 以上 1,530 名

日本大学薬学部校友会（桜薬会）奨学金寄付者

（平成 26 年２月１日～平成 26 年７月 31 日）

　　　61 金西信次 01 齋藤弘明 
  合計 35,000 円


