職員ならびに同窓生のご支援をいただきながら、充実

できません。彼らを、高校生の状態から「いわゆる大

した日本大学薬学部の構築を目指してまいります。
最後になりましたが、薬学部校友会には日頃から本

学生」にするための教育（初年時教育）を検討してい

学の教育・研究に多大なるご支援を戴いており、この

ます。

場をお借りして御礼申し上げます。

２つ目が、研究力の維持・向上についてです。大学

また、桜薬会会員の皆様のご健勝と更なる発展とを

院の博士前期課程が終了し、研究の担い手である修士

お祈りしています。

の学生がいなくなりました。４月からスタートする新

学部長

草間

貞

大学院は、定員が５名と少ないうえに、高度な専門性
や優れた研究能力を有する薬剤師の養成に重点が置か
れています。薬学領域における研究者の養成は、従来

４年制教育にはない初めての経験の連続でした。未経

の４年制学部を基礎とする博士前期課程に任されてい

験であるのに失敗は許されず、手探りしながらこなし

ます。先生方は、６年制教育による負担増で研究時間

紙面をお借りして報告と所信

て行ったというのが正直な感想です。おかげさまで大

が制限されるのに加えて、研究を実行するマンパワー

の一端を述べさせていただきま

過なく過ごさせていただきましたし、幾つかの改革も

（修士学生）も削減されています。これは大変な問題で、

す。

実行できました。その１つが学内組織の改革です。こ

今後の若手教員の育成にも影を投げかけています。何

まず薬学教育を取巻く状況に

れまでの３学系（医療薬学系、基礎薬学系、教養系）

とか、これまでの研究力の維持・増進策を模索してい

ついてです。悲願であった薬学

から４学系（実践薬学系、応用薬学系、基礎薬学系、

る所です。

このたび次期学部長に再任さ
れた 15 期生の草間です。

教育６年制が完成し、その第一回生が無事巣立ってま

教養系）に改組し、薬剤師教育センターを独立させま

いりました。その一方で、2011 年度の薬学部入学者

した。更に、部門制を廃止し、所属するユニットを研

数は全国で１万 2,638 名。定員の 97.9％であり、定員

究室と呼称変更致しました。また薬学部独立以来、理

割れした大学は 20 校にものぼっています。この千葉

工学部より貸与されていた薬用植物園を、薬学部に移

県には７つの薬科大学・薬学部がありますが、そのう

管させていただきました。

氏

名

学部長

略 歴
昭和22年
昭和41年
昭和45年
昭和63年
平成09年
平成13年

他にも改善すべき点は多く残されており、今後も教

草

間

貞

10月30日 生まれ
日本大学附属豊山高等学校 卒
日本大学理工学部（薬学科） 卒
医学博士（千葉大学）
日本大学助教授
日本大学教授
  

学部長再任の挨拶

従来のリメディアル教育（化学と生物）のみでは対応

第10回日本大学医療系同窓・校友学術講演会

ちの３校が定員割れをしています。各薬科大学はまさ

次に薬学部の現況について報告させていただきま

に生き残りをかけて、個性を磨き、教育改革に取り組

す。冒頭にも書かせていただきましたが、薬学６年制

まねばなりません。加えて、薬学部入学者の一部にお

が完成年度を迎え、初めての国家試験が３月の３・４

いて、レベルの低下を憂慮する声も聞えております。

日で行われました。この原稿執筆時点（１月下旬）で

日本大学医歯薬獣の４師が糾合して始めた学術講

６年制薬剤師国家試験の合格率は、薬科大学・薬学部

は、合格率は解りませんが、是非全国のトップレベル

演会も第 10 回を数えるまでになり、10 月 15 日（土）

の勝組・負組への２極化傾向に拍車をかけると思われ

であることを願って止みません。また、新たな４年制

に日本大学会館大講堂で開催されました。

ます。大学の出口と入口は強く相関しており、ひとた

の大学院も４月からスタートします。入学試験が２月

本講演会は、当番学部の生物資源科学部獣医学科校

より、それぞれ「発展途上国の地域ニーズに応じた口

び悪循環に陥ると持ち直すのに大変な時間と労力を要

22 日に行われますが、入学定員（５名）が確保でき

友会の挨拶で始まりました。テーマは、当初からの共

腔保健システムの構築のための教育支援」、「メタボ

します。まさにそんな時期に舵取りを任されたわけで、

ることを祈っております。

通話題として定めた「医療領域における最近の話題」

リックシンドロームの検査値と健康－歯の銀行､ 組織

次に現在抱えている課題ついて触れさせていただき

で各学部が１演題を講演する形式で行われています。

の再生、審美に配慮した医療－」、「東日本大震災にお

ます。その１つが、冒頭にも述べましたが、多様な資

薬学部校友会は、臨床医学研究室の小野真一先生が「細

ける仙台市医師会の対応」及び「日本でも怖い狂犬病」

質を持った入学者への対応です。基礎学力のみならず、

胞内銅イオン制御による神経難病､ 筋萎縮性側索硬

の演題が登録されており、大変有意義な講演内容でし

勉学や将来に対するモチベーションも千差万別です。

化症（ALS）治療の試み ―その理論的背景と展望―」

た。

責任の重大さに身の引き締まる思いがしております。
さて、学部長１期目の３年間を振り返ってみますと、
「未知との遭遇」の連続だった気がします。実務事前
実習、共用試験、長期実務実習、６年制国家試験など、

する最近の知見が紹介されました。
本講演会では他に、歯学部同窓会、松戸歯学部同窓
会、医学部同窓会及び生物資源科学部獣医学科校友会

講演会終了後の懇親会は昨年と同様に「桜門会館」

の演題で講演をされました。ALS は中年以降に発症
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し､ 緩徐進行性の運動ニューロンの選択的変性に特徴

で行われました。回を重ねるごとに親密さが増し、聴

付けられる神経難病の１つです。有病率は 10 万人あ

講した 108 名（薬学部 22 名）の校友が認識を新たに

たり５人で､ 90％は孤発性､ 10％が家族性です｡ 家族

するとともに、和気あいあいの雰囲気で交流が行われ

性には SOD1（super oxide dismutase １）などの８

ました。

種類の単一遺伝子異常が見出されています｡ SOD1 変

今回の講演会では、会場受付にてこれまでの講演要

異を有するものについては､ 変異による酵素活性低下

旨を掲載した 10 周年記念ＣＤ集が配布されました。

ではなく､ 変異 SOD1 が新たに獲得した未知の細胞

本講演会は医師・歯科医師・薬剤師の生涯研修にも認

毒性が運動ニューロン死をもたらすと考えられていま

定されており、これからも一層の発展が期待されてい

す。講演では、SOD1 が銅含有酵素であることから､

ます。講演要旨は薬学部校友会ホームページに掲載さ

細胞内の銅イオン代謝の面から ALS の病態と治療の

れていますので一読されるようお願いいたします。
（文責：日髙慎二）

探索を行い、未知の細胞毒性の解明と recombinant
metallothionein-I（r-MT-I）等を用いた治療効果に関

3

「癌性疼痛に対するオピオイド鎮痛薬の使用」

→「下剤を始める」→「便が出ない」→「下剤を増量」

因ですので、モルヒネを減量・一時中止することで対

→「下痢になる」→「下剤を止める」→「便秘になる」

応が可能です。

→「はじめから繰り返し」というパターンが考えられ
「神経障害性疼痛にモルヒネは効く」

ます。

以前より緩和医療の世界では「神経障害性疼痛にモ

このような「便秘と下痢の繰り返し」を防ぐため、
我々は患者さんに「非常に強力な下痢止め薬を飲んで

ルヒネは効かない」と言われてきました。しかし、正

いるようなものです。下剤を飲まないと確実に便秘に

確には「神経障害性疼痛にモルヒネはまったくの無効

なります。このため下痢が止まったら、その日に半分

ではないが、効きにくい」という表現が的確なようで

かを評価するにはレスキューが最適です。痛むときに、

の量でいいから下剤を開始してください」とお伝えし

す。

モルヒネ未治療なら５mg、すでにモルヒネを使って

ています。

沼津市立病院
【はじめに】
その患者さん（以下：A さん）

薬剤部

副部長

真野

徹

以下は末梢性神経障害性疼痛の代表的疾患である帯
状疱疹後神経痛で検討したデータで、各薬剤の鎮痛効

は、顔の左半分に出来た腫瘍の

いる場合は１日量の１/ ６量の速効性モルヒネ製剤を

痛みに苦しんでいました。当時、

レスキューとしてしっかり使ってもらい、痛みの評価

病棟を担当していた私は主治医

を行います。ただ、痛みの評価には「痛みはどうです

モルヒネによる吐き気はノバミンとセレネースそし

にお願いしてモルヒネを開始し

か？」などのおおまかな質問ではなく、レスキューモ

てトラベルミンでほとんどが対応可能です。まずモル

「１人の患者に 50％の効果を得るのに何人の患者にそ

ルヒネの最高血中濃度到達時間付近で「どの場所が」

ヒネを開始する患者さんにはノバミンを予防投与しま

の薬を投与したか」を示す値です。例えば、NNT ＝

す。

2.5 の薬は 2.5 人にその薬を投与して初めて１人の患

てもらいました。当初モルヒネ
は効いていたのですが、ビリビリと痺れる痛みが取れ

「どのような状態の時に」「どの程度に」「どのような

ません。でもモルヒネを増量すると A さんは、かな

痛みの性状」等を細かく聴取する必要があります。で

らずこう答えるのです。「昨日よりはいいと思います」

は、なぜこんな面倒なことが必要なのでしょうか？

私は、これを聞いてモルヒネ増量の効果があると判

皆さんもご自分が過去に経験した痛みのことを思い

断し、主治医にお願いして増量し続けました。結果、

出してください。おそらく痛みに意識を集中したり、

A さんのモルヒネ投与量は１日 1500mg に達し、１日

痛みのある箇所を動かすと痛みが増し、また逆に、好

中眠り続けてしまいました……。

きなテレビを見ている時は痛みを忘れた経験があると
思います。痛みは体の動き、体位、精神状態など様々

こんにちは、沼津市立病院 薬剤部の真野と申しま

な条件により変動します。そのために出来れば同じ時

す。私は現在、薬剤部での業務の傍ら、緩和ケアにも

刻、同じ体動・体位で、同一部位の痛みの評価を行う

関わった仕事をさせていただいています。

ことが理想です。そうしなければ A さんのときのよ
うに、効いていないのに「昨日よりいいかもしれない」

今回は、癌性疼痛に使われる鎮痛薬としてのオピオ

「副作用：吐き気（３ステップ法で吐き気に対処）」

（１ステップ）ノバミン錠（５mg） ３錠

果における NNT（number needed to treat）を示し
ています。NNT とは、ある疾患に対し薬を用いた場合、

者が 50％の効果を得られたことを意味します。すな

分３ 毎食後

わち、NNT は値が小さいほど有効率が高いことを示

ノバミンを飲んで吐き気が出てしまった場合、ノ

し、NNT ＝１の薬物は有効率 100％となります。

バミンをセレネースに変更します。
（２ステップ）セレネース錠（1.5mg） １錠

就寝前

表1
帯状疱疹後神経痛における各薬剤の鎮痛効果 NNT 値１）

セレネースに変えても吐き気が続く場合はトラベ
ルミンの併用が有効です。
（３ステップ）トラベルミン錠 ３錠

薬剤
・モルヒネ

分３ 毎食後

2.50
（2.50 人に投与すると 1 人効果あり）
・三環系抗鬱薬 2.64
（2.64 人に投与すると 1 人効果あり）
・ガバペンチン 4.39
（ガバペン） （4.39 人に投与すると 1 人効果あり）
・プレガバリン 4.93
（リリカ）
（4.93 人に投与すると 1 人効果あり）

トラベルミンは乗り物酔いの薬ですので、めまい
を目安に使うことも有効です。
当院ではこの３ステップ法を開始してからモルヒ
ネの吐き気で困った症例はありません。

という答えが返ってくるおそれがあります。

イドについて私の経験を交えて書かせていただきま

ただ、毎日このような細かな評価を行うと「痛みの

す。

NTT 値

「副作用：眠気（リタリンが使えない）」

事ばかり聞かれても、気が滅入ってしまう」と、患者

モルヒネの副作用の眠気には三つのタイプがありま

このデータは癌による神経障害性疼痛で比べたもの

さんから嫌がられてしまいます。ですので、通常は患

す。一つはモルヒネ投与初期に起こる一過性の眠気で

ではないので、このまま癌患者に適用するのは難しい

冒頭にご紹介したのは 20 年前、私が癌患者さんの

者さんの負担にならぬよう、質問を絞りながら評価を

す。投与初期に起こるこの眠気は半数程度の患者さん

ですが、これを見る限りモルヒネの神経障害性疼痛に

緩和に関わり始めた頃の失敗談です。今にして思え

行い、ここぞと言う時に細かな評価をするように心が

が感じますが、ほとんど数日で自然に解消するため、

対する効果は、他の鎮痛補助薬と比べて決して引けを

ば、A さんは三叉神経を巻き込んだ神経障害性疼痛で、

けております。

増量せずに様子を見るだけでけっこうです。

とるではないと思われます。

【モルヒネの使い方のコツ】

二つ目の眠気は、モルヒネの増量後、痛みは治まっ

ではなぜ緩和医療の世界で「神経障害性疼痛にモル

「副作用：便秘（便通コントロールに難渋する患者さん）
」

たが眠気が生じる、でもモルヒネを減量すると痛みが

ヒネは効かない」と言われ続けてきたのでしょうか？

モルヒネの副作用としての便秘は 80％以上の高率

出現するというタイプの眠気です。以前はこのタイプ

これは私の考えですが、緩和医療では、まず NSAID、

モルヒネをしっかり増量せよ」という時代でした。こ

で出現します。ほとんどの患者さんに便秘が出現する

の眠気には特効薬としてリタリンが非常に有効だった

続いてモルヒネが投与されます。そしてモルヒネを十

のため、私は無用なモルヒネの増量をし続けて患者さ

ために、モルヒネを開始する患者さんには、モルヒネ

のですが、現在、リタリンはこの方面には使えなくなっ

分に増量しても取れない痛みを「モルヒネ無効の痛み」

んを傾眠状態にしてしまいました。

開始と同時に（便秘になってからでは遅い！）下剤を

てしまいました。ではリタリンの代替薬が何かと言え

として扱います。この「モルヒネ無効の痛み」に対し

服用してもらいます。

ば、これにはいまのところ決め手がありません。カフェ

て神経障害性疼痛、骨転移の体動時痛などそれぞれの

モルヒネが効きにくく、鎮痛補助薬が必要な症状であ
ることが分かります。でも、この頃はまだ WHO 方
式が普及し始めたばかりで、「痛みが治まらなければ、

このようなさまざまな経験（失敗を含めて）をした
私がたどり着いたモルヒネの使い方のコツは「今の痛

Rp）プルゼニド錠（12mg）

２錠 就寝前

インを飲んでもらったこともありますが、効果は今ひ

痛みと認識をして、それぞれに対して鎮痛補助剤を考

みにモルヒネが本当に効果あるか確認すること」と「モ

Rp）酸化マグネシウム 1.5g

分３ 毎食後

とつです。この方面でのリタリンの使用許可または代

えます。すなわち、「モルヒネが効く神経障害性疼痛」

替薬の出現を心待ちにしているのが現状です。

は「神経障害性疼痛」と認識する前に消失してしまう

そしてプルゼニドは便がでなければ２日ごとに増量

ルヒネの副作用を確実に予防すること」です。以下に

あと一つは、モルヒネ過量投与時に出現する傾眠傾

のです。このため、緩和医療の場合は「神経障害性疼

ここで一つ注意してもらいたいのは、「便秘と下痢

向です。この場合は他の二つと違い、患者さんはドロ

痛」＝「モルヒネが効きにくい痛み」という認識が出

を交互に繰り返し、便通コントロールに難渋する患者

ドロに眠ってしまい、声掛け程度でははっきり目を覚

来たのだと思われます。

さん」の存在です。この原因として、「便秘になる」

ますことは出来ません。基本的にはモルヒネ過量が原

（２錠から３→４→６→８錠）します。

詳しくご説明いたします。
「痛みにモルヒネが効果あるか確認」
患者さんの痛みにモルヒネが本当に効果あるかどう
4

以上により、私は「明らかに神経障害性疼痛と思わ
5

れる未治療の痛み」に対しても、まずモルヒネから投

【フェンタニルに関する最近の話題】

の原因ともなっております。

MT パッチが発売されており「今更フェンタニルの貼
付剤？」と思われる方もいらっしゃると思います。確

これらの問題を解決する「1 日 1 回貼り替え」製剤

フェンタニルはパッチ剤に加え、注射剤でも癌性疼

かにデュロテップ MT パッチは非常によく出来た製

が発売されました。１日１回であれば、毎日貼り替え

痛の適応が追加され、さらに近々口腔粘膜吸収剤も発

剤ですが、そのメリットのひとつ「３日に１回、貼り

るわけですから迷うことは少なくなります。また貼る

売になるなど製品ラインナップが揃ってきました。し

替えればよい」という特徴が問題となっております。

場所も毎日変えることが出来るので、「あせも」など

オキシコドン（オキシコンチン、オキノーム）はモ

かしフェンタニルパッチ製剤に関して FDA が２度の

と言うのも患者さんや介護の方が「貼ったのはいつ

の皮膚症状を減らすことも出来ます。特に日本人は毎

ルヒネと同じ強オピオイドでモルヒネ製剤よりよく売

安全性警告を出すなど、不適切な使用によっては患者

だっけ？昨日？一昨日？」と迷われるトラブルが多発

日入浴する習慣があるため、その入浴のタイミングで

れている薬です。本剤に関する最近の話題として以下

さんの生命を脅かす製品であることは十分に理解した

しております。また高温多湿のわが国の夏は「３日に

張り替えを行うことにより、貼り忘れを防ぎ、皮膚を

の３点が挙げられます。

いです。

１度の貼り替え」製剤では皮膚の「あせも、かぶれ」

清潔に保てるメリットがあります。

り替えが原則」

オキシコドンが癌性の神経障害性疼痛（オピオイド
いくつか見かけますが、まだしっかりとしたエビデン

のオピオイド鎮痛剤から切り替えて使用する場合に限

スが確定しているわけではありません。しかし非癌性

る」と明記されています。これは他のオピオイドから

の神経障害性疼痛（ヘルペス後神経痛、糖尿病性神経

の切り替えなしにフェンタニルパッチを使い、その患

障害）に対しては有用性を証明した報告が出ています。

者のオピオイド感受性が高かった場合、呼吸抑制を含

だからといって癌性の神経障害性疼痛にオキシコドン

めた重篤な副作用が出現する可能性が高いためです。

が有効であると結論付けるわけにはいきませんが、他
「意外に早く鎮痛効果が落ちる」

のオピオイドが無効な神経障害性疼痛患者さんにはオ

フェンタニルは「意外に早く鎮痛効果が落ちる」事

キシコドンへのローテーションを試みる価値はあると

が知られています。他のオピオイドも長期間使用して

思います。

いるうちに鎮痛効果は耐性化していきますが、フェン
「抗癌剤による末梢神経障害に効果」

フェン卜ステープ 1 日貼付用量

1mg

2mg

4mg

6mg

ワンデュロパッチ 1 日貼付用量

0.84mg

1.7mg

3.4mg

5mg

定常状態における推定平均吸収量
（フェンタニルとして）注）

0.3mg/ 日

0.6mg/ 日

1.2mg/ 日

1.8mg/ 日

経口剤（mg/ 日）

≦ 29

30 ～ 89

90 ～ 149

150 ～ 209

坐剤（mg/ 日）

≦ 10

20 ～ 40

50 ～ 70

80 ～ 100

注射剤／静脈内投与（mg/ 日）

≦9

10 ～ 29

30 ～ 49

50 ～ 69

≦ 19

20 ～ 59

60 ～ 99

100 ～ 139

注）

モルヒネ

わが国におけるフェンタニルパッチの適応には「他

本剤使用前の
鎮痛剤

が効きにくい痛みの代表）に有効であるという報告は

表 2 フェンタニル 1 日貼付剤換算表（オピオイド鎮痛剤から切り替える際の推奨貼付用量）

オキシコドン経口剤（mg/ 日）

  

「フェンタニルパッチは安全のため他のオピオイドからの切

「神経障害性疼痛に対する効果」

  

【オキシコドンに関する最近の話題】

   

ロールの早道と思っております。

   

与を開始する WHO 方式を適用することが疼痛コント

フェンタニル経皮吸収型製剤（mg/3 日）
2.1
4.2
8.4
12.6
フェントステ－プ 8mg およびワンデュロパッチ 6.7mg は、初回貼付用量としては推奨されないが、定常状態
における推定平均吸収量は、フェンタニルとして 2.4mg/ 日に相当する。

タニルはこのスピードが早いようです３）。具体的には
「フェンタニル口腔粘膜吸収剤」

は「（オピオイド不足による疼痛）＝（突発痛）」の解

抗癌剤（エルプラット）による末梢神経障害にオキ

「デュロテップ MT パッチで１回量 16.8mg を超した

シコドン 10mg/ 日を投与して、疼痛の軽減が出来た

ら耐性を考えよ」との意見もあり、臨床現場では常に

ア ク レ フ は、 癌 疼 痛 患 者 に お け る 突 発 痛（break-

釈で、増量時のレスキュー用としても使用できると思

注意すべき問題と思われます。

through pain）の鎮痛を目的としたフェンタニルの口

われます。また本剤は疼痛治療のベースとなるオピオ

腔内粘膜吸収製剤です。本剤は突発痛が発生した時に

イドをフェンタニルに限らないため、他のオピオイド

２）

とする報告が上がっています 。エルプラットによる
末梢神経障害は、患者さんにとっては耐え難い場合が
あり、それが原因で抗癌剤治療を中断せざるを得ない

「他のオピオイドへローテーションするときは細心の注意を！」

すばやく適切な量のフェンタニルを口腔粘膜及び消化

をベースとして使用している患者さんにもレスキュー

場合もあります。オキシコドンの投与により末梢神経

フェンタニルパッチから他のオピオイド（経口オキ

管から吸収させることを目的とした製剤です。以下に

として本剤を使用することが可能です。

障害が緩和され、抗癌剤治療が継続できたとするこの

シコドン、モルヒネ注など）への変更時には細心の注

その特徴を挙げます。

・体動時に出現する突発痛の予防的対応策として

報告は、癌の治療成績を向上させる新たな可能性とし

意が必要です。というのは、他のオピオイドからフェ

・ローリーポップ状のユニークな形状

て注目されています。

ンタニルパッチへの換算式はほぼ確立しているので、

私の考える本剤の最もよい適応は、体動により出現

本剤は " 棒付き飴 "（ローリーポップ）状の極めて

する突発痛、すなわち食事や排泄などのために体位を

安全に切り替えが出来るのですが、逆の換算式は成り

ユニークな形状をしています。患者さんは癌の突発痛

変換する際に生じる痛みに対する予防レスキューで

立たない場合が多いからです。また上述の鎮痛効果の

が出現した時、これを頬と下歯茎の間に挟み、口腔粘

す。これらの痛みは、予め予測することが可能である

オキシコドンにはモルヒネと同様、併用に注意する

耐性化があった場合などは、意外に低用量のオピオイ

膜からフェンタニルを吸収させることにより経口した

ため、モルヒネやオキシコドンを予防的レスキューと

薬剤として、中枢神経抑制薬や抗コリン薬，ワルファ

ドが適量になるため、そのまま換算してしまうと過量

場合より速やかな鎮痛効果（効果発現まで約 15 分）

して使用してもらっていましたが、これらの製剤は効

リンカリウム、ブプレノルフィンなどがあります。そ

になってしまうことが大いにあります。このため、①

が得ることが出来ます。

果発現に 30 分ほどかかり、実際に使用する現場では

れ以外にオキシコドンは、その代謝にチトクローム

フェンタニルパッチを徐々に他のオピオイドに置き換

また、鎮痛効果が得られた際は、速やかに本剤を口

P450（CYP）3A4 や CYP2D6 が 主 に 関 与 す る た め、

える方法と、②フェンタニルパッチはそのままにして

中より除去することで、過量投与を防ぐことも出来ま

疼痛時間が短いこれらの痛みに使用した場合、鎮痛効

CYP3A4 阻害薬のボリコナゾール（ブイフェンド）

他のオピオイドを上乗せし、その後フェンタニルパッ

す。この " 痛くなれば舐め、痛みが治まれば止める "

果が耐性化することへの危惧もありました。本剤の鎮

との併用において、オキシコドンの効果増強の報告が

チを徐々に減量する方法があります。いずれの場合も

ことはレスキューを行う際、非常に簡便かつ実際的な

痛効果発現時間は他の経口レスキュー用製剤に比べて

あり、添付文書で減量の必要性が示されています。ま

患者の状態をよく確認し慎重に行うことが重要です。

方法です。また本剤には棒が付いているため、フェン

約半分半分以下であり、作用の持続時間も１～２ 時

タニルを過量に吸収し意識不明となった場合でも速や

間と際立って短いものです。これは体動時に起きる強

「オキシコドンの相互作用に注意」

た，CYP2D6 および CYP3A4 誘導薬であるリファン

不便でした。また鎮痛効果も４時間ほど残存するため、

ピシンとオキシコドンの併用によって、本剤の鎮痛効

「フェンタニル 1 日 1 回貼付剤の発売」

かに口中から薬剤を除去することが可能となります。

いけれど短い痛みには最適のレスキューとなり得ると

果が減弱したという報告もあり、これらの薬剤との併

・フェントステープ（１mg,２mg,３mg,６mg,８mg）

・増量時と突発痛のレスキューに

思われます。

用には注意が必要です。

・ワンデュロパッチ（0.84mg、1.7mg、3.4mg、5mg、6.7mg）
フェンタニルのパッチ製剤ではすでにデュロテップ
6

本剤の適応は「強オピオイド鎮痛剤を定時投与中の
癌患者における突発痛の鎮痛」ですが、現場において
7

薬剤
モルヒネ（経口）

効果発現時間

効果持続時間

30 ～ 40 分

4 時間

30 分

4 時間

～ 15 分

1～2 時

オキシコドン（経口）
フェンタニル
（口腔粘膜吸収剤）

２）

用が心配される外来患者さんなどに使いやすい製剤と

表 3 速効型オピオイド製剤の特徴
利点と欠点
（利点）様々な投与量に対応
（欠点）痛みの特徴に合わない場合がある
モルヒネに同じ
（利点）発現早く、持続短い

大城 充、長島 誠、他：Oxaliplatin 投与による感覚

考えられます。

性神経障害に対し Oxycodone 徐放錠が有効であっ
た 3 例、日本大腸肛門病会誌 63（3）,169,2010

【おわりに】

３）

成田 年、上園保仁、他：μオピオイド受容体の多
機能性、ペインクリニック 29,S301-S313,2008

癌性疼痛に対するオピオイド鎮痛薬の使用に関し
４）

て、私の経験を交えて書かせていただき

がんの痛みからの解放 -WHO 方式がん疼痛治療法

ました。皆様の臨床業務のご参考になれば幸いです。

- 第２版 ,2000
５）
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略 歴
昭和56年日本大学理工学部薬学科を卒業
沼津市立病院薬剤部勤務
平成20年4月より現職
現在、緩和ケアチームで緩和医療の薬物療法及び、小児科、糖尿病教室で糖尿病の薬物指導を担当
業務の傍ら、癌性疼痛に興味を持ち、薬物療法資料集を作成し、インターネットで「癌疼痛および終末期
の諸症状に対する緩和医療の処方」を発表
現在、この資料集はインターネットのカテゴリー別メディカルサイトランキングにおいて、緩和医療部門
の１位を獲得している。
著書は「緩和ケアチームの立ち上げとマネジメント 一般病棟で取り組むための支援ガイド」（南山堂、共
著）
、
「生きる歓び☆アゲイン 癒しの環境でめざめる生命のネットワーク」
（医歯薬出版、共著）。
他に医薬品情報データベース”
Beluga
（ベルーガ）
”にて麻薬と糖尿病薬のデータベース作成に参加
アクレフ口腔粘膜吸収剤メーカーパンフレットより

【トラマドールについて】

容排出時間にはほとんど影響を及ぼさず、また大腸通
過時間もわずかしか遅延させないため、便秘を起こし

・トラマールカプセル（25mg,50mg）

にくいことが挙げられます。

トラマールは、癌性疼痛の鎮痛を目的とした塩酸ト
ラマドールのカプセル剤です。本剤の成分塩酸トラマ

また、0ddi 括約筋や胆管内圧にも影響せず，尿閉

ドールは中枢作用の合成鎮痛薬であり、わが国では既

も起こしにくいです。さらに，呼吸系に対する影響も

にトラマール注 100（旧名称：クリスピン注１号）と

ほとんどなく，通常の投与量では臨床的に有意な呼吸

して注射薬が発売されております。以下にその特徴を

抑制を及ぼす可能性はほとんどありません。また耐性

挙げます。

や身体依存、乱用などが生じにくいことから、本剤は
麻薬には指定されておりません。

「WHO ガイドラインのステップ２」
「２ つの鎮痛作用機序（モルヒネ系と抗うつ薬系）」

トラマールは癌性疼痛に対して、WHO が提唱する
ガイドラインのステップ２において推奨される鎮痛薬

本剤には２ つの作用機序があることが判っていま

の一つであり、100 ヶ国以上で発売され、5000 万人

す。１つはモルヒネと同じくオピオイド受容体を介し

以上の患者に使用されております。ヨーロッパの緩和

た作用機序、もう１つは三環系抗うつ薬に類似したシ

ケアセンターでは最もよく使われているオピオイド系

ナプス前神経細胞におけるセロトニンとノルアドレナ

鎮痛薬の１つでもあります。経口投与した場合、コデ

リンの再取り込みを阻害する作用機序です。それゆえ

インの約２倍、モルヒネの約５分の１の効力を持ち、

本剤は神経障害性疼痛への効果が期待され、事実その

非経□投与した場合はモルヒネの約 10 分の１の効力

有効性はいくつかの研究で証明されております５）。し

を特つと考えられています４）。

かし神経障害性疼痛に対する治療の推奨としては、今
のところ本剤は第二選択薬の扱いです。

「他剤に比べ副作用が少ない」

本剤は、
“麻薬”
という言葉を嫌う患者さんや、NSAIDs

実務事前実習の補助スタッフ募集について
病院実務実習・薬局実務実習に先立って、大学内では薬剤師職能に必要な基本的知識、
技能、態度を習得するための実務事前実習を行っています。本実習は、毎年９月～ 12
月の間、毎週火曜日及び水曜日の 12：30 ～ 17：20 で行います。平成 24 年度も同様に
計画しており、薬剤の調製、患者応対や服薬指導、注射薬調剤などの実習内容を教員と
一緒に参画できる薬学部校友会（薬剤師）の方を若干名募集しています。
つきましては、いずれかの曜日でも結構ですので、ご参加・ご協力できる方は是非５月
末日までにご連絡をお願いいたします。
問合せ先：日本大学薬学部 日髙慎二（医薬品評価科学研究室）Phone: 047-465-6281
E - m a i l ： hidaka.shinji@nihon-u.ac.jp
ホームページのIDについて
日本大学薬学部校友会ホームページの「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。本年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。

を使っていて鎮痛効果をもう少し上げたい場合、副作

本剤は同じ鎮痛力価のモルヒネ量と比較して、胃内
8
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生涯教育講座のご案内

３［薬剤師実践セミナー］
実

施

日

回

数

題

講

師

係
員
（担当研究室）

  

「国家試験対策だけのTDM」から脱けだそう
！」
― Easy TDM による数式にとらわれない投与設計 ― 薬剤学
平成24年
第 139 回
5月10日
（木）
薬品物理化学
香川大学医学部附属病院薬剤部
副薬剤部長 福 岡 憲 泰

  

平成24年
第 140 回
7月12日
（木）

尿失禁，頻尿，前立腺肥大の薬物治療
稲城市立病院
副院長 松 崎 章 二

  

医療現場からの報告：サプリメントと
病態や医薬品との相互作用
平成24年
第 141 回
9月6日
（木）
ビオセラクリニック
薬剤部長 酒 井 美佐子

  

平成24年
第 142 回
11月1日
（木）

最寄り駅：市ヶ谷駅
JR 中央線下車
東京メトロ 有楽町
線・南北線下車
都営新宿線下車
A2 出口 徒歩 2 分

日本大学薬学部
教授 亀 井 美和子
平成24年
フローラ薬局河和田店
5月13日
（日）
管理薬剤師 笠 原 真奈美
10時00分 17時00分
フローラ薬局
管理栄養士 荒 張 佳 恵

参加資格：特になし
出身校等一切不問
受講料：1,000 円
日本薬剤師研修センター
研修シール（１単位）
を交付

会場

師

日本大学薬学部
教授 松 本 宜 明
日本大学薬学部
助教 青 山 隆 彦

日本大学薬学部
模擬調剤系実習室
（８号館２・３階）
＜受講案内＞
薬学部ホームページ
をご確認ください。

４ 講座［大学院（土曜）講義受講コース］
平成 24 年度より，生涯教育講座の一環として大学院講義受講コース（疾患別薬物治療学特論Ⅰ～Ⅶ）を開講し
ます。詳細は，薬学部ホームページにてご確認ください。なお，認定薬剤師研修制度を活用した研修単位付与を予
定しています。
問い合わせ先

日本大学薬学部 薬剤師教育センター
Phone: 047-465-3895

受付開始時間：
17 時 30 分より

医薬品評価科学
薬品分子化学
ドイツ語

未定

日本大学会館
会場：大講堂
（千代田区九段下南 4-8-24）

講

①フィジカルアセスメント・
②フィジカルアセスメント・
平成24年
服薬指導実践コース
平成２４年 ＴＤＭ実践コース
5月12日
（土）
13時00分 17時30分 日本大学薬学部 教授 鈴 木 孝
日本大学薬学部 教授 日 髙 慎 二

受講申込：当日申込のみ
（予約不要）

臨床医学
社会学
数学

未定

  

平成25年
第 144 回
3月7日
（木）

セルフメディケーション学
有機化学

病院薬学
微生物学

日本大学薬学部薬物治療学研究室
教授 林 宏 行

  

平成25年
第 143 回
1月17日
（木）

チーム医療における薬剤師の役割
― 栄養・感染管理を通して ―

薬物治療学
機能形態学
健康・スポーツ科学

受講案内
（会 場 等）

ス

〜

〜

演

ー

		

実

18時00分 20時00分

コ

日

〜

１ 講座 [最近のトピック]

施

薬学部校友会（桜薬会）ホームページ求人情報募集
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

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

〜

〜

〜

①13時00分 14時30分②14時40分 16時10分 ③16時20分 17時50分
演 題（テーマ）

平成24年
演題等は、確定次第、薬学部ホームページに掲載します。
6月24日
（日） ・疾患別テーマ ①・②・③
7月22日
（日） ・セルフメディケーション / 生薬・漢方 ①・②・③
9月16日
（日） ・疾患別テーマ ①・②・③
10月14日
（日） ・疾患別テーマ ①・②・③
平成25年
3月17日
（日） ・薬事制度・薬物治療ガイドライン ①・②・③

受講案内
（会場等）

日本大学桜門会館 会場：３階会議室（千代田区五番町 2-6）
最寄り駅：市ヶ谷駅 JR 中央線 / 東京メトロ有楽町線・南北線 / 都営新宿線下車 4 出口徒歩 1 分
受講申込：当日申込のみ（予約不要）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
日本薬剤師研修センター研修シール（3 単位）を交付
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物故者名簿：心より御冥福をお祈り申し上げます。

（2012.01.31現在）

正会員
２期

織

田

克

己 物故（2011．11．28）

17期

長

池

弓

子 物故（2011．
09．
27）

６期

藤

井

康

夫 物故（2011．11．06）

17期

渡

辺

直

美 物故（2011．
10．
19）

８期

木

村

昌

稔 物故（2011．06．22）

19期

小

山

克

己 物故（2008．
06．
27）

９期

本

郷

博

文 物故（2012．01．20）

30期

草

間

14期

相

見

光

郎 物故（2011．12．12）

30期

服

部

14期

加

藤

光

康 物故

薫 物故（1997．
03．
23）
洋

三 物故（2011．
09）

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。

11

した。また、昨年に引き続き（社）日本植物園協会の

研究室だより

薬品分子化学研究室 （３号館３階 334）

会長として協会の運営にも携われています。
OB の方々には毎年２月に開催されます「りんどう

春酣の季節を迎えて、桜薬会会員の皆様におかれま

会」にも是非出席頂けるようお待ちしております。

医療コミュニケーション学研究室 （１号館３階 133）

末筆ながら、会員の皆様のご健勝と益々のご発展を

生薬学研究室 （３号館２階 322）

お祈り申し上げます。

平成 23 年度よりファーマシューティカルコミュニ

桜薬会会員の皆様にはご健勝にてお過ごしのことと

ケーション学ユニットから医療コミュニケーション学

お喜び申し上げます。生薬学研究室の近況についてお

研究室へと名称が変更され２年目を迎えました。当研

知らせいたします。

究室は、教授の亀井美和子と助教の渡邉文之（筆者）

しては益々ご繁栄のこととお慶び申し上げます。早速

平成 23 年３月末には、大学院生博士前期課程の宮
悠さんが「枳椇子（ Hovenia dulcis Thunb .）の

（高松

ですが薬品分子化学研究室の近況をお知らせ致します。

記）

昨年度、当研究室に卒業研究生として新たに４年生
男子４名・女子７名が配属することとなりました。ま
た博士後期課程の男子学生２名が新たに加わり、既に

有機化学研究室 （３号館３階 332）

研究を始めている５年生・６年生と併せて計 35 名と

うららかな季節を迎え桜薬会会員の皆様には益々御

非常に多くの卒業研究生・大学院生が在籍しておりま

健勝のこととお慶び申し上げます。有機化学研究室の

すが、６年生は既に卒業研究を終了しており、現在は

近況をお知らせ致します。

卒業試験並びに国家試験の勉強に励んでおります。ま

の 2 名が在籍しており、コミュニケーションを基盤と

崎

した教育とヘルスアウトカム向上を目的とした研究に

線虫における寿命延長効果に関する研究」という課題

力を尽くしております。

で線虫の寿命を延長させる成分を発見し、修士論文を

平成 24 年度には新たに５年生 16 名（男性４名、女

た、研究実績も特筆すべきものがあり、当研究室では

昨年度の卒業研究テーマは「医療機関と薬局の連携

完成させ、現在は病院薬剤師として活躍しています。

性 12 名）が配属となりました。年末から年始にかけ

初めてとなる日本薬学会第 132 年会に学部学生として

による糖尿病支援に関する研究」、「長期服薬患者に対

４月より卒業研究生は総勢 23 名（６年生 12 名、５

て実施された共用試験（OSCE, CBT）に全員が合格

参加する者もおります。

する電話による治療支援の有用性評価」、「地域薬局で

年生 11 名）となり、6 年生は８月には卒業研究発表

しました。昨年に続いて全員に合格の文字を見ること

の生活習慣改善支援とかかりつけ要因との関連性の検

会を無事終え、卒業試験と国家試験へ向けて猛勉強を

ができ教員一同ホッとしました。６年生は病院と薬局

討」、「在宅における薬剤師の役割－課題と現状－」で

しています。

でのそれぞれ２ヵ月半にわたる実務実習の間に刺激を

あり、短い時間でしたが昨年８月に無事に研究成果を

８月には箱根湯本温泉１泊２日の日程で研究室旅行

受け、医療人としての意識を高めたようです。実習期

発表することができました。また、前期は６年生、後

を行いました。その間、箱根湿性花園の散策、箱根水

間以外と昨年 4 月からそれぞれのテーマにわかれて卒

期は５年生が中心となり浅草薬剤師会と共同で年間を

族館・小田原城周辺探索、かまぼこ作り体験など盛り

業研究に邁進しています。研究にも慣れ、後輩ができ

通じて 10 回ほど地域住民を対象とした「お薬教室」

だくさんのスケジュールでありましたが、親睦をより

たことで逞しさを増し、じっくりと考えながら研究を

を開催しました。一般の方にお薬に関する話題を説明

一層深める良い機会となりました。

進めています。

し質問を受けることで、学生自身が説明の難しさや、

恒例の研究室旅行として昨年８月に山梨県河口湖

どうすれは理解してもらえるかを考え、薬剤師による

に行きました。当時の５年生と６年生 30 人ほどが参

適切な薬物治療の啓発が重要であることを学ぶことが

加して大型バスを貸し切っての賑やかなものになりま

できました。

した。

昨年の８月、研究室では５年生を中心に本来ならば

また、昨年度は５・６年生 10 名と教員２名で蓼科

勉強で忙しいはずの６年生も交えて研究室旅行に行っ

のセミナーハウスへ初めての研究室旅行に行きまし

て参りました。生麦事件で有名な生麦のキリンビール

た。教員、学生共に研究室にいる時とは違った一面を

工場でビールの醸成過程を見学した後できたてのビー

見ることができ、新研究室の１期生として将来に繋が

ルを頂いたり、湘南の海に面した江ノ島水族館で世界

る硬い絆を得られたことと思います。

唯一のクラゲのショーで幻想的な世界を堪能したり

本年度はコミュニケーション教育の更なる充実を目

と、非常に楽しいひと時を過ごしました。また、５年

指しながら、在宅医療、ＣＤＴＭなどのテーマを中心

生の卒業研究の態度はまさに率先垂範であり、各々が

に薬局が地域住民の健康に寄与できる仕組みの構築を
目指していきたいと思います。

（渡邉

記）

５年生は実務実習を通して、医療現場における薬剤

高い目標を持って研究に励んでおります。もちろん、

師の心構えや技術を習得し、個々の将来像に新たな変

薬局実習も病院実習も真摯な態度で行っております。

化が芽生えたのではないかと思います。実習と卒業研

今年は６年制になって初めての国家試験を迎えます。
研究の面では６年生の森田大輔君が札幌で開催され

今年社会に羽ばたく６年生がまずは卒業試験や国家試

た日本薬学会 132 年会で口頭発表を行うことができま

験に無事合格し、そして薬剤師であるという高い目的

した。将来に役立つ貴重な経験ができたと思います。

意識を持って社会に貢献できるようになることを研究

また６年生は CBT の受験をひかえた後輩に化学を教

室員一同願うばかりです。研究室に在籍する６年生は

君は、「脂肪細胞機能を調節する生薬に関する研究」

えてくれました。勉強会の途中に活発な質疑があり、

皆希望する進路に就くことができました（病院・２名、

というタイトルで博士論文を完成させ、立派な研究成

教える側そして教わる側両方にとって刺激になったこ

薬局６名、企業１名、公務員１名）。これから校友会

果を残しました。これらの研究成果は糖尿病やダイ

とでしょう。

の先輩方にご迷惑をおかけする事が多いかもしれませ

究に忙しい日々を過ごしておりますが、残りの学生生
活を悔いの残らぬよう頑張ってほしいものです。
大学院生博士後期課程 D ３の矢作忠弘君は、「脂肪
細胞に影響を与える薬用植物の成分研究」、楊

志剛

エットに効果がある可能性が示されたので、今後の展
開が期待されます。
北中教授は 10 月には中国蘇州大学訪問、中国の生
薬四大市場として知られる亳州市場などに出張されま
12

んが、後輩を温かくも厳しくご指導くだされば幸いで

会員の皆様方には実務実習をはじめとして学生をご

す。

指導いただく機会が多いと存じますが、よろしくお願

最後になりましたが、会員皆様のご健勝と益々のご

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

発展を心よりお祈り致します。

記）
13

（三浦

記）

くれることを願って、飯島、高宮ともに教育・研究活

生体機能化学研究室 （3 号館 3 階 335）

動に励んでいく所存です。

室の近況をお知らせします。

物理学研究室 （３号館４階 344）

当研究室は、齋藤好廣教授、田口博之准教授、橋崎

桜薬会会員の皆様におかれましては、ますますご清

末筆ながら、本年も変わらぬご指導、ご鞭撻をお願

要助教の３名のスタッフで、教育・研究に日々励んで

桜薬会会員の皆様方におかれましては、ますます御

祥のこととお慶び申し上げます。この度の東日本大震

い申し上げますとともに、会員皆様の一層のご発展を

おります。齋藤先生は、平成 23 年度より薬学部次長

健勝のこととお慶び申し上げます。日頃は大変お世話

災により被災された皆様ならびにそのご家族の皆様に

お祈り申し上げます。

に就任され、研究・教育に加え、学部の運営にご尽力

になっております。

（高宮

記）

心よりお見舞い申し上げます。皆様の安全と被災地の
一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

薬剤学研究室 （3 号館 4 階 341）

早いもので本研究室の発足から４年目が過ぎまし

されています。また、橋崎先生が研究代表となり、研

平成 24 年度は６年制薬学部の２週目に入りますの

究課題名「環境に調和した生体適合オイルゲル化剤の

で、学生を迎える我々には大きな節目である完成年度

応用開発研究」で科学技術振興機構より A-STEP（平

を無事終える（１月 31 日現在）、ほっとした気分がな

成 23 年～ 24 年）に採択され、研究費を獲得すること

いわけではありません。しかし、入学してくる学生や

ができました。

進級する学生はそのような感慨はないわけですから、

た。昨年 2011 年の８月には６年制初めての卒業研究

桜薬会会員の皆様には多方面で益々御活躍のことと

生６人が卒研発表会を行い、２年間の研究成果を発表

お慶び申し上げます。伴野和夫教授を中心とした新体

しました。その姿は研究室配属当初に比べ、自信とや

制が 2003 年にスタートし、薬学６年制の完成ととも

卒業研究生についてですが、平成 23 年度は薬学教

る気に満ちておりました。卒研を通して、積極的に学

に、この春で区切りの 10 年目を迎えました。薬剤学

育６年制の完成年度となり、６年生 12 名、５年生 11 名、

ぶ姿勢、物事をやり抜く力を高めてくれたと信じてお

研究室からは３月に 15 名の卒業生を社会に送り出す

４年生 12 名の計 35 名が配属され、かなりの大所帯と

さて、物理学研究室の近況をご報告いたします。６

ります。

ことができました。卒研生は６年生 16 名が５年次の

なりました。６年生は昨年８月１日に卒業論文発表会

年生４名は昨年８月１日に卒業研究発表を無事済ま

常にフレッシュな気持ちで学生に接しなければと自戒
している所です。

実務実習を終え、今年の前期は卒業研究、後期からは

があり、実験組も演習組も一人一演題、全教員、学生

せ、総合講義試験も一回目で全員合格し、国家試験に

風の影響で雨に降られることもありましたが、浄連の

国家試験対策に励む予定です。また、５年生 12 名も

の前でポスター形式による発表を行いました。また、

向けて全力で勉学に励んでいます。５年生６名のうち

滝や下田海中水族館などを見学いたしました（写真は

共用試験を見事に通過しましたので、各地で実務実習

３月３日、４日には薬剤師国家試験（345 問）が行われ、

１名は実務実習（第Ⅲ期）に、４名は実務実習を終え

水族館にて撮影）。夜には恒例のゲーム大会で、トラ

を開始しております。さらに４年生も最大 12 名が後

３月 30 日に合格が発表されます。全員の合格を願っ

卒業研究に勤しんでいます。また１名は情報関連の会

ンプ、将棋、麻雀を行い、楽しく過ごしました。遊び

期から配属される予定ですので、今後は継続的に 40

ている次第です。５年生は病院と薬局の実務実習（11

社を立ち上げ、事業の発展と薬剤師の資格取得のため

とはいえ、作戦の中にそれぞれの考え方や個性があり、

名前後の学生が所属する大所帯となります。昨年夏の

週間×２）及び大学での卒業研究を一生懸命がんばっ

の勉強との両立を目指していましたが、両立は困難を

親睦を深めるいい機会になりました。

研究室旅行（５、６年生が参加）では、河口湖で台風

ています。実務実習を終えて大学に戻ってくると、医

極めたようで現在は企業家という新たな道を歩き始め

９月の日本生薬学会では「石斛の基原植物（ラン科

に見舞われましたが、困難な状況下、かえって結束

療人としての自覚も芽生え、かなり成長した姿を見せ

ています。閉塞間の漂う中、このような積極果敢な行

Dendrobium 属）の遺伝子分類と HPLC プロファイ

を強めたようにも思えます。その他にも研究室の様

てくれます。４年生は共用試験（CBT、OSCE）を無

動を起こす若者の出現に新たな希望の光を感じ、心配

ルの相関に関する研究」というテーマで、５年生の北

子を適宜更新してホームページ（http://yakuzai.pha.

事にパスし、次年度の実務実習への第一歩をつかみま

をしつつも、その決断が実を結び大きく発展するこ

村早希さんと鈴木俊一郎君がポスター発表を行いまし

nihon-u.ac.jp/index.html）に公開しておりますので、

した。次に、恒例の研修旅行についてですが、昨年８

とを祈っているところです。４年生６名は共用試験

た。彼らは学会に参加すること自体初めての体験でし

一度ご覧いただければ幸甚です。

月に１泊２日で５、６年生とともに河口湖へ行って参

（OSCE、CBT）をクリアして、講義科目の単位取得

９月には研修旅行で伊豆に行ってまいりました。台

たが、緊張しながらも質問に真摯に答えている姿に成

就職した卒業生、就職活動では６年生、また実務実

長を感じました。

りました。湖畔の散策、ロープウェイ、遊覧船（写真）

に全力を費やし、現在はその結果待ちです。

習では５年生等々、多くの学生が直接あるいは間接的

で楽しむとともに、親睦会では卒研生全員による恒例

８月には５、６年生を中心に箱根に研究室旅行に行

に皆様のお世話になっていることかと存じます。引き

の一発芸も披露され、大変な盛り上がりようでありま

きました。５年生の幹事が詳細なスケジュールを作っ

続き諸先輩方のお力添えをいただけますよう、よろし

した。また、親睦会の余韻もさめぬ午前３時に富士山

てくれましたが、生憎台風の接近と重なったため十分

くお願い申し上げます。末筆ながら、皆様方の一層の

５合目へ向けて出発し、運良くご来光を拝むことがで

には生かしきれず、残念なことでした。しかし、それ

ご健勝とご活躍をお祈りいたします。

きました。

もまたきっと良い思い出となってくれると思います。

（深水

記）

この会報が届けられる頃は国家試験の結果も判明し
ているわけですが、全員に桜の花が咲いていることを
心より祈っているところです。
最後になりましたが、会員の皆様のご健勝と益々の
ご活躍をお祈り申し上げます。

（大島

記）

臨床薬物動態学研究室 （3 号館 4 階 345）

昨年 12 月と今年１月に行われた薬学共用試験では、
本研究室に配属の決定している４年生８人が無事合格

桜薬会会員の皆様におかれましては、益々ご健勝の

し、ほっと一安心しました。４年生は CBT の終わっ

こととお慶び申し上げます。臨床薬物動態学研究室の

た翌日から研究に励んでおります。それにより５年生

近況を報告させていただきます。

は教えてもらう立場から後輩を指導する立場となり、
毎日奔走しております。卒業研究は論理的思考を磨く

薬品物理化学研究室 （３号館４階 342）

だけでなく、困難な事象に対する問題解決能力を鍛え
るものだと思います。これから医療従事者として社会

桜花爛漫の好季節、桜薬会会員の皆様には、益々ご

に出ていく彼らが、そのような能力を高め、活躍して

清栄のこととお慶び申し上げます。薬品物理化学研究
14

薬学教育６年制の記念すべき第１期生が卒業し、薬

平成 23 年度は、教員３名、客員研究員 10 名、６年

学教育の真価が問われるのはこれからであると考えて

生 11 名、５年生 12 名、４年生 12 名で教育、研究活

おります。スタッフ一同さらなる教育・研究の向上に

動を行ってきました。６月に広島で行われた TDM 学

努力する所存ですので、皆様のご支援、ご協力を賜り

会では、病院薬剤部との共同研究が認められ、「TDM

ますようよろしくお願い申し上げます。 （田口

研究」優秀論文賞を受賞しました。研究内容に関して

記）
15

は臨床薬物動態学研究室のホームページをごらん頂

トープを用いる際の共同利

の分析機器をご利用されたい方は卒業研究室あるいは

VHS や Beta のビデオデッキの頃はアナログ信号でし

ければ幸いです。

用研究施設として、科学技

分析センターにご相談ください。

た。コピー（ダビング）を繰り返すと段々画質が悪く

（目鳥

記）

なっていきます。つまり、アナログ情報はコピーを繰

本年度は６年制完成の年で、研究室には６年生か

術庁（現・文部科学省）の

ら４年生まで、35 名の学生が在籍しています。卒業

許 可 を 受 け て 昭 和 63 年 に

研究、実務実習と慌ただしい 1 年となりました。８

薬学部校舎４号館に設置さ

月には学内で卒業研究発表会が行われ、６年生全員

れ ま し た。 施 設 の 安 全 管

2011 年は、１月に新燃岳の噴火、３月に東日本大

がポスター発表形式で各々の研究内容を発表致しま

理は、薬学部放射線障害防

震災と余震・誘発地震、９月に台風 12 号と日本列島

じようにする」では情報が徐々に劣化していきます。

した。８月末の研究室旅行では伊豆に行き、海水浴、

止委員会が担当しておりま

各地に甚大な被害をもたらし、2012 年は、震度４の

何のためにその行事を行うのか、元々の目的をその度

バナナワニ園、そば打ちを行いました。そば打ちは

す。放射線取扱主任者には

地震で幕開けとなりました。

に再確認すべきですし（情報の劣化をできる限り防

４人１グループで行ったのですが、グループ毎に食

薬品物理化学研究室の田口

べ心地が変わり、打ち方によってこうも違いが出る
のかとみんな驚いていました。

り返すと劣化していくのです。

社会学研究室 （5 号館 4 階 544）

われわれ人間はアナログな生き物です。ですから、
行事などを行う時、「マニュアルを見ながら前年と同

津波、ゲリラ豪雨、竜巻、豪雪等々、氷河に起因す

ぐ）、その行事を行った結果をより良くするため、工

博之准教授（34 期）と井熊（26 期）が選任されてい

る災害を除けば日本は自然災害大国です。台風の様に、

夫する必要もあるでしょう。もしその行事を行う意味

ます。

時々刻々その進行が判る自然災害は少なく、多くの自

が薄くなっているのであれば、それを廃止して、別の

３

14

125

研究室では引き続き、薬物動態に基づく医薬品適正

センターではトレーサー実験用に Ｈ、 Ｃ、 Ｉ等

然災害は何時襲ってくるかわかりません。事前に防ぎ

物事に力を注ぐ方が良いかもしれません（選択と集

使用、TDM、薬物動態 / 薬効解析に関する教育・研

が使用され、多くの研究成果をあげています。平成 23

様がないのなら、せめて“減災”と言う観点からの対

中）。そうしなければ、情報が徐々に失われ，減衰し

究活動を行っていきたいと考えています。今後も勉強

年度の放射線業務従事者登録者は 79 名でした（教員：

応が必要になってきます。

ていくのみです。

会、セミナーを企画して行きたいと考えておりますの

24、職員：１、大学院生：６、学部生：48）
。なお平

自然災害に関する書籍（メカニズムやサバイバルの

で桜薬会会員の先生方のご参加をお待ちしております。

成 23 年３月 11 日に起こった地震の際、幸いにして施

ための）を１冊でも良いので読んで下さい。もちろん

設に大きな被害はありませんでした。

難しい専門書ではなく普及啓発のための一般書で良い

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

（井熊

記）

記）

分析センター （４号館２階 421）

実験動物センター （4 号館 1 階 411）

桜薬会会員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。

桜薬会会員の皆様におかれましては、益々ご活躍

（丹羽

記）

薬用植物園

のです。自然災害に対する知識があるのとないのとで

薬学部薬用植物園は、薬学研究所に所属し、薬用植

は助かる可能性が大きく異なります。書籍は、なるべ

物学の実習に使用されております。園の組織としまし

く阪神淡路大震災や東日本大震災以降に書かれた新し

ては、園長を草間貞学部長が勤め、園の運営は薬用植

い内容のものを読んで下さい。

物園運営委員会が担当しており、2011 年度は北中進教

新しい知識とは、自然災害のメカニズムやいかに生

授がその委員長を勤めております。また、実務作業は、

薬学部分析センターは薬学研究所の研究施設の一

き残るかなどの対応の仕方、国・地方公共団体の対応

小村（薬学部 1995 年度卒）およびアルバイト４名の計

つで、学部内の大型分析機器を集中管理しています。

の仕方とこれに伴う法整備など、実態に即した内容に

５名で行っております。

ン区域、１階再搬入区域に分かれ、飼育室 16 室と実

これら機器を共同利用することにより、薬学部内に

変化しているからです。

験室 7 室があります。１階には管理室、動物受入室、

おける教育ならびに研究を支援しています。現在、

ロータリー式ケージ洗浄機や大型滅菌機が設置され

分析センターには元素分析装置（EA）、赤外分光光

それを正しく読む事が出来なかったために多くの方が

物園は、オープンキャンパスや公開講座等の薬学部行

た中央洗浄室等もあり、４階は空調機械室、地下は

度 計（IR）、400MHz と 500MHz の 核 磁 気 共 鳴 装 置

犠牲になりました。知識は自然災害時における減災の

事の際、一般公開をしております。一般公開した時の

排水処理施設となっています。飼育されている動物

（NMR）、卓上型高分解能質量分析装置（MS）、ガス

ための正しい判断（即断）の有効な力です。（伊藤 記）

見学者を含めて、
2011 年度の見学者数は 1124 名でした。

は、マウス、ラット、モルモット、ウサギ、両生動

クロマトグラフ質量分析装置（GC/MS）、プロテイ

物、魚類です。各飼育室は、年間を通じて一定の温度、

ンシーケンサー（Procise）、円二色性分散計（CD）、

湿度に保たれ、照明も自動制御となっています。飼

走査電子顕微鏡（SEM）、透過電子顕微鏡（TEM）、

育管理に関する実務は、浅倉技手及び外部専門業者

共焦点レーザースキャン顕微鏡（LSM）が設置され

が担当しております。

ています。

のこととお喜び申し上げます。
実験動物センターは、３階 SPF 区域、２階クリー

本園の総面積は約 12000㎡で、約 1000 種（2011 年

東日本大震災では、ハザードマップがありながら、

12 月末）の植物を保有しております。さらに、薬用植

本園は、以前から（社）日本植物園協会（以下、協会）
に加盟しており理事園として、また、本年度は薬用植

数学研究室 （５号館４階 546）

物園運営員会委員長である北中進教授が協会の会長を
務めており、協会の運営に深く携わっております。

2011 年３月 11 日に未曽有の大震災が発生しました
が、桜薬会会員の皆様はお変わりないでしょうか？数

本園は、理工学部薬学科時代から続く薬学部の中で

当センター利用者には、所定の講習会受講後、入

昨年の大地震でも分析機器は大きな影響を受けま

学研究室の教員として着任してから３年が経ち、よう

最も歴史のある施設ですが、老朽化も所々見受けられ

退室を管理する ID カードが貸与されます。この講習

せんでしたが、その後の節電計画では一部の分析機

やく落ち着いてきた感じが致します。当研究室には卒

るようになりました。昨年は、園内の灌水に用いてい

会では、動物に影響がある病原体の侵入を防ぐため

器を停止させなければならず一苦労しました。

研生がおらず、卒業旅行などの活動がありませんので、

た井戸のポンプ（約 35 年使用）が老朽化のため故障し、

正直言いますと書く事がありません。とは言え、何も

園内の灌水ができなりました。また、同じ頃、東日本

博士前期課程（修士）の学生さんがいなくなり、

の帽子、マスク、専用衣の着用、履物の交換などの
入退室方法や、利用に際しての制限等の説明があり

分析機器の利用が減少するのではないかと思いまし

書かない訳にもいきませんので、以前考えた事を書か

大震災が発生したため工事が遅れましたが、昨年６月

ます。平成 23 年度利用者として 149 名（教職員等 31 名、

たが、学部の卒業研究にかかわる学生さんが増加し

せていただきます。

にポンプの更新と園内の配管敷設をすることができま

研究生等 2 名、大学院生 10 名、学部生 106 名）の登

ましたので NMR や MS はフル稼働しております。

録がありました。平成 23 年 11 月 10 日、11 日には、
実験動物慰霊祭が執り行われました。

（浅倉

記）

アイソトープセンター （4 号館 1 階 412）

皆様も地デジ対応のテレビや Blu-ray 付属のハード

とのことでしたが、幸い本園の井戸はほとんど影響が

用し、日本大学理工学部からも分析依頼があり、こ

ディスクレコーダーを購入されたと思います。ご存

なく、現在は通常の灌水ができています。薬用植物園

れらの機器利用状況は IR：213 件、NMR：1088 件（2818

じと思いますが、地デジのコンテンツは『ダビング

は現在も機能的に不足した箇所がありますが、可能な

時間）、MS：735 件、GC/MS：617 件、EA：131 件、

10』によりコピーの回数が制限されています。デジタ

限り更新を図っていきたいと考えております。今後と

CD：3 件、SEM：28 件、LSM：240 件でした。

ル信号はコピーによって、元の情報と完全に同じ物を

もご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

卒業生各位におかれまして、薬学部分析センター

薬学及び関連領域の教育及び研究でラジオアイソ
16

した。園に隣接する個人宅では井戸が枯れてしまった

昨年、テレビ放送は地上デジタルに移行しました。

平成 23 年度は薬学部内で 13 の研究室が機器を利

（小村

複製する事ができるからです。それに対して、以前の
17

記）

研究室同窓会

桜 の 木 の 下 で
第52期（平成18年度卒）Ｂクラス会開催報告及びご案内

第24回薬理学研究室同窓会（薬物同窓会）報告
第 25 回薬理学研究室同窓会（薬物同窓会）総会お

がりましたが、年の近い方同士が旧交を温めただけで

よび懇親会は、平成 23 年 11 月 26 日（土）に、御茶

なく、諸先輩方が年の離れた現役の学生に話しかけて

ノ水のホテル東京ガーデンパレスにて開催され、１期

くださるなど世代を超えた交流ができたように思いま

生から卒業研究生（当日の参加は４年生と５年生）ま

す。懇親会では、22 年 4 月に本学生化学研究室の教

でさまざまな世代の同窓生が一堂に集いました。総会

授になられた草間國子氏（20 期、校務のため急遽欠

で、鈴木孝氏（21 期）に引き続き会長をお願いする

席）、聖マリアンナ医科大学教授になられた熊井俊夫

ことが了承された後、ご来賓に福田英臣先生および小

氏（23 期）、23 年４月に教授に昇格した石毛（27 期）、

林保先生をお迎えし、田畑恵市氏（41 期）の司会で

本学分子細胞生物学研究室に准教授として戻ってこら

懇親会に移りました。まず、鈴木孝会長の挨拶の後、

れた村山琮明氏（24 期）に鈴木会長より花束が贈ら

伊藤芳久名誉会長 ( 現薬理学研究室教授、22 期）より、

れました。また、後半に差しかかったところで、鈴木

この 2 年間の研究室の経過報告を中心とした挨拶があ

会長とそのお仲間からなる「おやじバンド」の演奏が

りました。併せて、第 13 回応用薬理シンポジウム（平

披露され、懇親会は、一層盛り上がりました。毎回の

成 23 年９月３日、４日）ならびに第 125 回日本薬理

ことながら、予定された時間はあっという間に過ぎ、

学会関東部会（平成 23 年 10 月 15 日）の開催にあたっ

最後に集合写真を撮ってお開きとなりました。

て同窓生の皆様から多くのご支援をいただいたことに

薬理学研究室同窓会は２年に１度開催しております。

対する謝意が述べられました。その後、福田英臣先生

次回は、平成 25 年秋に開催される予定ですので、奮っ

より心温まるお言葉を頂戴し、高仲正氏（２期）の音

てご参加下さい。

（石毛

平成 23 年６月 18 日（土）に、品川にて第 52 期Ｂ

加できなかった方が多数いらっしゃったかと思いま

クラス会を開催致しました。開催連絡が１か月前と直

す。誌面をお借りしてお詫び申し上げます。連絡が届

前になってしまったのにも関わらず、30 名の同級生

かなかった方は下記アドレスにご一報下さい。

が集まり賑やかな会となりました。中には愛知、静岡

平成 28 年には卒後 10 周年を迎えるため、第 52 期

や岐阜など、遠方から駆けつけてくれた同級生も多数

の同窓会を盛大に開催したいと考えております。その

いました。

ためにもまずは土台作りということでクラス会を行な

同窓会といってもホテルなどを利用したわけではな

い、友好を深めていきたいと思っております。次回は

く、普通の居酒屋でいつもの恰好という非常にラフな

平成 24 年６月 16 日（土）に開催予定です。学生時

会でした。しかし、同級生が集まると学生時代に戻っ

代の気分に戻って皆でわいわい楽しみませんか？連絡

た気分で楽しめますし、このような機会を利用しない

お待ちしております。（前回連絡を差し上げた方々に

と会えない友人も多数存在するため、貴重な時間だっ

は４月末に直接連絡致します。）
中島博史・矢作忠弘

たと思います。

連絡先：t.yahagi0903@gmail.com

今回は、現在メールアドレスがわかっている方への
クラス会開催のご案内であったため、連絡が届かず参

記）

頭で乾杯し歓談に入りました。会場中に話しの輪が広

日本大学理工学部薬学科11期生卒業45周年同期会

平成23年11月26日

日本大学薬学部薬理学研究同窓会

於

東京ガーデン

「東日本大震災」の後遺症が未だ納まらない昨年９

など、楽しく旧交を温めることが出来ました。これか

月 18（日）残暑厳しい中、日本大学理工学部薬学科

らも歳を重ねて ｢老｣ を感じて行く中、ふけ防止のた

11 期生卒後 45 周年同期会を、東京の帝国ホテルにお

めにも学生時代の気分にもどり、共に逢える期会を持

いて開催致しました。

てるよう､ 何らかの集いを企画するつもりです。

渡邊和子先生をお迎えして、総勢

今回欠席された同期の皆様も今後数すくない期会で

39 名の同期会ではありましたが、皆、古希を間近に

ありますので、是非参加願いたいと思っております。

桜薬会副会長

（鈴木鎭世

して、お互いの近況を伝えあい、なかでも上村浩子（旧
姓細梅）さんの藍綬褒章の授与のいきさつが語られる
18
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記）

薬学部校友会千葉県支部総会の報告
平成 20 年～ 22 年度薬学部校友会千葉県支部決算報

千葉県支部総会が 10 月 29 日（土）13 時 30 分から
薬学部校舎 659 教室で開催され、参加者は 15 名でした。

告では収入が 295,725 円支出は 640,210 円、次年度繰

支部長挨拶では青木（８期）が３年に一度開催される

越金 231,515 円が監査報告とともに承認されました。

ので、忘れてしまいそうですが、薬学部の学祭の第一

特別講演は同窓の小清水敏昌氏（12 期）（公益財団法

日目に開催すること、特別講演を必ず同時開催するこ

人ＭＲ認定センター専務理事）の「ＭＲ教育の現状と

と等で少しでも多くの同窓生に大学に目を向けてもら

課題」で講演があり、活発な質疑応答もあり大変有意

うように考えていきたいと話しました。

義でした。本支部会としては今後も在校学生にも聴講
してもらえるようなタイムリーな企画を考えていきた

その後来賓としてお忙しい中をご出席賜った薬学部
校友会

12期生同期会報告
を開催、30 名が集いました。原田隆子さんの司会進

前回の同期会（平成 19 年７月８日）から４年が経
ち、そろそろ開催してはとの要望に応えて、平成 23

行で、鬼籍に入られた方々のご冥福を祈って黙祷後、

年 10 月１日、市ヶ谷の日本大学桜門会館にて、昭和

世話人代表・小清水敏昌さんの挨拶に続き、野澤克己

38 年入学生および昭和 42 年卒業生の 12 期生同期会

さんの乾杯の音頭で懇談が始まりました。桜薬会会長

いと思っています。引き続き懇親会が、薬品物理化学

内倉和雄会長（14 期）から挨拶をいただいた。

その中で若い卒業生にもっと大学に注意を向けてもら

研究室で開かれ、同研究室の先生方のご尽力で有意義

えるような施策を考えたいというお話がありました。

で、楽しく親睦のひと時を過ごすことができ感謝して

私もその点では同感です。

います。

議長に支部長を選び、議事に進みました。会務報告

総会の前に開催された幹事会で事務局の交代が決ま

では支部長が前回の総会以降、平成 21 年８月 29 日に

り、今までお世話になった薬品物理化学研究室に代わ

薬学部校舎で開催された日本大学工科校友会支部長会

り、微生物学研究室（井口法男教授）が次回は事務局

と平成 22 年８月 29 日に理工学部校舎で開催された日

をお引き受けいただくことになりました。今までお世

本大学工科系校友会支部長会への参加の報告がありま

話になった薬品物理化学研究室に御礼申し上げます。
（文責

した。

支部長青木正忠）

６期卒後50周年クラス会
に就任された内倉和雄先生にご参席戴き、母校の最新

戸田繁喜・桜薬会会長・荒井正雄・森ひで子・池上富貴子・

６期クラス会は平成 23 年 11 月５日（土）15 時よ

ることは改めてありがたい事だと感じました。また私

情報を伺い、後半は各卒論の研究室ごとに、出席者一

渡辺泰子、二列目左からー藍原恭子・小野内常子・津路紀

り東京ガーデンパレスに於いて開催しました。当日の

たちのクラス会には毎回かかさず出席を頂いた澤村良

参加者は記念クラス会とあって遠路札幌から松井（旧

二先生も鬼籍入られ、姿を見られなかったことは大変

姓樋浦）、松江市から影山（旧姓石黒）、豊田市から羽

寂しい感じでした。

子・増淵美子・小川雅子・田代克秀・鈴木長生・富塚典子・

人一人の近況報告（やはり健康状態についての話題が

山内一女美・中原啓子・永島修市郎・小清水敏昌、三列目

一番多かったですね！）を聞きながら、盛り上がりま

左からー野澤克己・小林国喜・保坂盛夫・須藤健一・伊藤

した。二次会は桜門会館の斜向かいにある喫茶店に席

義一・嶋村勝彦・岩村博雄・斉藤芳久・原田隆子、最後列

を移し、ケーキとドリンクで、続きの話を咲かせ、ま

―磯田満保（敬称略）

だアルコール不足の人達は三次会へと流れていきまし

田さんらも出席し、総勢 50 名となり、賑やかに開催

当日はクラス幹事による開会の辞に引き続き来賓の

することができました。来賓として杉井篤先生をはじ

各先生方の挨拶、山内先生による乾杯と続き、懇談に

め実習や卒論の指導をいただいた小山隆、高仲正、山

入りました。懇談後記念写真を写し、解散となりまし

た。前期高齢者である私達、これからは毎年開催して

余談ですが、当初、６月 18 日の開催を予定し、３

内盛の各先生と桜薬会の内倉和雄会長の出席をいただ

た。

ほしいとの声もあり、来年（平成 24 年）の開催を予

月 11 日の午後３時にお茶の水にて、世話人会をもち

きました。今回は卒後一度も出席のなかった方々も見

その後二次会会場の東京ガーデンパレス「バープラ

定しておりますので、より多くのご参加をお願い致し

ました。そして、あの大震災により、出席した世話人

え、参加者と懐かしそうに懇談していたのが印象に残

ネット」に移り、19 時まで懇親を深めましたが、ほ

ます。最後に、出席者の勇姿を集合写真で確認して下

達は、帰宅難民となる経験を致しました。

りました。

とんどの方が参加し、卒後 50 年の思い出、現在の環

さい。

次回、元気でお会いできますよう、皆様のご健勝を
祈念しております。

写真前列左からー宇田川彰子・長谷川克子・古池輝久・

20

（小野内常子

記）

境等の話しで、もりあがり別れがたい時間を過ごしま

卒後 50 年にもなると物故者も増え、わかっている

した。

だけでも 30 名にもなり、クラス会に元気で出席でき
21

今回のクラス会の出欠の案内の返信によればいろい

捉え開催を検討したく考えています。次回の開催の折

ろの事情で欠席せざるを得ない方もかなりおられ引き

には皆、元気で顔合わせができることを幹事として期

続きのクラス会開催の希望もありましたので、機会を

待しています。

（松島

記）

平成23年度第七期生同窓会の報告
平成 23 年 11 月６日（日）、アルカディア市ヶ谷（私

ら話は尽きません。予定の時間は瞬く間に過ぎ、お開

学会館）に於いて、第七期生同窓会が行われ、34 名

きの時間が迫った時、遅れるとの連絡があった舞鶴の

の仲間が集いました。兎年は変化が多い年と言われま

松山歌子さんも到着し、全員が揃うことになりました。

すが、まさに３月 11 日の東日本大震災は大津波、原

その後、同会館の二階レストランに設けた二次会会場

発事故と我々の想像も及ばない大きな災害をもたら

に席を移し、忘れがたい充実した時間を楽しみました。

し、その後も大きな変化の連続で、現在も気を緩めら

平成 24 年度は卒後五十周年になります。より多くの

れない状況が続いています。一時は同窓会の中止も考

仲間の参加を願っております。

えました。しかし、このような時だからこそ絆を大切

なお、今回参加された方は下記の通りです。写真前

に、お互いに顔を合わせて近況を語り合うことが明日

列左から：一色捷一 , 高橋洸 , 寺山育子、町田實、山

への活力に繋がるものと願って同窓会を開催しまし

内先生、内倉桜薬会会長、深谷仁恵、住江英夫、中山

た。記念撮影の後、田中孝治氏の司会で物故者への黙

正興、井浦嘉子、後列左から：高澤克昌、諏訪佐智子、

祷を行い、ついで事務局報告、新たに桜薬会会長に就

久田佐智子、藤原充雄、須賀文代、長谷川順子、望月

任された内倉和雄会長ご挨拶、長年お世話になった山

恵美子、池田梅子、秋山

内盛桜薬会前会長ご挨拶、黄川田幸正氏の乾杯で宴が

豊田明、高田富弘、上谷知子、伊藤善明、守屋芳子、

始まりました。今回は昨年より参加者が増え、四つの

小山征治、市川美知子、間瀬泉、安田園子、久田三郎、

円卓を囲みました。新潟から間瀬泉さん、仙台から高

川生洋子、田中孝治、黄川田幸正、上段左：山口範子、

橋洸氏が参加し、久しぶりの再会に話が弾みます。さ

上段右：松山歌子（敬称略）
（文責：藤原充雄）

らに前回は体調不良の為欠席した北海道の町田實氏も

日本大学工学部薬学科一期生卒後55年記念同期会報告
平成 23 年 11 月６日御茶ノ水ホテルジュラクにて最

懇親会を終わりにすることになりました。懇親会事務

後の同期生懇親会を 28 名の同期の桜が集まりお互い

経費残金は日本大学薬学部校友会奨学基金に寄付をさ

の元気な姿を確認しながら祝いました。

せて頂き精算する事になりました事をご報告申し上げ

恵、青木千勢子、中居慶一、

今回は元気な姿で参加、お互いに近況を語り合いなが

ます。

55 年前、154 名の仲間で卒業しましたが、これまで
に 40 名の仲間が鬼籍に入り寂しく成りました。集まっ

これからも時折元気な仲間が集まって昔話に花を咲

た面々は 80 歳を目前にしながら学生時代の仲間に戻

かせる事を思いうかべながら、そしてお世話になった

り歓談に花を咲かせました。

母校の益々の発展を祈念してご報告をさせて頂きま
す。

卒業以来 55 年一期生懇親会を楽しんで参りました

（一期生幹事

が寄る年波には逆らえず今回の同期会を持って公式な

原田貞亮・平成 23 年 11 月 21 日記）

第27回桜神会のご報告
近況について興味深い話題をご提供いただき、続く小

平成 23 年 11 月９日（水）ホテルキャメロットジャ
パンにおいて、恒例の第 27 回桜神会が開催されまし

清水敏昌先生（公益財団法人 MR 認定センター

た。今回は新たに５名の先生方が出席されており、神

務理事）のご発声による乾杯では、来年 MR 生誕 100

奈川県内の医療機関に勤務する薬剤師を中心に組織さ

周年を迎え、薬学部卒 MR の確保と資質向上に全力

れた会は、毎回盛況となっております。

を挙げていく力強いお言葉をいただきました。また、
乾杯後のご歓談では、初参加していただいた先生方の

来賓挨拶では、校友会会長の内倉和雄先生に大学の
22

専

23

ご近況を伺うことができ、和やかな雰囲気になりまし

や服薬指導業務だけではなく、TDM など新たな活躍

ルの 31 階という新潟市周辺が一望に見渡せ会場で、

た。

の場が広がっており、今回の講演は現場にとっても貴

盛大に開催することがでました。

長に袖山正彦氏を選出し、今後の活動を確認いたしま
した。

内倉会長からは校友会会長が山内先生から内倉先生

重な情報であったと思われます。

桜神会に先立ち開催された特別講演では、「抗てん

総会では、新潟支部として規約を見直し、次期支部

かん薬の TDM ～バルプロ酸を中心に～」樋島学先

今後も年２回開催する予定です。是非とも神奈川県

に変わられたこと、我々「日大薬学部卒」で一つになっ

懇親会では、日程が合わず参加できなかった長谷川

生（鶴巻温泉病院）の演題を通し、薬の体内動態と

在勤、在住の先生方には今後も積極的なご参加をお願

て活発な活動をしていこうという新会長の抱負も交え

孝明氏より日ごろ飲めないお酒も届き、それを乾杯酒

TDM の基礎について理解を深めることができまし

いいたしまして、第 27 回桜神会のご報告とさせてい

て、お話いただきました。まさに参加者の心を一つに

にいただき、参加者 32 名＋３名が、それぞれ自己紹

た。平成 22 年４月、厚生労働省は「チーム医療の推

ただきます。

するお話でした。

介をして近況を語り合いました。参加者は日ごろ薬剤

進に関する検討会報告書」を作成し、チーム医療にお

桜神会に関するお問合せは

いて薬剤師に期待される業務の一つとして、TDM へ

桜神会

の積極的関与を提案しています。薬剤師の業務は調剤

薬剤センター

会長

（岡添
赤瀬

進

記）

朋秀 （済生会横浜市東部病院

t-akase@f3.dion.ne.jp）まで

草間学部長からは薬学部では来年６年制初めての薬

師会等で活躍している方々も多く、みなさま和気藹々

剤師を排出するので、その活躍に期待することや、日

と楽しい時間を過ごし、話題は尽きませんでした。「日

大は総合大学として幼稚園から大学までの壮大な計画

大生の絆」を新たに強く結びました。
最後に日大校歌を全員で合唱して、３年後の総会で

で進められていることなど、益々発展していく日大の

の再会を誓い合い、会を閉じました。

構想についてお話をいただきました。まさに夢のある

第４回新潟県支部総会

お話でした。

支部長

山岸美恵子

東桜会（第45回実務者研修会）報告
平成 23 年 12 月３日（土）16 時より、丸の内線茗

内容でご講演いただきました。会場からは、実際に患

荷谷駅前のエーザイ（株）別館４階会議室にて、第

者さんに処方をする際の先生のご判断について、具体

45 回実務者研修会を行いました。当日は朝から冷た

的な質問や、また、震災時の処方についての質問もあっ

い雨が降っていましたが、午後には止み、開会時間に

た。研修会終了後は、ご講演いただいた先生を交えて

は気温も少し復活したような日でした。参加者は、日

懇親会を開き、情報交換も行いました。
東桜会は、東京近郊で病院、診療所、調剤薬局など

本大学薬学部校友会副会長の渡邊和子先生にもご臨席

に勤務する日本大学卒業生による、あらゆる職域の

いただき、31 名の出席がありました。

日本大学薬学部校友会第４回新潟県支部総会・懇親会報告
平成 23 年 11 月 13 日ホテル日航新潟において、内
倉和雄校友会会長、草間

会を開催いたしました。

貞薬学部長のご臨席を賜り、

前回の上越地区で開催されてから２年余りでの開催

第４回日本大学薬学部校友会新潟県支部総会及び懇親

でしたが、32 名の校友とそのお子さん３名が、ホテ

24

さて今回の研修会の内容は、まず初めに製品紹介と

薬剤師の相互理解と連携、知識向上を目的に発足し

してエーザイ（株）より、ワーファリン顆粒の特徴と

た、たいへん気軽に参加できる会です。年２回（12

使用方法についての説明をしていただきました。続い

月と６月を予定）開催しており、次回は６月の土曜日

ての特別講演は、東京歯科大学市川総合病院循環器内

を予定しています。是非、ご友人とお誘いあわせの

科の眞野恵範先生に「抗凝固薬と抗血小板薬の適正使

上、ご参加いただければと思います。なお、お問い合

用」として、原疾患とその予後によって選択される抗

わせは 31 期の稲城市立病院、田口裕之先生（taguchi.

凝固薬や抗血小板薬について、その判断基準と具体的

hiroyuki@gmail.com）までお願い致します。
（40 期

な使用方法・服薬指導方法を、また、最近承認された
新薬の特徴とその選択方法についてと盛りだくさんの
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小溝真理子）

日本大学・日本大学校友会ニュース

薬学部ニュース
学園祭（桜薬祭）

日本大学校友会主催 ｢全国校友大会｣ 開催

創立130周年に向けて
（日大再生10年計画が具体化）

薬草教室

第 23 回桜薬祭が平成 23 年 10 月 29 日（土）・10 月
平成 23 年 11 月 14 日（月）午後６時から東京ドー

昨年は ｢日大再生 10 年計画宣言｣ をいたしました。

ムホテルで開催された。校友や本部関係者など約 1000

今年は、2019 年の日本大学創立 130 周年に向けて

人が出席した。これは全国の校友が一堂に会し、大学

の記念事業が４月から始動します。事業として新病院

と校友との絆を深めるためであり、併せて国政で活躍

の建設、新学部 ･ 小学校開設、学生寮建設などがあり

されている校友の方々の祝賀会を兼ねて開催されまし

ます。これらの事業に向け、昨年 12 月に ｢日本大学

た。

創立 130 周年記念事業募金委員会｣ が設置され、４月

｢日本大学校友会正会員｣ 加入･登録のお願い

１日から募金を始めます。校友の皆様のご理解とご協
力をお願いいたします。

校友会は、日本大学の活動を補いながら、母校の興

教学改革を４課題で加速

隆発展に寄与することを目的に診療費助成 ･ 奨学金給
付などの学生支援、日大スポーツ振興への協力、学生

日本大学教学戦略委員会が教育と研究面で本年重点

と卒業生の交流の場となる校友会館の運営、校友子女

的に取り組むべき課題をまとめました。入試改革、高

入試特別優待生制度などの事業を行っています。これ

大連携の教育の強化 ･ 確立、全学共通の ｢日本大学版

らの事業は、会員皆様のご協力によって実施されます。

教育スタンダード｣ の構築、大学院改革の４つをあげ、

未加入の校友の方々や今年度の卒業生は、正会員とし

今年集中的に議論し、できるだけ早く、大学改革、改

てご加入 ･ ご登録をいただきたくお願い申し上げます。

善を実施していきたいとの考が示されました。

第 13 回薬草教室が平成 23 年 10 月 30 日（日）に開

30 日（日）に開催されました。一昨年は新型インフ

催されました。講師に開気堂薬局代表の東海林

ルエンザの流行、昨年は台風の直撃と、このところ

氏をお迎えし、東洋医学入門「漢方と中医学」と題し

縮小して行われ恵まれた学園祭ではありませんでし

ご講演をいただきました。先生は国際中医師の資格を

た。今年はようやく従来通りの開催となりホットしま

お持ちであり、大変ためになるお話を聞かせていただ

した。今年のテーマは「Pray 桜 Japan」（「Pray for

きました。出席者はメモをとるなど熱心に学んでおり

Japan」になぞらえた）と言うことで、東日本大震災

ました。その後、希望者は北中教授の案内で本学の薬

による被災者への励ましと応援の気持ちを抱きながら

用植物園を見学し、先生による各植物の解説に耳を傾

の桜薬祭でした。人気の桜薬クイズ（校友会主催）を

けておりました。なお、薬用植物園は、薬草教室、公

皮切りに、早食い大会や女装コンテストなどでおおい

開講座、オープンキャンパス開催時に公開しています。

に盛り上がりました。その他、文化系・学術系サーク

24 年度の公開日時等については、薬学部ホームペー

ルによる成果発表、スポーツ系サークルによる模擬店

ジにてご確認ください。

など地域の方々、教職員も交え思い出に残る学園祭と
なりました。

薬学部教員人事
学術講演会

学部長発令（2012. ４．１）
草間

第 22 回薬学部学術講演会が平成 23 年 11 月 5 日（土）
卒業生と先生方、また助成金受領、海外派遣の先生方

学部次長

による計９件の発表があり、活発な討論が展開されま

担当発令（2012. ４. １）

が期待されます。

平 成 23 年 12 月 18 日（ 日 ） に OSCE が、 平 成 24

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翌年に還付されます。還付されました金品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。

登録・会費納入に際して郵便振替用紙記入の時、「所属する支部・部会」欄に必ず「薬学部校友会」と記
入して下さい。無記入ですと本会に還付されませんので、薬学部校友会会費に振り替えることが出来ません。
ご注意下さい。
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学務担当

伊藤芳久

教授（薬理学）

学生担当

小川吉夫

教授（分子細胞生物学）

誠

教授（薬事管理学）

研究担当

宮入伸一

教授（有機化学）

就職指導担当

本橋重康

教授（薬品分子化学）

図書館長

して実施されました。この２つの試験は、薬学生に必

山崎良介

教授（ドイツ語）

要な知識、技能および態度を総合的に評価するもので

教授発令（2012. ４. １）

す。これらの試験に合格しなければ薬学実務実習に臨

四宮一総（薬品分析学）

む事はできません。OSCE では患者・来局者対応、薬

榛葉繁紀（健康衛生学）

剤の調製、調剤監査などの課題に対し、学生達は緊張

松原

した面持ちで取り組んでいました。また、CBT に対

茂（健康・スポーツ科学）

准教授発令（2012. ４. １）

しても普段の試験以上の真剣さで取り組んでいまし

浅見

た。

覚（臨床医学）

小林秀昭（ゲノム創薬学）

薬学部入学試験

工学部薬学科・理工学部薬学科卒業生にお願い：

教授（薬品物理化学）

図書館長発令（2012. ４. １）

年１月８日（日）～９日（月）に CBT が４年生に対

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

齋藤好廣

企画・広報担当 白神

共用試験

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

教授（機能形態学）

学部次長発令（2012. ４．１）

３件あり、新しい形の学術講演会に発展していくこと

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

貞

に開催されました。医療薬学系および一般教育分野の

した。今年度の特徴として卒業生からの演題申込みが

日本大学校友会正会員募集中

正弘

深水啓朗（薬剤学）
益子

入学試験（Ａ方式）が平成 24 年２月５日（日）に

崇（機能形態学）

松﨑桂一（生薬学）

行われました。船橋試験場、東京試験場の他に仙台・

助教発令（2012. ４. １）

名古屋・福岡にも試験会場を設け実施されました。志

小瀬英司（薬物治療学）

願者は 1,097 名であり、昨年とほぼ同数でした。
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平成25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
募集人員

出願資格

出願書類

105名

一般入学試験Ｃ方式

一般推薦入学試験（一般公募）

10名

日本大学入学試験要項に同じ

①入学志願票
②出願資格を証明する書類

30名

日本大学入学試験要項に同じ

①入学志願票
②出願資格を証明する書類

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）

本学部での学業を強く希望し，合格 ① 大学入試資格を有し，本
学部への入学を第一希望
した場合，本学部に入学することを
とする者で，次のいずれ
確約できる者で次のいずれかに該当
かに該当する校友の子女
し, 出身学校長が推薦する者
（２親等内直系血族）で
① 高等学校もしくは中等教育学校を
ある者
平成25年３月卒業見込みの者で，
（中略）
高等学校第３学年第１学期までの
② 合格した場合，本学部に
全体の評定平均値が3.5以上の者
入学することを確約でき
② 高等学校もしくは中等教育学校を
る者
平成24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推薦書
（学校長推薦書・自己推薦書）
②入学志願票
③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

学科試験
（マークシート方式）
①理科：化学Ⅰ･化学Ⅱ（生
活と物質，生命と物質を
含む）
60分【配点100点】
②数学：数学Ⅰ･数学Ⅱ･数
学Ａ･数学Ｂ（統計とコ
ンピュータ，数値計算と
コンピュータを除く）
60分【配点100点】
③外国語：英語Ⅰ･英語Ⅱ･
リーディング
60分【配点100点】

出願期日

平成25年
１月８日（火）～28日（月）
窓口受付：
１月27日（日）
・28日（月）

平成25年
１月８日（火）～19日(土)
窓口受付：
１月19日（土）

平成24年
11月１日（火）～３日（土）

平成24年
11月１日（木）～３日（土）

選 考 日

２月５日（火）

大学入試センター試験
１月19日・20日（土・日）

11月７日（水）

11月７日（水）

合格発表日

２月８日（金）

２月13日（水）

11月12日（月）

11月12日（月）

入学手続期間

２月９日（土） 18日（月）

２月14日（木） 22日（金）

11月13日（火） 11月22日（木）

11月13日（火） 11月22日（木）

入学検定料

35,000円

18,000円

35,000円

35,000円

試験会場

船橋，仙台，東京，
名古屋，福岡

大学入試センター試験場

日本大学薬学部校舎

出 願 書 類
送 付 先

※１
※２

一般入学試験東京試験場は，法学部三崎町校舎を借用する。
一般入学試験地方試験場は未定。
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伴い、準会員の還付金 15％が寄付金の財源になるた
め減額されることについての意見交換もあった。

第 29 回日本大学工科系校友会連絡会および第 14 回

支部長会（出席者 79 名で、薬学部６名）では、工

日本大学工科系校友会支部長会が平成 23 年８月 27 日

科系幹事会座長から活動報告（東日本大震災被災学生

（土）に当番校友会である工学部校友会が工学部キャ

支援寄付金（原資は準会員会費を 15％を充てる）、名

ンパス（郡山）で開催された。連絡会（出席者 44 名

簿の発行など各支部支援、就職支援システムの充実な

で薬学部６名；会長、副会長（４）、薬学部校友会

ど）があり、続いて各学部校友会の活動報告があった。

監事（１））では、各校友会の活動状況についての報

次に各支部会の活動報告があり、例年のことであるが、

告があり、この会では校友会正会員の増加に努めるこ

各支部とも会員数が減少していること、名簿の作成な

と、校友子女入学試験により（平成 24 年度入学者か

どで充実を図りたいなど報告があった。
懇親会（出席者 87 名）はご来賓の先生方（出村克

ら正会員の子女入学者に 10 万円給付）さらなる正会
員の増加につなげること、就職支援システム（理工学

宣工学部長、日秋俊彦生産工学部次長、草間

貞薬学

部、工学部、生産工学部）のより充実（各学部内への

部長、三ツ井直紀工学部事務局長、齋藤直樹光顕理工

認知を高める必要がある）、各支部支援の推進などの

学部事務局長）のご臨席を仰ぎ開催された。

意見交換があった。さらに、東日本大震災被災学生支

①書類選考
②面接
③参考試験（マークシート方式）
（1）化学Ⅰ･化学Ⅱ（生
活と物質，生命
と物質を除く）
45分
（2）英語Ⅰ･英語Ⅱ･
リーディング
45分

〒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）

日本大学入試センター

援のため校友会が大学に寄付（1 億円）をすることに

平成23年度工科系校友会連絡会
および支部長会報告

平成23年度薬学部校友会奨学生

平成24年度薬学部校友会研究奨励金

〜

〜

〜

〜

選考方法

①書類選考
学科試験
②面接
①数学：『「数学Ⅰ･数学
Ａ」，「数学Ⅱ･数学Ｂ」』 ③参考試験（マークシート方式）
【配点200点】 （1）化学Ⅰ･化学Ⅱ（生活と物質，
生命と物質を除く）
②理科：「化学Ⅰ」
45分
【配点200点】
（2）英語Ⅰ･英語Ⅱ･リーディング
③外国語：「英語」
45分
【配点200点】
※英語についてはリスニ
ングの成績は使用しない。

会 務 報 告

校友子女入学試験

薬学部校友会奨学生選考委員会により、平岡
（２年）さん、垣沼

孝基

薬学部校友会研究奨励金研究者選考委員会により、

智之（５年）さんの２名が奨学

有機化学研究室

助教

齋藤

弘明

氏が薬学部校友

生候補者として推薦され、第 15 回薬学部教授会で審

会研究奨励金研究者受領者として承認され、第９回薬

議の結果、承認された。なお、11 月 30 日に開催され

学部教授会で報告された。なお、平成 24 年度薬学部

た校友会奨学金授与式で内倉会長より奨学金が授与さ

校友会総会・懇親会において授与式を行う予定となっ

れた。

ている。
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新設「薬学部校友会（桜薬会）奨学金」について
事業委員会委員長

薬学部校友会慶弔規程
岸田

邦雄

を得て募金活動を開始しました。

現在、薬学部校友会奨学金としては成績優秀者で経
済的な理由から、学業困難な学生に対して毎年２名給

早速多くの校友会会員からご寄付いただきました

付されています。この奨学金は奨学・研究奨学基金と

が、まだ十分な原資を確保したわけでありません。し

して日本大学に運用を委託して、その果実を原資にし

かし、経済的に苦しむ学生を出来るだけ早く救済しよ

ています。そのためこの奨学金制度に原資を上乗せし

うと、平成 23 年度は２名の学生に給付することにな

て給付学生を増やすわけにいかない現状があります。

り、12 月に第１回薬学部校友会（桜薬会）奨学生選
考委員会を開催し決定しました。（４年生２名）

平成 20 年度の薬学部校友会総会において、出席者
の中から薬学部が６年制に移行し、修業年限が長くな

今後は一人でも多くの学生に給付出来ますように、

り、経済的に学業続けることが困難な学生の増加が見

引き続き募金をお願いしていかなければなりません。

込まれますので、少しでも救済できる新たな奨学金制

薬剤師をめざし希望に燃えて入学してきました学生

度を立ち上げて欲しいと要望されました。

が、経済的理由から挫折しないように援助の一環とな
りますことを念じております。

その要望を受け事業委員会内に大学の内外から人選

今後財源を出来るだけ多く確保できますよう校友会

し、ワーキングループを作り検討を重ねてきました。
に卒業生が関係する企業に広告掲載をお願いし、その

募金は下記口座にお願いいたします。

掲載料をあてることとしました。その受け入れ専門口

第３条
第１条

⑴

弔慰金は、次の場合に支出することができる。

祝儀金は、次の場合に支出することができる。

本会の支部の結成または支部の総会に、会長が出
席するとき。

ただし、資格が重複する時はいずれかにする。
⑴

薬学部専任教職員またはその配偶者が死亡したとき。

⑵

卒業期の同期会に、会長が出席するとき。

⑵

薬学部専任教職員の父母が死亡したとき。

⑶

薬学部または学生会員が主催する重要な行事で

⑶

会長、副会長または各種委員会の委員長、副委員

あって、会長が出席するとき。
⑷

長、歴代会長ならびにそれらの配偶者が死亡した
⑷

⑸

退職教員であって、退職時に教授もしくは准教授

第４条

薬学科専任教職員として 15 年以上勤務した者が死

会員が死亡し、関係者から要請があったとき、

本会として弔電を打電する

亡した。

第５条

他学部の校友会等本会に関連する団体に所属する

前各条の規程にかかわらず総会もしくは幹事

者が死亡した場合であって、会長が葬儀等に出席

会（運営委員会）において、弔慰金、見舞金また

するとき（代行者が出席するときも含む。以下同

は祝儀金を決議された場合にあっては、当該決議

じ）。ただし、この場合は、会長が必要と認めたと

に基づく金額を支出することができる。
第６条

きに限るものとする。
⑹

前各号による支出については、いずれも会長が必
要と認めた場合に限るものとする。

（助教授）であった者ならびに薬学部及び理工学部

⑸

他学部の校友会等本会に関連する団体が行う行事
であって、会長が出席するとき。

とき。

口座名：日本大学薬学部校友会奨学金

薬学部校友会（桜薬会）奨学金制度の立ち上げの承認

前各号による支出については、いずれも会長が必
要と認めた場合に限るものとする。

金、見舞金及び祝儀金は、次のとおり定める。

口座：００１２０－５－３１８７３４

座を開設しました。平成 22 年度６月の校友会総会で

⑶

則第５条に基づく事業及び活動に関して支出する弔慰

会員各位のさらなるご協力をお願いしたいと存じます。

原資は校友会会員からの寄付金とともに、桜薬会会報

⑵ 役員、
薬学部専任教職員が著しい災害を受けたとき。

日本大学薬学部校友会（以下「本会」という。）会

第１条から第３条までに規程する金額は別表

のとおりとする。

前各号に該当しない場合であって、会長が弔慰金
の支出を適当と認めたとき。

薬学部校友会桜薬会会報広告掲載について

第２条

（施行期日）

見舞金は、次の場合に支出することができる。

附

⑴ 役員、
薬学部専任教職員が著しい傷害を受けたとき。

則

この規程は平成 23 年６月３日より施行する。

薬学部校友会（桜薬会）奨学金制度の設立（平成 22 年度の通常総会で承認）に伴い、
広告掲載料を奨学金の原資とするために、桜薬会会報に広告掲載事業を行うこととし、平成 23 年度幹事
会で薬学部校友会桜薬会会報広告掲載内規（薬学部校友会事務室に保管）として承認されました。以下に
広告掲載内規要旨を掲げます。広告掲載申し込み者は校友会事務局にご連絡ください。

薬学部桜薬会会報への広告掲載内規要旨 ――――――

別表
当該項目

金

額

等

第１条（１）

生花または花輪のいずれか１架（ 20,000 円以内）
もしくは 香典 20,000 円

同 （２）

生花または花輪のいずれか１架（ 15,000 円以内）
もしくは 香典 15,000 円

同 （３）

生花または花輪のいずれか１架（ 20,000 円以内）
もしくは 香典 20,000 円

5．掲載内容については会報の品位を損なわないものとする。

同 （４）

生花または花輪のいずれか１架（ 15,000 円以内）
もしくは 香典 15,000 円

6．掲載内容はあらかじめ事業委員会に提出し承認を受けること。

同 （５）

同上

同 （６）

前各号に準じた額

――――――

1．日本大学薬学部校友会（桜薬会）奨学金制度に賛同すること。
2．掲載する広告掲載料は奨学金基金とする。
3．広告掲載申し込み者は日本大学校友会会員および会員等が運営また関連する企業とする。
4．広告掲載事業は当会の事業委員会が担当する。

7．広告の掲載ページは裏表紙の裏面とする。
8．広告掲載の原稿の入稿の締め切りは 4 月発行の場合１月末に、10 月発行の場合７月末日とする。
9．版下（清刷り）は掲載依頼者の持ち込みとする（ＰＤＦファイルで）。
10．広告掲載に関する詳細については日本大学薬学部校友会桜薬会会報広告掲載内規

第２条

果物などの見舞品（10,000 円）もしくは 10,000 円

第３条

社会通念上妥当とする額

および日本大学薬学部校友会桜薬会会報広告掲載内規に関する運用細則による。
11．広告掲載料金は日本大学薬学部校友会桜薬会会報広告掲載料金細則による。
12．広告掲載料金の振込は日本大学薬学部校友会奨学金専用口座とする。
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昭和 57 年 ５ 月 23 日

施

昭和 59 年 12 月 10 日

一部改正

行

昭和 63 年 10 月 12 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 23 年 ６月 ３ 日

一部改正

会 費 納 入 報 告

会合予告
昭和48年卒 18期生同期会開催のお知らせ

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

昭和 48 年卒 18 期生同期会を下記により開催します。

平成 24 年度薬学部校友会通常総会並びに懇親会を

日

時：平成 24 年 6 月 10 日（日）13 時 00 分～

多数ご参加下さいますようお願いいたします。

場

所：東京ガーデンパレス

連絡先：安川

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）

幹事会開催のお知らせ

薬事管理学研究室（経営学研究室

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

山洋美 97 定永晶子 98 野口敬太郎 00 髙橋千絵

61 江花恭子 66 増田直代 67 下田祥三 69 岸田邦

01 池増鮎美 , 穂刈郷美 03 圡居孝之 , 長嶋昭人

雄 70 藤波寛

04 田上里輪

73 富沢恒夫

74 松村昌子

76 村上敦子

81 田中滋子

82 三船恵以子 84 木所克也 , 戸倉玲子 ,

95 平

以上 84 名

波多江則子 85 戸倉雅仁 86 吉野隆章 88 大出正人

20,000 円納入者

92 石塚利恵

66 永石寿治 72 田口久美子 , 山本豊 79 桑田信博

94 小柳英一 , 羽田容子

96 嶋﨑英子

以上 29 名

80 野口榮三

83 伊藤哲雄

96 北雄一朗

97 大内希

01 吉原久美子

薬事経済学研究

94 菅野浩 , 平塚真紀

77 川崎雅博 , 藤増美紀子

85 神谷英里

99 邉玲美

89 大月浩

00 河本美奈子

08 曽我部秀文

以上 14 名

4,000 円納入者

健先生は本年、傘寿を迎えられます。

71 野口幸一 75 長井邦男 96 小松﨑康文 07 野原暢

日

57 島田浩 , 田妻正吉

60 大森和枝
30,000 円納入者
77 矢作恵

以上８名

以上１名

場

２－６

所：都内ホテル（未定）

幹

事：渡辺茂和、渡辺

）

３階「ラウンジ」

6,000 円納入者

50,000 円納入者

56 加藤嘉久 57 池上武子 61 河原久子 78 上田忠司

69 冠政光

１－５－２

以上１名

以上４名

		

連絡先：日本大学薬学部薬事管理学研究室

56 吉村恭子 57 秋本公秀 , 宮尾清三 59 清水英雄 ,

博士２年

１名

藤 井 忠 男 60 関 口 悦 子 , 長 谷 川 明 61 石 塚 起 久 子

学部１年

１名

62 渡 辺 知 男

学部２年

２名

64 鳴瀧哈爾子 65 太田健三 , 近絢子 , 高田定一 , 瀧下

学部３年

２名

滿之 66 桑畑善信 , 望月清見

68 中村欽一 , 中村光

学部４年

４名

69 荒尾美紗子 , 牛込昌子

70 飯泉勝次 , 土肥栞 ,

学部５年

３名

72 北中進 , 榊原剛 , 高畑悟 ,

学部６年

３名

校友会活動は会費により運営していますので、
会費納入にご協力よろしくお願いいたします。
会費名簿資料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。）

機能形態学研究室ホームページでお知らせ致しますの

（薬学部校友会へ会費還付があったもの）

E-mail:watanabe.haruko@.nihon-u.ac.jp

※４月中に葉書にてご案内いたします。

機能形態学研究室同窓会を計画しています。詳細は

10,000 円納入者

TEL:047-465-7389

実、加藤奈津江

機能形態学研究室同窓会のご案内

平成 23 年度本部準会員会費納入者人数

都営浅草線・ゆりかもめ） 徒歩３分

〜

場

12 時 30 分

最寄り駅：新橋駅（JR・東京メトロ銀座線・

昭和55年入学者・昭和59年卒
第29期同窓会開催報告
時：平成 24 年９月１日（土）16：00

所：第一ホテルアネックス
東京都千代田区内幸町

徒歩２分

日

時：平成 24 年５月 27 日（土）
午後１時～３時（受付開始

		
		

57 近藤泰夫 58 伊勢忠 , 細谷正夫 60 吉川登志江

56 滝戸澄子

303 会議室

最寄り駅：市ヶ谷駅 JR 中央線下車

裕 , 宮内美里 , 峯岸一夫

室）同窓会を下記の通り開催いたします。なお、中村

18 時 00 分～ 20 時 00 分
千代田区五番町

2,000 円納入者

72 多和田敞 , 渡辺直美

93 笠 原 靖

ようお願いいたします。

時：平成 24 年６月１日（金）
所：日本大学桜門会館

90 小 澤 美 加 子 , 岩 瀬 希 衣 子 , 奈 良 和 明

どうぞ皆様お誘い合わせの上、ご出席くださいます

ます。

場

会費納入者

04 田中寿幸

薬事管理学研究室（経営学研究室 薬事
経済学研究室）同窓会のご案内

通常総会に向けて幹事会を下記日時により開催いた

		

yasukawa.ken ＠ nihon-u.ne.jp
迷惑メール防止のため＠は全角にしています。

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

TEL.047-465-1107

〜

		
		

７－７－１

事：齋藤好廣・安川憲（学内）・大河内一紀・
佐野（林）加代子

		

512 教室

船橋市習志野台
東葉高速線

幹

		

		

所：日本大学薬学部

TEL. 03－3813－6211（代表）

		

時：平成 24 年６月 23 日（土）
13 時 30 分～ 14 時 30 分

日

〒 113-0034 東京都文京区湯島 1-7-5

		

総会

場

会費を納入いただきました方々の名簿です。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報告とさせていただきます。
（平成23年８月16日～平成24年１月31日）

多数のご参加をお待ちしています。

下記により開催いたします。

日

財務委員会

子

山口壽

63 三 枝 成 男 , 菅 谷 栄 夫 , 三 浦 庄 二

71 新井千壽子

中村均 , 野村知江子 , 渡辺正剛

73 三 枝 良 安 , 福 地

幹男

75 三浦孝司 , 山岸美恵子

76 片桐秀明 , 佐藤

寛子

77 小谷正 , 広瀬丈祐

でご覧ください。また、下記のメールアドレスに①御

未納の方は同封振込用紙で会費納入をお願いいたし

名前（旧姓）②卒業年次③御連絡先（メールアドレス）

ます。会費は年額 2,000 円です。事務簡素化のため

宮﨑由美

80 佐々木桂子 , 都築素美

をお送りください。同窓会のお知らせ及び出欠確認を

5 年分 10,000 円または 10 年分 20,000 円を

木下尊文

82 飯 田 恵 子

メールで行いたいと思いますので多くの方の登録をお

一括納入していただければ幸甚です。

待ちしております。

日本大学薬学部校友会（桜薬会）奨学金寄付者

78 杉山裕茂 , 三宅宗晴

79 阿久津裕子 , 塩之入盾和 , 深澤厚子 , 松木雄一郎 ,

薬学科１期生一同

81 加藤善久 ,

61 高野怜，64 渡邊和子，76 本橋重康

84 加 藤 泉 , 長 谷 川 正 江

08 曽我部秀文

85 阿部由紀子 , 牛込彰彦 , 佐久間節子 , 福原美幸 , 鹿

島説子

86 稲 垣 裕 子 , 砂 田 節 子

87 浅 田 雅 子 , 菅

谷 佐 知 子 88 髙 木 晶 子 , 澤 田 秀 子 89 池 田 寿 美 子

連絡先：kinoukeitai.dousoukai@gmail.com
32

以上 16 名

33

合計 279,306 円

