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【寄稿】

薬機法改正と新規感染症

熊本地震における対応について
大川

昭薬同窓会会長
へん み

ひろみち

逸見 仁道（D-22B/M5
本号では恒例になりました「平成塾薬剤師支援講座」
（4-7 頁）の紹介記事ならびに同窓生の活躍を紹介する
「学究の広場」
（9 頁）と「昭薬同窓生リレー寄稿」
（12
頁）に加えて、熊本支部長大川正晃氏（D-32B）には
熊本地震を体験し、県対策本部に詰められた経験を寄
稿して頂きました。自然災害が過去に例を見ないほど
多発する昨今ですので、公的な対応を知った上で個人
や地域での対策を立てる上で参考になるのではないで
しょうか。
「学究の広場」の大城聡氏には医学・健康科学研究
の礎について解説を頂きました。大城氏とは一昨年の
日本薬剤師会学術大会 in 金沢の時に青木保外志氏
（D-20A）の仲介で話したのが再会のきっかけとなり
ました。また、
「昭薬同窓生リレー寄稿」の渡邊 輝氏
（D-51Y）には一歩を踏み出す大切さを経験談として
頂きました。
さて、本題の「薬機法改正と新規感染症」ですが、
まずは薬機法改正からです。薬事法が薬機法になって
5 年、法の定めるところにより改正案作成に 1 年前よ
り取り掛かって、昨年 11 月に改正薬機法が国会を通
り、12 月に交付されました。改正の Keyword は「連
携」ということで「地域連携薬局」と「専門医療機関
連携薬局」との 2 つの連携薬局の業務内容が描かれて
います。今後は事案ごとに順次発効することになって
おり、詳しくは厚労省 HP や日経メディカルなどの専
門誌をご覧ください。また、非薬剤師の薬局内での業
務についての通達も昨年 4 月に出され（平成 31 年 4
月 2 日付薬生総発 0402 第 1 号）
、薬剤師の業務を薬と
いう「モノ」から患者という「ひと」へ変換する圧力
が高まっています。
この原稿を執筆している段階でヒトに呼吸器感染
を引き起こす新規コロナウイルスが大騒ぎになって
い ます。WHO による最終的な命名は severe acute
respiratory syndrome coronavirus （
2 SARS-CoV-2）
で、
英語では Wuhan coronavirus とも呼ばれています。

昭和49年卒）

また、SARS-CoV-2 により引き起こされる疾患名は
COVID-19 と決まり、病態や特徴など次第に明らかに
なりつつあります。呼吸器感染ということでインフル
エンザウイルスと同様に接触感染や飛沫感染の可能性
が高いのではないかと考えられています。奇しくも
平成塾薬剤師支援講座では最近二人の感染症の専門
家にご講演を頂きました。一人は感染研時代に WHO
の委員を務めインフルエンザウイルス 2009pdm 株の
パンデミック時に活躍された田代眞人氏で、両ウイ
ルスとも呼吸器疾患を引きおこすということで感染
の拡大を防ぐための方策はほぼ同じと考えて良いと
思います。印象に残ったのは欧米でマスクをする人
が少ない理由の１つとして、飛沫感染よりも接触感
染が多いことが知れ渡っているので手洗いが有効と
考えて行動している人が多いという話でした。今回
の報道を見てもドアノブや手すりなどを介した接触
感染とその対策並びに咳エチケットなどの有効な予
防策について呼びかけている場面が次第に増えつつ
あり、正しい理解が浸透することを願うばかりです。
今一人は、次回の日本感染症学会を主催し政府の専
門家会議のメンバーでもある舘田一博氏で、MARS
では高血圧や腎疾患などの基礎疾患をもつ高齢者に
死者が多く、またマスコミは大騒ぎするので、我々
医療者は大騒ぎを冷静に見ながら科学的根拠に基づ
いて職務を果たしましょうと呼びかけられました。
講演から 1 週間でこの騒ぎですので、まさに時節的
中でしたが、講演時にはウイルス騒ぎは起こってお
らず、
受講者数が少なかったのは残念でした。しかし、
受講された方々はこのお二人を TV や新聞などでご
覧になり、先んじて勉強なされたことを誇りに感じ、
学んだことを生かして欲しいと思います。
前号でもお伝えした通り、同窓会は今年で創立 60
周年を迎えます。記念事業として 60 周年記念号の発
行と祝賀会開催ならびに寄附金の募集を計画してお
ります。何卒、
積極的なご参加をお願い申し上げます。

【表紙解説】春の姫路城／カタクリ
カタクリ

Erythronium japonicum Decne

ユリ科カタクリ属

生薬名：片栗澱粉

春一番に咲き、いつの間にか姿を消してしまうカタクリは"春の妖精"と呼ばれる植物のひとつです。種が着床してから花が咲くまで7
年程かかり、多年草ですが花を咲かせられるのは7回程度と言われます。うつむき加減に控えめながらも、薄紫色の花被片を精一杯に反
り返らせ佇む様子には、凛とした美しさがあります。球根（鱗茎）から採れる良質な澱粉粒は片栗粉として利用され、アミロースとア
ミロペクチンという多糖体からできています。かつてはすり傷や湿疹に直接患部にふりかけたり、風邪や下痢などの病後の滋養にくず
湯としても服用されていました。花言葉は「初恋」
「寂しさに耐える」など。写真は近畿支部の勝原眞一様に提供して頂きました。
（T.K）
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私は、昭和薬科大学を卒業後、民間の病院勤務を
経て 1984 年
（昭和 59 年）
10 月に熊本県庁に薬剤師
（医
療職）として入庁しました。以後、各職場で薬務、
食品衛生、水道、廃棄物、環境といった幅広い分野
の行政を経験して、2016 年（平成 28 年）4 月に薬務
衛生課長に就任しました。病院薬剤師の経験がある
ということで、平成 7 年の阪神淡路大震災、平成 16
年の中越地震、平成 19 年の中越沖地震、平成 23 年
の東日本大震災に際しては、
毎回「熊本県医療チーム」
の第一陣として派遣されて活動しました。
私が、薬務衛生課長に就任した平成 28 年 4 月に熊
本地震が発生したわけですが、最大震度７の地震が
立て続けに２回発生し、車中泊を含めて避難した県
民は、総人口の 10％にあたる 18 万人にもおよびま
した。ライフラインは完全に遮断されたなかで、他
県から支援に駆け付ける DMAT、JMAT が使用する
医薬品等の供給、各避難所に置く一般用医薬品の確
保等といった薬務の分野の対応をする一方で、衛生
の分野では、要配慮者への宿泊施設を提供しました。
併せて、避難所の過密を解消するために宿泊施設に
一時避難する「リフレッシュ避難」を実施し、延べ
18,259 人泊の利用がありました。また、ライフライ
ンの復旧まで、被災者の入浴支援のために公衆浴場
の無料開放を実施しました。延べ 316,000 人の利用が
あり、県民に大変喜ばれました。
医薬品の流通につきましては、熊本地震の２年前
の平成 26 年 1 月に九州の中心に位置することから、
県において「九州を支える広域防災拠点構想」を策
定し、熊本県薬剤師会の協力を得て、災害薬事コー
ディネーターや災害支援薬剤師の養成に取り組んで
おりましたし、熊本県医薬品卸業協会の協力を得て
県総合防災訓練において県内に備蓄してある災害用
備蓄医薬品の搬送訓練を実施しておりましたので、
熊本地震では、大きな混乱もなく対応することがで
きました。ただ、実際の運用になると迅速な対応が
求められますので、災害薬事コーディネーターは、
県の薬務衛生課に配置をお願いして、災害対策本部
の各機関と現地の災害支援薬剤師との連絡調整、三
県（大分、広島、和歌山）の薬剤師会から派遣して
いただいたモバイルファーマシーの運行管理をして
いただきました。医薬品の供給は、県内の医薬品卸
業者（卸業者には、同窓の管理薬剤師もおり、大変

正晃（D-32B

昭和59年卒）

助けていただきました。
）が医薬品の配送が可能な状
況であったので、時間的なロスと混乱を避けるため
に現場の医薬品供給拠点（延べ７カ所）の薬剤師が
直接卸業者に発注して、直接供給拠点に納品する体
制を取り、定時発注（１日２回）後、17 時までに熊
本県薬に報告し、県薬で取りまとめた後、県に報告
することとしました。品目は、JMAT 携行医薬品リ
ストにあるものに限定して行いました。
概ね順調に推移しておりましたが、医療機関から
麻薬が不足するかも知れないという情報があり、麻
薬卸業者に照会すると熊本空港が閉鎖され、麻薬の
元卸業者からの供給が止まっているとのことでした。
麻薬の流通は、制限があるため、隣県からの輸送が
できませんでした。発災後すぐに熊本県庁内に国の
現地対策本部が立ち上げられ、厚生労働省の薬系技
官の方々も派遣されておりましたので相談すると、
制限を解除する通知を発出していただき、不測の事
態に備えることができ安堵したことを覚えています。
震災後、これらの対応の検証を行うと問題点も浮
かび上がってきました。①支援は、災害救助費で行
われるため、医薬品のデッドストックを極力なくす
必要があります。我々が行ったスキームにも改良の
余地があり、医薬品供給拠点間の情報共有が必要で
あり、人的支援（災害支援薬剤師）も厚く行う必要
があります。②災害支援物資の整理を行い、一般用
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医薬品も確保しなければなりません。③救護所等に
おける医薬品の保管・管理も重要です。④迅速に薬
局の被災状況を確認。
（災害用処方箋の発行可否を判
断。
）⑤「お薬手帳」の更なる普及啓発。⑤災害用処
方箋の運用。
（今後、様式の統一、周知が必要。）⑥
感染性廃棄物の処理。
（熊本地震では、廃棄物処理施
設が機能していなかったため、持ち帰りをお願いし
ました。
）
また、モバイルファーマシーにつきましては、熊
本地震においてその有用性が十分認識されたところ
です。震災後、熊本県薬剤師会においても県に対し
て整備の要望がなされました。県議会のご理解も得
ることができて予算確保ができました。平成 30 年 4
月にトラックをベースとした「くまモン」をラッピ
ングしたモバイルファーマシーのお披露目を迎える

ことができ、今後の活用を期待しているところです。
最後に、今年 4 月に発災から四年を迎えますが、
被災直後の 1 割に減ったとはいえ、未だに 4,393 名
（1,863 世帯）の被災者が仮住まいを続けております。
そのような状況の中で、熊本県民の心の支えである
熊本城は、再建まで 20 年を要すると言われています
が、来年春には、大天守の再建が成し遂げられ、一
部見学もできるようになる予定です。まだ、復旧、復
興の道半ばですが、熊本は、力強くその歩みを続け
ております。
今まで様々なご支援をいただいた同窓の皆様、国
内外の皆様に改めて深く感謝申し上げます。
（現：阿蘇製薬株式会社 品質統括部長 総括製造販
売責任者）

元木和幸理事長訪問記
同窓会会長

へん み

ひろみち

逸見 仁道（D-22B

昭和49年卒）

9 月 25 日（水）に元木和幸理事長へ同窓会新執
行部発足のご挨拶に伺って参りました。新執行部
発足が７月でしたので遅くなってしまった感は拭
えませんが、猛暑を避ける意味もあったというこ
とでご理解を得ました。同行したのは田口恭治副
会長（兼広報及び学術部長）
（D-22B）と寺門哲副
会長（兼組織部長）
（D-29B）の 2 名で、多くの理
事監事の方々が都合がつかず同行できなかったの
は残念でした。
長年同窓会を支えて来られた 5 名の理事の退任
を報告するとともに若返った新しい執行部のもと
であるべき同窓会の姿について説明をいたしまし
た。理事長からは同窓会報の主要な教員や部活ク
ラブへの配布についてお礼を述べられました。ま

た、来年（2020 年）に 60 周年を迎えることと「昭
薬同窓会」という名称が決定された経緯について
ご説明いたしました。元木理事長も歴史的経緯に
ついては初めて聞く話として感心されており、私
も含めてつい最近まで知らなかった話ですので、
同窓生には大学の歴史とともに知っておいて頂き
たい事柄と思いました。大学は来年（2020 年）90
周年を迎えますが、少子化の影響などその運営に
手腕が期待されることなど、短い時間でしたが将
来に向けた有意義な意見交換ができたと思います。
新しい関係の構築には少し時間がかかるかも知れ
ませんが、着実に良い方向へ流れていると感じる
ことができました。

平成塾薬剤師業務支援講座報告
腎機能低下時に注意すべき薬剤について
日
場
講

時：2019 年 5 月 19 日 14:40～16:10
所：町田市文化交流センター 5F 会議室カトレア
師：日本赤十字社医療センター薬剤部
石田 耕太 先生

講師略歴 石田 耕太（いしだ こうた）
（D-44S）
平成８年昭和薬科大学 薬学部 卒業、平成 10 年昭
和薬科大学大学院 修士課程修了（薬学修士取得）
、
平成 10 年日本赤十字社医療センター薬剤部入職、
平成 18 年昭和薬科大学大学院 博士（薬学）取得、
平成 26 年同薬剤部病棟業務課長、
平成 27 年薬剤部副部長

今回は病院薬剤師の石田先生から腎機能低下時の
薬物動態、腎機能をみる検査値方法と薬による腎障
害、腎機能低下時症例としてシベンゾリンによる低
血糖、腎機能低下時の TS-1 症例についてのお話しを
伺いました。以下に講演内容の要約を紹介する。
最近は医療機関が薬局へ検査値情報を提供する機
会が増えてきている。薬剤師は腎機能に基づいた処
方監査と、医薬品の適正使用を推進し実践すること
が求められる。透析患者をはじめとする腎機能低下
患者への腎排泄性薬剤の過量投与による副作用は、
未だ後を絶たないのが現状である。腎機能に注意が
必要な薬剤として大きく分けて 3 項目ある。1．腎機
能低下時に用量調整が必要な腎排泄型薬剤、プレガ
バリン（傾眠、転倒）
、メトホルミン（乳酸アシドー
シス）
、アマンタジン（意識障害、精神症状）
、アシ
クロビル（急性腎障害、精神症状）など、2．腎排泄

型ではないが、腎機能低下時に有害事象リスクが増
大する薬剤、エプレレノン（高カリウム血症）、ワル
ファリン（出血リスク増大）など、３．腎障害を誘
発する薬剤、ロキソプロフェン（腎前性急性腎障害）、
シスプラチン（腎性急性腎障害）、アシクロビル（腎
後性急性腎障害）などから、有害事象の減少を目的
とし、腎機能に応じて適切な投与方法、投与量に変
更することが重要である。また腎機能は加齢ととも
に低下し、特に高齢者では、腎排泄型薬剤の投与時
には腎機能検査値に留意し、適切な投与量を投与し
なければならない。その際に添付文書や、薬物動態
を含めた医薬品情報を駆使し、腎機能低下患者への
副作用の防止に関与し、患者の不利益を防ぐことが
薬剤師しかできないことである。
講演は薬剤性腎障害をより早期に診断し，適切な
予防・治療を行うことは，慢性腎不全の進行を抑制
し腎不全の発生を減らすという観点と腎排泄性薬が
有効に安全に投与されるためには医師 - 薬剤師の連
携がさらに重要であるこが示された。
講演で示された図の一部を紹介します。

腎機能に注意が必要な薬剤の分類
広告

同窓生が活躍しています !

秋山薬局
〒 211-0034

神奈川県川崎市中原区井田中ノ町 33-6

秋 山 直 敏（D-23A 昭和50 年卒）
秋

月

電話・FAX 044−766−2264

鳳（D-22B）
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インフルエンザに関する最近のトピックス

糖尿病治療薬の特徴と使い分け

日
場
講

日 時：2019 年 11 月 10 日 14：40～16：10
場 所：町田市文化交流センター 5F 会議室
カトレア
講 師：日本赤十字社医療センター薬剤部
服部 芳規先生

−新型インフルエンザへの事前準備
（最悪のシナリオへの十分な対応を）
−
時：2019 年 10 月 20 日（日）13：00～14：30
所：町田市文化交流センター 5F サルビア
師：元国立感染症研究所インフルエンザウイル
ス研究センター長＆元 WHO インフルエン
ザ協力センター長 田代 眞人 先生

講師略歴 田代 眞人（たしろ まさと）
昭和 50 年 3 月東北大学医学部医学科卒業。福島県
いわき市立磐城共立病院内科にて初期臨床研修後、
山形大学医学部細菌学講座（本間守男教授）助手、
ドイツ・ギーセン大学ウイルス学研究所留学、自治
医科大学医学部ウイルス学講座助教授（飛田清毅教
授）を経て、平成 6 年より国立予防衛生研究所ウイ
ルス第 1 部部長、組織改編により国立感染症研究所
ウイルス製剤部長、ウイルス第 3 部長、インフルエ
ン ザ ウ イ ル ス 研 究 セ ン タ ー 長、 平 成 11 年 よ り
WHO 世界インフルエンザ協力センター長兼務。
平成 26 年 4 月より国立感染症研究所名誉所員。

田代先生はインフルエンザ行政のみならず学問的
な業績も多く、また、世界のインフルエンザに関わ
る研究者や行政官を相手に一歩もひかない姿勢は高
く評価されてきた。今回は多くの資料を携えて、主
として行政を中心とした今後の対応について、学問
的な根拠を交えて講演を頂いた。講演は（1）インフ
ルエンザワクチン、（2）抗インフルエンザ薬による
治療、
（3）鳥インフルエンザとパンデミック危機管
理準備、
（4）強毒型（高病原性）インフルエンザ大

糖尿病治療の新潮流
日
場
講

流行（パンデミック）への準備、（5）パンデミック
への事前準備と緊急対応 の 5 部編成で、資料も膨
大なものになった。講演時間内やこの紙面で全てを
紹介するのは無理であるが、印象に残ったのはウイ
ルスによる新たな呼吸器感染症流行に備えて、抗ウ
イルス薬の準備と備蓄やワクチン：特に汎用ワクチ
ンの開発と準備に力を注ぐとともに、医療関係者の
心構えを含めた準備の必要性であった。中国での新
たな感染症の報告もあり、行政も含めた対応につい
て知っておくべき事柄について講演頂いた。

ー薬物治療を中心にー

時：2019 年 11 月 10 日（日）13：00～14：30
所：町田市文化交流センター 5F サルビア
師：東京都立墨東病院
内科医長 吉原 彩 先生

講師略歴 吉原 彩（よしはら あや）
平成 16 年 3 月東邦大学医学部卒業、医師国家試験
合格、平成 24 年 3 月同大学大学院博士課程修了
博士（医学）取得。済生会神奈川県病院にて初期臨
床研修後、東邦大学医学部内科学講座 糖尿病代謝
内分泌学分野、
東邦大学医学部医学科教育開発室（卒
後臨床研修 / 生涯教育センター副センター長）を経
て、平成 29 年 1 月より現職。
専門分野：内分泌代謝 日本内科学会内分泌代謝科
専門医・指導医・評議員、糖尿病学会専門医・指導
医、総合内科専門医・指導医

わが国の糖尿病患者は年々増加しており、糖尿病
および糖尿病の可能性が否定できない人は国民の約
25％にのぼる。糖尿病治療は、食事療法、運動療法
が治療の基本だが、薬物療法が必要になるケースは
多い。食事療法については極端な糖質制限に走らず、
栄養価のバランスを考慮した指導が望まれる。薬物
療法はビグアナイド薬、チアゾリジン薬、グリニド薬、
SU 薬、DPP4 阻 害 薬、 α GI 薬、SGLT2 阻 害 薬、
GLP1 阻害薬、インスリンをその患者の病状や生活環

境にあわせて組み合わせて行っていくが、近年糖尿
病の薬物療法は大きく変わりつつある。2009 年に
DPP4 阻害薬、翌年に GLP1 製剤が発売されて以降、
これまで最も処方量の多かった SU 薬は大幅に使用
が減少し、DPP4 阻害薬がそれに変わるという大き
な変化があった。また、2014 年に登場した SGLT2
阻害薬は、心血管、腎疾患の一次および二次予防効
果が示唆されており、今後さらに糖尿病治療が大き
く変化する可能性がある。
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～糖尿病ケアにおいて薬剤師に何ができるのか～
講師略歴 服部 芳規（はっとり よしき）
平成 27 年 静岡県立大学薬学部薬学科卒業、
平成 27 年日本赤十字社医療センター 薬剤部入社

今回は、日本赤十字社医療センター薬剤部の服部
先生から「糖尿病治療薬の種類と使い分け」
、
「糖尿
病患者に対する薬剤師の役割」についてお話しを伺っ
た。以下に講演内容の要約を紹介する。
1921 年にインスリンが抽出・発見されて以来、今
日までに様々な糖尿病治療薬が開発されてきた。近
年では、インクレチン関連薬や SGLT2 阻害薬なども
登場し、その種類は増え続けていることから、今後
も新しい作用機序の薬が開発されることが予想され
る。また、処方鑑査は薬剤師業務の中で最も重要な
ものの一つであるが、糖尿病治療薬の選択肢が多様
化していく中で、処方された薬が適切かを判断する
ためには、薬剤師は薬理作用のみならず、それぞれ
の薬の立ち位置や臨床上の特徴、使い分けの方法な
ども背景知識として把握する必要がある。
インスリン分泌の低下が主な病態の患者（痩せ型
〜標準型、高齢者）には DPP-4 阻害薬を用い、効果
不十分な場合にはビグアナイド薬を併用することが
多い。インスリン抵抗性が主な病態の患者（肥満型
～標準型）にはビグアナイド薬を用い、効果不十分

な場合は増量か DPP-4 阻害薬の併用を検討する。イ
ンスリン分泌がある程度保たれている患者には GLP-1
受容体作動薬、SGLT2 阻害薬を用いる。なお、
「糖尿
病治療ガイド 2018-2019」では、薬物治療の初期段階
における GLP-1 受容体作動薬の使用が明記された。
一方、空腹時高血糖の改善薬としてスルホニル尿
素（SU）薬やチアゾリジン薬を、痩せ型〜標準型の
食後高血糖に対してはグリニド薬（ナテグリニドな
ど）
、肥満型〜標準型にはα - グルコシダーゼ阻害薬
などを用いる。服部先生は講演の中で、すい臓のラ
ンゲルハンス島の A 細胞（α細胞）から分泌され、
血糖値を上昇させるホルモンであるグルカゴンに対し
て、SU 薬、グリニド薬は分泌を促進するが、DPP-4
阻害薬や GLP-1 受容体作動薬といったインクレチン
関連薬、α - グルコシダーゼ阻害薬は反対にグルカゴ
ン分泌を抑制するなど、最新のデータも示された。
糖尿病治療薬の服薬指導において、その薬が処方
されている理由を患者と共有することは、アドヒア
ランスを保つ重要な要素の一つとなり得る。しかし
糖尿病は、食事療法や運動療法などの患者自身の行
動が病態を大きく左右し、生涯にわたり療養生活が
必要になる。そのため薬剤師は、単なる服薬指導の
みに留まらず、療養指導にも携わっていかなければ
ならない。病態の解明や新規治療薬の開発に伴い、
糖尿病治療は時代を追うごとに様々に変化している。
薬剤師もまた、その時代の波に乗り遅れることなく、
変化に応じた服薬指導や生活指導を心掛けていかな
ければならない。今回の講演は、糖尿病患者により
良質のサポートを提供するために我々薬剤師に何がで
きるのか、考えるきっかけを投げかけるものであった。

世界的脅威としての抗菌薬耐性（AMR）問題
日
場
講

時：2020 年 1 月 19 日
（日）
13：00～14：30
所：町田市文化交流センター 5F サルビア
師：東邦大学医学部微生物・感染症学講座
教授・東邦大学医療センター大森病院
感染管理部部長 舘田 一博先生

世の中では感染症の問題点を正しく理解すること
はなかなかに難しいのではないかと感じる。マスコ
ミは正しい知識というよりもいかに一般受けするか
という取り上げ方で、場合によっては興味本位で馬
鹿騒ぎしている感もあり、40 年ほど前の AIDS 騒ぎ
—7—

講師略歴 舘田 一博（たてだ かずひろ）
昭和 60 年 3 月長崎大学医学部医学科卒業。平成 2
年東邦大学医学部微生物学講座助手、平成 11 年 平成 13 年米国ミシガン大学呼吸器内科留学、平成
17 年東邦大学医学部微生物・感染症学講座准教授
を経て、
平成 23 年より現職。東邦大学医療センター
大森病院 感染管理部部長も兼務。
学会での役職等：日本感染症学会 理事長、日本臨
床微生物学会 理事長、ICD 協議会 議長

昭薬同窓会会報

学究の広場

私の医学・健康科学研究の礎になった薬学教育
（D-24B

予定通り開催されました。参加者の減少が心配
されましたが、幸い 10 名を超える同窓生が参集
されました。末廣敦子氏（D-33A）による乾杯
の音頭で開始され、定年後に本格的に始めたと
いう中村成典氏（D-30B）によるバイオリン演
奏も大いに華を添えました。また、田村達美氏
（D-31B）からは卒後障がいを負った同窓生がパ
ラリンピック選手候補者として活躍していると
いう紹介もあり、同窓生の活躍する状況が伝わっ
てきました。このような盛況は地元を中心に活
躍する平尾真氏（D-33B）の地道なサポートが
あってこそと感謝いたしております。松本純衆
議院議員や本田顕子参議院議員からも祝電を頂
きました。この場を借りて御礼申し上げます。
次回は札幌での開催で、全国から同窓生が学
術大会に集まることが予想されますので、是非、
同窓会懇親会にもご参加下さるようお願い申し
上げます。
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日本薬剤師会学術大会に合わせて同窓会懇親
会を開催しています。一昨年は東京、昨年は金
沢で開催いたしました。懇親会開催の目的の一
つは地域の支部会の活性化であり、東京の時は
村瀬雅之前理事長の叙勲祝いを兼ねて、東京 4
支部の共同開催となり 50 名を超える多くの参加
者がありました。昨年は石川県ということで支
部名称のみで実質的な活動実績はなかったので
すが、多くの方々の努力により、懇親会開催を
期に石川・富山県支部が発足し、滝尻茂晴支部
長（D-37A）、村松 滋副支部長（兼事務局長）
体制での支部活動が始まりました。本年の下関
は山口県支部の管轄ですが、最近の活動実績は
ゼロの状態で、何とか支部活動の活性化ができ
ればと考えておりました。事前に学会場に貼付
する懇親会の案内状の作製や主だった同窓生へ
連絡など準備はそれなりに進めましたが、予期
せぬ大きな障害が立ちはだかりました。台風 19
号です。前日の 12 日に伊豆に上陸し、広範囲に
大きな水害をもたらしました。私自身は航空便
を含めた旅程の前倒しなど影響を最小限に留め
る努力はいたしましたが、変更した便が欠航に
なるなどてんやわんやの状況でした。それでも
どうにか会の時間には間に合うことができまし
た。参加予定者にも影響があり、参加不能との
連絡がいくつか入りました。
そんな中、同窓会 in 下関は東京第一ホテル下
関 2 階 寿の間で 10 月 13 日（日）午後 7 時より

タンパク質を同定し国際学会で報告した（Oshiro
th
th
。次のス
et al, 2015 ～ 2019 , 国際神経化学会）
テップではマーカータンパク質の抗体を作製し、
MS、PS の定性・定量を目指している。最近、
臓器間のコミュニケーションやがん細胞が分泌
するエクソソームが注目を浴びており、MS と
PS のマーカータンパク質の分泌とエクソソーム
の関係を調べることが私の直近の研究テーマで
ある。
これまでの私の医学・健康科学研究の礎には
薬学教育がある。最近、これまでの私の研究歴
と 業 績 を 学 術 的 SNS の Mendeley と Research
Gate に登録し国内外の研究者間と交流を始め
た。研究者間の交流はプロジェクト研究を創出
する。新体制の昭薬同窓会が取り持つ卒業生間
の交流が同窓生の共同研究や共同事業に繋がる
ことを期待してやまない。
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Y-bearing sperm

第52回日本薬剤師会学術大会 昭薬同窓会 in 下関 報告

今回、薬剤師や薬業関連分野で活躍されてい
る同窓生の皆様に私の医学・健康科学関連の専
門領域を紹介させて頂く機会を頂いたので、こ
れまで関わってきた話題性のある 2 つの研究
テーマについて紹介したい。
１．キャリアーフリー電気泳動による X 精子
（メ
ス精子）と Y 精子（オス精子）の分離
２．唾液中の精神ストレス（MS）及び肉体スト
レス（PS）マーカータンパク質の探索
医学関連の研究については、東京医科歯科大
学（東医歯大）の医学研究科・博士課程時代に、
肝細胞内での外来のヘムの代謝に関わる様々な
細胞内小器官をキャリアーフリー電気泳動
（CFE）という特殊な装置で分離し、更に高速液
体クロマトグラフィー（HPLC）でヘムの中間
代謝産物を同定した。本成果は新奇性があった
ことから米国生化学会誌に掲載された（Oshiro
& Najima, J Biol chem, 1988）
。CFE は様々な細
胞も分離でき、東医歯大・東大・慶大との共同
研究によってヒトの X 精子（メス精子）と Y 精
子（オス精子）の分離に成功し（図 1）
、その独
創性から日本学士院の研究機関誌に掲載された
（Kaneko, Iizuka, Oshiro, Nakajima and Mohri,
Proc Japan Adad, 1983）
。また CFE がスペース
シャトル宇宙実験計画に選定され、日本初の宇
宙飛行士（毛利・土井・向井諸氏）が当研究室
を研修先として訪れるなど国家プロジェクトに
関われたことは 40 年間の研究生活の中でも取り
分け貴重な経験であった。
健康科学関連の研究においては、現在、国民
の健康度チェックのストレスマーカーとしてコ
ルチゾール、免疫グロブリン A と G、α-アミラー
ゼ等が測定されている。唾液・尿・爪・毛髪な
どを測定することによりストレスの有無や時期
が特定でき、健康科学分野では、ストレスマー
カーを探索する意義は大きい。科研費に採択（研
究代表者：大城）2010 ～ 2013 年基盤研究（C）
）
されたこともありストレス負荷後に唾液を採取
し、HPLC と質量分析装置を組み合わせたプロ
テ オ ー ム 解 析、 定 量 的 な プ ロ テ オ ー ム 解 析
iTRAQ を用いて MS、PS に特異的なマーカー
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環境・社会、そして地球規模で考えなければいけな
いグローバルな問題であることが明らかになってい
る。抗菌薬耐性をめぐる世界的な問題として認識し、
医師と薬剤師が綿密な連携を図って取り組んでいく
べき課題であると考える。今後、感染症学会に参加
するメンバーと病院薬局や調剤薬局の薬剤師が参加
するワーキンググループの立ち上げなどが急務であ
ると考える。

大城 聰
昭和51年卒）

大東文化大学 スポーツ・健康科学部 健康科学科
大学院 大東文化大学 スポーツ・健康科学研究科 教授

Sperm density (×10 /ml)

の時とさして変わっていない。医療従事者はマスコ
ミの馬鹿騒ぎに釣られることなく科学的根拠に基づ
いて冷静な対応が必要である。今回は院内感染の第
一人者である舘田先生にご講演を頂いたのでその概
略を紹介する。
最近の耐性菌問題には 3 つの特徴が挙げられる。
即ち、
（1）市中感染型耐性菌の出現（2）動物・食品
などを介した耐性菌の広がり（3）新しい感染症治療
薬の枯渇で、それぞれ対策が必要とされている。30
年前には考えられなかった代表的な事例として、元
気な子供が市中感染型 MRSA による感染症を発症し
たことや基質特異性拡張型β−ラクタマーゼ産生の
大腸菌が健康な女性の膀胱炎の原因菌として分離さ
れたことなどが挙げられる。このような現象の背景
として耐性菌が市中で生まれ、家畜・ペット・食品
を介して伝播するという新しい形態が報告されてい
る。耐性菌問題は病院内だけの問題ではなく、市中・

0

Fraction No

図1

ヒト精子のキャリアーフリー電気泳動パターン

略歴
学歴
1976年3月 昭和薬科大学薬学部薬学科卒業
1978年3月	東京工業大学 総合理工学研究科
（生命化学専攻）
修了：
理学修士取得
1982年3月	東京医科歯科大学 医学研究科（生化学専攻）
修了：医学
博士取得
職歴
1990年5月
1992年4月
2005年4月
2007年4月
2015年4月
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支部会便り
神奈川北相・横浜南・
湘南3支部合同総会・研修会
木下 泰男
（D-24B）
日時：令和元年10月27日 10：00 ～
場所：ホテル・ザ・ノットヨコハマ
神奈川湘南支部として平成 24 年 3 月の総会後久し
く総会を開いていませんでしたが、今回、北相支部・
横浜南支部の声掛けをいただき、神奈川北相・横浜南・
湘南支部合同総会・研修会開催となりました。
参加者は本部の理事及び一般の方々を含め研修会
32 名、懇親会 22 名でした。
研修会は「ストレス関連疾患の病態と治療」の演
題で東邦大学医療センター大森病院、心療医学講座・
診療内科 端詰 勝敬教授にご講演いただきました。
心療内科の歴史から始まり、心身症の講演を聞き
ながら、ときに課題が出て隣同士で話し合い発表す
る形式もあり、楽しく過ごしました。
また、懇親会では、参加者一人一人のお話しを聞
く機会があり、学生時代の事、卒後の事、現在の状

多摩南支部会

島袋 幸昭
（D-20B）
日時：令和元年12月1日（日）
場所：町田市民ホール第一会議室
町田市民ホール第一会議室において、第 24 回多摩
南支部地域学術研修会と総会を開催しました。研修
会には平成塾受講生と他支部会員を含めて 17 名が受
講しました。2019 年は厚生労働省によるとインフル
エンザが 11 月 15 日に全国で流行期にはいり、前年
に比べて四週間早く、新型インフルエンザが流行った
2009 年に次いで過去二番目の早さという事であった。
本格的なインフルエンザの流行期を迎えるにあたり、
研修会は今泉眞知子先生（D-20B）に “ 処方解析「イ
ンフルエンザ」” についてと題して、インフルエンザ
ウイルスに関する基礎知識、感染予防、処方薬の意図、
治療薬の使用方法、副作用、使用上の注意点などに

況等を楽しく伺うことができました。年代を超えた
繋がりは貴重なことと実感しました。今後はクラス
会やクラブ活動にも注目し、支部会の活性化に繋が
れば良いなと思っています。
まだまだ参加者が少なく、湘南支部では 409 名に
ハガキを出して、返信なしが 295 枚という状況です。
また 409 名全員にハガキを送ったので費用もかさみ
ました。今後は案内不要の方には出さない方針です
がそれもさみしいものがあります。
最後になりますが、今回参加された理事、北相支部・
横浜西の役員の皆様及び、参加された先生方ありが
とうございます。また、今回参加できなかった会員
の皆様、次回はご参加くださるようお願いします。

ついて分かり易く講演していただきました。
研修会終了後、引き続き支部総会を行い、村上純
子（D-18B）会計幹事から平成 30 年度の会計及び活
動について報告があり承認されたました。
支部総会終了後、懇親会を行いました。懇親会に
は同窓会逸見仁道代表理事をはじめ他支部会員を含
めて 12 名が出席し大いに飲み、食べながら懇親を深
めました。

D-20Ｂ

小池 盛明
（昭和47年卒）
日時：令和元年10月19日（土）
場所：一次会：ANAクラウンプラザホテル（金沢）
二次会：大衆割烹喜乃屋
令和元年 10 月 19 日（土）に金沢市で D-20B クラ
ス会を一次会：ANA クラウンプラザホテル、二次会：
大衆割烹喜乃屋で開催しました。今回、D-20A クラ
スの方にも参加呼びかけを行ったところ、A クラス

あったことで、大いに盛り上がり、金沢の美味しい
お酒と料理を食べ、飲みながらの楽しいひと時はあっ
という間に過ぎてしまいました。
次回は 2 年後に沖縄で AB 合同の開催ということ
になり、それまで元気にいようと一同決意を新たに
しました。
最後に青木保外志さんと秘書の長嶋真生様に一次
会、二次会の会場や旅行会社、金沢市内観光案内な
どの手配までしていただきましたことに感謝申し上
げます。

D-16

横山 唯生
（昭和43年卒）
日時：令和元年10月27日
（日）
13：00～15：30
場所：鎌倉峰本八幡宮本店
昨年の横浜に続き、令和元年は鎌倉で開催しまし
た。八幡宮入口の太鼓橋に集合。卒業以来初めて参
加の高野夫妻、水谷さんに「あの人誰だっけ？」
「懐
かしい！」等々久し振りの再会に大盛り上がりとな
り、準備してきたかいがありました。
全員そろって玉砂利の参道を歩き、手水舎で参拝
前のお清めをし、静御前が舞を披露した舞殿にたど
り着き、石段を上る横を見ると大銀杏の悲しい姿、
だがその脇に新芽が芽吹いており、生命の強さを感
じました。上の朱塗りの本宮でお参りをし、振り返
ると鎌倉市街が一望できました。
宴会は段葛通りに面した「そばと創作料理の峰本」
で行いました。亡くなられた方への黙とうに続き、
一番遠い沖縄から来てくださった松田さんの乾杯の
ご発声で始まり、会食、歓談と続きました。髙田さん、
神作さんによる大学関係のお話の後、各自の近況報
告に入りましたが、皆さん間もなく全員が後期高齢
者で、お話も親の介護、自身の病気やケガとご苦労
されている方、一方で薬局経営、パートで調剤薬局

D-9A

伊藤 文雄
（昭和36年卒）
日時：令和元年11月9日
（土）
PM12：00 ～ 15：00
場所：東京ステーションホテル桐の間

クラス会便り
から 10 名、AB 合わせて 34 人が参加しました。
台風 15 号で被害にあわれた方、台風 19 号の影響
で北陸新幹線が不通となったこともあり、かなり欠
席者もでるのではないかと心配しましたが、一次会
のみの出席者で交通機関の遅れで会場についた時に
は終わっていたと連絡があった方以外、北海道や沖
縄から全員の出席でした。2 年前、新宿京王プラザホ
テルで開催した時、次回は金沢で再会しようと皆さ
ん楽しみにしていたこと、A クラスからの出席者も
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最終回クラス会を開催致しました。昭和 51 年第一
回東京駅前国際観光ホテルから始まり令和元年 28 回
迄クラス会員の皆さんにはご協力を大変感謝してお
ります。
最後のクラス会なので出席者数を期待し、11 人と
少なく上田先生御夫妻の出席を頂き、和やかな雰囲
気でクラス会も盛り上がり、2 次会は浅草で…。
クラス会員の石塚とみ子さんが平成 31.4.1 日薬有
功賞（公益財団法人日本薬剤師会）
、令和元年 11.21
学校保健及び学校安全表彰（令和元年度文部科学大
臣表彰）
、令和元年 11.21 学校薬剤師賞・学校薬剤師
活動協力者感謝状表彰（日本薬剤師会）を 3 賞され
ました。

に勤務、傾聴ボランティアで奉仕されている方、い
ろいろでした。余興では平野さんによる恒例のフラ
ダンス、水色の衣装で優雅な踊りを楽しんだ後、全
員合唱でご当地ソングの「鎌倉」、学生時代に白樺湖
行きのバスで歌った「忘れな草をあなたに」など、
私横山のハーモニカ伴奏で元気よく歌い、往時を偲
びました。最後に吉田さんの一本締めで締め、次回
の幹事大栗さんから、来年長崎県佐世保ハウステン
ボスで実施予定の同期会について説明がありました。
二次会は豊島屋洋菓子舗「置石」でケーキとコー
ヒーを頂きながら歓談し「来年も元気で会いましょ
う」と再会を約束して帰路につきました。
最後に昭薬同窓会より、クラス会助成金ありがと
うございました。

大学 90 周年、同窓会費 3,000 円振込等連絡し閉会
しました。
クラス会当日、天皇陛下の即位を祝う国民祭典の
祝賀式典が皇居前広場で開かれ、翌日 10 日は皇居宮
殿から赤坂御所迄祝賀御礼の儀でパレードがあり、
最終回クラス会は出席者にとって忘れられないクラ
ス会になった事でしょう。
同窓会事務局の皆様にも色々有難うございました。
助成金等感謝しております。
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同窓会をご支援くださる皆様の日頃からのご厚情に心より感謝申し上げます。
同窓会をご⽀援くださる皆様の⽇頃からのご厚情に⼼より感謝申し上げます。
2020 年に昭薬同窓会は 60 周年を迎えます。これを祝して記念祝賀会を開催致し
2020年に昭薬同窓会は60周年を迎えます。これを祝して記念祝賀会を開催致し
ます。詳細が決まりましたのでここにご案内をさせていただきます。
ます。詳細が決まりましたのでここにご案内をさせていただきます。

道をひらく
渡邊

輝（D-51Y

～～昭薬同窓会
60 周年記念祝賀会のご案内～
～
昭薬同窓会60周年記念祝賀会のご案内

回

平成15年卒）

株式会社なごみ薬局代表取締役

次回の寄稿者は渡邊氏からの推薦で安藤尚克氏（D-51S

平成 15 年卒）です。

11日
2 年2 11
2 時より
日 時：令和
時：令和
年月
1114
月 日（土）午後
14 日（土）午後
2 :00 より
22会
4−2−25 TEL：03–6685–0541
TEL:03−6685−0541
会 場：「アルカディア市ヶ谷」東京都千代田区九段北
場：
「アルカディア市ヶ谷」東京都千代田区九段北 4–2–25
市ケ谷駅［A1］から徒歩約
1分 1 分
市ケ谷駅［A1］から徒歩約
・記念講演 午後 2：00 〜午後 4：00（於：鳥海）
・記念講演

●「ドラッグストアーの現在・未来」

リレンザ

答えはホームページでCHECK!! http://www.shoyaku.net

風邪、やインフルエンザの季節です。今
年は中国からの新型コロナウイルスの感
染で世の中が落ち着きません。旦那さん
の家でも奥さんのツマ子さんと心配をし
ていました。そこへ、友人の会社員の関込（せきこみ） さ
んが訪ねてきてこんな話になりました。関込さんは風邪で
内科の医師を受診したというのです。
旦那さん：君はインフルエンザだと聞いていたけれど、検
査結果は違ったらしいね。ホッとしたね。
ツマ子さん：仕事の上で無理を重ねていたせいで、熱が38℃
近くまで上がって、てっきりインフルエンザと
思って会社の近所の内科の先生に診てもらった
と奥さんからお聞きしましたよ。
関込さん：私はインフルエンザの治療薬を使う時には注意
しなくてはならないんです。妻がリレンザとい
う薬がよく効いていたので自分も使いたいので
すが、アレルギーの関係で注意するように言わ

れました。
ツマ子さん：私も以前、インフルエンザと言われた時にリレ
ンザというお薬は出して貰ったことがあるけど
別になんともなかったんだけど。
旦那さん：食べ物のアレルギーと薬も関係があるのかね？
私もインフルエンザの治療薬はタミフルと言う
のを飲んだ事があるがなんともなかったけどね。
関込さん：今回はインフルエンザではないので、処方はフ
ロモックス錠250ｍｇという抗生物質とトラン
サミン250ｍｇと言う薬でした。
Ｑ1：関込さんのアレルギーは以下のどれと考えられますか？
①卵（卵白）アレルギー ②牛乳アレルギー ③小麦アレルギー
Ｑ2：以下のインフルエンザ治療薬、予防用製剤の中で関
込さんがアレルギーの関係で注意しなくてはならない
のはどれですか？
①タミフルカプセル
②イナビル吸入
③インフルエンザワクチン ④上記全部

クスリのアオキ HD 会長 青木桂生氏（D-13B）

・懇親会：
午後 4：00
〜午後６：00（於：霧島東）
・懇親会：午後
4：00
〜午後６：00（於：霧島東）
3 会 費 ：10,000 円（当日受付にてお支払いください）
または Eメールでお申込みください。件名を「60周年参加申込」とし、
43 お申込み：下記宛てFAX
会
費 ：10,000 円（当日受付にてお支払いください）
4 お申込み：下記宛て
FAX または E メールでお申込みください。件名を「60
周年参加申込」とし、
ご氏名、ご住所、電話番号/メールアドレス、卒年（またはクラス名
D-○○）をご記入ください。
ご氏名、ご住所、電話番号 / メールアドレス、卒年（またはクラス名
D- ○○）をご記入ください。
お電話でも受け付けております。
お電話でも受け付けております。
一般社団法人昭薬同窓会 事務局 TEL：042-722-5750（平日 p.m.12:00〜15:00）
⼀般社団法⼈昭薬同窓会 事務局 TEL：042-722-5750（平日 p.m.12:00 〜 15:00）
FAX：042-721-1295 Eメール：alinfo@shoyaku.net
ご多⽤の折とは存じますが、ぜひご出席くださいますようご案内申し上げます。

2020 年度 一般社団法人昭薬同窓会・平成塾通信講座

受講生
募集

‟ 薬剤師に必要な知識（Ⅳ）“
もっと知りたかった不整脈・⼼不全及び⾼⾎圧症と
⾻粗鬆症・関節リウマチ及び眼疾患の薬物療法

臨床現場における薬物療法の進歩は著しく、薬剤師は⽣涯にわたる研鑽が求められています。しかし、疾患に対する薬 物治療を断⽚的
な知識で無⽅針に勉強することは避けたいことです。各疾患の薬物治療の⾻格となるべき基本的概念を 理解していれば、新しい 「くすり」や
「治療法」が押し寄せて来ても、これらを頭の中で整理して対応ができると考えます。令和２年度の通信講座では、病態と治療を統合した教
科書「薬物治療学 改訂 9 版（南⼭堂」を⽤います。テーマは「不整脈・⼼不全及び⾼⾎圧症の薬物療法」と「⾻粗鬆症・関節リウマチ及
び眼疾患の薬物療法」を選び、これら疾患の基本的概念と治療薬の把握を⽬指します。平成塾の通信講座が地域で活躍されている薬剤
師の先⽣⽅に疾患の基礎的な知識の修得と治療薬の再確認に役⽴てて頂けることを期待しております。

1,2…不整脈・心不全及び高血圧症の薬物療法 3,4…⾻粗鬆症・関節リウマチ及び眼疾患の薬物療法
②心不全の病態生理と薬物療法
11 ①不整脈の病態⽣理と薬物療法
①不整脈の病態⽣理と薬物療法
②心不全の病態生理と薬物療法
22 ③⾼⾎圧の病態⽣理と薬物療法
③⾼⾎圧の病態⽣理と薬物療法

④腎血管性高血圧・腎実質性高血圧の病態生理と薬物療法
④腎血管性高血圧・腎実質性高血圧の病態生理と薬物療法

33 ⑤⾻粗しょう症の病態生理と薬物療法
⑤⾻粗しょう症の病態生理と薬物療法 ⑥関節リウマチの病態生理と薬物療法
⑥関節リウマチの病態生理と薬物療法
44 ⑦緑内障の病態生理と薬物療法
⑦緑内障の病態生理と薬物療法

⑧白内障の病態生理と薬物療法
⑧白内障の病態生理と薬物療法

●テキスト 「薬物治療学 改訂9版」(南⼭堂)を配布。 ２ヶ⽉に１回簡単な解説と復習問題（1講座10ー20問程度）が２講座分
送付されます（6、8、10、12月）。いつからでも始められます。お申し込み時に既発⾏分がある場合にはまとめてお送りいたします。
●復習問題に解答する⽅法

※お申し込みは、裏ページの申込書をご利用ください。

１ インターネット経由： 復習問題配信開始のお知らせを登録されたメールアドレスに送ります。指⽰に従ってインターネット
経由で解答を⼊⼒します。（ホームページを閲覧できる携帯であれば、登録は携帯のメールアドレスでも結構です）
２ ハガキ： 復習問題の解答⽤紙 (ハガキ) をテキスト発送時に同封します。ハガキに解答を記⼊し返送します。
●単位について 復習問題の正答率が6割以上の場合にのみ単位を認定し、シールを発⾏します。 2講座2単位で、年間8単位取
得できます。単位の取得⽅法は以下の2つの⽅法からお選びください。 ※特に記載のない場合は8単位とさせて頂きます。
①年度末に８単位を一括発行する。 ②２単位ずつ発行する。年４回で８単位
●スクーリング・薬剤師業務⽀援講座 ：スクーリングは年２回通信講座のテーマに沿った演題で⾏います。（1回 2単位取得）
2020年度は9月27日（日）と2021年2月14日（日）の予定です。 2020年度受講生は受講料無料で聴講できます。
そのほかに年４回薬剤師業務支援講座も受講出来ます（1講座1単位取得） 。 通信講座8単位と併せて単位取得できます。
— 13 —
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13

FAX：042-721-1295 E メール：alinfo@shoyaku.net
ご多用の折とは存じますが、ぜひご出席くださいますようご案内申し上げます。

●テーマ

昭薬
ミニミニ
クイズ

午後 2：00 〜午後 4：00（於：鳥海）

●「日本調剤の 40 年−日本における医薬分業の歴史−」日本調剤創業者 三津原博氏（D-22A）
●「日本調剤の 40 年−日本における医薬分業の歴史−」日本調剤創業者 三津原博氏（D-22A）
●「ドラッグストアーの現在・未来」（仮題） クスリのアオキ会長 青木桂生氏（D-13B）

— 13 —

差替え（
縮小版、枠はグレー）
↓

私は、昭和薬科大学在学中に東京大学大学院を
受験しましたが残念ながら不合格、その後アルバ
イトをしながら医学部を受験するも不合格、当時
はやること成すこと失敗ばかりでした。私は研究
者や医師になる夢を諦め、病院実習でお世話に
なった都内の私立大学附属病院に薬剤師として就
職しました。自暴自棄になったりもしましたが、
自分は何のために生まれたのか、誰のために生き、
働くのか、その時にたくさん考えました。
3 年間病院でお世話になったあと、薬局の物件
が見つかったため夫婦二人で独立開業いたしまし
た。妻は卒業間近に知り合った昭和薬科大学の S
クラスです。新婚旅行も我慢して溜めた資金と親
から援助してもらい、法律で許容される最低限の
スペースで病院前になごみ薬局を開局しました。
私達の他に６店舗も薬局が同時にオープンしてし
まい、なごみ薬局は一番に倒産するだろうという
厳しい状況でした。それでも患者さん一人ひとり
の価値観に寄り添い、誠実にアドバイスを続け、
待ち時間を減らし在庫を切らさないようにしまし
た。地域と患者さんと社員のための経営とは何な
のか。本を読み考え良いものはすぐに実行しまし
た。経理も労務も請求も内装も営業も薬剤師以外
の仕事もわからないことは調べてやり続けまし
た。夜間に経営大学院で 3 年間勉強もしました。
人生に無駄なことは一つもありません。そして患

者さんが患者さんを呼び、取引業者が店舗を紹介
してくれて中野と西荻窪に 3 店舗、社員 30 名を雇
用するほど会社を大きくすることができました。
現在は薬局を経営しながら、私が子供の頃から好
きでやり続けていたプログラミングを活かした薬
局づくりをしています。薬学的専門性、テクノロ
ジー、アートの 3 つを強みとし患者さんの健康と
未来に貢献する薬局です。ロボットで計数調剤を
行い、人工知能で皮膚をアセスメントするアプリ
を開発、患者予測と在庫管理を自動化させました。
目から認知する情報が脳に影響を与えるため、北
欧の図書館をイメージし社会とのつながりの場と
して薬局をデザインしました。薬剤師を育てるこ
とが間接的に地域に貢献できると思い、中野区で
1 番多く薬学生を受け入れています。社員へは本
代や学会・資格受験料はすべて社費で賄い、専門
的な薬剤師を輩出しています。
私の好きな言葉に、
「一歩ふみだせば道となる」
という言葉があります。薬剤師だからとかお前は
不合格だからとか、年齢も性別も全く関係ありま
せん。人の役に立ちたいという志を立て、自ら成
すのみです。誰にも負けない努力をしてこそ道が
ひらけます。人は例外なく死にます。親から与え
られた命、一度きりの人生、いつなくなるかわか
らない。であるならば、使命を定め、己の可能性
を信じて、道をひらき生き抜きたいのです。泣き
ながら生まれてきたのであれば、最後くらいまわ
りが泣いて自分は後悔することなく笑って死にた
いのです。

差替え 修正版 ( 頁）
↓
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2020 年度⼀般社団法⼈昭薬同窓会・平成塾通信講座申込書
➊ 該当する受講料を次の⼝座にお振込みください

※別途振込⼿数料がかかります

⼝座番号︓00180-0-324854

・ゆうちょ銀⾏払込取扱票でのお振込

ー第９回一般社団法人昭薬同窓会社員総会のお知らせー
第 9 回一般社団法人昭薬同窓会 社員総会を下記のとおり開催いたします
日 時：2020 年 6 月 21 日（日）13：00 〜 16：00
場 所：昭薬会館 5 階会議室
議 題：１．2019 年度会務事業報告
２．2019 年度一般会計決算報告
３．2019 年度監事報告
４．2020 年度会務事業計画案
５．2020 年度一般会計予算案

⼝座名義:⼀般社団法⼈昭薬同窓会・平成塾

･他⾦融機関よりのお振込 ゆうちょ銀⾏ 〇⼀九（ｾﾞﾛｲﾁｷﾕｳ）店 当座 0324854 ⼝座名義︓⼀般社団法⼈昭薬同窓会・平成塾

社員総会終了後、社員及び会員の皆さまと意見交換会をいたします。皆さまご参加ください。

※ 「振込明細」をもって「領収書」とさせていただきます。改めて「領収書」の発⾏は致しませんので保存しておいてください
（ネット上からの場合は取引明細を印刷保存してください）
➋ 申込欄に必要事項をご記⼊の上、FAXにて送信してください

042-721-1295

FAX 番号

➌ 復習問題解答にメール送信を選択した⽅は申込書とは別に、

災害寄付金利用報告

件名に『問題配信希望』、本⽂にお名前と配信を希望するアドレスを⼊⼒して送信してください

メール送信先

alinfo@shoyaku.net

ここ数年自然災害の発生が頻繁になり、想定外の自然
災害により被災される同窓生の方々もおられること思わ
れます。これまで同窓会では中越地震や熊本地震などで
被災された同窓生の方々へその都度災害寄付金を集め、
お見舞金を送って参りました。最近の多発する自然災害
に対応するため、昨年より常時災害寄付金を集め、災害
基金として多発する自然災害に対処することにしており
ます。災害基金の運用に透明性を持たせるため、
「一般
社団法人昭薬同窓会自然災害見舞金規程」を定め（令和
2 年 1 月定例理事会承認）
、運用が可能となりました。
早速、規程に則り、昨年台風 15 号で一部損壊という被
害に遭われた同窓生 9 名 8 軒へお見舞金を送付いたしま
した。また、見舞金送付に先立って千葉県支部 572 名へ
見舞状と被災状況調査票をお送りいたしました。この発
端となったのは D-16A クラス代表の高田一義氏から令

FAX番号、アドレスはお間違えのないようお気をつけください

※ ホームページからもお申込みいただけます http://shoyaku.net/school2020
※本年度はお申込⽅法により受講料が異なります。ご注意ください *のついた受講料について最下段 注をご確認ください
2020年通信講座を申し込みます

希望箇所にチェックを⼊れて該当する受講料をお払込みください

□

教科書(薬物治療学改訂第9版） 要 （教科書代 込）

18,000円*

□

教科書 不要

12,000円*

□

昭薬6年制卒業（教科書代実費のみ）

(薬物治療学改訂第9版を所有している⽅)

9,000円

ふりがな

薬剤師免許番号※取得済みの⽅のみ必須

昭薬卒業⽣の⽅ 旧姓

お名前

テキスト送付先

〒

－

都 道

「自然災害の被害を受けられた方・ご存知の方」

府 県

お電話

FAX
－

－

□⾃宅

⽇中のご連絡先

□勤務先

－

勤務

－

□受講したことがある

□病院 □薬局（開業 勤務）
□その他 (

復習問題の解答⽅法
※上記❸の要領で事務局へ
送信して下さい

⻄暦

平成塾通信講座受講 □初めて

□NO

年

⽉

⽇

当講座を何で知りましたか︖（

）

(2015以前・2015・2016・2017・2018・2019)○で囲む

□ 2単位ごと

□パソコンメールに配信

いつもご協力ありがとうございます。

いずれも口座名義は

※

災害寄附口座：郵便振替
口座名義：一般社団法人昭薬同窓会
口座番号：00100-9-485265
＊振 込用紙は同封の振込用紙か郵便局備え
付けの振込用紙をご利用下さい。郵便局
備え付けの振込用紙の場合はご依頼人名
欄に必ず「災害寄付」と書き、
「卒業年と
お名前」を入れて下さい。
（例：昭和58年
卒の場合、S58 昭薬花子）

引き続き以下の口座でも〔一般寄附〕および〔災害寄附〕を受付けています。

○一般寄附口座：みずほ銀行
○災害寄附口座：りそな銀行

□ 8単位⼀括

町田支店（支店番号116） 口座番号（普通）1782080
成瀬支店（支店番号647） 口座番号（普通）1365833

一般社団法人

昭薬同窓会

□携帯メールに配信（ホームページを閲覧できる携帯に限る）
会員訃報

□メール配信連絡せず⽉に1回ハガキで解答する

問題配信メールアドレス（パソコン・携帯）読み取りやすい⽂字でご記⼊ください

※

携帯の⽅は「shoyaku.net」
からのメールが受けられるように設定なさって下

＠

さい

平成塾からのお知らせ受取りメールアドレス （はがき解答の⽅もご記⼊ください）

＠

※ アドレスは FAX 送信でつぶれやすいので⼤き
な⽂字で分かり易くご記⼊お願いいたします

*受講終了後、全単位取得者には「修了証」を発⾏いたします。修了証２枚のコピーを提出することにより、受講料が２割引となります。
お問合せ先︓⼀般社団法⼈昭薬同窓会・平成塾事務局

自然災害の被害を受けられた方・ご存知の方へ情報提供のお願い
昭薬同窓会には震災や豪雨による洪水・台風などの自然災害による被害を受け
られた同窓生に対する見舞金制度があります。しかしながら、最近頻発する自然
災害の被災者の情報を入手することが難しい状況になっています。そこで、震災
や豪雨など自然災害を受けられた同窓生の方ならびに被災された同窓生をご存知
の方は、事務局へ情報の提供（電話・fax・e-mail）をお願いします。
なお、見舞金制度の原資として会費から独立した災害基金があります。災害基金
へのご寄付も常時受け付けております。互助の精神でよろしくお願いします。

単位発⾏⽅法（ご記⼊のない場合は8単位⼀括とさせていただきます）

)
※

－

⽣年⽉⽇

□携帯

－

昭和薬科⼤学卒業

□YES

和元年 9 月 15 日に寄せられた情報でした。同級生の小
林信夫氏から電話で「台風 15 号で自宅の屋根がふっ飛
び、雨漏りし、室内はめちゃくちゃとなった。現在は電
気も回復し、少し落ち着いた。
」と告げられたとのこと
でした。他にも被災した同窓生がいるのではないかとい
うことで加藤正弘千葉県支部長（D-14B）と相談し、見
舞状の発送となった次第です。
これらの費用は一般会計からは独立している災害基金
（災害寄付金）により賄われました。この場を借りまし
て災害基金（災害寄付金）へご寄付を賜った同窓生の方々
へ御礼を申し上げるとともにその使途についてご報告い
たします。見舞状ならびに見舞金に対する礼状が数多く
寄せられましたが、機会がありましたらご紹介したいと
考えております。また、今後も異常気象による自然災害
の多発が予想されていますので、被災された同窓生の情
報を入手された場合は同窓会事務局または役員までお寄
せください。
（会長 逸見仁道 D-22B 昭和 49 年卒）

TEL 042-722-5750（⽉〜⾦）PM12︓00〜15︓00）
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下記の方のご逝去を悼み、慎んでご冥福を
（ ）内は旧姓
お祈り申し上げます。（敬称略）

S-6
S-15
S-15
S-15
S-17
S-19
S-19
D-5B

伊藤のぶ子（蓮見）
服部 栄子（加藤）
浅野 善恵（木下）
東
信子（三城）
芝崎 昌子（対馬）
櫻井冨美子（有賀）
早坂しづ江（渡部）
新井 武利

2018.12.8
2018.3.5
2019.6.19
2019.6
2019
2018.2
2011.1.14
2020.2.11

D-5B 新井樹美子（小松）
D-7A 加藤 久子
D-7B 塚越 澄子（小幡）
D-8B 小林 千美（松本）
D-9A 藤本 啓子（相澤）
D-9A 吉村サチ子（木村）
D-9B 大武 久夫
D-9B 森
保子（小池）
D-10A 関
治子（渡辺）
D-11B 水谷 恒男
D-12B 千葉 令子（佐藤）
D-13B 宮下 善行

— 15 —

2019.10.5
2019.11.18
2018.5
2019
2019.1
2019.8.23
2020.1.23
2019.3
2019.11.7
2019.11.22
2019.1.22

D-14A 岡村栄三郎
D-14B 手島
洋
D-18A 長利 寛昭
D-20A 本田 悦子（田辺）
D-20B 嘉数 笑子
D-20B 吉田 直子
D-35B 斎藤 光司
D-41S 山木田陽子（大塚）

2020.1.1
2019.11.1
2019.3.29

2016
2019.3.13
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同窓会費納入方法

昭薬同窓会60周年記念事業寄付金

郵便振替（郵便振込用紙）

創立60周年記念事業への寄付金を募集しております。同封の
「趣意書」をご高覧の上ご協力よろしくお願いします。

口座名義：一般社団法人昭薬同窓会
口座番号：00100-9-485265 同窓会費：3000円

不明な点は事務局までお問い合わせください。

昭薬同窓会60周年記念祝賀会

注：同封の振込用紙または郵便局備え付けの振込用紙をご
利用ください

日時：令和2年11月14日（土）午後2：00
会場： アルカディア市ヶ谷 東京都千代田区九段下
記念講演 午後2：00 〜 4：00
懇 親 会 午後4：00 〜 6：00
会費：10,000円 ※詳細は本誌13頁をご覧ください。

ゆうちょダイレクト
口座名義：一般社団法人昭薬同窓会
口座番号：10100-89669221 同窓会費：3000円
＊ゆうちょダイレクトでの送金が出来るようになりました
のでご利用下さい。なお、ご依頼人名欄にはお名前の前
に卒業年を入れて下さい。
例：昭和58年卒の場合、S58 ショウヤクハナコ

第9回 一般社団法人昭薬同窓会社員総会
日時：2020年6月21日（日）13：00 ～ 16：00
場所：昭薬会館5階会議室

口座引き落としもご利用下さい

＊駐車場がありませんので、
公共交通機関にてご参加をお願いたします。

ゆうちょ銀行の口座をお持ちの方
お手持ちのゆうちょ銀行の口座から毎年6月30日に引落す
ものです。用紙は同窓会事務局にありますので、ご連絡い
ただければお送りします。

支部会・クラス会などのお知らせ
D-30A（1978年度入学者を含む）クラス会
日時：2020年10月11日（日）正午〜 15時
場所：クルーズクルーズSHINJUKU
新宿区新宿3-5-4 レインボービレッジ8階
対象者：昭和53（1978）年度入学Aクラス在籍者と
昭和57（1982）年卒業Aクラス（D-30A）
会費：10,000円
連絡先：03-5485-3900
D28Aクラス会
日時：2020年11月22日
場所：ホテルメルパルク東京
幹事：竹口清彦

市中銀行・信用金庫の口座をお持ちの方
お手持ちの銀行及び信用金庫の口座から毎年6月3日または
7月3日に引落すもので、この場合は、同窓会事務所にある
所定の申込用紙に記入してください。
事務局にご連絡いただければお送りします。

「部活クラブ」代表代議員(社員）の募集
「部活クラブ」代表は代議員として同窓会運営に携わることが
できます。現在活動のないクラブ等の参加も認められておりま
すので、積極的にご参加ください。詳細は同窓会HPまたは事
務局までお問い合わせください。

第53回日本薬剤師会学術大会

広告募集

会期：2020年10月10日（土）・11日（日）
開催地：北海道札幌市 会場：札幌市民交流プラザ ほか

お勤め先、事業内容などを会報誌でPRしてみませんか？

平成塾薬剤師業務支援講座
1「検査値をどう読むか ?」（最近の話題）
つくば国際大学医療保健学部臨床検査学科教授 石川 文雄 先生
日時：4月19日（日）13:00 〜 14:30
場所：町田市文化交流センター 5F会議室 サルビア
2「聞いてみようスポーツファーマシー」
−服薬指導に悩むアンチドーピング対応−
すばる薬局代表取締役 スポーツファーマシスト 原山 眞理子 先生
日時：7月26日（日）13:00 〜 14:30
場所：町田市文化交流センター 5F会議室 サルビア

平成塾第23回スクーリング
もっと知りたかった不整脈･心不全及び高血圧症の薬物療法
1「基礎からわかる腎臓の解剖生理と腎性高血圧症の薬物療法」
新潟薬科大学薬学部 薬効安全性学研究室教授 小林靖奈先生
2「不整脈の病態生理と薬物療法」（講師未定）
日時：9月27日
（日）
①13:00〜14:30、
②14:40〜16:10
場所：町田市文化交流センター 5F会議室 サルビア

同窓会運営協力金のお願い
皆様のご厚情により多くの申し込みがあり心より感謝いたしてお
ります。本年も引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。

発行者：一般社団法人 昭薬同窓会 代表理事
（会長）逸見

仁道

同窓会では企業・クラブなどの広告や、同窓生の交流促進
のための名刺広告を募集しています。事業紹介、人材募集、
研修会の案内など会誌を毀損させないものならどのようなも
のでも結構です。皆様の協賛、
ご出稿をお待ちしております。
広告料
1頁
1/2頁
1/4頁
裏表紙（カラー）￥100,000 ￥50,000 ￥25,000
内頁（白黒)
￥60,000 ￥30,000 ￥15,000
名刺広告（横7.2×縦3.5㎝、内頁・白黒）￥5,000-

1/8頁
￥12,500
￥7,500

※その他、要望等がございましたらご相談ください。詳細は同窓会
HP
（http://shoyaku.net）
、
または事務局までお問い合わせください。

編 集 後 記 中国湖北省武漢市から接触者を中心に広がった

新型コロナウイルスが世界中に感染拡大しています。この118
号が皆様方のお手元に届いている頃には終息宣言が出されている
ことを祈っております。118号は近畿支部の勝原様の姫路城と
カタクリの写真に始まり、逸見会長の挨拶、大川様の熊本県医療
チームとしての「熊本地震における対応について」
、大学理事長
訪問紀、業務支援講座報告、クラス会・支部会報告、渡邊様の在
学生に是非読んで頂きたい「昭薬同窓生リレー寄稿」と大城様の
「学究の広場」は研究活動の礎となった薬学教育などと今回も幅
広い内容となりました。同窓会は「ONE TEAM」として令和の
時代に向かって活発に事業を展開していきます。最後になりまし
たが、ご多忙中にもかかわらず118号にご寄稿くださいました
先生方に、この場を借りて厚くお礼申し上げます。 (K.T)

■会報掲載の原稿・写真等の返却について

事務局：〒 194−0042 東京都町田市東玉川学園 3 丁目 3138 番地 昭薬会舘 5 階内
会報に掲載した原稿、写真、イラスト等については返却いた
電話 042-722-5750 FAX  042-721-1295
しませんのでご了承下さい。ただし返却が必要な場合は遠慮な
E メール：alinfo@shoyaku.net ホームページ：http://shoyaku.net
くお申し出下さい。
印刷所：株式会社 相模プリント
同窓会事務局へのお問合せは月曜日〜金曜日の12時から15時にお願いいたします。
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