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昭薬同窓会  会報

昭薬同窓会 in 東京
〜第 50 回日本薬剤師会学術大会〜

D ー１６クラス会のお知らせ

認定薬剤師を平成塾（G−12）で！

■第 50 回日本薬剤師会学術大会 TOKYO
　Pharmacists Practicing with Pride
　〜新たな時代に向けて、さらなる飛躍〜
会　期：2017 年（平成 29 年）10 月 8 日（日）・9 日（月・祝）
開催地：東京国際フォーラム、
　　　　JP タワー ホール＆カンファレンス
　　　　http://www.c-linkage.co.jp/jpa50/
第 50 回日薬学術大会の東京開催が決定したことから、例年行
われている昭薬同窓会の懇親会を下記の通り準備いたします。
◆懇親会の場所・時間
日　時：2017 年 10 月 8 日（日）　19：00 ～ 21：00
会　場：新橋　第一ホテルアネックス　３F ラウンジ　
　　　　TEL：03-3596-7788（宴会予約担当）
　　　　東京国際フォーラムより徒歩約 13 分　
　　　　https://www.hankyu-hotel.com/hotel/dhannex/ 
　　　　　　　　 banquet/52/index.html
会　費：¥10,000

日　時：平成 29 年 11 月 5 日㈰
内　容：東京湾クルーズ
会　費：￥15,000
幹　事：吉田　定　TEL：03-3938-2936
詳細は追ってお知らせいたします。

新規申請：４年以内に 40 単位
　　　　　平成塾で 15 単位以上あれば申請可能
更新申請：３年間で 30 単位
　　　　　平成塾で１０単位以上あれば申請可能

他のプロバイダー手帳（認定）での更新も可能
新規・更新共に平成塾で年間５単位以上必要

　昭薬同窓会報に広告を掲載したい団体、企業等を募集し
ます。

　　広告料 1 ページ ￥60,000
 1/2 ページ ￥30,000
 （裏表紙全ページ） ￥100,000

　お申し込み、お問い合わせは電話またはメールで事務局
までお願いいたします。

一般社団法人 昭薬同窓会

一般社団法人 昭薬同窓会
http://www.shoyaku.net

第6回一般社団法人昭薬同窓会
　社員総会のお知らせ
理事及び監事の選出並びに立候補
　の届出等の受付に関する告示

平成塾薬剤師業務支援講座報告
寄生虫性Zoonosis
毒と薬と人間のかかわり

事務局長の死を悼む

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。用紙は同窓会事務所にありますので、ご連絡いただけ
ればお送りします。

口座名義：一般社団法人昭薬同窓会（振込先加入者名）
口座番号：００１００－９－４８５２６５
同窓会費： 3,000 円

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。

会費納入は、便利な口座引き落としで

その昔、学生時代に 21世紀は平和な時代になっているだろう、と
単純に夢見ていました。ところが昨今の世の中をみると分裂を深め
不寛容な世になっているように思われます。せめて同窓会は、分裂
ではなく寛容であることを大切にし、普段は忘れていても、ふと思
い出したときに温かく迎えてくれる友がいる、と思えるような組織
でありたいと思っています。	 （かんさく記）
※「昭薬同窓会会報」誌と共にインターネットで「昭薬同窓会」も
ご覧下さい

編 集 後 記

発行者：一般社団法人 昭薬同窓会 会長（代表理事）古泉　秀夫
事 務 局 ：電話 042 − 722 − 5750　FAX 042 − 721 − 1295　〒 194 − 0042　東京都町田市東玉川学園 3 丁目 3138 番地 昭薬会館 5 階内
 E メール：alinfo@shoyaku.net　ホームページ：http://shoyaku.net
印刷所：	株式会社アトリエいわさき　東京都日野市多摩平 4− 10	多摩平の森 2− 1− 403

「沖縄波上宮」／沖縄県那覇市
（撮影者／ D − 11A　古泉秀夫）

第112号
2017 年 3 月 15 日

支部会だより
茨城支部、秋田支部総会、横浜南支部
川崎支部会

クラス会だより
D−9A、D−11A、D−12B、D−16、
D−17B、D−27A、D−29AB、D−37A

OB会だより
第5回昭和薬科大学合唱団同窓会

● 災害支援のための義援金積み立てのお願い
● 蒲田薬剤師会からのお誘い
● 一般社団法人昭薬同窓会・平成塾 通信講座受講生募集

会報 112 号は以下の方に発送しております
会報 112 号は、
 ・全国の会費完納者（平成 28 年度まで納入された方）
 ・住所が新たに判明した方
　以上の方々に送っています。
　同窓会の方で、今号を受けとっていないというお知り合いがいらっしゃったら、会費の納入をおすすめください。納入確認
　後、会報をお送りいたします。

広 告 募 集

平成 28 年度
第 6 回社員総会のお知らせ

詳しくは本紙 P3 をご覧ください
日　時：平成 29 年 6 月 18 日㈰　13：00 ～ 16：00
場　所：昭薬会館 5 階会議室
議　題：１．平成 28 年度会務事業報告
　　　　２．平成 28 年度一般会計決算報告
　　　　３．平成 28 年度平成塾会計
　　　　４．平成 28 年度生監事報告
　　　　５．平成 29 年度会務事業計画案
　　　　６．平成 29 年度一般会計予算案
　　　　７．理事及び監事選考委員会報告
平成 28 年度は理事及び監事の任期が終了します。
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表紙写真　「沖縄波上宮」
　沖縄は至る所に前の戦争の傷跡が残っている。この「なみのうえぐう」と云う神社も、前の戦争で被災し、昭和 28 年に本殿と社務
所が、昭和 36 年に拝殿が再建されたが、平成 5 年に本殿以下諸社殿が竣工、平成 18 年に那覇市史跡文化財に指定されたとされている。
狛犬がシーサーで、拝殿は赤い屋根で些か他の都道府県で見る神社とは異なっている（D11 ー古泉）。

─ 2 ─ ─ 3 ─

　昭薬同窓会の歴史の中で、稀にみる代議員会流会
騒動が起こり、結局は、同窓会活動に対する見るべ
き改革案もないまま、私怨に基づく空騒ぎだと云う
ことで、取り敢えず騒ぎは表面上鎮静化した。そ
んな中 2009 年 8 月 9 日（平成 21 年）に行われた第
37 回臨時代議員会において、会員各位の協力によ
り、会長職に付くことが承認された。
　但し、代行徴収の廃止という、激変に襲われたた
めに、従来の同窓会運営とは異なり、同窓会会員の
納入する会費のみが収入となるため、従来通りの活
動を行うことは不可能。予算縮小の方向に活動の舵
を切らざるを得ない事になった。
　2010 年 7 月 1 日（平成 22 年）『公益社団法人薬
剤師認定制度認証機構』から昭薬同窓会（平成塾）
に対して認証番号Ｇ 12 としての認証状を受領した。
これは大学は学生の教育が主であり、卒後研修は、
同窓会の役割ではないかと考えたことと、会運営の
経費の助けにならないかと考えたことによる。現在
行われている卒後研修は、通信講座とスクーリング
を組み合わせた方法で行っており、研修用の教科書
は選定されたテーマに従い、各理事が執筆してい
る。この塾の運営努力は、将来、同窓会の財産とす
ることが出来る程度に育てることが出来るのでは

一般社団法人昭薬同窓会代表理事
古泉　秀夫（D − 11A　昭和 38 年卒）

「丁度時間となりました」

ないかの願いがあるからである。同窓生の皆様はこ
の塾を受講することで、同窓会の運営に御協力頂き
たいと思っている。
　単なる同窓会は、権利能力なき社団で、法律的に
は何も守られていないということであり、法人化す
べきだという意見があって手続きを始めた。普通、
手続きのために出す書類は専門家に頼むようである
が、最低でも 20 万円はかかるという話で、自分で
書類を作る作業を始めた。最終的には司法書士に校
閲をお願いしたが、御陰で安く収まり、2011 年 8
月 16 日（平成 23 年）一般社団法人昭薬同窓会の設
立登記が終了した。
　ところで本会の規約第 27 条 2 項で『代表理事（会
長）については、連続して任期 3 期を超えない範囲
で再任を妨げないものとする』となっており、今年
がその年に該当する。法人化前に 2 年、法人化後 6
年で、合計 8 年間にわたり、財政の確立を図りたい
ともがいてきたが、まだ道遠である。
　考えてみると、同窓会の活動というのは、何かを
会にやって貰えると云うのではなく、卒業生の一人
一人が、会のために何かをすることではないかと考
えている。まず最初に 3,000 円／年の会費の納入を
お願いしたい。

第 6 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：平成 29 年 6 月 18 日㈰　13：00 ～ 16：00

場　所：昭薬会館 5 階会議室
議　題：⒈　平成 28 年度会務事業報告
　　　　⒉　平成 28 年度一般会計決算報告
　　　　⒊　平成 28 年度平成塾会計報告
　　　　⒋　平成 28 年度監事報告
　　　　⒌　平成 29 年度会務事業計画案
　　　　⒍　平成 29 年度一般会計予算案
　　　　⒎　理事及び監事選考委員会報告
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。その折、小林事務
局長を偲ぶ会もいたします。

平成 29 年 3 月 20 日

告示
会員各位

一般社団法人昭薬同窓会
代表理事（会長）
　　　　　　古泉　秀夫

　　　　　　　　　　理事及び監事の選出並びに
　　　　　　　　　　　　　　立候補の届出等の受付に関する告示

「一般社団法人昭薬同窓会定款」及び「一般社団法人昭薬同窓会理事及び監事選出要綱」に則り、下記のとおり、
平成29年7月1日から平成31年6月30日までを任期とする理事23名及び監事2名の選出の告示をいたします。

記

1　理事及び監事の選出は、平成 29 年 6 月 18 日（日）に開催される第 6 回社員総会において理事・監事
選考委員会における選考結果を報告し、承認を得ます。

2　理事及び監事の被選出資格は平成 29 年 3 月 1 日までに平成 28 年度までの会費を完納している会員と
する。

3　立候補しようとする会員は、立候補届出書（様式第 1 号）及び趣意書（様式第 2 号）を添えて届け出
て下さい。

4　立候補の届け出に必要な書類の様式はすべて定まっております。届出関係書類一式及び関係諸規程は、
事務局にご請求ください。

5　立候補の届け出の受付期間は、平成29年3月21日から4月30日までとし、4月30日消印は有効とします。
一般社団法人昭薬同窓会選考委員会宛の書留郵便で受け付けます。

6　その他、立候補に関するお問い合わせは、事務局にお願いいたします。

　宛先　一般社団法人昭薬同窓会選考委員会
　　　　〒 194 − 0042　町田市東玉川学園 3 − 3138　昭薬会館 5 階

一般社団法人昭薬同窓会　事務局　042 − 722 − 5750
＊関係書類はホームページよりダウンロードできます。

第 6 回一般社団法人昭薬同窓会社員総会のお知らせ

理事及び監事の選出並びに立候補の届出等の受付に関する告示
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日　時：2016 年 11 月 13 日㈰

　　　　13：00 〜 14：00

場　所：町田文化交流センター

　　　　５階サルビア

講　師：Vet’s Office S・Aoki　代表

　　　　元岩手大学農学部獣医学科教授

　　　　獣医学博士　青木　忍　先生

　Zoonosis（人獣（畜）共通感染症）は、1850 年に
「自然な状況下でヒトと動物間で伝播する疾患あるい
は感染症」と世界保健機構と国際連合食糧農業機関
の合同専門家会議で定義されている。
　Zoonosis について人獣共通感染症、人畜共通感染
症、動物由来感染症、人と動物の共通感染症などと
呼ばれてきたが、誤解を招く表現だと云うことで、最
近では Zoonosis（Zoo= 動物・nosis（病気））とよば
れるようになっている。
　Zoonosis というと縁遠い疾病のように考えがちだ
が、その数は 200 以上におよび、エボラ出血熱、鳥
インフルエンザ、SARS、デング熱など、最近ニュー
スになった疾病もたくさん含まれている。症状は日和
見感染から致死的なものまで種々である。その原因は
細菌 , ウイルス、リケッチア、プリオン、真菌 , 寄生

平成塾薬剤師業務支援講座報告
寄生虫性 Zoonosis

虫など、ヒトに感染する全ての病原体の約 60％が含
まれるといわれている。そのうち、ヒトが自然宿主の
ものが 3%、動物が自然宿主のものが 97% である。動
物が宿主である病原体にヒトが感染した場合、その
中の 30% はヒトからヒトへ伝播するとされる。感染
源としては、　ウシ、ブタなどの産業動物、イヌ、ネ
コなどの愛玩動物、野生動物の他に食品、環境（水、
土壌など）などさまざまである。
　今回は、Zoonosis のうち妊婦で問題になるトキソ
プラズマ症、子供の砂場遊びで問題になった回虫症、
ノーベル賞を受賞した「イベルメクチン」が治療薬と
なる疥癬について解説し、感染経路、症状、治療薬
等について解説された。
　特に予防法として寄生虫性 Zoonosis では、動物
との接し方だけでなく、生水、食品（特に肉の生食、
ゲテモノ食いなど）、土いじり（ガーデニング、家庭
菜園など）が重要であることが示された。
　Zoonosis についてふだん我々は、あまり考えがお
よばず見過ごしてしまう可能性が考えらえられる。場
合によっては、風邪の症状と類似した症状が見られ
るため、風邪薬を購入するために来局した患者に対
し、単に風邪薬を出すだけではなく、動物の飼育、生
活習慣などについても、確認することが必要であろう。
学術担当理事　田端　康（D− 22A　昭和 49 年卒）

「研修認定単位：平成塾より 1 単位」

講師略歴　青木　忍（写真左）
日本獣医生命科学大学卒
獣医学博士
元・岩手大学　外科教授
元・日本獣医生命科学大学　外科助教授
現在：日本獣医生命科学大学獣医学部看護学科非常勤講師
　　　湘央生命科学技術専門学校応用生物学科非常勤講師
　　　日本動物高度医療センターにて耳科、皮膚科、形成外科担当（〜2012年3月）
　　　Vet's office S・AOKI代表取締役

日　時：2016 年 12 月 18 日㈰　14:00 〜 15:30

場　所：昭和薬科大学第２教室

講　師：日本薬科大学薬品創製化学分野　教授

　　　　船山　信次　先生

　「毒」といえば「船山信次」と連想されるほど、最
近は大麻・麻薬・覚醒剤など事あるごとに TV など
のマスコミに引っ張り出されるほどご活躍されてい
る。その発端となったのは最初の書物「アルカロイド

（共立出版）」であり、それまで解説書のなかったアル
カロイドを生合成過程で 14 に分類すると例外なく納
まることが分かり、最初の著作物となった。出版され
るまで４つの出版社に断られるなどの苦労話も披露さ
れた。
　人類は古来より毒を薬として利用してきた。地球誕
生から 46 億年を 1 年に換算すると 100 年は 1 秒以下
となり、換算した時系列で毒と薬の歴史を 4 つの時
代に分けられる。即ち、古代（太古から平安時代）・
中世（〜江戸時代）・近世（江戸時代）・近代〜現代（明
治以降）である。古代ヨーロッパでは「水銀」が不
老不死薬として持てはやされ、また、中国では徐福
が不老不死を求めることを使命として秦の始皇帝を
騙した。本邦では奈良の正倉院に唐から伝わった 60
種の薬のリスト「種々薬帳」があり、その終わりの２
つ狼毒（ロウドク）と冶葛（ヤカツ）はまさに「毒」
として扱われている。

毒と薬と人間のかかわり

　中世（〜江戸時代）では、犬がその生命と引き換
えに収穫するというマンドラゴラ伝説もまた、不老不
死や魔女狩につながる。さらに近世になると大分現
代に近づき、1899 年のバイエル社のアスピリンとヘ
ロインを上下に並べた広告が興味深い。サリチル酸
とモルヒネという別々な化合物をアセチル化という共
通項で選んだのみで、現在の薬としての有用性を考
慮すると考えられない組み合わせとなっている。
　近代〜現代では、微生物学の勃興と発展と切り離
せない。特に、赤痢や結核、炭疽など人類を恐怖に
落とし込んだ様々な病原微生物の同定・単離と抗生
物質の発見は一大イベントである。特に演者が共に
過ごした大村智先生のイベルメクチンは多くの人のみ
ならず動物も救っている。また、向神経薬・麻薬・覚
醒剤・危険ドラッグの勃興も現在社会を映す鏡となっ
ている。さらに、ケシ類の花の見事さと身の回りの危
ない植物（銀杏・紫陽花の葉・ドクゼリ・夾竹桃など）
を挙げられ、注意喚起がなされた。
　時代とともに毒と薬について代表的な事例を挙げ、
毒を毒として、あるいは毒を制して薬として利用して
きたかを短い時間で概説し、「毒薬同源」という考え
方を提唱されている。また、中国起源の「薬食同源」
と 1972 年の造語「医食同源」の言葉の生まれた経緯
や正当性なども含め、同時に著書に著した内容も紹
介しながら「毒と薬」の理解を深めた貴重な講演で
あった。演者が2017年5月に主催する「日本薬史学会」
にぜひ参加したいと考えている。
学術担当理事　逸見仁道（D− 22B　昭和 49 年卒 )

「研修認定単位：平成塾より 1 単位」

講師略歴　船山信次

1951年仙台市にて出生、1980年東北大学大学院薬学研究科博士課程修了

薬学博士（東北大学）。薬剤師・認定薬剤師。

イリノイ大学、東北大学医学部、北里研究所、東北大学薬学部、青森大学工学部などを経て、2004年より現職。

主な著書：アルカロイド-毒と薬の宝庫-（共立出版1998）、カラー図解毒の科学-毒と人間のかかわり（ナツメ社2013）など。

また、TV出演など多数。日本薬史学会2017年会会長
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（写真前列左から 3 番目が黒澤先生）
　平成 28 年 11 月 6 日㈰ホテルテラスザガーデン水
戸において黒澤忍先生（D − 12A）瑞宝双光章受章
叙勲祝賀会を盛大に開催いたしました。
　黒澤先生におかれましては、茨城県薬剤師会代議
員、水戸薬剤師会理事等を長きにわたりお勤めにな
られ、茨城県女性薬剤師会では、現在副会長をお勤
めでいらっしゃいます。
　昭和 45 年からは公認私立桂幼稚園、茨城県立水
戸桜ノ牧高校学校常北校、城里町常北中学校・桂中
学・石塚小学校・情報区幼稚園、城里町立沢山小学
校、城里町立常北小学校・桂小学校、城里町立七会
小学校の学校薬剤師として長きにわたり現在もお勤
めになられていらっしゃいます。
　茨城県水戸保健所長感謝状、茨城県学校保健会会
長表彰、茨城県知事表彰、常北町長表彰、文部科学
大臣表彰、茨城県薬剤師会会長表彰、日本女性薬剤
師会会長表彰を受賞されていいらっしゃいます。
　お集まりいただいた先生方と和やかな楽しい時間
を過ごす中で、黒澤先生の今後益々のご活躍とご健
勝を祈念しつつお開きになりました。

茨城支部
黒澤忍先生（D ー 12A）瑞宝双光章
受賞叙勲祝賀会
日時：平成 28 年 11 月 6 日㈰
場所：ホテルテラスザガーデン水戸
青山芳文（D − 36B　昭和 63 年卒）茨城支部長

支 部 会 だ よ り

秋田支部総会
日時：平成 28 年 11 月 19 日㈰
場所：キャッスルホテル（秋田市内）
T.K（D − 25　昭和 52 年卒）

　いよいよ本格的な雪の季節を迎えようとする合間
の少し暖かめの日、平成28年昭薬同窓会秋田県支部
総会・学術講演会ならびに親睦会が開催されました。
　総会は次第に沿って進められ、役員改選では新支
部長も決まりました。
　総会終了後に学術講演があり「研究から特許取得
までの苦難と今後の展望」と題し、臨床化学分析教
育研究室教授　千葉良子先生の秋田杉の葉から採っ
たアロマオイルを利用した口腔保湿ジェルのの発明
についての内容でした。
　千葉教授は総会の来賓挨拶でも述べられました
が、今は大学の力不足で卒業生に申し訳なく思って
いるが、様々な原因の中でまず国家試験の合格率を
上げ、大学の卒業生が中心になり大学の特色を作り
上げる必要があることや、出身地である秋田県の杉
や米などを利用して一般の多くの人々が利用できる
ものを作り、秋田県をアピールしたいこと、そして
何よりも後進に対しては「自分が社会のために役に
立てると思う種を見つける感性を養ってほしい」と
いうこと、全て自らがお示しになられた努力にとて
も感銘しました。今後の商品化や出版・講演活動な
どでのご活躍を期待します。
　日常生活に流される中、ぜひまたお会いして新し
い風を受けたいと思いました。

　親睦会では千葉教授の教え子たちの参加もあっ
て、今回は平成卒業の同級生も多く参加し、半世紀
の大学の歴史が伺えるようでした。
　自己紹介の中で、昭和30年卒の男性から「昭和
32年卒の女性を秋田美人だと学内の友人たちに評判
だったことが自慢だった」というお話は会場中が拍
手をしました。その後お二人は腕組みをされて学生
時代に戻っておられました。
　結婚、子や孫育て、親や自分の病気、そして仕事
の話など同ホテル内の二次会会場でも尽きることな
く続きました。
　以前会報の写真を見た遠方の友人から「元気そう
で…」と連絡がきたときはとても嬉しかったです。
ぜひこれからも各地の同窓会が活動を続けて、多く
の懐かしい顔を全国に届けていただきたいと思いま
す。

横浜南支部 研修会
「かかりつけ薬局としての取り組み」

日時：平成 28 年 11 月 20 日㈰
場所：昭和薬科大学第 5 教室他
吉原　隆一（D − 19A　昭和 46 年卒）

（写真中央が講師の高橋氏）
　横浜南支部は昨年11月20日昭和薬科大学内で、「か
かりつけ薬局としての取り組み」を演題に、講師に
日本調剤の薬事採用センター主任薬剤師の高橋麻美
氏（D−57Y）を迎え、研修会を開催しました。
　医薬分業が定着し、かかりつけ薬局・かかりつけ
薬剤師が制度化され、医療における調剤薬局・薬剤
師の役割が重要になってきています。その中で、患
者に望まれる薬局をめざしての様々な取り組みが紹
介されました。開催が便利とは言えない場所であり
参加者が14名の少数の状況でした。

　講演後の支部会を兼ねての茶話会では、近年患者
からの検査値について質問されるケースが話題にな
り、次回の９月に開催予定の研修会では臨床検査技
師の方に講演をお願いすることにして準備を進めて
います。
　今回開催にあたり大学の協力に感謝申し上げま
す。

川崎支部会
日時：平成 28 年 11 月 27 日㈰
場所：京急川崎駅前　煌蘭
秋山　直敏（D − 23A　昭和 50 年卒）

　川崎支部第二回支部会を、同窓会本部より古泉会
長、島袋、逸見、田端、田口理事の参加をいただき
開催いたしました。
　参加会員は、白井支部長をはじめ 9 名の方々の参
加をいただきました。
　白井支部長の挨拶につづき、古泉会長より同窓
会活動等の現状についてお話をいただき懇親にうつ
り、楽しい時間を過ごすことが出来ました。
　日頃は市内の業界等の関係でお会いする機会が多
い方々の参加が多かったため和やかな会となりまし
た。
　川崎支部は同窓会報によると会員数は 300 名を超
える比較的会員数の多い支部ですが残念ですが当日
の参加者数の少ないやや寂しい会でありました。
　今後は、もっと多くの方々に参加をいただけるよ
うな方策を考える必要があると考えております。最
後に、母校の益々の発展と支部同窓生のご多幸を祈
念して川崎支部同窓会開催のご報告といたします。
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D － 9A
松村　芳子（D − 9A　昭和 36 年卒）
日時：平成 28 年 10 月 8 日
場所：東京ステーションホテル　桐の間

　東京銀座でリオのオリンピック、パラリンピックの
日本選手のパレードが行われました翌日の土曜日、10
月 8 日に卒後 55 年を経て D−9A のクラス会が行われ
ました。
　上田教授をお招きし、集まりましたのは先生をはじ
め 18 名。福岡、山口、大阪など遠路から元気な笑顔
で現れ安堵。
　はじめに司会の林氏、出席者全員で先に旅立たれ
た友の冥福を祈り、会は 12 時からスタートしました。
　今年は熊本地震があったのでクラス会を行うことに
躊躇していましたが、九州在住の友の声に、幹事も
皆さんの顔を見たい、声を聴きたいと思い、クラス会
を実行致す決意をした次第でした。
　前回と同様東京ステーションホテルとし、10 月 8
日に決定。伊藤氏がさっそくクラス会の通知を出し、
開催することができました。
　卒後 55 年、私共の年齢になって、遠路新幹線など
で 18 名も集まることができました。
　私共が昭和薬科大学を卒業いたしたのは昭和 36

（1961）年で、国家試験を経て薬剤師になり、それぞ
れが世の中に出ました。
　80 歳前後の今日、引退しておる者、まだ現役であ
る者、つい最近まで現役であった者などなどです。
薬局業の姿も私共が卒業したころとはすごく変わりま
した。平成 5、6 年ごろ医薬分業が本格的に始まりま

ク ラ ス 会 だ よ り

した。薬剤師として現在大活躍している方もおります。
ご自分の家が薬局で、それを継がれ、後継者もいる。
調剤の話など諸々。近年日本は自然災害が多く、現
実眼前に濁流が迫ってくる鬼怒川の洪水の話など尽
きることなく時は過ぎていきました。
　腕もカメラもプロ級の伊藤氏による記念撮影をして
15 時に閉会しました。次回もここでお逢いしましょう
の約束をして、みやげ話をもって帰路につきました。
幹事　伊藤、林、松村

D － 11A
古泉　秀夫（D − 11A　昭和 28 年卒）
平成 28 年 11 月 14 日㈪ 〜 15 日㈫

　後ろ髪を捉まえられるのを嫌がっているわけではな
いが、我が三八会は毎年クラス会を開いている。1 回
は東京近郊で日帰り、2 回目は一泊で遠出をするとい
う方式で、繰り返している。
　今回は一晩泊まりで出かける回で、幹事が引っ張り
出したのが福井県に行くという企画である。11 月 14
日㈪− 15 日㈫の両日が旅行日で、あわら温泉駅（芦
原温泉駅）に 13：30 に集合というものである。後か
ら乗車する新幹線の列車番号と客車を指定してきた
が、原則は現地集合である。
　但し、全員が指定の電車に乗ることが出来、無事、
芦原温泉駅に到着することが出来た。取り敢えず駅
前の食堂で蕎麦を手繰り、お待ち頂いていた貸し切
りの京福バスに乗車、本日の計画である、東尋坊、
丸岡城を見学し、その後、本日の宿泊施設『まつや
千千』に行くことになっていた。
　最初に到着した東尋坊は、波の浸食によってカット
された断崖絶壁が続く奇勝地で、三国町の海岸線約

1km にわたり続くと云われている。「輝石安山岩の柱
状節理」という、地質学的にも珍しい奇岩は、国の天
然記念物に指定されている。しかし、東尋坊は、TV
の探偵もので、犯人が最後に追い詰められて、長々
と犯罪の経過を解説する場面で使われているため、
見慣れていると云うことであまり感動はしなかった。
但し、船に乗って、海から見上げれば、感動するん
だろうと思ったが、なんせ足が弱って居るため、下ま
で降りる根性はなかった。
　丸岡城（霞ヶ城）については、何じゃろなという思
いでいたが、「一筆啓上」で知られている城というこ
とだった。徳川家康譜代第一の功臣で鬼作左の勇名
を轟かせた本田作左衛門重次が陣中から妻に宛てた

「一筆啓上、火の用心、お仙泣かすな、馬肥やせ」と
書き送った話は有名で、文中のお仙は嫡子の仙千代
のことで、後に福井城主松平忠直に仕え、数度の戦
で手柄を立て丸岡城六代目の城主となった本多成重
のことであるとされる。この書簡碑は天守閣の石垣の
東北端に建てられている。
　本城は昭和 9 年に国宝に指定されたが、昭和 23 年
福井大震災により倒壊した。昭和 25 年重要文化財の
指定を受け、昭和 30 年に修復再建された。現在、再
度国宝の指定を受けたいという運動をしているようで
ある。
　一筆啓上については、石碑が縁で 1993 年にスター
トした「日本一短い手紙文コンクール」を実施してい
る。一筆啓上賞に付いては、全国から応募があると
されている。入賞作品の一部は、一筆啓上茶屋横と
本丸への登り階段脇掲示板に展示されていた。 
　所であわら温泉は、元々湿地帯であったところに、
明治 16 年堀江十楽の農民が、灌漑用の水を求めて水
田に井戸を掘ったところ、約 80 度の温泉が湧出した
のが始まりだとされている。翌明治 17 年には何軒か
の温泉宿が開業し、湯治客を泊めるようになり、明治
45 年に旧国鉄三国線が開通して以降、温泉街として
発展した。その後、福井大震災（昭和 23 年）、芦原
大火（昭和 31 年）など度重なる震災を乗り越え今日
に至っているという。
　宿の名前の「まつや千千」については、松の木が
生き生きと育つと云うことと、数がとても多いという
ことから、四季を通して変わらぬ緑が続くように、長
く続く旅館と云うことを象徴する命名のようである。
部屋の掃除、風呂の掃除は行き届いており、出される

料理も朝晩旨いものを出してくれたが、量の多さは年
寄りの客には向かない程の量が出されて往生した。
　翌朝、先ず越前竹人形館を目指した。越前竹人形は、
もとは竹籠や花器を作る事を稼業としていたが、昭和
20 年代に師田保隆・三四郎兄弟が、竹籠・花器を作っ
た際の廃材がもったいない、なにか再利用できないか
という遊び心で作り始めたのがきっかけだと紹介され
ている。初期のころは子供の玩具みたいな物を作って
いたようであるが、昭和 30 年富山博覧会出展をきっ
かけに、人形を中心に製作し現在に至っているという。
　しかし、一般人に広く知られるようになったのは、
福井県生まれの水上　勉が書いた小説『越前竹人形』
によってであると思っている。実際に人形館で見た『人
形師”黎明”の作品』は竹でここまで出来るのかと思
わず見つめてしまう作品になっていた。
　続いて福井県立恐竜博物館に寄った。此処は 70 歳
以上は無料と云うことで、全員が無料と云うことで、
金にならない客が 10 人を超えて入場した。福井県立
恐竜博物館は、黒川紀章建築都市設計事務所の設計
による建物で、恐竜に関する国内最大級の博物館で
あるとされる。銀色に光るドームの内部にある展示室
は、「恐竜の世界」「地球の科学」「生命の歴史」の 3
つのゾーンから構成されており、地下 1 階から螺旋
状に上がることで、各ゾーンを効率的に観ることが出
来る様になっている。4,500m2 という広大な展示室に
は、43 体の恐竜骨格をはじめとして千数百もの標本
の数々、大型復元ジオラマや映像などを見ることがで
きる。子供から大人まで楽しんで学習できると共に、
研究者も満足できる学術的に裏付けされた展示をめ
ざしているとしている。
　子連れで来ていれば、子供は絶対に駈けずり回る
ことになるのではないかという迫力に充ちた展示物
で、足の便さえ良ければ、もっと見学者が増えるもの
と思われた。更に野外恐竜博物館専用バスで往復 1
時間の距離にあり、化石発掘体験広場があり、子供
達に化石発掘の体験をして貰うにはベストの環境だ
と云える。
　本日の昼食は永平寺で摂ることになっており、永平
寺に向かった。曹洞宗大本山永平寺は今から約 770
年前 1244 年（寛元二年）に道元禅師によって開かれ
た座禅修行の道場と紹介されている。境内は三方が
山に囲まれ、大小七〇余りの建物が並んでいるとされ
る。
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D － 12B
平成 28 年 9 月 18 日㈰ 〜 19 日（月・祝）

（→次ページへ）

　道元禅師が正伝の仏法を中国から日本に伝え、瑩
山禅師（けいざんぜんじ）が全国に広め、曹洞宗の
礎を築かれたとされる。この二人を両祖として釈迦牟
尼仏とともに一仏両祖（いちぶつりょうそ）として仰
ぐとされている。
　お寺の説明はさておくとして、門前のモミジの黄葉
から始まって、境内の彼方此方で見られる黄葉は驚
くべき色感を持って迫ってくる。京都の " イロハモミ
ジ " は将に見事な紅葉を示すが、永平寺のモミジは全
て黄葉であった。バスガイドの話では、永平寺のモミ
ジが黄色に色付き、赤くなって落葉すると雪になると
云っていた。更にガイドさんが力説していたことに『コ
シヒカリ』は福井で出来たお米ですと云うことであっ
た。

D － 16
勝原　眞一（D − 16　昭和 43 年卒）
日時：平成 28 年 11 月 6 日㈰
場所：姫路城〜ホテル日航姫路

　午後 2 時より平成の大改装が終わって 2015 年にグ
ランドオープンした世界遺産の姫路城を見学。ちょう
どセレモニー開催中で、大手門付近で甲冑姿の武者

（投稿されたイラストを全部掲載する為、全体を縮小
したので文字は小さくなりました。ご了承ください。）
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D － 17B
田中　秀明（D17 − B　昭和 44 年卒）
平成 28 年 9 月 3 日㈯〜 4 日㈰

　松本高信君を中心に 11 年 3 月に沖縄で行われるハ
ズだったクラス会が、直前に起こった東日本大震災の
ため中止になっていたが、昨年 9 月 3 〜 4 日と渡辺（新
海）陸子さんの計らいで会員制倶楽部の東京ベイコー
トクラブで行われました。会の開催ごとに少しずつ参
加人数が減少しており、今回は 40 名の参加となりま
したが、家族の介護・本人のご病気などで欠席が多

─ 13 ─

たちと記念撮影。三の丸広場でまずは城をバックに
全員で記念撮影。その後姫路城を見学。観光シーズ
ン真っ最中でかなりの人出でしたが、頑張って天守閣
にまで登った人もいました。
　その後姫路城西御屋敷跡庭園「好古園」を観られ
た人もいらっしゃいました。
　その後ホテル日航姫路にて宴会を催しました。
　同窓会について高田氏より現状の報告やお願いが
あり、その後各人の自己紹介と近況報告を行いました。
結構まだ現役で働いている方も多く、薬剤師冥利に
尽きる話をたくさん伺いました。横山氏の手品もあり
盛り上がったところで、フラダンスの名手平野さんに
飛び入りで今練習中の恵木さんも加わり、さらに興を
添えた感じになりました。
　カラオケの準備もしていましたが、回顧談や現状報
告の会話に夢中であっという間に時間が来てしまいま
した。
　その後ホテルの部屋で二次会を催して夜遅くまで
語り明かしたそうです。
　翌日は書写山円教寺などを回ってから帰途につか
れた方も多かったようです。
　次回は東京で開催の予定です。

くなったことも特徴でした。
　会は、世話人が掴んでいる 19 名（後に 1 名追加確
認）の物故者の黙祷、校歌合唱、参加者の近況報告
などと和気あいあいのうちに 1 次会は終了しました。
二次会は男子部屋にほとんどの人があつまり、最初は
グループごとに話し合っていましたが、A クラスの田
中由一君から借りていた A クラスの横内君が学生時
代に 8㎜で撮影したという CD を鑑賞し、体育祭や噴
水での一コマなどのシーンにみんなが釘付けに成り、

「あっ、誰々君が映っている」などと繰り返し鑑賞し
懐かしさのうちに終了しました。
　2 日目は、希望者により新旧昭和薬大バスツアーと
なり、渋谷や桜新町などを通るごとに「変わったわ
ねー」などといっているうちに学校跡地に着き、跡
地跡の石碑で記念写真を撮った後、それぞれの思い
出を散策するためにしばらく自由時間としました。正
面にあった衛生補給処は用賀駐屯地と名称は変更に
なっていましたが、仕事内容は一緒とのことでした。
国立衛試は調布に移転予定が変更になり今年川崎に
移転だそうです。その後、新校舎に行き D−22 期の
地域連携薬局イノベーションの串田一樹特任教授に
記念室、薬用植物園、模擬薬局などといろいろと案
内や、学生になった気分で講義もして頂き、敷地の
広さ、校舎の大きさなどとただただ驚くばかりでした。
　全体でのクラス会はこれで終了し、あとはそれぞれ
の人が声を掛け合って各地で開催してみてはとなりま
したが、全体でやろうという声もあり、今後どうなる
か ?
　今回の準備世話人は、渡辺（新海）陸子、藤崎景理・
直美（正木）、中田（加藤）範子、庄司（笠原）淳子、
田中秀明で行いましたが、当日お手伝い頂いた方々に
感謝申し上げます。又、串田特任教授にはたいへん
お世話になりありがたく思っております。（文責 :田中）

D － 27A
一瀬　信介（D − 27A　昭和 54 年卒）
日時：平成 28 年 11 月 12 日
場所 : 新宿京王プラザホテル

　平成 28 年 11 月 12 日東京新宿の京王プラザホテル
で D27A クラスのクラス会が開催された。
　久しぶりの、しかも多くの人が還暦を迎えての同窓
会とあって、全国から 50 名が参加して旧交を温めあっ
た。

　大学を卒業して 37 年。美男美女 ? だったわれわれ
も年を重ね、いろいろな経験を経て、益々すてきな紳
士淑女に変身しての再会です。「全然かわらないねえ」

「貫禄ついたなあ ~」様々な歓声が各テーブルから聞
こえてました。
　幹事の海老原君の司会で会が進行し、同じく幹事
の倉谷君の挨拶（いつまで経ってもこの二人はこのク
ラスの中心です）後、それぞれのテーブルで懇談を
重ね、時間が経過すると共にテーブルを超えての会
話を楽しみました。
　その後、参加者一人一人がステージで、仕事のこ

D － 29AB
A クラス　上里　　林・瑞慶山純子（旧姓権田）

（Ｄ− 29 Ａ　昭和 56 年卒）
B クラス　前原　信照・我喜屋美香（旧姓高橋）

（Ｄ− 29 Ｂ　昭和 56 年卒）
平成 28 年 11 月 19 日㈯

　平成 28 年 11 月 19 日㈯に昭和薬科大学を 36 年前
に卒業した同級生（AB 合同）32 名がここ沖縄の地
で親睦を深めました。平成 26 年に東京で集まって以
来２年経過しての集いです。場所は那覇市新都心に

と家庭のことなどスピーチを行
いました。話しの中で意外にも
共通な仕事や知り合いがいるこ
とがわかったり、いろいろな苦
労話など、それぞれの現状がよ
くわかり、また相変わらずスピー
チの長い人や照れ屋の人など昔
ながらの姿が垣間見られ、大変
楽しい時間でした。約 2 時間で
一次会は終了しましたが、その

後の二次会にもほとんどの参加者が引き続き参加し、
なつかしい楽しいひとときを過ごしました。
　次回はいつ開催するか未定ですが、平成 29 年の 10
月に開催される日本薬剤師会学術大会が東京で開催
されます。その時ぜひ再会しようという声があがって
いました。
　還暦を迎えこれからの人生、仕事に家庭にいろい
ろな立場で元気に楽しく過ごして、何年後にまたクラ
ス会で再会することを約束し、久しぶりのクラス会は
お開きとなりました。

ある「ケニーズ」。開始にあたって参加者全員で同級
生２名の冥福を祈りました。
　私たちの学年は沖縄出身者が多く、また他県より移
住（結婚等）したメンバーを加えるとかなりの人数が
沖縄県に住んでいます。また、沖縄県にある昭和薬
科大学附属高等学校に初入学した学年でもあります。
北は北海道から、南はここ沖縄、全国各地からの同
級生は美味しい料理に舌鼓を打ち、昭薬同窓会理事
である寺門君（同級生のためあえてこの呼び名で）に
よる母校の懐かしいスライドで若かりし日を想い、還

暦真近（？）な面々はすっかり
40 年前にタイムスリップしてい
ました。
　翌日はゴルフや観光でそれぞ
れ沖縄を満喫しました。次回は
神奈川開催での再会を約束し
て、11 月の沖縄を後にしました。
今回の沖縄開催の取りまとめを
し、残念ながら参加できなかっ
た伊藤君（名古屋）に感謝いた
します。　　　　　　幹事一同
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D － 37A
関　雅晴・武川　貴子（D − 37A　平成元年卒）
平成 28 年 10 月 8 日㈯

　秋の気配を感じ始めた去る 10 月 8 日、新宿 ELSA
にてクラス会を開催しました。同窓会主催のクラス会
を除けば、初めての開催になります。皆様の拡散のお
かげで、北は北海道から、南は熊本に亘る 68 名の出
席者の下、無事に開催することができました。イベン
トも特に催さず、1・2 次会ともに同会場で、5 時間半
ぶっ通しで開催しましたが、思い出を語り尽くすには

　第 5 回合唱団同窓会をアルカ
ディア市ヶ谷（東京都）で正午よ

O B 会 だ よ り

り開催しました。2 年前の第 4 回合唱団同窓会に於
いて次回幹事を指名され同級生数名と幹事団を結成、
一番の目標である「各年代の方々にたくさん参加して
いただける」よう幹事の三矢京子さんを中心に楽しい
企画をいろいろと考えました。当日は北は北海道、南
は沖縄から、昭和 41 年卒から昭和 59 年卒まで年次
が途切れることなく総勢 46 名が参集しました。再会
するのは卒業以来という顔ぶれも多く、受付場所か
ら歓声があがり開宴前から話の輪があちらこちらに咲
いていました。開会挨拶、乾杯に続いて思い出深い
合唱曲の CD を聞きながら歓談、参加者の近況報告

第 5 回昭和薬科大学
合唱団同窓会
日時：平成 28 年 10 月 30 日㈰
場所：アルカディア市ヶ谷
吉本　文男
　　（D − 26A　昭和 53 年卒）

や学生時代の懐かしい思い出を披露して頂き、幹事
の野田頼子さんのピアノ伴奏に合わせて全員で合唱、
ハーモニーが会場一杯に鳴り響きました。歌いながら
若かったあの時代にタイムスリップし、まさに学生時
代に戻ったようでした。楽しい 2 時間 30 分はあっと
いう間に過ぎ、二次会会場を階下のティーラウンジに
移し、ほとんどの方々が参加され引き続き親睦を深め
ました。次回は 2 年後、幹事を昭和 56 年卒の伊藤裕
至君に託し、健康に留意してまた元気に再会すること
をお約束して散会しました。

時間が足りなかったようです。
　28 年ぶりにお会いした仲間は、面影は学生時代の
ままなのですが、男性はより逞しくなり、女性はより
美しくなっていましたね。仕事をバリバリこなしたり、
子育てに奮闘してきた歳月が我々を逞しく、そして美
しく成長させてくれたのでしょう。でも、声や話し方
が当時のままだったりすると、ふと学生時代に戻る感
覚に陥りました。
　当日のアンケートの結果、4 年後の東京オリンピッ
クの年、同時季の 3 連休中日の日曜日、東京で、とい

うご意見が最も多かったため、次
回はその頃に計画させていただき
ます。
　最後に、クラス会を盛り上げて
くださった皆様に、またご支援い
ただきました昭和薬科大学同窓会
に深く感謝いたします。どうもあ
りがとうございました。皆様、4 年
後に元気にお会いしましょう！

  

　　　　第 19 回認定薬剤師認証研修機関協議会は 2017 年 2 月 11 日（土曜日）13：00 〜 18：00 に G17
日本大学薬学部の担当で、日本大学桜門会館（市ヶ谷）において開催された。開会の挨拶として、日本
大学薬学部薬剤師教育センターセンター長　林　宏行氏が、次いで認定薬剤師認証研修機関協議会代表
挨拶として若林広行氏（新潟薬科大学）が挨拶し、来賓挨拶として厚生労働省医薬・生活衛生局総務課
医薬情報室長　紀平哲也氏がそれぞれ挨拶した。
　協議会成立確認に続き議長選任に移り、福岡憲泰氏（日本大学薬学部薬剤師教育センター副センター長）
が選任され、報告事項に入った。①新規会員紹介では、G18 として一般社団法人薬局共創未来人材育成
機構薬剤師生涯研修センター）、G20 一般社団法人ソーシャルユニバーシティ薬剤師生涯学習センター）
の 2 施設が紹介された。
　今回の会議で印象に残った議題は、e -ラーニング単位認定という課題が、幾つかのプロバイダーから
出されていた点である。かかりつけ薬剤師が話題になった途端、e -ラーニングにアクセスし、一気に届
を出すに必要とする単位を掻き集めたという話があり、e -ラーニングだけの単位取得は好ましくないと
いう話になったため、何単位まで認めるかというのを統一的に決めてはどうかという提案であった。
　e -ラーニングについては、遠隔地や勤務の関係で集合研修を受けられない薬剤師に取っては、重要な
教育の手段であり、全く認めないということは出来ない。しかし、一方で、短時間で全ての単位を取る
ことの出来る e -ラーニングをそのまま認めることは、教育の趣旨から外れているということになるわけ
である。しかし、単純に線引きすることは難しいので、結論は次回までの検討課題ということになった。
　なお、引き続き厚生労働省の紀平哲也氏による『薬剤師教育の将来について』とする講演が行われた。

■ホームページ　会長短信191号から　（2017/02/21　Update）

　第19回 認定薬剤師認証研修機関協議会To
pi
c

　第 19 回平成塾スクーリングは 2017.2.19. ㈰ 13：00 〜 16：10 に掛けて町田市文化交流センター 5F 会議
室サルビアにおいて開催された。今回は抗真菌治療薬について昭和薬科大学薬学部准教授の小野寺　敏
氏が、抗寄生虫薬について医薬品情報 21 代表の古泉秀夫が、講義を行った。
　「抗真菌剤」では、真菌について細菌よりも形が大きく、より高等な生物として真菌が存在する。真菌
を理解しやすくすると「カビ」のことである。キノコはカビの一種として知られているが、種々のキノ
コも真菌の一種です。また、パンを作る時や酒を醗酵させるときに酵母と呼ばれる菌を使用するが、こ
の酵母も真菌です。
　真菌による感染症を真菌症という。真菌症として有名なものに水虫があります。真菌症の中でも「真
菌による感染が皮膚表面や角質で留まる場合」を表在性真菌症といいます。表在性真菌症は皮膚表面に
感染している真菌を取り除けば良いため、外用薬として塗り薬を使用します。しかし、中には皮下組織
や爪などに及ぶ場合が、この時の真菌症を深在性皮膚真菌症（深部皮膚真菌症）と呼びます。さらに、
内臓など体内の臓器にまで及ぶ真菌症は深在性真菌症（内臓真菌症）と呼ばれます等、真菌による感染
症の概要について述べると共に、治療について、若干の知見を述べた。
　「抗寄生虫薬」では、経口感染として①アニサキス症、②クドア食中毒（ヒラメの生食）、③ザルコシスティ
ス症（馬刺し）、④エキノコックス症、皮膚感染として①マダニ類、②疥癬感染症、③ツツガムシ、④シ
ラミ - a. アタマジラミ、b -ケジラミ等について詳細に解説した。

■ホームページ　会長短信192号から　（2017/02/23　Update）

　第16回 一般社団法人昭薬同窓会・平成塾スクーリング
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災害支援のための義援金積み立てのお願い
　東日本大震災の時には、皆様に御寄付を呼び掛けて被災者の同窓生の方々にお見舞金をお送りしました。熊本地震の際に
も被災状況をアンケート調査し、15名の方にお見舞金をお送りしました。
　各地で地震や土砂災害など、何か起こった時に、急遽対処するのでは、時宜を失する事態にもなりかねません。そこで事
前にお見舞金を送る体制を作っておきたいと考え、災害支援のためのご寄付をお願することになりました。皆さまのご協力
よろしくお願いいたします。

　　名義　昭薬同窓会 郵便局よりお振込ください。
　　ゆうちょ銀行口座　００１３０－０－１３６５２７ 必ず「災害用寄付」と書いてお振込下さい。

蒲田薬剤師会からのお誘い

　『未就業薬剤師研修会』は保険調剤に携わる薬剤師として必要最低限の心構えと知識を養成する
ために行っているものです。なかでも重要視しているのは「調剤業務を通じて地域医療の一端を担
う薬剤師」としての心構えです。
　医療機関の前に薬局があるほうが便利だという考え方もありますが、患者の家の近くにどこの医
療機関の処方箋でも調剤ができ、適正な服薬指導ができる薬局があれば、患者にとって最も便利で
あり、そうした薬局が患者の周りに多ければ多いほど「かかりつけ薬局」を選定する機会に恵まれ、

「医薬分業」のメリットを享受できるはずです。
　目まぐるしく変わる診療報酬と調剤報酬の改正、薬価の改定など保健医療の変化は現在保険調剤
業務に携わっている薬剤師も戸惑うほどです。
　変化に取り残されないよう常に知識を新たにし、いつでも地域医療の第一線で活躍できるよう、
未就業の方や保険薬局勤務を希望している方を対象に、今年も研修会を企画しました。多数の薬剤
師の方のご参加をお待ちしております。

※本研修会は日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度対象研修会です。

１．日　時　9月、10月の土曜日　各日とも15：00 〜17：00
計6回（スケジュールの詳細につきましては申し込みのあった方に郵送したします。講義のほかに
　　　  薬局実習あり）

２．参加費　テキスト代などの一部として7,000円
３．会　場　蒲田薬業会館4F会議室
　　　　　　東京都大田区蒲田4−38−5（TEL：03−3732−1291）
４．申込み・問い合わせ先
　　　　　　〒144−0052　東京都大田区蒲田4−38−5　蒲田薬業会館
　　　　　　蒲田薬剤師会　未就業薬剤師研修委員会
　　　　　　TEL：03−3732−1291　FAX：03−3732−3045
５．申し込み方法　
　宛先を書き82円切手を貼った返信用封筒を同封して資料を請求し、7月31日までにお申し込みください。なお、
希望者多数の場合は抽選とさせていただき、8月中頃までに参加していただけるか否かをご連絡いたします

平成29年　第40回　未就業薬剤師研修会のお知らせ
共催　大田区　　　

蒲田薬剤師会

広  告

　一般社団法人昭薬同窓会理事・事務局長の小林君江さんが平成 28 年 12 月 31 日に
亡くなった。まだ 75 歳という歳で、逝くのは速すぎたという事になる。
　最初、彼女から話があると云われ、「具合が悪いので病院に行ったら肝臓癌といわ
れました」と云われたときには驚いた。「そりゃ大変だ。直ぐ手術でしょう」。「いえ

一般社団法人昭薬同窓会代表理事
古泉　秀夫（D − 11A　昭和 38 年卒）

事務局長の死を悼む

S−10 丸山　るり（久我）2015.11.21
S−14 北脇　美恵（外田）2016.6.24
S−14 永島婦美子 2017.1.2
S−17 大倉寿美枝（志方）2016.12.2
S−17 伊志嶺祥恵（下地）2016.5.25
D−3B 岡本　友男 2017.2.6
D−4B 入澤　惇治 2016.10.3

D−5B 平嶋　郁子（日高）2016.10.9
D−7A 山下田鶴子（窪） 2016.1.9
D−8B 荒井　　豊 2016.4.3
D−9A 金澤　宏泰 2016.12.9
D−12B 稲元　一良 2016.11.2
D−12B 粉川　正治 2016.11
D−12B 小林　君江（宮河）2016.12.31

D−15B 西沢　京子（平井）2010
D−17B 藤原　聰子（矢切）2015
D−18A 三好  智美（小西）1996
D−23A 横澤　壽一 2016.12.17
D−29A 近藤　育子（藤塚）
D−29B 廣橋　慶一
S−17 川越　京子 2017.2.13

会 員 訃 報 下記の方のご逝去を悼み、慎んでご冥福をお祈り申し上げます（敬称略）
（　　）内は旧姓

故・小林君江事務局長

薬で治療するということで」。「そう、薬の治療は良いけど副作用が大変だろう。どんな治療をするんだろう」。
　その後、彼女の話では、大腸の検査を受け、大腸癌から肝臓に転移して肝臓に癌が出来たという話でした
ということであった。医師が手術をしないで薬で治療するといったのは、相当広範囲に癌が広がっていると
いうことなんだろうと、ある意味、覚悟をせざるを得なかった。
　同窓会の理事の中で、同窓生から最も名前が知られていたのは彼女である。私とは理事・事務局長と代表
理事として 8 年の付き合いであるが、前任者の会長時代を含めると 20 年は超えるのでは無いかと思うが、ハッ
キリ何時から彼女が事務局を引き受けていたのか、亡くなった当人に聞く以外、解らないと云う体たらくで、
それほど会の運営は、彼女に頼り切っていたということだろう。更に同窓会本部の仕事だけではなく、支部
からの依頼を受け、殆どの場合断ることはせず、協力していた。時には近隣支部の例会や支部会の時の講師
の選定まで請け負っていた。
　ところで彼女にとって辛かったのは、代議員会の流会及びそれに伴う一連の騒動の時ではないかと思って
いる。彼女は若い頃大学の助手として働いており、その意味では反同窓会派の諸君とは殆ど顔見知りだった
はずである。しかし、彼女は迷うことなく我が陣営に残ってくれた。もし、彼女が同窓会から去って、彼等
と一緒に行動していれば、同窓会会員の不安は増幅し、激しい流動化が起こったのではないかと思っている。
　現在、我が同窓会の収入は、会員の支払う会費のみと云うことである。従来行われていた大学による在校
生からの代行徴収が廃止されており、自ら稼がない限り会費以外の収入はないと云うことである。しかし、
簡単には稼ぎの術が見つかるわけがない。その実態は財政を扱っている彼女が最も理解しており、自らの手
当の減額を申し入れてきた。
　それまでもボランティア程度の薄謝だったはずだが、益々ボランティア活動に近くなったと思われるが、
大丈夫かと云う質問に、特に買いたい物もありませんからと云うことだった。
　彼女は本質的に同窓会の活動に係わっていることが嬉しかったのではないか。会員から色々な依頼を受け、
頼りにされている。その信頼に的確に応える事で会員は喜び、感謝の言葉をかける。その仲間からの感謝と
信頼があるから、会員のためにする苦労を彼女は苦労と思っていなかったのではないか。
　とにかく我々の会にとって貴重な人材を失った。永年我々の会の運営に御協力頂いたことに感謝すると共
に、事務局長の御冥福をお祈りする次第です。　　　　6 月 18 日㈰昭薬同窓会社員総会終了後、小林さんを偲ぶ会をいたします。
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