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表紙写真

2015年10月10日、札幌第一ホテルにおいて（一社）昭薬同窓会道央支部が開催された。元厚生労働大臣　三井辨雄氏も参加をされた。
その翌日札幌市内を歩いて写真を撮ったが、赤煉瓦の旧県庁、時計台、大通公園のテレビ塔等、おきまりの所になったが、撮る角度
を工夫したつもりである。それと市電の写真はよく撮れていると思ったが、札幌だというアクセントが見当たらない。
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　戦後発生した我が国における薬害の最初とされ
ているのが『1948年11月に京都市および島根県東部
で実施されたジフテリア予防接種において、84名の
乳幼児死亡を含んで 1,000人規模の被害を発現した
事故』であると云われている。世界の予防接種史上
最大の事件とされているこの薬害は、製造企業が予
防接種液の製造過程で無毒化とロットの取扱いを
誤り、安全性確保における最後の砦であるはずの国
家検定の試験品抜取りに重大な齟齬があったこと
が、大惨事の原因だったと考えられている。この薬
害の御陰で、ワクチンは危険だという潜在的な意識
が多くの国民に擦り込まれたのではないか。
　その意味では、ワクチンの製造、血液製剤の製造
会社である化血研は、企業として高い倫理観を持っ
て運営されていなければならないはずなのに、今回
の不祥事は一体何なんだということになる。この様
な不正が行われたのは何故なのか、その原因を徹底
的に追求し、改善しなければならない。
　何故、調製法を変更した時に、届を出さなかった
のか。僅かな時間を稼ぐために、届を出さないとい
う判断をしたのだろうが、その結果が会社の存立に
係わるような話に発展するとは考えなかったのだ
ろうか。しかも今度は最も取扱に注意を要するボツ

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）

「倫理観の欠如」

リヌス毒素の無届け運搬をやっていたという報道が
された。
　製薬企業がその企業倫理に従い、正しい製品を製
造し、販売する。その企業の姿勢を信頼して、我々
は薬を患者に提供する。患者は医療関係者を信頼し
て、出された薬を服用する。それぞれの立場で、患
者の病を治療するために総力を挙げる。その基本の
流れの中でルールが守られていなかったとすれば、
患者志向の思いは中断される。それ以上に何を信頼
してその会社が販売する薬を患者に提供すればいい
のか。患者の信頼をどうやって取り戻せば良いのか
ということになる。医療に携わる人間は、高度な倫
理観を持つことが求められる。製薬企業に勤める医
師、薬剤師であっても、高い倫理観を持っていなく
ては、医療に携わることは出来ない。医療に係わる
全ての企業、人間は、その基本的な所で、高い倫理
性を保持することが求められているはずである。
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平成塾の平成28年度日程
■スクーリング（受講料　1回　2,500円（予定））
　2016年9月11日㈰
　2017年2月19日㈰
■業務支援講座（受講料　1回　1,000円（予定））
　2016年7月10日㈰、11月13日㈰
　2017年月3月12日㈰
　会場は、いずれも町田市文化交流センター５階サルビアで行います。
　業務支援講座は１単位で13時～ 14時30分です。
　スクーリングは、２単位で13時～ 16時です。
　この講座は通信講座を受講されている方は無料で、通信講座のテキストの
　テーマで行います。

院外処方箋における臨床検査値 〜検査値をどう読むか〜
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平成塾薬剤師業務支援講座報告

日　時： 2016年1月17日㈰　13：00 〜14：30
場　所：町田市文化交流センター　5階　サルビア
講　師：講師：東邦大学医療センター大森病院臨床検査部
　　　　　　　技師長補佐　石井利明　先生

　西日本を中心に処方箋とともに臨床検査値を出す
病院が増えつつある。首都圏ではこのような動きは
鈍いが、患者の病態の把握や薬効の判断に検査値は
欠かせないので、近い将来、ごく当たり前のことに
なると予想される。会員からの要望もあり、今回、
初めての試みとして臨床検査医学の立場から講演を
して頂いた。演者として東邦大学医学部臨床検査医
学講座盛田俊介教授の推薦で同大大森病院検査部石
井利明先生をお招きした。参加者も多く、関心の高
さが窺われた。講演内容は多岐に亘り、また、内容
も充実したものであった。その概略を紹介する。
　病気の診断・治療・検診のための検査には内視
鏡・MRI・放射線などに加えて、臨床検査があり、
検体検査と生理機能検査に分けられる。その役割は
スクリーニングや診断の確定・除外診断など５項目
あり、処方箋内容のチェックおよび服薬指導も含
まれている。「基準値」の意味について「臨床判断
値」との比較を交えながらの説明があり、基準値=
正常値ではないことが再認識された。各検査方法
での「感度」と「特異性」を理解しておくことの重

要性ならびに検体の採取方法や取り扱い方による検
査値の変動の実例が示された。処方箋（投薬）に検
査値がどれくらい活用されているかを16施設での20
検査項目の利用頻度で比較したところ、肝機能、腎
機能・電解質検査値が全施設で利用されており、院
内での活用度は高いことが分かった。各論では「生
化学検査」での肝機能AST（旧GOT）やALT（旧
GTP）， T-BILの意味や腎機能パラメータCr, eGFR
など、「血糖・HbA1c」、「血液検査」での凝固検査
や貧血、さらには「腫瘍マーカー」についての簡単
な説明があった。また、検査値計算をスマホアプリ
などで行うことによる「記録の残らない危険性」に
ついて注意喚起もあった。
　今回は検査値全般に亘る概説であったので、その
情報量の多さに消化不良を起こされた受講者もおら
れたのではないか。テーマを絞った形で検査値に関
する講演を継続していく必要性を強く感じた。最後に
百枚以上のスライドで熱のこもった講演をして頂いた
石井利明先生に紙面を借りて感謝の意を表したい。

学術担当理事　逸見仁道（D−22B）

▲今年度の講座の様子

今年度の平成塾の詳細について
は本誌P14または、ホームページ
http://www.shoyaku.netをご覧
ください。� ➡
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会 員 の ひ ろ ば

　　中尾真己先生は、平成27年度「春
　の叙勲」を受章されました。中尾

先生は、現在茨城県薬剤師会副会長をお務めです。
近年まで昭薬同窓会社員総会でも議長という重責を
務めていらっしゃいましたので、ご存知の方も多い
と思いますが、せっかくの機会を頂きましたので、
大先輩中尾先生の近況などと共に喜びの声をお届け
しようと思います。
　中尾先生は、昭和41年３月昭和薬科大学薬学部を
ご卒業後、飛永先生のご推薦で、同年4月国立東京
第一病院薬剤科（現国立国際医療研究センター病院）
にご勤務されました。日本で最初の医薬品情報室を
開設された大大先輩・同窓会長の古泉先生とは短い
時間でしたが同僚のご経験もあるそうです。昭和46
年、下館市民病院（現筑西市民病院）の建設が決ま
ると、初代院長の推薦で故郷に戻り、市職員として
立ち上げに奔走されました。病院開設後は病院薬剤
師として勤務され、平成12年に退職するまで薬剤科
長としてスタッフを束ねてリーダーシップを発揮さ
れました。

青山　芳文（D−36B　昭和63年卒）

　平成３年からは茨城県病院薬剤師会会長、平成６
年からは茨城県薬剤師会役員を務め、現在は副会長
として茨城県内の薬剤師に高齢化社会到来に伴う在
宅医療と薬局のありかたを提言されつづけていらっ
しゃいます。
　平成12年からご実家の薬局を引き継ぐと、「かか
りつけ薬局」として地域住民に適切で安全な薬の服
用をアドバイスされています。特に気を使うのは一
人暮らしの高齢者、「服用の助言ができる家族がい
るかどうかを含め、患者さんの全体像を把握しない
と。薬によっては塩分や糖分を抑えた食生活の助言
も必要になるしね」と話されています。
　「地域の皆さんの健康に少しは貢献できたかな」
と長年にわたり地域住民の健康維持に尽力されてこ
られた中尾先生ですが、今日も白衣姿で調剤室に立
たれて、「できる限り続けたい」と生涯現役を貫か
れる本当に頼もしい大先輩です。
　おわりに　中尾先生　ますますお元気で! ! 　ご発
展されますことをご祈念申し上げます。また、これ
からもご指導のほどよろしくお願い申し上げます。

かかりつけ薬局　生涯現役!!　地域に貢献する中尾先生

支 部 会 だ よ り

香川支部総会
日時：平成27年10月4日㈰
場所：ロイヤルパークホテル高松
安西　早百合（旧姓：有光）（D−24B　昭和51年卒）

　約６年ぶりに香川支部総会がロイヤルパークホテ
ル高松にて一般社団法人昭薬同窓会理事組織部長
寺門　哲氏（D−29B）を来賓としてお迎えし開催
されました。出席者は坂井慶子氏（D13−A）を筆
頭に17名でした。

◀旭日双光章を受章された
　中尾真己先生
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　２か月少々の短い準備期間でのご案内で開催しま
たので、ご都合がつかず出席できなかった方も多数
おられたようでした。
　支部総会では安西支部長（D−23A）より平成27
年６月14日に昭薬会館で開催された社員総会の報告
がありました。その中で、同窓会の運営は卒業生の
同窓会費によって行われており、大学新入生から同
窓会費を徴収できなくなっている現状では同窓会の
活動の為、毎年流動資金から300 ～400万円を一般
会計へ繰り入れており、やがては底を突くことが目
に見えていると説明があり、同窓会費の納入を呼び
かけられました。その後、支部決算報告、監査報告
に引き続き役員の改選を行いました。新支部長（会
長）は引き続き安西英明氏に、副支部長（副会長）
に今坂英利氏（D23−B）、阿部武由氏（D33−B）、
三野育代氏（D24−B）の３名と会計に森久美子氏（武
村）（D33−B）、村岡貴之氏（D43−Y）２名が承認
されました。
　来賓として参加いただいた同窓会理事の寺門氏は
たくさんの写真を交えながら昭和薬科大学と昭薬同
窓会について現状をお話し下さいました。新校舎を
訪れたことがない方たちには大学祭の様子など興味
津津の写真を見ることができました。
　その後の懇親会では参加者がそれぞれ大学時代の
思い出や今のお仕事などの様子を紹介し、今後の薬
剤師の方向性などについて楽しく歓談しました。次
回の同窓会に話を引き継ぐべく徳島文理大学香川薬
学部教授の伊藤康一氏（D−30B）の閉会の挨拶で
お開きとなりました。
　昭和56年の松山での地方入試の廃止や地元や四
国、関西圏での薬学部設立により若い同窓生が減少
していることがとても残念です。

北海道道央支部
日時：平成27年10月10日㈯
場所：札幌第一ホテル
渡辺　良樹（D−24B　昭和51年卒）

　平成24年に三井辨雄先生の厚生労働大臣就任のお
祝い以来の集まりとなりました。
　今回、同窓会から古泉代表理事、大学から小野寺
准教授をお迎えして、札幌第一ホテルにおいて開催
され、20名の方々が集まりました。同窓会の近況を古
泉代表理事に、大学の近況を小野寺准教授にお話し

していただきました。
　元厚生労働大臣三井先生に乾杯の音頭を取ってい
ただき、厚生労働省と繋がりがまだありますので、
何かあれば言ってくださいと、薬剤師には心強いお
言葉をいただき、宴に入りました。
　小野寺准教授により旧世田谷校舎及び町田校舎の
スライドを交えてお話をいただき、同窓会が盛況に
進行しました。今度は２年後に開催してほしいとの
声があり、次回は多数の方がお集まりいただけるよ
う幹事一同ご出席をお待ちしております。
　古泉代表理事、小野寺准教授、今回はご出席あり
がとうございました。

茨城県支部
中尾真己先生
旭日双光章受章祝賀会
日時：平成27年10月18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）

　平成27年10月18日㈰午後１時から「ホテル テラス 
ザ ガーデン水戸」において御来賓の一般社団法人昭
薬同窓会代表理事古泉秀夫先生、ならびに理事寺門
哲先生のご臨席を賜り、中尾真己先生旭日双光章受
章祝賀会を盛大に開催しました。

（中尾先生については、P４記事参照）
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多摩南支部会
日時：平成27年10月25日㈰
場所：町田市民ホール第二会議室
島袋　幸昭（D−20B　昭和47年卒）

　町田市民ホール第二会議室において、第21回
多摩南支部地域学術研修会と総会を寺門哲（D−
29B）先生の司会進行により開催しました。下川
正見支部長（D−７A）の、「昨年の総会で支部
長に選任されて初めての研修会と総会ですが、こ
れからも会員の研修と親睦を図り同窓会を発展さ
せていきたい」との挨拶のあと、西島正弘学長に
ご挨拶をいただきました。西島正弘学長から気軽
に健康相談などができる薬局の基準作りを進めて
いる厚生労働省の「健康情報拠点薬局（仮称）の
あり方に関する検討会」（座長：西島先生）にお
いて、『健康づくりを支援する薬局（仮称）』の
要件として、服薬情報の一元的な把握とそれに
基づく薬学的管理・指導、24時間の在宅対応、か
かりつけ医をはじめとした医療機関等との連携、 
一定の研修を修了した薬剤師の常駐などが検討され
ているとのお話がありました。
　研修会は、町田市薬剤師会会長で東京都薬剤師会
理事でもある関根克敏先生（D−34B）を講師にお
迎えし「かかりつけ薬局を目指して（～薬局に求め
られる機能とは～）」について講演をして頂きまし
た。薬局・薬剤師には、最適な薬物療法を提供す
る医療の担い手としての役割が期待されています。
チーム医療において、薬剤の専門家である薬剤師が
主体的に薬物療法に参加することが、医療安全の観
点から非常に有益であります。地域における医薬品
等の供給体制や、医薬品の安全かつ確実な使用を確
保するための適切な服薬支援を行う体制の確保・充
実に取り組むべきこと、更に薬物療法に併せて、後
発医薬品の使用促進や残薬の解消といった社会保障
費の適正化に掛かる観点での積極的な関与も求めら
れている等、薬局・薬剤師の役割について、講演し
て頂き、参加者には非常に有意義な研修会となりま
した。
　研修会終了後、総会を開催し、村上純子（D−
18B）会計幹事より平成26年度（H26.４．１～H27.３．
31）の会計報告、ついで寺門哲会計監査監事が監査
報告を行い承認されました。
　総会のあと、古泉会長の挨拶と乾杯の音頭で懇親
会を行い、おおいに飲み、食べながら和やかに楽し
いひと時を過ごし終了しました。

　会の開催にあたり、中尾先生、昭薬同窓会事務局
小林先生におかれましては、いろいろご指導を賜り
ました。誠にありがとうございました。
　また、当日には、ご来賓の古泉先生、寺門先生には、
昭薬の世田谷校舎、白樺校舎時代の懐かしいお話と
ともにご祝辞を賜りました。さらに最近の同窓会の
明るい話題など、たくさんお話しいただいて会を盛
り上げてくださいました。大変ありがとうございま
した。
　22名の先生方にお集まりいただきました祝賀会の
３時間は、あっという間に過ぎ、佐々木良彦先生（D
−５A）のご挨拶を頂戴してお開きになりました。
　盛大に、和やかに、中尾先生の旭日双光章受賞祝
賀会を開催することができましたこと、ご参加くだ
さいました先生には深く感謝申し上げます。
　柴田亨先生（D−31B）、堀江美恵先生（D−36A）、
齋藤祥子先生（D−39A）、若松宣彦先生（D−49S）、
川島史先生（D−42S）、渡邊篤史先生（D−56S）には、
幹事の労をお取りいただき誠にありがとうございまた。
　今回、ご都合が合わずご参加できなかった先生方
からは、記念品でのご参加を頂戴いたしました。
この場をお借りしましてお礼申し上げます。
　最後に、先の東日本豪雨災害では、当支部の多く
の先生方が罹災されましたこと、この場をお借りし
ましてお見舞い申し上げます。
　それでは、今後ともどうぞよろしくお願い申し上
げます。
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鹿児島支部
日時：平成27年11月22日㈰
場所：鹿児島サンロイヤルホテル
坂元　成行（D−25A　昭和52年卒）

　第48回日本薬剤師会学術大会が鹿児島で開催され
るのを機に13年振りに鹿児島支部が復活しました。
日薬学術大会初日に同窓会より古泉秀夫代表理事、
松浦功文副会長、寺門哲理事、田中秀明監事をお迎
えして、熊本県、長崎県、福岡県、兵庫県、愛知県、
千葉県、東京都からの参加を含め27名の参加者でし
た。古泉代表理事、松浦副会長の挨拶に続き長年鹿
児島支部長を務めた内村一彦先生の乾杯の音頭で懇
親会がはじまり美味しい料理をいただきながら、あ
ちらこちらで再会を喜ぶ歓声が上がり賑やかに盛り
上がっていました。しばらくして、寺門理事がパソ
コンを持参して昔の大学の様子から現在に至るまで

の歴史についての話がありました。スクリーンに映
し出される世田谷校舎や白樺校舎などそれぞれの世
代の会員にとって、懐かしかったり、初めて見る写
真にそんな時代があったんだと歴史ある母校の変遷
を寺門理事の解説と共に学ばせて頂きました。その
後はしばらく学生時代に戻った空気になり「白樺の
生活は良かったよなぁ、楽しかったなぁ」とかY館
やクラブハウス等の話に世代を超えて話の花が咲い
ていました。途中で同じホテルで同時に学術大会の
懇親会も行われていたのですが、急に日本薬剤師会
の山本信夫会長が古泉代表理事へ挨拶に来られたサ
プライズには驚きでした。
　二次会は鹿児島の会員が経営している「ワイン
とお食事の店Rｕ」で親睦を深めて賑やかにもりあ
がっていました。ちなみにこのお店のオーナーは
ちゃんと薬剤師をしています。
　平成28年度の日薬学術大会は愛知県です、学会に
出席される先生方はぜひ昭薬同窓会への出席をお勧
めします。愛知県でお会いしましょう。
　最後になりましたが、古泉先生をはじめ、理事の
先生方、ご出席くださいました諸先生方に遠い鹿児
島までおいで下さいまして御礼申し上げます。また、
支部会開催にあたり同窓会より多大なご支援、ご指
導を頂きましてありがとうございました。

バドミントン部
平成27年10月18日㈰
田端　康（D−22A　昭和49年卒）

　今年度のバドミントン部OB会を開催しました。我
がOB会は、OB同志に加え学生との交流を目的に行う
のが慣例になっています。今回もそれに従い、大学
の体育館で学生・OB混合のA ～ Hの８チームに分か
れてのダブルス３組による団体戦のリーグ方式の対抗
試合が行われました。午前11時に始まった試合が盛
り上がり、午後３時過ぎまで行われ、優勝チームの表
彰式で終了しました。
　チーム対抗ですのでチーム内の団結も強まり、OB
と学生との交流も成功裏に終了しました。
　その後、大学の食堂「ひまわり」で学生主催によ

O B 会 だ よ り

る懇親会が行われ、楽しいひと時を過ごすことができ
ました。
　最近は、地方からの参加者が少なくなってきました。
遠くからお越しいただくのは大変かと思いますが、毎
年この時期に行っておりますので、ぜひお誘いあわせ
の上、ご参加ください。
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D−6A
平成27年10月1日㈭～3日㈯
真田　定弘（D−6A　昭和33年卒）

　光陰矢の如し、昭和33年卒業以来早くも57年の歳
月が流れ、いつしか八十路を迎える年齢になりました。
よってこのたびのクラス会は傘寿の祝いを兼ねた開催
になりました。計画するにあたり、多彩なスケジュー
ルをと思う気持ちもありましたが、今回は特に年齢を
考慮して安心、安全を確保することを第一に企画し
ました。
　つきましては温泉に浸かり、美味しいものを戴きな
がらおしゃべりを楽しむことをモットーに、仲秋の10
月１日に修善寺温泉にて前夜祭、次ぐ２日は移動に負
担がかからぬ箱根湯本温泉にてクラス会を開催いた
しました。
　参加にあたり北は東北より、西は九州に至る遠路に
もかかわらず、述べ20名の方々の参加をいただき、盛
況裡に開催することが出来ました。
　また毎年開催していることもあって会場は和み、お
好みの酒や美味しい料理を食べながら会話も弾み、
楽しく貴重な時間を過ごすことができました。
　クラス会の翌日はゆっくりと出発、タクシーに分乗
し晴れ上がった秋の陽射しの中を箱根ガラスの森美
術館に移動し、ゆったりと見学、昼食は箱根で人気
のパスタ専門店で、イタリア人歌手によるカンツォー
ネの生演奏を聴きながら優雅に会食をすませ、箱根
湯本に戻り再会を約しながら別れの時を迎えました。
　さすがに皆さん参加されるだけあって、年齢を感じ
させない様子に感心しました。参加者の中には今でも
現役で医療に貢献されている方が５～６名おられるこ

D−14B
平成27年10月25日㈰
太田　美津子（D−14B　昭和41年卒）

　秋晴れの良き日に東京でクラス会を開きました。
参加者は24名です。遠方は北海道から。写真をいろ

ク ラ ス 会 だ よ り

D−11A「三八会」
歌舞伎鑑賞の集い
平成27年11月17日㈫
鈴木　光枝（D−11A　昭和38年卒）

　今年度は歌舞伎座も新しく建て替えられたことを
踏まえ、日本の伝統文化である歌舞伎を鑑賞するこ
とにいたしました。
　幸せなことに11月は十一世市川團十郎五十年祭に
あたり、顔見世大歌舞伎を見ることができました。

「実盛物語」では染五郎が素晴らしく、小さな子役
が上手に見得を切って見せてくれ感心しました。
　「若き日の信長」では海老蔵が若くてきれいな信
長を演じてくれ大満足でした。いつも思うことは三
味線、浄瑠璃の素晴らしいこと、日本の誇れる芸術
です。
　昼の部でしたので食事は座席で歌舞伎座の前の弁
松のお弁当を新しく変わった緞帳を見ながら楽しく
おしゃべりをしていただきました。私どもももう75
歳になります。冗談によい冥土の土産になったわね
と話したのです。
　今回は15名でしたが、こうして出席できることは
健康であることで、感謝です。
　次回はどんな企画になるでしょうか、ぜひ多くの
方に出席していただきたいと願うばかりです。

とに畏敬の念を抱かされました。
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D−18B
平成27年12月13日㈰
城所　洋子（D−18B　昭和45年卒）

D−22AB
平成27年10月11日㈰
佐藤　久仁子（D−22A　昭和49年卒）

　D−18Bクラスは「昭和薬大校内及び理事長室見
学ツアー＆クラス会」と銘打ったクラス会を校内で
行いました。
　同窓会からは代表理事はじめ３名のご出席をいた
だきまして計20名の参加でした。

　三連休の日曜日、秋晴れの中アルカディア市ヶ谷
（私学会館）にて卒業してから５回目となったD−
22Ａ・Ｂ合同クラス会を開催、全国各地から今回初
めての参加の方も含め64名が集いました。
　現在薬剤師として活躍されている方も多く、その
苦労話や近況報告、在学中の思い出話などで楽しい
時を過ごしました。
　沢山の参加者の方が景品用にと地元の名産やグッ
ズを寄付してくださったので、抽選会を開き、全員
におみやげを差し上げることが出来ました。
　会場スクリーンには卒業アルバムの若かりし日々
が映写され、総勢９名による「よさこいソーラン」
の舞を披露してくださる方、スピーチをしてくださ

　12時に校門前に集合して理事長の村瀬君の案内で
校内とめったに入れない理事長室を見せてもらいま
した。私たちが通った世田谷校舎と全く違う近代的
な素晴らしい設備の教室、模擬薬局、広い講堂、立
派な理事長室にただびっくり……
　校内の談話室？をお借りして食事しながら全員で
近況報告、欠席の方からのはがきの紹介をしました。
まだ働いている方が多いのに元気づけられました。
　12月いっぱいで理事長を退任される村瀬君に、皆
でご苦労様でしたとエールを送り、クラス会を終わ
りました。
　次回は長野で10年に１回行われる「おんばしら」
を見学するクラス会を開く予定です。

いろ撮ってくださり感謝しています。
　今回は『新しい東京』と『古き東京』ということ
で企画しました。
　『新しい東京』スカイツリーが目の前にそびえた
つイタリアンレストランでの昼食会。その後水上バ
スで『古き東京』江戸時代にまで遡り浜離宮恩賜庭
園へと足を運びました。庭園のお花畑では色とりど
りに咲き誇るコスモスが我々を歓迎！
　都内にある江戸の庭園では唯一現存する海水の池
を目前にしてお抹茶をいただき最高！！　夕日もきれ
いでした。
　短い時間でしたがそれぞれの現況報告、また思い
出話に花を咲かせることが出来ました。次回は京都
でお会いしましょうと別れを惜しみながら幕を閉じ
ました。とても楽しい充実した一日でした。
幹事　井瀬、林、太田

▲昭和薬科大理事長室にて



S−5 久保下秋江（庄司）2015.1.3
S−5 玉川　勝子（内山）2012
S−11 冨満　宮子（永吉）2016.1.7
S−11 茨木　修 （山下）
S−13 片山　登代 2014.10
S−13 飯島十三子（長島）2015.6.25
S−14 平田　かよ
S−15 福井　珠江（三宅）2015.7.22
S−16 早川　孝子 2016
D−2 坂井　　米（村松）2015.12.8
D−4B 白井　すみ（中澤）2016.1.8
D−7B 早川　保夫 2014.5.23
D−7B 玉川　陽子（金在先）2012.9.14

D−8A 小島たかし 2016.2.3
D−8B 方波見保男 2010.3
D−9A 松山　征子（鈴木）2014.1
D−9B 中村　卓造 2015.11.13
D−9B 福島寿美子（新村）2014.12
D−10A 塩島美穂子 2015
D−12B 千村　龍義 2015.9
D−14B 松永　牧夫 2015.12.10
D−15B 加藤　富子（高玉）2015.7.17
D−15B 竹内　幸江 2014.12
D−17A 大滝　　廣 2015.10
D−17B 阿部　康子
D−17B 中山　潔

D−21A 高橋　典子（永田）2015.11.26
D−21B 筒井　恵子（田中）2016.1.9
D−22A 伊藤美代子（猪又）
D−22A 有働　佳子（岩下）2015.3.25
D−22A 追留　善信
D−22A 並木　俊明
D−22A 中川みどり（松田）
D−22B 矢内　恵子（田母神）2016.2.2
D−26A 石塚　叔郎 2015.5
D−28A 田中　孝治 2015
D−31B 井口　彰仁
D−57S 浅尾　裕子 2016.1.19
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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

お詫び
　会報109号でD−20B中山明子様、D−32A服部瑠枝様（旧姓茅野様）を逝去としましたが、誤りでした。誠に申し訳ありませんでした。
　この紙上をお借りしてお詫び申し上げます。今後このようなことのないよう十分気をつけていきます。

る方もいらして、とても盛り上がりました。
　まだまだ話足りずに、二次会会場へ半数以上の方
が移動、その後三次会に……。
　また数年後にお会いすることを約束し、楽しい思

　平成28年２月12日に厚生労働省・生活衛生局長
より「健康サポート薬局に係る研修実施要綱につ
いて（通知）」が出されました。
　健康サポート薬局には、要指導医薬品など健康
食品等の安全かつ適正な使用に関する助言、健康
の維持増進に関する相談並びに適切な専門職種又
は関係機関への紹介等に関する研修を修了し、一
定の実務経験を有する薬剤師（研修修了薬剤師）
が常駐することを定めています。この研修に必要
な事項を取りまとめて「健康サポート薬局に係る
研修実施要綱」が作成されました。
　また厚生労働省は薬剤師を評価するため「かか
りつけ薬剤師指導料」の新設も提案し、かかりつ
け薬剤師の条件のひとつに公益社団法人薬剤師認
定制度認証機構（CPC）認定の研修認定の取得も

研修認定単位の取得が必要となりました
厚労省【「健康サポート薬局に係る研修実施要綱について（通知）」】

求めるなどとされています。
　これまで不断の努力と自己研鑽を続けてこられ
た研修認定薬剤師の努力が報われることになりま
す。

To
pi
c

い出を胸に解散しました。
　幹事一同、無事に楽しい会が出来ましたことを感
謝し次回皆様にお会いする日を楽しみにしていま
す。

平成塾の認定薬剤師証を取得しましょう！
　平成22年（2010年）５月一般社団法人昭薬同窓
会は、薬科大学同窓会としてはじめて唯一の薬剤師
認定制度認証機構（CPC）の認証団体として登録さ
れました。平成塾として研修手帳を作成し、研修単位、
認定薬剤師証の発行をしております。
　平成塾では、１年間に通信講座８
単位、通信講座のテーマに沿ったス
クーリング２回（４単位）、業務支援
講座３回（３単位）を行っており、年
間15単位を取得できます。
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　私、塩山の、経験した事、伝え聞いた事を、お話しさせていただきます。
　私は、地震の際は、国道６号線原町区で車を運転中で、ひどいゆれを感じ、車を止め、地震のおさま
るのを待っていました。テレビは、速報で、津波５ｍとの情報を流していました。海が近いので、様子
を見に行こうとしましたが、思いとどまり、車の渋滞をさけながら家路をめざし、走りました。
　自宅は、二階がひどい状態でした。すぐに調剤薬局に行き、状況を聞きました。自動分包機が倒れ、
使い物にならない、引き出しも飛び出したり、棚の薬品も散乱し、従業員全員で棚に戻したとのことで
した。
　地震から１時間もしないうちに、津波が６号線を超え、駅まで来ました。そのとき、交番のパトカー
に乗っていた警察官の死去、仕事でトラクター運転中の男の方の死去、避難していたものの、家に戻り
津波にさらわれた人、とにかく生死を分ける時間を過ごした人たちがいました。
　行政の方で、津波・地震について調査に行って津波に遭い、橋の欄干につかまり助かった人、６号線
で車ごと津波に流されて、車から外へ出られたが流されて、ガードレールにしがみついて助かった人、
マスコミには書かれていないことがいかに多い事か。私自身などは恵まれすぎていました。
　避難所では、おにぎりにペットボトルの水１本、ひどいところは１日で食パン１枚とペットボトルの
水１本の所もあったそうです、それが、数日続いたとのことを聞いたときは、びっくりしました。
　しかし、別の避難所ではいたれりつくせりと、ばらつきもあったようです。私が、一番、目にしてつ
らい思いをしたのは、すし詰め状態で寝起きしていた避難所を見たときです。息苦しく、長時間暮らせ
るとは、とても、思えませんでした。
　私は、避難命令が出たときも、小高区にいました。３月13日は、避難していた原町区の小学校の体育
館から、当番薬局に行き、店を開けましたが、当番医はすでに避難していて、いませんでした。津波で
薬を流された人たちが来て、「薬を出してくれ」とのことでしたが、小高の病院へお願いして、処方して
もらうよう指示しました。勝手に薬を出すわけにいかなかったからです。今思えば、出してあげればよかっ
たかな、と、思っています。
　私の地区では、古い家は70軒、全壊しました。海岸線の松林は、ほとんど流されてしまいました。知
人の多くが、津波により亡くなっています。津波は15ｍ以上でした。この経験を、どう伝えていくべき
かを、考えさせられます。
　ある地区では、体育館に避難した老人たちと高校生たちのうち、高校生一人だけしか助からなかった
そうです。そこでは、津波が体育館を飲み込んだそうです。
　まだまだ話はありますが、ここで終わらせていただきます。　　　平成28年２月13日㈯　塩山　利正

「3・11東日本大震災」の体験を伝えていきたい！

福島県支部会から

平成28年2月14日㈰福島県支部会が7年ぶりに開催されました。そこで読み上げられた被災体験をご紹介します。

〜D−20B　塩山利正さんの体験から〜

　塩山利正さん（Ｄ−20Ｂ　昭和47年卒）は、東日本大震災当時、福島県浜通りの、南相馬市小高区に住んでおられましたが、原発の帰
宅困難地区となり、現在は、栃木県の那須町に避難しておられます。今日の福島県支部会に参加される予定でしたが、直前に体調を崩され
て、残念ですが、欠席となりました。
　塩山さんご自身にお話ししていただくつもりでしたが、参加できなくなってしまいましたので、体験について少し書いていただけるよう、
お願いしましたところ、体調の悪い中、こころよく、引き受けて下さって、前日にＦＡＸで送られてきたものを読ませていただきました。
　コンビニまで行ってＦＡＸを操作してくださったのは塩山さんの奥さまです。奥さまにもご協力いただき、ほんとうにありがとうござい
ました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成28年2月14日（福島県支部会　D−12A　斎藤克子）

◀写真左：国道６号線沿いに立っている
　　　　　放射線量を示す電光掲示板

◀写真右：国道６号線に沿って並んでいる除染の土
　　　　　シートに覆われている。後ろに見えるの
　　　　　は無人の家



一般社団法人昭薬同窓会社員総会のお知らせ
　日　時 ： 平成28年6月19日㈰　13時〜16時
　場　所 ： 昭薬会館５階会議室
　議　題 ： 平成27年度会務事業報告
　　　　　平成27年度一般会計決算報告
　　　　　平成27年度平成塾決算報告
　　　　　監事報告
　　　　　平成28年度会務事業計画案
　　　　　平成28年度一般会計予算案
　　　　　その他
　　　　　社員総会終了後、社員及び会員の意見交換会をいたします。ご参加ください。
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昭薬同窓会  会報

神奈川北相支部会のお知らせ

第49回名古屋学術大会に
合わせた懇親会のお知らせ

同窓会助成金について

寄付金について　御礼とお願い

　日　　時 ： 平成28年5月29日㈰
　集合場所 ： 地下鉄銀座線・半蔵門線「三越前」
　　　　　　A10出口　10時15分
　研修内容 ： 第一三共製薬くすりミュージアム
　連 絡 先 ： 田端　康（D−22A）
　　　　　　昭薬同窓会TEL 042−722−5750

　日　時 ： 平成28年10月9日㈰、10日㈰
　場　所 ： ウイスティンナゴヤキャッスルホテル
　　　　　　名古屋市西区樋の口町3−19
　全国から同窓生が参加されます。友人をお誘いの上
　ご参加ください。
　連絡先 ： 伊藤裕至（D−29B）
　　　　　昭薬同窓会TEL 042−722−5750
　皆さまのご参加をお待ちしています。

支部会を開催する場合
・研修会を行う場合　50,000円と支部会員の完納者数×

200円を助成します。
・研修会を行わない場合　30,000円と支部会員の完納者

数×200円を助成します。

クラス会を開催する場合
　10.000円を助成します。

ＯＢ．ＯＧ会を開催する場合
　10.000円を助成します。
　皆さまの同窓会費から各種助成金が出されます。
　会費納入をよろしくお願いいたします。
　支部会、クラス会を開催される場合は、事務局に連絡を
いただければ、宛名シール、名簿を印刷して提供はできま
す。その際は所定の個人情報に関する誓約書（複写や譲渡
しないなど）を提出していただきます。
※用紙は同窓会事務局にあります。ご不明の点は同窓会事
　務局にご連絡ください。

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

発行者：一般社団法人 昭薬同窓会 会長（代表理事）古泉　秀夫
 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

◀昨年の社員総会の様子

▼昨年の懇親会の様子

　以下のクラス、個人より（一社）昭薬同窓会にご寄付をいただき
ました。同窓会運営は現在財政上厳しい状況にあり、大変ありがた
く頂戴いたします。これからの同窓会活動に有意義に使わせてい
ただきます。この紙面をお借りして、御礼申し上げます。

平成25年
　神奈川東支部　小沢　　博様	 382,420円
　　　（このお金は東支部が3分割して新支部が結成されるときに、3分の1ずつ
　　　 支部に立ち上げ資金として分けられる）
　新潟支部　　　曽我　睦巳様	 100,000円

平成26年　
　S−16クラスの皆さま	 10,000円
　D−12Aクラスの皆さま	 40,000円
　長崎支部　　　武田　艶子様	 100,000円
　長崎支部　　　武田満寿江様	 100,000円
　新潟支部　　　曽我　睦巳様	 100,000円

平成27年
　新潟支部　　　曽我　睦巳様	 100,000円
　D−10Bの皆さま	 12,000円

皆様からのご寄付は随時受けつけておりまので、その場合は事務
局にご相談ください。ただし、税法上に優遇はありませんので、ご
了承ください。



昭薬同窓会会報 Vol.110

　温度差の激しい日が続いておりましたが、陽差しは春の気配です。
　4月には、診療報酬が変わりますので、年度末は皆さま気ぜわしい日々をお送りの事でございましょう。今回改定の中での「かかり
つけ薬剤師」の 制度では、不適切な相互作用のチェック、重複薬を防ぐ役割、地域への積極的な関わり等ますます薬剤師個々の研鑽
が必要となっております。同窓会としても、そのバックアップを心がけて進めております。また、2月に福島支部総会が支部の方々の
ご尽力により7年ぶりに開催されるなど各地で支部会、クラス会が再開されたりと嬉しい便りが届いております。「同窓会会報」誌と
共にパソコンで「昭薬同窓会」を開くと同窓生の活躍を知ることが出来ますので、どうぞご覧ください　　　　　　　（かんさく記）
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会報110号は以下の方に発送しております
会報110号は、
 ・全国の会費完納者（平成27年度まで納入された方）
 ・平成26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、会報をお送りできます。

蒲田薬剤師会からのお誘い

編 集 後 記

　『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いたしました。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　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　
　7月31日までに宛先を書き82円切手を貼った返信用封筒を同封して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（大田区在住の方を
優先させていただきます）。

平成28年　第39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
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