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「ニチニチソウ Catharanthus roseus」

【主な内容】
同窓会長 巻頭言　薬学教育と薬剤師

平成塾薬剤師業務支援講座報告
●小児の薬剤の使用について－小児がん治療を中心に－
●妊婦・授乳婦における薬物療法の考え方
●肝臓における薬物投与の陰と陽の作用
◆アンケート調査報告

支部会便り
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秋田県支部会

クラス会便り　D-9A／ D-16 ／ D-27B／ D-28AB合同／D-29AB合同
OB・OG会便り　バスケット部
昭薬同窓生リレー寄稿　第 1回　「病院薬剤師がやるべきことは」川上和宜氏（D-46S　平成 10年卒）
■ 2018 年度平成塾研修講演会日程・平成塾受講生募集

第７回一般社団法人昭薬同窓会社員総会のお知らせ　6月17日㈰

昭薬ミニミニクイズ　Q難治性慢性咳嗽の治療には…？
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「ニチニチソウ  Catharanthus roseus (Vinca rosea)」」
医薬品原料 / ビンブラスチン (Vinblastine)､ ビンクリスチン (Vincristine)

　初夏から晩秋まで、日々、次々と新しい花を咲かせるニチニチソウ（日日草）は可愛らしい身近な植物ですが、キョウチクトウ科に
属し 70 種以上のアルカロイドを含み、医薬資源としても重要です。中でも、インドールアルカロイド二量体であるビンブラスチンと
ビンクリスチンは、強い細胞分裂阻害作用を有し、現在、抗腫瘍薬として広く用いられています。構造が複雑で化学合成が困難なため
野生種から抽出しますが、含有量が少なく高価な医薬品となっています。花言葉は「楽しい思い出」「若い友情」「揺るぎない献身」など。
　写真は東京都の城中支部の古泉秀夫様（D-11A　昭和 38 年卒）に提供していただきました。昨年 5 月、神奈川北相支部研修会の際
に東京都薬用植物園で撮影されたものです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（表紙解説担当　神戸）
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　皆さんは一般社団法人
薬学教育評価機構（Japan 
Accreditation Board for

Pharmaceutical Education：JABPE）という名称を
耳にしたことがありますか。薬科大学や薬学部の関
係者であれば知っているのは当たり前ですが、ほ
とんどの薬剤師の方は聞いたことがないと思いま
す。医学教育では良く似た名称の一般社団法人日
本医学教育評価機構（Japan Accreditation Council 
for Medical Education ：JACME）という団体が設
立されていますが、その成り立ちの経緯は大きく異
なります。早いのは薬学（JABPE）で、6 年制教育
を導入するにあたり「国民に納得してもらえるよう
な仕組みを走らせますよ。その新しい仕組みが機能
しているかどうかもきちんと見守って評価していき
ますよ」というのがその設立の趣旨で、眼は国民を
向いていますと伺いました。これは JABPE 理事長 
井上圭三先生が医学教育の専門家を前にしての講演
会でのお話で、先行する薬学教育評価について学び
たいという医学教育評価機構設立に向けての一過程
での出来事でした。ちなみに母校の西島正弘学長も
JABPE 理事を務めておられます。一方、医学の方
は、米国での医師の質の問題に端を発しています。
あえて国名は挙げませんが、中南米の国々で教育を
受けた質の悪い医師に我が国民を診させるわけには
いかない。そこで基準を満たす教育をしている大学
の卒業生にのみ米国医師国家試験の受験資格を与え
ようということになりました。この動きが世界医学
教育機構（WFME/WHO）という世界的な団体を
動かして教育の基準が公表され、我が国も追随する
形となりました。世界基準の評価機構の仕組みの詳
細は割愛しますが、「現代の黒船」とか「2023 年問題」
とか言われて騒がれたのはこのような背景があった

一般社団法人昭薬同窓会代表理事
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道（D−22B　昭和49年卒）

薬学教育と薬剤師

ためです。実際、教員の負担はかなり増えますが、
患者（国民）のためという目的があるので大学には
受け入れられています。一方、薬学では 6 年制教育
の導入に端を発したわけでありますが、6 年制の卒
業生を出してから早 6 年、彼らの声を聞いてみまし
た。現場では 6 年制と 4 年制の卒業生の差は感じら
れず、むしろ、経験豊富な先達たちから学ぶことが
大きいとのことでありました。4 年制ではなかった
教育内容に実務実習があります。これは現場に出て
体験をし、実学としての医療薬学の修練を積むとい
う目的で行うとのことであります。これが 4 年制の
人たちから言わせると 6 年制卒業生は実践力があり
即戦力になるという評価の源になっています。一方、
研究者養成のための 4 年制−修士課程−博士課程と
いう道筋も作られていますが、多くの私大では応募
者は多くないと聞き及んでいます。
　ノーベル生理医学賞受賞者の大隅良典博士が声を
大にして言っておられるのを引くまでもなく、経済面と
教育制度からの研究者養成は急務であります。特に、
私立の医療系大学では実学に重点が置かれ、基礎研
究の重要性が疎かになっているように見えます。実際、
研究畑に進み研究者となる学生は殆どいないのが現状
でありますが、薬学生に研究者とはどのような行動を
とるのかを学ばせる必要があると考えます。「大学を問
わず実務実習の学生さんに不足しているのは研究者マ
インドである。実務をこなしながらでも物事に疑問を
持ち、徹底的に調べるという姿勢に欠けている。」実
務実習を数年来受け入れてきた薬局開設者の意見であ
ります。実務と研究、両立は難しいかもしれませんが、
一生のある時期、実務を離れて研究に熱を上げること
があっても良いのではないか。そんな制度が我が国に
でき、受け入れられると諸外国に負けない質の高い医
療者・研究者が育つと信じています。

【表紙解説】 題字：「昭薬同窓会会報」の文字は松永田鶴江初代同窓会会長の書による

日　時：平成29年9月24日㈰　13:00 〜 14:30
場　所：町田市文化交流センター 5Fサルビア
講　師：金子　隆 先生
　　　　都立小児総合医療センター血液腫瘍部

　一般に小児は成人の小型版と考えられがちである
が、薬物代謝速度はかなり異なることや成長発達が
あることを考慮した使い方が必須となる。また、問
題点の 1 つに剤形の問題がある。いくら有効な薬剤
を処方しても服用されなければ効果がない。そこで、
鎮咳薬や抗生剤には薬の味を工夫し、散剤・水剤・
錠剤などから剤形を選択するということになる。小
児では年齢と体重で用量が決まるので散剤を多用す
る。散剤の場合、味によって内服しにくい場合があ
り、水薬や座薬を使用することになる。また、ドライ
シロップの場合素早く飲むことが肝要で、ゆっくり飲
むと苦味を感じることになる。吐き気がある場合は、
成人ではなんとか服用できることが多いが、小児で
はすぐに吐いてしまうので吐き気止めは座薬が有効
となる。座薬が多用される薬剤に解熱剤がある。こ
れは散剤とした場合苦味を強く感じるためである。
　薬の投与量の決め方は多様であるので、ここでは
主なものを紹介する。去痰剤や止痢剤などには成
人の投与量を基準とした Von Harnack 表に基づい
て決められる。0 歳児（乳児）の場合、新生児（生
後 4 週間まで）は成人の 1/8、3 ヶ月児は 1/6、6 ヶ
月児は 1/5 となる。1−2 歳児は 1/4、3−6 歳児は
1/3、7−11 歳児は 1/2、12−14 歳では 2/3、15 歳
以上は成人量となる。抗生剤や循環器薬などは体重
で投与量を決めるが、40−50㎏の児の場合、成人量
を超えてしまうという問題が生じる。大多数の抗が
ん剤などは体表面積で計算する Crawford 式を用い
ることが多い。問題点は体重に比し体表面積が大き
い場合があり、過剰な計算値が算出されてしまうこ
とである。そこで 1 歳未満（乳児）では体重あたり
や成人投与量 x 体重（㎏）/30 の式を用いた値を採用
している。
　薬の味は鎮咳剤や去痰剤を中心に改善され、飲み
易くなっている薬剤もあるが、改善されず発売時の
ままの薬剤が大半である。抗生剤ではペニシリン系
やセファム系は比較的味は良好であるが、メイアク
トは内服困難である。マクロライド系や解熱鎮痛剤
も苦味が強い。このような味の悪い薬剤を服用させ

小児の薬剤の使用について−小児がん治療を中心に−

講師略歴　金子　隆　（かねこ　たかし）
慈恵会医科大学昭和 52 年卒業、医学博士、慈恵会
医科大学付属病院で研修、東京都立荒川産院、国立
小児病院などを経て、昭和 63 年より都立清瀬小児
病院医長、平成 18 年より同病院血液腫瘍部部長、
平成 22 年都立小児総合医療センター血液腫瘍部部
長、平成 28 年より同部非常勤医師として勤務。
日本小児科学会専門医、日本小児・血液学会評議員・
暫定指導医、日本血液学会専門医・指導医、日本造
血細胞移植学会移植認定医、日本がん治療認定医機
構　暫定教育医

平成塾薬剤師業務支援講座報告

るために様々な工夫がなされている。1味の組み合
わせの良い飲み物に溶かして飲ませる。2少量の水
で溶かし、スポイドやスプーンで下の奥に乗せる。
3ごく少量の水でペースト状として、上口蓋の奥や
頰の奥に塗り、飲み物で流し込む。4ゼリーの中に
封入し、飲み込ませる。また、薬と牛乳やプリンな
どの飲食物との組み合わせで飲み易さや飲みにくさ
を一覧表にした、「おくすりへっちゃらリスト」も
参考になる。面白いことに病院では看護師さんが入
院患児に薬を飲ませられないことはほとんどない。
理由は定かではないが「飲まないと病気が良くなら
ない」という職業意識が強く働くためではないかと
考えている。
　最後に、小児に薬剤を使用するときには、投与量
の問題や服用させる為の工夫も大切であるが、小児
が一番成人と異なるのは発達途中にあることであ
る。従って、成長を妨げる薬剤をなるべく避けるこ
と、また成長期に特有な副作用もあることから、副
作用の内容を考慮した処方にしなければならないこ
と、さらに今後数十年以上生きていくので、臓器障

▲ 9 月 24 日の講座の様子



昭薬同窓会会報 Vol.114

日　時：平成29年10月22日㈰　13:00 〜 14:30
場　所：町田市文化交流センター 5Fサルビア
講　師：石川洋一 先生
　　　　国立成育医療研究センター　薬剤部長

　今回は、妊婦・授乳婦を正しく守るために、その
薬物療法の実際、添付文書との付き合い方などを講
演して頂いた。日本では妊婦・授乳婦には薬を飲ま
せないという考え方が浸透している。これは健康な
妊婦に対して適正な判断である。　医薬品に限らず
特にタバコ、アルコールは厳に避けるべきである。

　ところが、そこから派生して医療従事者でも妊婦・
授乳婦に薬物療法を行ってはいけないと医療従事者
でも誤解をしている例を見る。妊婦・授乳婦も病気
になれば辛い。てんかん、うつ病、高血圧、甲状腺
疾患、喘息、これらの疾患をもつ女性も服薬しなが
ら妊娠をしたいし、妊婦だけが花粉症や頭痛を我慢
しなければならない理由もないなど基本的な考え方
も紹介された。薬剤による奇形の例としてカルバマ
ゼピン−神経管形成不全、リチウム−エプスタイン
奇形、フェニトイン−胎児性ヒダントイン症候群、
レチノイド−レチノイド胎児症、サリドマイド−ア
ザラシ肢症、バルプロ酸−神経管形成不全、ワーファ
リン−ワーファリン胎児症などを示されたが、疾患
を持つ妊産婦には薬物療法が必要であることも述べ
られた。講演で示されたスライドの一部をご紹介す
る。

医薬品によるリスク
 • 先天異常の原因 （2 ～ 3％中の）
　　−染色体異常 5 ～ 10％
　　−環境要因 5 ～ 10％
　　−単一遺伝子異常 20 ～ 25％
　　−原因不明 65 ～ 70％
• 薬剤が先天異常の原因とされるものは
　　約 1％　（すなわち 10,000 人に 2 人程度）

　使用頻度の多い解熱消炎鎮痛薬の使用時期につい
て説明された。

妊婦・授乳婦における薬物療法の考え方

講師略歴　石川　洋一　（いしかわ　よういち）
明治薬科大学　卒業
現職：国立研究開発法人　国立成育医療研究セン
ター　薬剤部長、妊娠と薬情報センター　副セン
ター長、臨床研究開発センター　臨床薬理研究室長、
日本病院薬剤師会　妊婦・授乳婦専門薬剤師部門研
修委員長・認定審査委員、日本小児総合医療施設協
議会　薬剤部長部会　会長
著書に「妊娠・授乳とくすり Q&A」、「こどもと薬
の Q&A　監修」、「小児薬物療法テキストブック」、

「小児科領域の薬剤業務ハンドブック」など多数あ
ります。

NSAIDs（解熱消炎鎮痛薬）
 • 妊娠初期→奇形はあまり心配いらない
　　　　　　流産率増加の懸念が僅かに
 • 中期以降→胎児尿量減少、羊水過少
 • 妊娠後期→胎児の早期動脈管閉鎖
　　　　　　新生児の肺高血圧症
 • 妊娠中の解熱鎮痛にはアセトアミノフェンが
　一番

　最後に妊婦・授乳婦における薬物療法等の質問は
下記のアドレスに気軽に相談して下さいとのことで
した。

「妊娠と薬情報センター HP」の
http://www.ncchd.go.jp/kusuri/index.html
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▲ 10 月 22 日の講座の様子

害を起こした場合、生活の質や職業の選択に影響す
ることを知った上で対処しなければならない。
　以上のように、小児は単に大人の小型版でなく、
独自の代謝系や行動パターンを有している。このよ
うな科学的事実を踏まえた上で、将来性を考慮に入
れた薬による治療が必須となっている。ことに小児

がんではかつては治癒不能であった疾病から社会復
帰できるところまで治療法が進歩したため、将来を
考えた治療方法や対策が導入された。治療法の進歩
により新たな知恵を生み出す必要性が生じた一つの
例である。

日　時：平成29年11月26日㈰　13:00 〜 14:30
場　所：町田市文化交流センター 5Fサルビア
講　師：永井英成 先生
　　　　東邦大学医療センター大森病院消化器内科
　　　　准教授

　「肝臓とは何か？」解剖学的には肝右葉と肝左葉から
なり、それぞれに肝動脈と門脈の 2 つの血液流入口が
あり、肝静脈が流出口となっている。組織学的には肝
小葉と門脈域といった特徴的な組織像を有する血液の
豊富な器官である。また、沈黙の臓器とも呼ばれ、自
己修復能の高い臓器であるので多少の障害は自ら治せ
るので自覚症状が出ない。障害の度合いが一定量を超
えるといわゆる肝硬変などの肝不全に陥ることになる。
　薬物投与の陰の部分としてアルコール摂取の影響
と薬物性肝障害がある。アルコール摂取については
常習飲酒家と大酒家に分類される。前者は日本酒換
算で 1 日 3 合（エタノール 60g）、5 年以上継続、後
者は同 1 日 5 合（エタノール 100g）以上、5 年以上
継続という定義がある。大酒家が 15 年以上継続す
ると 10−20％の人が肝硬変になり、1 日 7.5 合（エタ
ノール 150g）、20 年以上継続で 40−50％に跳ね上が
る。エタノールはチトクローム系とカタラーゼ系とア
ルコールデヒドロゲナーゼの作用によりアセトアルデ
ヒドに変換され、アルデヒドデヒドロゲナーゼ（ADH） 
により酢酸に変化する。ADH はアルデヒドが低濃度
の時に働く ADH2 と高濃度でのみ働く ADH1 に分類
される。ADH2 は白人種や黒人種ではほぼ 100％活性
を保っているが、日本人の約半数は弱いか欠損して
いる。薬物性肝障害の概念として中毒性肝障害とア
レルギー性肝障害がある。薬物性肝障害はアセトアミ
ノフェンに代表される肝毒性を有する薬剤により引き
起こされる障害で、投与量に比例して障害の程度も
高くなるのが特徴である。薬物代謝過程での反応性
中間代謝物や薬物そのものがハプテンとなり細胞成
分と結合することにより T 細胞依存性肝障害を誘起
することをアレルギー性肝障害と呼ぶ。さらに、急性
型・慢性型に分類することもある。急性型である肝細
胞障害型薬剤として小葉中心帯壊死を引き起こすア
セトアミノフェンやハロセンなどや脂肪肝を誘発する
テトラサイクリンなどが知られている。同じく急性型
で胆汁鬱滞を引き起こすエストロゲンやアモキシリン
があり、肝細胞障害型と胆汁鬱滞型の混合型薬剤と
してアロプリノールなどがある。慢性型もいくつかの
パターンがあり、イソニアジドなどによる慢性活動性
肝炎、クロルプロマジンによる胆汁性肝硬、ビタミン
A による肝線維症、経口避妊薬による肝血管性病変

肝臓における薬物投与の陰と陽の作用

講師略歴　永井 英成　（ながい　ひでなり）
獨協大学医学部平成 2 年卒業
東邦大学医学部付属大森病院・済生会横浜市南部病
院で研修、東邦大学医学部付属大森病院第 2 内科、
南カリフォルニア大学留学、聖ヨゼフ病院内科など
を経て、平成 21 年より東邦大学医学部医学科内科
学（大森）消化器内科講師、平成 25 年より現職。
日本内科学会認定医、日本消化器病学会専門医・指
導医、日本肝臓学会専門医・指導医、日本内視鏡学
会専門医、日本がん治療認定医機構　暫定教育医

や肝腫瘍などが知られている。肝障害を起こす起因
薬として抗生物質が最も多く、次にロキソニンなどの
消炎鎮痛解熱薬が多い。抗生物質としてクイラリスロ
マイシンや抗結核薬や抗真菌薬（特に爪白癬）が多
い傾向がある。また、特に近年は健康食品や漢方薬
による肝障害の増加が目立つ。陰の作用の 3 番目とし
て、非アルコール性脂肪肝炎がある。これは健康食
品などによる脂肪酸の過剰摂取により引き起こされて
いると考えられている。
　重篤な肝障害患者が大学病院などの特定機能病院
に来る場合は、その薬歴は非常に重要である。一昔前
は、紹介病院や医師に電話等で尋ねることもあったが、
なかなか正確な情報を得ることができないこともあっ
た。しかし、お薬手帳が普及するようになって、問い
合わせる手間は省け、かつ正確な情報を得られるよう
になって、その効果は非常に大きい。しかしながら、
健康食品の情報までは得られていないので、できれば
薬局で健康食品の摂取の有無や種類・量も記入して貰
えると治療に大いに役立つとの提案があった。
　最後に陽の話の 1 つとして抗肝炎ウイルス薬の話
の紹介があった。少なくとも患者が 200 ～ 400 万人
はいると考えられている C 型肝炎の治療薬が販売
になってウイルスフリーの状態にすることが可能と
なった。これは朗報である。しかしながら、その後、
通院せずに放っておくと肝がんに進行する例がある
ことが報告された。ウイルスフリーになっても安心
せず、引き続き定期的な検査のための通院が必要で
あることを意味している。
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　平成 28 年の同窓会費納入率を全国第 2 位という
輝かしい実績の岩手支部は四国四県に匹敵する県内
に 60 名ほどの同窓生が散らばっており、なかなか
一堂に会することができませんでした。
　なにしろ同窓会の消息をすべて把握することは難
しく、薬剤師会員名簿と過去のデータから 36 名を
探し当て、当日参加できたのは 8 名となりました。
　顔ぶれを見れば、ちょっと前まで若かった面々で、
世田谷校舎の思い出や調剤薬局の現状のお話に楽し
いひとときを共有することができました。
　岩手県では岩手医科大学に薬学部ができ、すでに
卒業生も輩出しており、昭薬同窓生の割合が少な
く、今後も数少ない大切な仲間として、楽しく関わ
りあっていきたいなと思っております。

　今年の支部会は昨年退官された千葉先生が参加予
定のところ急遽都合により欠席となり、13 名の参
加でした。
　白川より 6 月 18 日開催された同窓会社員総会の
報告後に乾杯し、各自の近況報告等和気あいあいと
親睦を深め、参加できなかった皆様の無事平穏を祈
りました。次回は寒くなる前、9 月頃企画すること
に全員一致しましたので、ぜひ、ご出席をお待ちい
たします。

支 部 会 便 り

岩手支部会
日時：平成29年11月18日㈯
場所：盛岡駅前　ももどり
宮　良男（Ｄ−24A　昭和51年卒）

秋田県支部会
日時：平成29年11月25日㈯
場所：秋田市中通り　エリアなかいち2f
　　　御厨光琳　なかいち店
白川　弘悦（D−25A　昭和52年卒）

D−9A
伊藤　文雄（昭和36年卒）
日時：平成29年１0月21日㈯
場所：東京ステーションホテル

ク ラ ス 会 便 り

　１0 月 21 日、東京ステーションホテル桐の間で第
27 回 D9−A クラス会を開催いたしました。
　東京ステーションホテルは交通の中心地で駅の中
に会場も有り、便利でクラス会員の皆さんに好評、毎
年ここで開催することになり、今回で 3 回目に成りま
す。
　過去に亡くなられた方へのご冥福をお祈りし 1 分間

昭薬同窓会学術部・平成塾運営委員会

　毎回、平成塾研修会の終了時に出席者の方々にアンケートをお願いしている。アンケート集計結果は将来の講
演内容や通信講座のテーマ選びの参考としており、貴重な意見の集約の場として重要な役割を担っている。今回、
平成 29 年度のアンケート調査結果（平成 30 年 2 月 25 日現在）を報告する。

1　出席者の年代
　40 代と 50 代で全体の 7 割強を占め、20 代・30 代の参加は少ない（図 1, n = 71）。

	 図１．出席者の年代別分類	 図２．職業による分類

2　就業職種
　保険薬局が圧倒的に多いが、病院や製薬会社勤務の方もおられた（図 2, n = 63）。

3　平成塾をどこで知ったか
　事務局からの案内ハガキやホームページ、同僚・知人や案内メールが上位を占めた（図３, n = 65）。

図３．平成塾の講座を何で知ったか .

4　今後取り上げて欲しい話題（疾患）（多い順）
　1　婦人疾患・婦人科がん（乳がん、子宮がん、 7 緑内障と点眼薬
 卵巣がん） 8 腎硬化症
　2　心疾患（不整脈、高血圧） 9 アレルギー
　3　精神疾患（うつ病　統合失調症）　処方と薬物 10 点滴など栄養について
 処方 11 漢方薬の適用について
　3　高齢者と催眠薬と抗不安薬 12 副作用発現している実例など見極め方
　3　小児・てんかん、パーキンソン病の臨床、治療 13 薬剤相互作用と適正使用
 法など 14 話題の薬の作用機序と副作用
　6　糖尿病、脂質代謝異常、膵臓の疾患について

平成29（2017）年度平成塾研修講演会
（薬剤師業務支援講座および通信講座スクーリング）

アンケート調査中間報告

50代 31％

60代 13％

70代 3％
未記入 6％ 20代 3％

30代 7％

40代 38％ 保険薬局 83％

病院 11％

フリー 3％ 未記入 2％
製薬 2％

案内メール 18％

同窓会ホームページ 23％

同僚・知人 18％

平成塾案内 9％

Facebook 8％

案内ハガキ 23％
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の黙禱。
　今回は、上田先生ご夫妻を招き、卒寿をお祝いし
記念品贈呈、奥様と我々学生時代のお話もお聞かせ
戴きました。
　我々の年代になると出席者も 13 名と減少しました
が、時間がたつにつれ学生時代を思い出し、和やか
な雰囲気の内に会も盛り上がっていきました。
　足立正一氏は梅の成分で悪性腫瘍に効果のある医
薬品を幾つに成っても研究心旺盛で追及され、梅と
の新しい癌抑制因子も発見研究中、我々の誇りでも
有ります。
　瞬く間に 3 時間が過ぎ、再会を約束し閉会となりま
した。

D−16同期会
吉田　定（昭和43年卒）
日時：平成29年11月5日㈰　17：00～19：30
場所：浅草発着・隅田川下り東京湾クルーズ

D−27Ｂ
多田　治（昭和54年卒）
日時：平成29年10月7日㈯　18：00～
場所：ホテルサンメンバーズ東京新宿

D−28AB合同クラス会
内田　智信（昭和55年卒）
日時：平成29年11月26日㈰
場所：ニューオータニイン東京

D−29AB合同クラス会
平川　心一郎（昭和56年卒）
日時：平成29年10月7日㈯
場所：東京　渋谷・東武ホテル

　3 週間ぶりの台風のこない週末となった当日は、朝
から晴天にめぐまれ、風のない、波静かな絶好のクルー
ズ日和となりました。
　昨年は、姫路城のあまりに白すぎる城内を散策し、
2 年振りに同期会を実施しましたが、毎年実施しては
言う声もあり、今年から出来る限り毎年実施する事に
なりました。
　手始めに東京でやるよう幹事から命じられ、隅田
川下りと東京湾クルーズは、昼は何度も行っているの
で、夜の屋形船に乗って貸切船コースで隅田川下り
東京湾を巡る旅にしました。窓外に映る東京タワーや
様々な夜景を眺めながら、学生時代の話や現実に向
き合う話題に花を咲かせました。テレビで見るレイン
ボーブリッジやおなじみのフジテレビを目のあたりに
して驚嘆の声もあがり、和やかなうちに 5 年前の同期
会で、皆で昇った東京スカイツリーを背に下船となり
ました。二次会は、カラオケ館で楽しい一時を過ごし
来年の再会を誓ってお開きとなりました。
　次回の幹事は、高田氏と小岩井氏、アドバイザー
は山本氏を指名しました。最後に、同窓会より助成金

　8 年振りに大学 27 期Ｂクラス会を 10 月 7 日㈯ 18
時より東京新宿のホテルサンメンバーズ東京新宿で
開催しました。丁度第 50 回日本薬剤師会学術大会が
東京で開催されるため、遠方の方もクラス会に参加し
易いのではないかと思った次第です。
　会費について前回は当日会場での支払でしたが、
今回は事前入金制をとらせて戴きました。37 名の参
加申込がありましたが、当日アクシデントで 2 名が欠
席となり、最終的には当日 35 名の旧友が参集してく
れました。
　私が開会の挨拶、そして亡くなられた級友に黙祷
を捧げました。岸野氏の乾杯で開宴し、その後、向
井（島田）氏の司会進行で飲食しながら参加者が順
次自己紹介近況報告。各テーブルではアルバムをな
がめながら大学時代（40 年前）にタイムスリップ、
その頃のエピソードで盛り上がり、終宴迄旧交を温め、
芳村氏の音頭の手締めで一次会は終了。ほどんどの
参加者が隣接する新宿ワシントンホテル内のカラオケ
ルームに移動して 2 次会となりました。
　会場はカラオケルームではありましたが、ほとんど
歌う事はなく、ほぼ歓談に費やしていました。葛氏の
締めで再会を約束して、各自帰宅やホテルへと別れ
て行きました。尚、次回は芳村氏が地元栃木県の鬼
怒川温泉辺りでの開催を企画しています。
　また皆さんとの再会を楽しみに、そして皆さんお元
気でご活躍ください。
　発起人　多田　治
　幹　事　岸野　亨、向井（島田）あき子、
　　　　　村田（中澤）利美

　2017 年 11 月 26 日㈰東京　大崎「ニューオータニ
イン東京」で D−28AB 合同クラス会が開催されまし
た。今までは個々のクラスで開催してきましたが、今
回は、皆さん還暦にあたり特別な年であるので、初め
て合同での開催となりました。
　小中高のクラス会等も開催されているお忙しい中、
全国各地から 86 名と多くの方に参加していただきま
した。幹事としてはありがたいかぎりです。
　ほぼ同じ年齢であるにもかかわらず、見た目はだ

　2017 年 10 月 7 日㈯ D29・AB 合同クラス会を、昨
年の沖縄に続いて、渋谷・東武ホテルにて開催しま
したのでご報告させて頂きます。
　総勢 60 人が一同に会し、全然変わってないね！？と
いう、まか不思議な（笑）挨拶に誰も異論を唱えること
なく開始され、約6時間盛会に過ごすことができました。
　卒業後、一生懸命働いてきた人生、いちど立ち止
まり、そして思い出いっぱいの渋谷で、さらなる元気
をもらい、60 歳からの人生に若かりし頃のパワーを
取り戻そうと今回の企画を進めてみました。
　約半年かけて、皆さんが大切にしている在学時の
写真を募集したところ、多くの皆さんから送って戴く
ことができました。写真は当日の会場でずっと流して
おりましたので、それを懐かしく、若かりし頃を誉め

を頂きましたこと、ありがたく感謝申し上げます。
ありがとうございました。
　来年またお会いいたしましょう。

あいながら気持ち良くお酒、会話を弾ませてもらいま
した。みんな美男美女揃いでした。
　二次会も渋谷の人混みを避けて同ホテル内の中華
料理店で開催し、食べて飲んで、ゆっくり楽しめこと
が出来、お開きの後も、まだ衆議院選挙演説の熱気
が残る中、三々五々若かりし心に残っている思い出の
場所に散って行かれたのではないかと思います。
　昔と違ってまっすぐ帰る人が多かった？？・・・（笑）
さらに激動の年といわれている 2018 年、多数を占め
る現役世代が還暦を迎える年になるため来年も開催
することを約束して、さらに今回参加できなかった友
達の輪を参加者みんなで拡げることも約束して愉し
かった宴をお開きとしました。
　今回ご協力いただきました同窓会事務局他皆様に
御礼申し上げます。
　幹事一同　
　A クラス　平川心一郎・福重克彦・富沢美智子
　B クラス　田村邦子・寺門　哲

いぶ違いがあるなと思いました。私の目からですが、
四十歳台前半と言っても大丈夫な方から、もう六十歳
台後半でしょという方。これまでの人生の苦労とか、
普段の心と身体のケアの違いなのでしょうか。
　近くの居酒屋で開催された二次会にも、53 名の参
加があり座敷にすわって楽しい時間を過ごすことがで
きました。
　卒業後、還暦を迎えることができなかった方、出
席の返事をくれながら病気で欠席になった方もいらっ
しゃいます。お身体ご自愛下さい。
　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できる日を楽しみにしていま
す。



昭薬同窓会会報 Vol.114

─ 10 ─ ─ 11 ─

バスケット部
小池　恵美子（D−39B　平成3年卒）
日時：平成29年11月11日㈯
場所：新宿　天津飯店

　11 月 11 日㈯、バスケ部の OB.OG 会が、新宿の
天津飯店で 47 人参加して、開催されました。毎年、
11 月の第 2 土曜に開催され、幹事は毎年後輩に引
き継がれています。
　私は、幹事になりましたが、初めての参加でどん
な雰囲気かもわからず緊張していましたが、まさ
に「バスケ部」の先輩方は、気さくで、若い。学生
時代を一緒に過ごしたかしらと思う程、すぐに仲間
に入れてくださいました。サークルから部にしてく
ださった先輩方の話に感謝したり、優勝してトロ
フィーでお酒を一気飲みした話に共感したり、年代
を超えて懐かしい話が出来て幸せな時間を、過ごせ
ました。
　会は、ビンゴゲームやジャンケンゲームで勝負に
熱いバスケ部はいつでも本気景品ゲットに盛り上が
りました。

O B ・ O G 会 便 り
　今年は、バスケ部創立 50 周年！！！
　区切り目と言う事で、今までこの会を、支えてく
ださった、鈴木雄三会長から加部延茂先輩にバトン
タッチする事になりました。
　鈴木会長には、この様な素晴らしい会を開催して
くださり、色々ご配慮して下さった事に心から感謝
しています。
　今年の 50 周年に向けて、皆さん集まりましょう。

広  告

大田区蒲田薬剤師会からのお知らせ

平成 30 年
第 41 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

　「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。中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方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
が出来、適正な服薬指導が出来る薬局があれば、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、薬価の改定など保険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、何時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。

⒈　日　時　9 月、10 月の土曜日。各日とも午後 3 時から 5 時。
　　　　　　（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いたします。
　　　　　　講義の他に薬局実習あり。）
⒉　参加費　テキスト代等の一部として 7000 円
⒊　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
⒋　申し込み・問い合わせ先
　　　　　　〒 144-0052　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

※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。
　尚、希望者多数の際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。

　私は、2000 年に昭和薬科大学大学院医療薬
学専攻の第 1 期生として大学を卒業しました。
私が大学を卒業した時代は、“超就職氷河期”
で病院の求人は少なく、都内の病院に就職でき
たことだけで嬉しかったことを覚えています。
その当時は、病院薬剤師は不要ということも言
われていた時代でした。
　今では薬剤師が病棟に常駐していることは多
くの施設で当たり前のことですが、私が就職し
た当時は病棟で薬剤師が患者さんに薬の説明を
するということはほとんどありませんでした。
特に、薬の使い方について医師や看護師から聞
かれることほとんど無く、病院薬剤師は薬を調
剤するだけなのかと葛藤がありました。
　そのような中で、抗がん薬治療は入院から外
来へと時代と共に変化していきました。入院す
ることによる患者負担は減りますが、患者さん
は自宅で副作用を経験することが多くなりその
対応が難しくなりました。そこで、当院では医
師の診察前に患者と面談する薬剤師外来を導入
しました。薬剤師外来では、薬剤師が患者と面
談し副作用を評価して、抗がん薬の投与量や制
吐薬等の支持療法薬を提案します。特に力を入
れたのが、経口抗がん薬のアドヒアランスの評
価です。経口抗がん薬は処方しただけは、効果
は発現しません。しかし、外来では内服薬のア
ドヒアランス評価はほとんど行われていません
でした。アドヒアランスを確認し、服用できな

川上　和宜（D−46S　平成10年卒）
公益財団法人がん研有明病院
医療安全管理部・薬剤部

病院薬剤師がやるべきことは

＜「昭薬同窓生リレー寄稿」を始めるにあたって＞
　昭薬同窓会は 1960 年に発足以来、同窓生の活躍状況や情報提供、災害支援など多岐にわたる活動を通して同窓生の支援を果
たしてまいりました。この度、田口理事（D− 22B） の発案により同窓会会報に「昭薬同窓生リレー寄稿」（以下「リレー寄稿」）
を掲載する運びとなりました。「リレー寄稿」は若い世代から次の世代へと様々な情報を伝えることを目的にしています。すな
わち、病院・薬局などの第一線の医療現場で活躍している同窓生の活動の現状を伝え、情報交換の場とするものです。
　さらに他の同窓生を紹介して戴き、同窓生の輪を繋げていこうという取り組みです。また、「リレー寄稿」は公共機関や研究機関、
製薬会社など多くの活躍の場に輪を広げ、お願いして続けて行きます。

（D − 22B 逸見仁道）

かった場合にはその理由を明らかにし、対策を
医師に提案します。薬剤師が患者と面談し、薬
学的知識を生かし患者に貢献できる場ができま
した。薬剤師がアドヒアランスを評価し、その
理由を明らかにすることを海外の学会でも発表
しました（写真 1）
　病院薬剤師が患者へ提供するものは「薬」で
はなく、「薬を通じた治療効果」だと考えます。
薬剤師によるケアが患者さんに貢献できるかに
ついては現在、薬剤師職能が患者に直接影響す
る因子に影響を与えるかを検証する臨床研究を
進めています。数年後には、抗がん薬治療は病
院薬剤師がいないと治療効果が出ないと言われ
るような環境になっていることを目指していま
す。

写真 1:
米国San Francisco行われた2017Gastrointestinal 
Cancers Symposium での発表
kazuyoshi kawakai, et al. 2017 Gastrointestinal 
Cancers Symposium, abstract #783.

昭薬同窓生リレー寄稿昭薬同窓生リレー寄稿

次回投稿者は、川上氏からの推薦で、細川博幸氏（D − 45S クラス　平成 9 年卒）です。

第1回
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〝薬剤師に必要な知識（Ⅳ）″

−女性疾患・精神疾患の病態生理と薬物療法−
　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。
　平成 30 年度の通信講座では、新しい試みとして、病態と治療を統合した教科書「薬物治療学（南山堂）」を用います。
テーマは「女性疾患の病態生理と薬物療法」と「精神疾患の病態生理と薬物療法」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。 

●テーマ（発行の順番については変更される場合があります）

　1.2…女性疾患の病態生理と薬物療法　　　3.4…精神疾患の病態生理と薬物療法
1　①子宮内膜症・子宮腺筋症・生理痛の薬物療法 ②加齢に伴う変化と異常（更年期障害）の薬物療法と性感染症
2　③乳がん・子宮がん・子宮頸がんの薬物療法 ④骨粗しょう症の薬物療法
3　⑤てんかんの薬物療法 ⑥気分障害（うつ病）・神経症・心身症の薬物療法
4　⑦統合失調症の薬物療法 ⑧薬物依存症・不眠症の薬物療法

●テキスト テキストは「薬物治療学 改訂 6 版」（南山堂）を配布いたします。2 ヶ月に 1 回簡単な解説と復習問題 
 （1 講座 20 問程度）が 2 講座分送付されます。発送は 6、8、10、12 月です。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は 2 通りあります
1　メールからインターネット経由による方法

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　ハガキによる方法
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 講座分 2 単位です。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 単位とさせていただきます。

　　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。臨
床に携わっている現役の講師によるもので、実際に即役立つものをお届
けします。（スクーリング 1 回　2 単位取得）
2018 年度は９月 30 日（日）と 2019 年２月 17 日（日）の予定です。
　2018 年度受講生は受講料無料で聴講できます。
そのほかに年 5 回薬剤師業務支援講座を行います　（1 講座 1 単位取得）
通信講座 8 単位と併せて年に計 17 単位取得できます。

受講生
募集

2018年度
一般社団法人昭薬同窓会・
平成塾　通信講座

　昭薬同窓会・平成塾は地域に根ざした調剤薬局で働く薬剤師を対象として、学術ならびに行政や社会情勢に関する役立つ情
報を発信することを目指しています。2010 年に薬剤師認定制度認証機構 CPC より生涯研修機関（プロバイダー認証番号 G − 12）
として認証され、薬剤師業務支援講座、通信講座とスクーリングを通して現役薬剤師の活動を支援しています

○平成塾認定薬剤師証と研修手帳

次のページに申込書があります

第 7 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 30 年 6 月 17 日㈰　13：00 ～ 16：00

場　所：昭薬会館 5 階会議室
議　題：⒈　平成 29 年度会務事業報告　　　　　　⒋　平成 29 年度監事報告
　　　　⒉　平成 29 年度一般会計決算報告　　　　⒌　平成 30 年度会務事業計画案
　　　　⒊　平成 29 年度平成塾会計報告　　　　　⒍　平成 30 年度一般会計予算案

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。
注）お越しの際は、駐車場がありませんので、公共の交通機関にてご参加をお願いいたします。

第 7 回一般社団法人昭薬同窓会社員総会のお知らせ

多数の参加
をお待ちし
ています。

　今年度の各講座の日程が決まりましたのでお知らせします。平成塾の受講につきましては、本誌 12 ページを参照ください。
受講生は下記講座が無料で受けられます。また、有料ですが、講座単独でもご自由にご参加頂けます。（詳細はホームページへ）

■ 5 月 27 日㈰　薬剤師業務支援講座 1
 「不整脈の薬物療法」
  有限会社丈夫屋 顧問　今泉 眞知子 先生 （於：町田市民ホール　第 1 会議室）

■ 7 月 22 日㈰　薬剤師業務支援講座 2
 「地域包括ケアにおける薬局薬剤師の役割」
  ウインファーマグループセルフメディケーション推進室 室長　鈴木 伸悟 先生
  （於：町田市文化交流センター 5F 会議室 サルビア）

■ 9 月 30 日日㈰　平成塾第 19 回スクーリング
 テーマ　「子宮内膜症・子宮腺筋症・生理痛の薬物療法」
 1．子宮関連疾患の病態と治療
  東邦大学医療センター大森病院 産婦人科　谷口 智子 先生（予定）
 2．乳がんと薬物治療（仮題）
  がん研有明病院 医療安全管理部 / 薬剤部　川上 和宜 先生　
  （於：町田市文化交流センター 5F 会議室 カトレア）

■ 10 月 21 日㈰　薬剤師業務支援講座 3
 「てんかんの薬物療法」
  有限会社丈夫屋 顧問　今泉 眞知子 先生 （於：町田市文化交流センター 5F 会議室 サルビア）

■ 11 月 18 日㈰　薬剤師業務支援講座 4
 「子どもと薬について（仮題）」
  国立成育医療研究センター 薬剤部主任　徳永 秀美 先生
  （於：町田市文化交流センター 5F 会議室 サルビア）

■ 2019 年 1 月 27 日㈰　薬剤師業務支援講座 5
 「在宅医療の基礎知識、服薬支援から医療・生活を支える」
  薬樹株式会社 訪問薬樹薬局瀬谷 瀬谷地域ラウンドリーダー　井上 俊 先生 （会場未定）

■ 2019 年 2 月 17 日㈰　平成塾第 20 回スクーリング
 テーマ　「気分障害（うつ病）・神経症・心身症の薬物療法」
 1．心身症の病態と治療（仮題）
  東邦大学医療センター心療内科教授　端詰 勝敬 先生
 2．統合失調症と薬物治療
  昭和薬科大学名誉教授　田口 恭治 先生 （於：町田市文化交流センター 5F 会議室 サルビア）

※薬剤師業務支援講座は薬剤師認定制度認証機構の単位 1 単位（1.5 時間講義）　スクーリングは 2 単位（3 時間講義）取得できます
※日程・場所・演題等最終決定ではないので、変更となる場合があります詳細・受講お申込方法等は一般社団法人昭薬同窓会・平成塾のホームペー

ジで随時ご紹介しておりますのでご覧ください  http://shoyaku.net　

2018年度平成塾研修講演会　日程
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Ⅱ．難治性慢性咳嗽の治療

或る日、旦那さんとツマ子さんが、

訪れてきた友人の関さんと話をし

ています。

旦那さん：関さんは随分長い間、咳に悩まされているの

だが、呼吸器科で診察を受けたら、先生から慢性咳

嗽と診断されたそうだよ。

ツマ子さん：あら、慢性咳嗽って、咳が止まらないので

しょう。喘息や慢性気管支炎とはちがうのかしら？

関さん：初めはちょっとした風邪を引いたのがきっかけ

だったのですが、それからずっと咳がでているので

すよ。先生からは咳の感受性が亢進して難治性の慢

性の咳と言われました。

旦那さん：胃酸の出過ぎや花粉症でも咳が出るそうだけ

ど、そういう事もなく、特に喘息の素因はないと言

われたそうだよ

関さん：こうした症状には麻薬や何とかいう、てんかん

の薬も使われることもあるそうですが、今のところ 
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【災害寄付】　髙取　亨 様（D − 14　昭和 41 年卒）
（会報 113 号発行以降ご寄附頂いた方々を掲載しております）

次の方からご寄附頂きました。心より御礼申し上げます。

寄附者ご芳名

いつもご協力ありがとうございます。
引き続き〔一般寄附〕〔災害寄附〕を受け付けています。

振り込みは下記にてお願いいたします。

○一般寄附口座：みずほ銀行　町田支店
　　　　　　　　店番号 116　口座番号（普通預金）1782080
○災害寄附口座：りそな銀行　成瀬支店
　　　　　　　　店番号 647　口座番号（普通預金）1365833

　　 いずれも
　　 口座名義は　一般社団法人　昭薬同窓会

会報 113 号の
訂正記事

2017 年 11 月 15 日発行の会報 113 号の 6P  平成 29 年度 会務事業計画
【学術部】⒈ 薬剤師業務支援講座の【基本方針】

（誤）　地域に根ざした調剤薬局➡（正）　地域に根ざした保険薬局
に訂正します。

【学術部】
⒈ 薬剤師業務支援講座

【基本方針】
地域に根ざした保険薬局で働く薬剤師を対象として、学術ならびに行政や社会情勢に関する役立つ情報を発
信する

はステロイドの吸入剤を出してもらっています。

ツマ子さん：へー、てんかんの薬を咳止めに使う事

もあるの？

Ｑ1；感受性亢進による難治性慢性咳嗽の治療
に用いられる薬剤としてガイドライン上に記
載されているのは以下のどの薬剤ですか？
①カルバマゼピン（テグレトール）
②バルプロ酸ナトリウム（デパケン）
③ガバペンチン（ガバペン）
④レベチラセタム（イーケプラ）

Ｑ２；非喘息性の慢性咳嗽で一定の効果が見ら
れる外用吸入剤はどれですか？
①抗コリン薬
②ステロイド剤
③β刺激薬
④上記全部

出題者　今泉眞知子（D ー20　昭和47年卒）

答
え
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
C
H
E
C
K
!!

http://w
w
w
.shoyaku.net

逝去年月日

S−6 高橋　澄子（別府） 2014.7.3
S−15 牛込三代子（阿部） 2017.12.10
S−20 奥田　邦子 2017.10.3
D−5A 田中　彦衛 2017.12.27
D−16 大畑　治子（長島） 2013.6
D−7A 江戸川　操（福田） 2017.10.12
D−12B 森　　嘉子（帆刈） 2017.11.7
D−20B 阿部　建昭 2017.12.14

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
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日本薬剤師会学術大会
■第51回大会　会場近くで同窓会企画中です
会　期 : 2018年（平成30年）
　　　　9月23日（日・祝）・24日（月・振休）
開催地 : 石川県金沢市、石川県立音楽堂 ほか

　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。

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

　IT（情報技術）の急速な発展による産業革命の現在、医療、介護、
創薬など薬業界もその流れの中におり私達の生活も大きく変わるこ
とでしょう。
　その中で変わることのないものは、人の心の温もり、互いを思う
心遣い、と思っておりましたが、それも AI（人工知能）搭載のロボッ
トが個々人の心を読み取る能力まで進化しつつあるので、清濁合わ
せ持つ人間よりも機械ゆえの無垢な心（?）で人間に寄り添うよう
になると人間としての尊厳は何なんだろうと考えさせられます。
　しかし IT、AI は善も悪もプログラミング次第で常に両刃の剣。
人間には強い倫理観、あるいは人々と共存する力で IT を制御する
能力が求められることでしょう。
　九州北部豪雨や草津白根山噴火など地震、火山噴火、豪雨など突
然の自然災害で理不尽な生活を余儀なくされておられる方々が沢山
おられます。IT 技術で自然災害を予知し防ぐ事が出来る日が来るこ
とを願ってやみません。
　114 号から田口理事の発案で「昭薬同窓生リレー寄稿」を掲載い
たします。第１回リレー投稿者は川上和宣氏です。川上氏は黎明期
の病棟薬剤師の葛藤や薬剤師外来の導入により薬剤師によるケアが
患者さんに貢献できる喜びを綴られておられます。後に続く同窓生
の大きな励みになることでしょう。これから続くリレーの輪を楽し
みにしております。
※「昭薬同窓会会報」誌と共にホームページで「昭薬同窓会」もご

覧下さい　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （かんさく記）

編 集 後 記
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会報114号は以下の方々
を中心に発送しております

会報 114 号は、
 ・平成 27、28、29 年度会費納入者
 ・住所が新たに判明した方
　以上の方々に送っています。
　同窓生で、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

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。

お ら知 せ
支部会・クラス会などのお知らせ

D−11B クラス会
　日　時　平成30年4月15日㈰13:00～
　　　　　　　　　　　 16日㈪15:00
　場　所　サロンバスによる“山梨県河口湖畔を巡る旅”
　宿　泊　富士レークホテル
　幹　事　佐伯昂士、宮崎安弘、岡田珠美、神山麗子

D−15AB クラス会
　日　時　平成30年10月20日㈯
　　　　　集合時間　午後0時30分～午後3時30分
　場　所　箱根　河鹿荘
　幹　事　井上　敏子
　詳細は案内状に掲載いたします。

D−16 昭和43年同期会
　日　時　平成30年10月28日㈰
　　　　　午後0時15分 集合（1階ホテルロビー）
　　　　　午後0時30分～午後3時30分
　場　所　横浜ロイヤルパークホテル
　　　　　宴会場（ダリア：2階）
　　　　　横浜市西区みなとみらい2−2−13
　電　話　045−221−1111
　会　費　13,000円
　幹　事　高田　一義　　
　詳細は案内状に掲載いたします。

D-34B クラス会
　日　時　平成30年6月17日㈰
　場　所　ホテル東京ガーデンパレス
　幹　事　関根克敏

合唱部 OBOG会
　日　時　平成30年11月3日㈯
　場　所　アルカディア市ヶ谷
　幹　事　桜井　　晃（D−30　昭和51年卒）
　　　　　伊藤　裕至（D−29B　昭和50年卒）

■会報掲載の原稿・写真等の返却について
いつも同窓会報に原稿等でご協力くださいまして感謝いたしてお
ります。この度、理事会で検討いたしまして、各種コピーが容易
な時代に鑑み、今後会報に掲載した原稿、写真、イラスト等につ
いては返却しない方針となりましたのでご了承ください。ただし
返却が必要な場合は、遠慮なくお申し出ください。


