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編集後記
　今回の「ふなかわら」（第30号）いかがでしたでしょうか。我々の同窓会も会長が替わり、新体制となって初め
てお届けさせていただく「ふなかわら」となりました。今回、お寄せいただいた多数の原稿の校正作業を進めて
いく中で、あらためて「多くの卒業生のみならず、多くの教職員の先生方にもご寄稿いただいて成り立っている
のだな」と感じました。ご多忙中にも関わらず筆を執っていただいた卒業生の皆様、教職員の先生方々には、こ
の場を借りて厚く御礼申し上げます。これからも、卒業生の皆様、先生方にもご寄稿をお願いすることとなると
思いますが、「二つ返事」で首を縦に振っていただき、内容の充実した同窓会誌「ふなかわら」をお届けできるよう、
ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。（K.U）
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平成29年７月の東京理科大学薬学部同窓会総会で第４
代会長になりました上村直樹（かみむら なおき）と申
します。小原初代会長、黒崎第２代会長、石井第３代会
長に続いて４代目となります。副会長には関裕史氏（18
期）、磯部総一郎氏（22期）、伊集院一成氏（25期）、内
村兼一氏（30期）の４名が就任しました。どうぞよろし
くお願いします。

東京理科大学薬学部同窓会は平成29年で設立30周年を
迎えました。東京理科大学薬学部は1960年に設置され、
まもなく60周年を迎えようとしています。このことから
もおわかりの通り、当会は当初から設置されていたので
はありません。そもそも東京理科大学には全体の同窓会
として理窓会があります。しかし薬学部だけの同窓会を
設立したいという機運が高まり、１期生を輩出してから
23年後に設立されました。現在では１万人の卒業生で構
成される大きな組織となりました。平成27年度から理窓
会の関連団体としての活動も開始しました。

いままでの主な活動としては、平成８年から薬学部の
正式な授業として実践社会薬学講座を開講しました。こ
れは各界で働くOB、OGが２年生に対して卒業後の進路
を紹介するものですが、当時は病院実習や薬局実習も行
われていない時代だったため、主に病院や薬局で勤務す
るOB、OGが薬剤師の仕事を紹介する講義でした。しか
し平成18年から薬学教育６年制が開始され長期実務実習
が必須となったため、製薬メーカーや行政などの紹介に
シフトしてきました。平成28年から大学主催の講座とな

りました。そのほか毎年各都市で開催される日本薬剤師
会学術大会の初日の夜に地区交流会を開催しています。
この交流会には同窓会総会などの神楽坂で実施する活動
に参加できない卒業生でも、近隣で開催された場合に参
加できるように配慮したものです。平成28年度は名古屋、
平成29年度は東京で開催しました。東京では理窓会倶楽
部を会場としたため、多くの卒業生が参加されました。
平成30年度は金沢で開催します。北信越地域の同窓生は
是非ご参加下さい。

私は同窓会に絶対に必要なものは「名簿」と「会誌」
だと考えています。本会はこれをずっと継続しています。

「名簿」に関しては冊子・CD-ROMからWEB版へと変更
しました。会誌「ふなかわら」が設立時から１回/年発
行していて今年で30号となります。「ふなかわら」とい
う題字は最近の同窓生には意味不明の言葉かもしれませ
ん。薬学部が神楽坂にあった当時の住所が新宿区市谷船
河原町です。この船河原（ふなかわら）なのです。理学
部・工学部は新宿区神楽坂なので、薬学部を区別するた
めに学生は「ふなかわら校舎」と呼んでいました。

最後に私は薬学部同窓会と大学との連携をより進める
だけではなく、大学から頼られる同窓会にしていきたい
と考えております。ご支援を賜りますようよろしくお願
いします。

３ヶ月毎に幹事会と称して神楽坂で定例会と懇親会を
開催しています。卒業生ならどなたでも参加できます。
同級生をお誘い合わせのうえ是非ご参加下さい。

同窓会会長挨拶

東京理科大学薬学部　同窓会会長　上村　直樹
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平成29年10月より薬学科主任を拝命しております、東
（ひがし）達也と申します。どうぞ宜しくお願い申し上
げます。ふなかわら第28号（平成28年６月発行）では、
当時の学科主任の花輪教授が「本学薬学科がどのような
“薬剤師” を輩出しようとしているのか？」について書か
れています。本稿ではその続きを書かせていただこうと
思います。

HPなどにもありますように、本学薬学科の目的は、「医
薬分子を通して人間の健康を守る」という本学薬学部の
理念に基づき、高度化する医療に対して貢献することの
できるヒューマニティと研究心にあふれた高度な薬剤師

（医療人）の養成です。本学薬学科の卒業生は、概ね半
数が病院・薬局に勤務する医療従事者としての薬剤師と
なり、それ以外のほとんどは製薬企業等の研究者・技術
者、衛生薬事行政を担う公務員、および大学院博士課程
を経て大学教員となっています。そこで薬学科の講師以
上で構成する学科会議では、薬剤師の拠って立つ科学的
基盤である「薬学」を修得させ、研究基盤型薬剤師

（Scientist-Pharmacist）と薬剤師資格を有する研究者、
つまり薬学基盤型研究者（Pharmacist-Scientist）を養成
することを確認、合意しました。これらの名称はまだ一
般的ではなく、今後議論を重ねる必要がありますが、前
者は公的なそれを含む、地域の中核的医療機関に勤務す
る（専門職業人としての）薬剤師として活躍、さらには
実務経験を経た後に大学教員として後進の指導にあたる
ことが期待されます。後者は、薬剤師免許を持ち、製薬

企業等の研究者・技術者、衛生薬事行政担当者および大
学教員として活躍することが期待されます。すなわち、
本学薬学科の定義は、「薬剤師＝研究者」であり、「医療
人＝薬を扱う様々な分野で、患者・生活者本位の視点で
活躍する人」です。この研究基盤型薬剤師と薬学基盤型
研究者を輩出するには、６年制薬学教育を修めた者の当
然のアイデンティティとして「薬剤師免許を取得するこ
と」を、これまで以上に学生に意識付けしなければなり
ません。また現在、効率的な国家試験対策の仕組み作り
にも努めています。さらに、文部科学省高等教育局医学
教育課が示した「薬剤師として求められる基本的な10の
資質」の中で、④ チーム医療への参画や⑥ 薬物療法に
おける実践的能力などとともに謳われている、⑧ 研究
能力をより一層強化していく必要もあります。18歳人口
が大きく減少する中で、本学薬学科では薬剤師は社会で
活躍するために必要な資格であって、薬剤師＝研究者で
ある、ということを広報し、研究心の強い学生を集めた
いと考えています。そして、薬学教育モデル・コアカリ
キュラムの完全実施とより高度なアドバンス科目の提
供、卒業研究の高度化・充実や先進的機関での実務実習
に基づき、他大学の卒業生を大きく凌駕する “薬剤師”
を輩出していく所存です。

本学薬学部のOB・OGの皆様におかれましては、様々
な局面でお世話になるものと存じます。これまで同様に
ご指導、ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます。

学科主任挨拶

薬学科主任　東　達也

平成28年10月より、２度目となる生命創薬科学科学科
主任となりました宮崎と申します。１度目は、平成21年
10月より平成26年９月まででしたので、今期で通算８期
目となってしまいました。合計で４名の学部長と仕事を
させていただく機会を得たことは、かけがえのない経験
となっております。

薬学部は、野田移転後、すぐに、６年制が開始される
中で、薬剤師国家資格を４年制の学生も得ることができ
る特別措置が、昨年度まで継続していました。このため、
４年制学科のカリキュラムは良くも悪くも、６年制カリ
キュラムと同等である必要がありました。一方、「薬剤
師国家試験の受験資格の取得」という面からは、４年制

学科としても、学生や保護者に一定の安心感を与えてお
くことができていました。しかし、今年度の入学生から
は、完全に、高度な薬剤師育成とは異なる立場で、薬学
を学び多様な分野で活躍できる人材の育成にチャレンジ
していくこととなりました。

今年度の入試を振り返りますと、応募者は、薬学科が
100名程度の増加、生命創薬科学科は、100名程度の減少
となりました。従来から生命創薬科学科に入学した学生
の１割程度が、修士課程修了後に薬剤師資格の取得を目
指す傾向にあります。応募者の100名は、応募総数の１
割程度でもあることから、今年度の減少数は想定内であ
りました。しかしながら、今後の動向を注視する必要は

学科主任挨拶

生命創薬科学科　主任　宮崎　智
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2008年秋から東京理科大学薬学部に赴任し、野田キャ
ンパスで過ごしました。未熟な点や至らなかった点が
多々あったとは思いますが、次のステップアップにつな
げることができたのは、学部の先生方や事務の方々のサ
ポート、そして学生の皆様からの協力があればこそで
あったと実感しております。

研究室開設当初は、実験場所や器具もなく途方に暮れ
ていましたが、そんな時も学生達から元気をもらい、一
緒に研究室を作り上げて、楽しい理科大生活を送ること
ができました。研究室の学生達とは、研究だけではなく、

一緒に運動して汗をかいて大騒ぎしたことが非常によい
思い出です。真摯に研究に向き合うと同時に、よき仲間
と一緒に楽しめる環境作りを、今後の山口東京理科大学
の教員生活にも取り入れるつもりです。

野田キャンパス薬学部の正門から眺める満開の桜は壮
観な風景です。桜吹雪が風に舞う美しさを忘れることは
ないと思います。最後になりますが、東京理科大学薬学
部の生活の中で、優れた学生に出会え、教育と研究に携
わることができ、本当にありがとうございました。東京
理科大学の益々の発展を心よりお祈り致しております。

退任の挨拶

有機薬化学教室　稲見　圭子

本年３月に東京理科大学を定年退職致しました。2000
年10月から17年半、薬理学研究室を主宰しておりました。
この間、同窓会の皆様から戴きました御支援御協力に感
謝致します。卒業研究を始めてから44年間、そのほとん
どを脳の神経薬理学に関する研究で過ごしました。脳の
病気は、症状は分かっていても原因や病態が分からない
ことが多く、まして動物モデルでの研究は結果の解釈の
難しさがつきまといます。広い視野と超高感度の視力を
合わせ持って推理する名探偵の洞察力が必要となりま
す。脳の難解さに悩む一方で、その構築の美しさ、機能
の多様性の神秘さにわくわくとした感動を覚えることも
しばしばでした。基礎研究から社会に貢献する医薬品を

生み出したいという恩師の先生方の思いを受け継いでき
たつもりでしたが、まだ道半ばというところです。しか
し、知的好奇心できらきら輝いた若い目に後押しをされ
てここまで歩いて来られたことを、幸せであったと心か
ら感じています。これまで触れ合うことのできた全ての
皆様に深く感謝し、御礼申し上げます。最後になりまし
たが、本学薬学部ならびに同窓会の御発展と、皆様の御
多幸をお祈り致します。
追記　薬理学研究室を1970年から26年間主宰された久保
田和彦先生が本年３月９日に御逝去されました。心より
御冥福をお祈り致します。

退任の挨拶

薬理学教室　岡　淳一郎

十分にあり、また、４年制学科の人気および偏差値のアッ
プは、本薬学部の研究力アップに重要な要素であること
には間違いありません。

一方、卒業者については、従来通り、95%以上が大学院に
進み、修士課程修了者の就職率も95％超が継続しています。

生命創薬科学は、この10年間で1200名超の学生に教育
を展開してきました。全国の薬系大学４年制の合計の募
集人数は、国公立大学を含めても1200名/年程度です。
この比率から推測できるように、本学の卒業生は、約
10％/年を占めており、その多くが製薬企業に就職して
きました。従って、製薬業界に占める薬系４年制出身者
からなる理科大ネットワークは、間違いなく相当な影響
力を及ぼす存在となってきていると思います。また、本
学科の動向は、全国の４年制学科にも多大な影響を及ぼ

す存在ともなりました。薬科大学教育協議会では、薬科
学担当教員会議の設立が認められ、本学科が議長校とな
りました。さらに、薬学研究科としては、文部科学省の
データ関連人材育成プログラムの運営機関となり、博士
課程の学生の企業派遣と企業からのコース受講生の講義
が始まっています。

生命創薬科学科では、学科会議を定期的に開催し、カ
リキュラム、研究力・国際性アップの改革に向けた「秘策」
を立案中です。薬学部同窓会のみなさまは、それぞれ社
会で活躍されるとともに、後輩を温かく支援していただ
いており非常に感謝しております。今後は、OB、OGの
みなさまとの意見交換を高め、改革のフラッグシップの
アイデアを共有させていだければ幸いです。さらなる、
ご指導ご鞭撻のほど重ねてお願い申し上げます。
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私は、本年３月末日に本学薬学部を退職いたしました。
長きにわたり私は、生化学、分子生物学、生理化学、ゲ
ノム創薬科学を中心に薬学教育・研究に携わる充実した
日々を過ごすことができました。これも偏にご指導、ご
支援、ご協力を賜りました恩師の先生方、製薬企業や食
品、化粧品業界の方々、並びに共同研究者の先生方、生
化学教室の教職員及び多くの卒業生、研究生のお陰と
思っています。ここに皆様に心より厚く感謝申し上げます。

私は、平成４年（1992年）に守屋寛教授の後任として、
本学薬学部生化学教室に赴任して以来、26年間に350余
名の学生を輩出してまいりました。その長いようで短く
もあった歳月をふり返ってみますと、学生達と時間を共

有するなかで、研究を通じて心と心がつながってきたこ
とを幸せに思っています。当教室を巣立っていった学生
達すべてを、私は心から誇りに思っています。

現在、薬学部は、急速に進展している製薬業界及び先
進医療業界を支える優れた人材を輩出する責務に対し
て、これまで以上に多角的な視点から、信頼できる創薬
人、医療人を育成する場を創り上げていくことが強く求
められています。私はこれからも本学薬学部の将来を見
据えて、微力ではございますが、さらなる発展のために
ご協力する所存でおりますので、どうぞ宜しくお願い申
し上げます。

退任の挨拶

東京理科大学薬学部　生化学教室　田沼　靖一

退任の挨拶

分子病態学教室　深井　文雄

９年間勤めた東京都臨床医学総合研究所を退職し、本
学薬学部薬学科に助手として赴任した昭和61年以来、が
むしゃらに過ごしてきた三十数年間でした。応用化学科
出身で薬学領域の知識が皆無であった事に加え、学生時
代は正真正銘の劣等生であった私には、薬学部の優秀な
学生さんを導くことなど、およそ身の丈に合わぬことと
思われましたが、先輩の先生方はもとより、導く対象で
ある筈の学生さん達、つまりは同窓生の方々の励ましや
支えのお陰で無事定年を迎える事ができました。その間、
教育・研究に対しては惜しむ事なく努力を傾注してきた
つもりではありますが、その評価については皆様のご判
断に委ねるしかなく、私はただただ関係して下さった全
ての方々に御礼申し上げるばかりです。

薬学部は６年制導入を前にした学科再編に際して、「日
本一」の学部構築を約束して野田に移転しました。薬学

部で永くお世話になった教員の一人として、その達成に
向けて、今後もできる協力を惜しむものではありません
が、現役の教職員の皆樣方にはなお一層の精進をお願い
せずにはいられません。理科大学の伝統的精神として
真っ先に「実力主義

0 0 0 0

」が掲げられますが、この「実力主義」
は、ともすると学生だけが対象とされ、教職員が自らを
律する精神とはされてこなかったように感じています。
日本一の薬学部構築という目標を前に、去り行くものの
言うことではないでしょうが、「実力主義」は誰より先
ず我々教員自身に向けられるべきでしょう。これからは、
同窓の皆様とご一緒に薬学部を外から支えさせて頂きた
いと考えています。これまでのご支援に感謝申し上げつ
つ、今後は同じ目標に向けた歩みをご一緒させて頂けれ
ばと思っております。
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平成30年４月より、岡淳一郎先生の後任として、薬学
部薬学科薬理学教室に着任しました斎藤顕宜と申しま
す。前職では、国立精神・神経医療研究センター 精神
保健研究所の室長として、気分障害・不安障害の新規治
療法・治療薬の開発研究に従事しておりました。歴史と
伝統ある本学に招かれましたことは、大変光栄とともに、
身の引き締まる思いでございます。授業では、薬理学概
論と薬理学１を担当することとなります。薬理学とは、
どういった学問でしょうか。私は、薬理学とは、薬が持
つ生体機能への影響を解析する学問であると思っており
ます。時に薬は、薬が標的とする新たな機能を見出すこ
とがあります。この機能を制御する薬は創薬に繋がり、

新たな治療法の仮説を生み出します。この仮説は、臨床
で検証されるとともに、次の生体解析ツールとして使わ
れるようになります。薬理学は、このサイクルを繰り返
すことで進歩してきました。私は、薬が持つ多様な作用
機序の理解が、新たな治療薬・治療法の開発に繋がるこ
とを、創薬を志す学生、薬剤師を志す学生に伝えたいと
思っています。薬理学教育を通じて、生命科学を基礎と
した専門知識と技術を学生に身につけさせ、医療に貢献
できる人材を育てることに全力で取り組んでいく所存で
す。同窓会の皆様には、ご指導・ご鞭撻、またご支援を
賜りたく、これから何卒宜しくお願い申し上げます。

新任の挨拶

薬理学教室　斎藤　顕宜

退任の挨拶

薬化学教室　望月　正隆

2007年の秋頃より、当時の塚本理事長と上村教授から
東京理科大の教員にならないかとのお誘いをいただいて
おりました。私は不遜にも薬局薬剤師となることを夢み、
共立薬科大学付属薬局を勤務先として保険薬剤師登録を
しました。ただ、薬剤師としての経験が全くない私にとって、
学べば学ぶほど難しい仕事であることが理解できました。

2008年３月末に横浜で開かれた日本薬学会年会のおり
に、会場近くのレストランにて塚本先生、上村先生をは
じめ、東京理科大学薬学部の、そうそうたるメンバーと
話し合い、東京理科大学にお世話になることを決心いた
しました。

2015年の１月、塚本先生は突然、山口東京理科大学を
山陽小野田市立大学として改組し、武田健教授と共に薬
学部を創設する仕事を手伝って欲しいと言われました。

いろいろなことが起こりましたが、2018年４月に公立大
学法人山陽小野田市立山口東京理科大学が開学いたしま
した。教授として、薬学部が完成するまでの６年間を武
田健学部長と共に120名定員の薬学部薬学科学生の教育
に努めて参ります。

春は運河での花見、運河リーグと野田リーグバレー
ボール大会、有機薬化の会、夏の常陸大子研修所での合
宿、秋の砂金杯運河マラソン、筑波山登山、理大祭の時
のオープンラボラトリーなどなど、研究はもちろんのこ
と、東京理科大学における生活が楽しく、また充実した
ものでありました。東京理科大学の先生方および学生の
皆さんに心から感謝いたします。今後も東京理科大学と
同窓会のご発展をお祈り申し上げます。ありがとうござ
います。
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「撰ばれてあることの恍惚と不安と二つわれにあり」
これは、19世紀のフランスの詩人ヴェルレーヌの詩の

一節で、太宰治の小説集「晩年」の「葉」という小説の
冒頭にも掲げられています。

平成30年４月より東京理科大学薬学部薬学科にレギュ
ラトリーサイエンス分野の教授として着任いたしまし
た。私は東京大学薬学部薬学科、同大学院薬学系研究科
修士課程修了後、（財）相模中央化学研究所勤務時に博
士の学位を取得し、国立感染症研究所を経て国立医薬品
食品衛生研究所及び（独）医薬品医療機器総合機構

（PMDA）において、新医薬品等の承認審査や医薬品等
の開発・評価に関する各種ガイドライン作成等に携わっ
て参りました。

レギュラトリーサイエンスは、30年ほど前に内山充先
生が「科学技術を人間との調和のうえで最も望ましい形
にレギュレート（調整）する科学」として提唱されまし

たが、今後、学問としての体系化や他の科学分野との関
連性の整理が進むと考えます。私は、医薬品の開発や使
用で得られた膨大な経験を最大限有効活用して医薬品の
ベネフィット・リスク比の最大化につなげる医薬品規制
の基礎となる科学と捉えており、これをさらに発展させ
次世代に伝えるのは薬学教育の使命と考えます。今般、
歴史と伝統のある東京理科大学がレギュラトリーサイエ
ンスに着目頂けたことは大変有難く、微力ながら東京理
科大学、さらには薬学の発展に貢献していく所存でござ
います。東京理科大学薬学部同窓会の皆様におかれまし
ても、是非ご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上
げます。

新任の挨拶
レギュラトリーサイエンス研究室　　　　　　
医療薬学教育研究支援センター　鹿野　真弓

新任の挨拶

分子薬理学研究室　早田　匡芳

平成30年４月より望月正隆先生・稲見圭子先生の後任
として、薬化学研究室に着任しました高橋秀依と申しま
す。すばらしい伝統ある本学に教員として加わることが
でき、とても幸せに感じております。

私は東京大学薬学部を卒業後、同大学院薬学系研究科
に進学し、博士課程を修了しました。その後、帝京大学
薬学部を経て本学に参りました。私は、「くすりをつく
りたい」という思いから薬学の道に進みました。創薬化
学研究は薬学に関わる様々な分野の知の集約であり、困
難な道ではありますが、やりがいのある研究であると
思っています。新しい医薬品候補化合物を創出するため

に今後もより一層の努力を積み重ねていきたいと考えて
います。現在、特に力を入れているのは希少病である
Menkes病の治療薬の開発です。Menkes病の子供たちは
体内に銅を取り込むことができず、とても苦しい毎日を
過ごしています。このような希少病の医薬品こそ大学で
開発すべきではないかと考え、研究に励んでいます。

もとより浅学菲才ではありますが、教育・研究を通し
て東京理科大学薬学部の発展に全力で尽くしていきたい
と思っています。同窓会の皆様のご指導ご鞭撻を賜りま
すようどうぞよろしくお願い申し上げます。

新任の挨拶

薬化学研究室　高橋　秀依
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平成30年４月付けで、東京理科大学薬学部の講師に着
任しました東と申します。分析化学の講義や実習を担当
しています。私は昭和薬科大学薬学部を卒業後、千葉大
学大学院医学薬学府で修士課程、博士課程を修了しまし
た。その後、千葉大学発ベンチャーの博士研究員を経て、
平成22年４月より千葉大学大学院薬学研究院の助教とし
て教育、研究に携わってきました。私は、「細胞増殖因
子ポリアミン」、「酸化ストレス」および「酸性糖鎖」を
対象に生化学的、分析化学的研究を行ってきました。こ

れらのテーマは一見何も関連性がないように思えます
が、私は最近、ポリアミンや酸化ストレスによる糖鎖構
造の変化が老化や疾患に深く関与していることを見出し
ました。疾患特異的な糖鎖マーカーはこれまでいくつか
同定されていますが、“なぜ糖鎖構造が変化するのか” に
ついてはほとんど明らかとなっていません。私は、新た
に立ち上げた病態分析化学研究室において、信頼性が高
く高感度な糖鎖分析法を開発・活用することで、糖鎖の
構造変化について理解を更に深め、疾患メカニズムの解
明に貢献したいと考えております。研究を発展させるた
めには、学生とともに楽しむことが一番大事です。研究
の楽しさを知る人材を育成し、伝統ある本学の発展に貢
献したいと考えております。ご指導ご鞭撻のほど、よろ
しくお願い申し上げます。

新任の挨拶

病態分析化学研究室　東　恭平

新任の挨拶

生化学研究室　佐藤　聡

平成30年４月より生化学研究室の講師として着任しま
した佐藤聡と申します。私は宮城県出身で、東北薬科大
学薬学部を卒業後、岡山大学大学院自然科学研究科博士
前期課程、同大学院医歯薬学総合研究科博士後期課程を
修了しました。その後、同大学院医歯薬学総合研究科に
おいて、博士研究員、助教として勤務した後、国立がん
研究センター研究所で研究員として研究に従事しまし
た。平成26年４月に東京理科大学薬学部の嘱託助教とし
て着任し、平成29年４月から嘱託特別講師として勤務し
ておりました。主に生化学、分子生物学の講義と関連実

習を担当しております。主な研究テーマは、がん細胞の
ネクローシスとアポトーシスの細胞死切替え機構の解析
を行っております。本研究から新たながん分子標的を見
出し、それを標的とする核酸、低分子化合物によるがん
治療法の開発を目指しています。これまでの薬学教育と
研究の経験を生かしまして、微力ではございますが、引
き続き本学薬学部において地域医療、行政、製薬企業な
どで活躍する人材の育成に、尽力したいと思っておりま
す。同窓会の皆様には今後とも御指導、御鞭撻を賜りま
すよう、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

平成30年４月１日付で、薬学部生命創薬科学科分子薬
理学研究室准教授を拝命しました早田匡芳と申します。
主に薬理学の教育と研究を担当させて頂きます。東京理
科大学という伝統と歴史ある大学に教員として教育と研
究に携われることへの歓喜、一方、そのような重責への
憂慮。冒頭の言葉は、まさに私の心境を表した一文で、
身の引き締まる思いです。

私は、東京大学理学部生物学科を卒業、同大学院総合
文化研究科博士課程を修了後、カリフォルニア大学アー

バイン校生物科学部、東京医科歯科大学難治疾患研究所、
筑波大学医学医療系を経て、本学に参りました。

超高齢社会の日本では、骨関節疾患の予防と治療はま
すます重要になります。私は、骨代謝の基本原理を解明
することにより、骨関節疾患の画期的な治療薬の開発に
貢献するという目標を掲げ、東京理科大学の発展に貢献
すべく薬学教育研究に精進して参ります。皆様のご指導
とご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
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大学を卒業して約40年、昨年久保田先生の最終講義を
聴きました。私が学生時代に聴いた久保田先生の講義と
変わりがないことに驚きました。それから時をおかずに
久保田先生の訃報を聞くことになるとは、突然のことで
残念でなりません。ご冥福をお祈りいたします。

私は卒研に久保田先生の薬物学教室を選びました。当
時製薬学科から薬物学教室を選ぶ学生はほとんどいな
かったようです。私は研究室ではおミソ的な存在でした
が、何とか卒業をすることが出来ました。当時の久保田
研では企業に就職する学生が多く、私が就職先に病院を
選んで希望を伝えると本当に驚いたらしく「珍しいなぁ」

とおっしゃりながら、国立東京第二病院（現国立病院機
構東京医療センター）に面接に行くようにと言われまし
た。副薬剤科長が熊本大学の同級生の方でした。国立病
院に就職した後は定期的に開催される研究室の同窓会で
ある淡水会に出席することを楽しみにしていました。数
多くの先輩後輩との付き合いが広がり、私の薬剤師人生
において大切な集まりでした。

久保田先生のご指導により、思ってもみなかった最高
の薬剤師人生を送ることができました。心から御礼を申
し上げます。本当にありがとうございました。

本年１月25日、高木敬二郎先生が102歳で天国に召さ
れました。先生の奥様がお亡くなりになった際にお会い
したのが最後でしたので、ここ15年くらいお目にかかっ
ていなかった気が致します。高木先生との出会いは私が
理科大に入学した日。昭和52年４月、当時薬学部長だっ
た高木先生が入学式後にご挨拶された時だったと記憶し
ております。柔和なお顔に下がり眉毛。まるで布袋様の
生まれ変わりのようなお姿が印象的でした。４年次の研
究室配属先にクラブの先輩のいた高木研（薬物治療学）
を選び、高木先生の下で卒業研究を行いました。研究室
ゼミの時はいつも瞑想状態で、眠っていらっしゃるかと

思いきや鋭い質問をされ、まるで神様のような能力をお
持ちの方だと感心したものでした。先生との思い出の一
番は、奥様もご一緒の神津牧場、ペンションへの小旅行。
普段着の高木先生と接する唯一の機会でしたが、そのお
姿が今でも脳裏に焼き付いております。卒業後も何度か
お目にかかりましたが、薬学部５年制のことを熱く語っ
ていらしたのが昨日のことのように浮かんで参ります。
薬学６年制となって早や12年。天国で、高木先生がご覧
になっていると思うと、学生をきちんと育てなければと
思う毎日です。

東京理科大学薬学部講師、佐野　明先生（享年61歳）
は平成29年２月27日にご逝去されました。ここに謹んで
お悔やみ申し上げます。

佐野先生は、昭和53年東京理科大学理学部第二部化学
科をご卒業された後、大学院理学研究科化学専攻に進学
され、修了後は直ちに薬学部薬品分析化学講座（瀧谷昭
司教授）に助手として勤務され、実習、卒業研究指導な
どを通じて学生の教育・研究指導に尽力されました。薬
学博士の学位を取得後も精力的に研究活動を続けられ、
瀧谷教授が定年退職後は後任の中村　洋教授を支えて、
さらに研究領域を広げられました。また､薬学部の野田
移転後には実習委員長を務められ、学部の運営にも貢献
されました。

私は、昭和58年から平成８年までの間、佐野先生と薬
品分析化学講座の内外で多くの時間を共有させていただ
きました。お名前のように、いつも明るい笑顔で何事に
も手抜きをしない真面目な仕事ぶりが印象に残っていま
す。クラシック音楽と競走馬にも造詣が深い方でした。
講師に昇任されてようやく独立した研究室を構え、さら
なる飛躍が期待されていたことを思うと残念な思いで
いっぱいです。しかし、親しみやすい先生のお人柄と教
育・研究に対する真摯な態度は学生達に引き継がれてい
くものと確信しています。

佐野明先生の本学に対する多大なご貢献に感謝申し上
げるとともに、心からご冥福をお祈り申し上げます。

久保田先生ありがとうございました
　13期　小高　賢一

高木　敬二郎先生の思い出
18 期　黒川　陽介

追悼　佐野　明先生を悼む
元薬学部教授　太田　隆文

追　悼
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平成30年度東京理科大学薬学部
同窓会総会および講演会のご案内

　薫風の候、皆様には益々御健勝のこととお喜び申し上げます。
　さて、本年度の同窓会総会および講演会を下記にて開催致します。万障お繰り合わ
せの上、ご出席賜りたくご案内申し上げます。

■日　時：平成30年７月21日（土）14：00 ～

■場　所：総会・講演会　　神楽坂キャンパス　３号館　６階　362教室
　　　　　　　　　　　　　 （神楽坂を上り、花屋さんの角を左に入ると、右手に見

える建物が３号館です）
　　　　　懇親会　　　　　理窓会倶楽部　（PORTA神楽坂　６階）
　　　　　　　　　　　　　 （神楽坂下から50mほど上ると左手にPORTA神楽坂があ

ります。１Fが梅花亭です）

■次　第：14：00 ～ 15：00　　同窓会総会
　　　　　15：00 ～ 17：00　　特別講演会
　　　　　　（財）日本薬剤師研修センター認定（１単位）
　　　　　　演題「薬剤師に必要なホスピタリティとは」
　　　　　　　　　東京理科大学薬学部　　教授
　　　　　　　　　株式会社ファーミック　代表取締役 上村　直樹　先生（23期）
　　　　　　演題「バイオシミラーの開発」
　　　　　　　　　 ～バイオシミラーとはどのようなものなのか、に始まり、その開

発の流れについて新薬開発と対比しながら説明し、最後に演者の
考える課題について紹介する～

　　　　　　　　　JSRライフサイエンス株式会社　社長　 野村　英昭　先生（23期）
　　　　17：30 ～ 19：30　　懇親会

■会　費：懇親会　5,000円
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平成29年度同窓会通常総会について
平成29年７月22日（土）の午後、東京・飯田橋にあるインテリジェントロビー・ルコにおいて、平成29年度通常総会

が開催されました。出席者は総勢52名でした。総会担当は第22期生が務め、司会の永井健二氏の開会宣言、石井甲一会
長の挨拶があり、次いで、武田直子氏（16期）が議長に、吉田雅人氏（21期）、水八寿裕氏（30期）が議事録署名人に
指名され、事務局の小林さと子氏が議事録作成を担当し、議題に従って議事が進行されました。

主な議題は次の通りで、いずれの議題も原案の通り承認されました。

第一号議案　　平成28年度事業報告の件　　　　　　　　　第四号議案　　平成29年度予算案の件
第二号議案　　平成28年度決算報告及び監査報告の件　　　第五号議案　　会長承認の件
第三号議案　　平成29年度事業計画案の件　　　　　　　　第六号議案　　副会長、会計担当幹事、監査役承認の件

以上の議案審議終了後、永井氏により閉会宣言がなされました。
なお、新会長として上村直樹氏（23期）が承認され、新たに承認された副会長、会計担当幹事、監査役の皆さんとと

もに新体制による同窓会がスタートいたしました。 22期　担当幹事

平成29年度東京理科大学薬学部同窓会通常総会次第
平成29年７月22日

インテリジェントロビー・ルコ
第一部　平成29年度東京理科大学薬学部同窓会通常総会

１．開　　会
２．会長挨拶
３．議長選出
４．議事録署名人の指名
５．議　　題
　　第一号議案　平成28年度事業報告の件
　　第二号議案　平成28年度決算報告及び監査報告の件
　　第三号議案　平成29年度事業計画案の件
　　第四号議案　平成29年度予算案の件
　　第五号議案　会長承認の件
　　第六号議案　副会長、会計担当幹事、監査役承認の件
６．閉　　会
第二部　特別講演
「医薬品の新薬開発における品質・製造評価」
　　講演者：第一三共株式会社　製薬技術本部
　　　　　　製剤研究所　所長
　　　　　　安藤　秀一　先生（22期）

「 医薬分業の歴史と薬剤師を取り巻く環境からみたこ
れからの薬剤師（国民・患者のために生きるとは）」

　　講演者： 厚生労働省　医薬生活衛生局監視指導・
麻薬対策課長

　　　　　　磯部　総一郎　先生（22期）
第一号議案　平成28年度事業報告

１．同窓会会報「ふなかわら」第28号の発行
　　平成28年６月

２．同窓会通常総会の開催
　　平成28年７月23日　インテリジェントロビー・ルコ
　　特別講演会

　　　 「放射線によるDNA損傷と修復機構
　　　 ～最近の話題から～」
　　　　講演者：Department of Radiation Oncology
　　　　　　　　Houston Methodist Research Institute
　　　　　　　　Weill Cornell Medical College
　　　　　　　　掘越信夫先生（21期）
　　　「大学をめぐる動き：入口（入試）と出口（就職）」
　　　　講演者：公立大学法人 富山県立大学
　　　　　　　　 工学部・生物工学科（生物工学研究

センター兼務）生物有機化学講座教授
キャリアセンター所長

　　　　　　　　中島範行先生（21期）
　　懇親会 
３．地区交流会の開催　 平成28年10月９日
　　 第49回日本薬剤師会学術大会（名古屋）で交流会

開催
４．平成28年度薬学講座を東京理科大学薬学部と共催

　　平成28年10月15日
５．新会員勧誘　資料を236名に送付　平成29年１月17日
　　会費納入は、平成29年３月卒業者（54期）27名、
　　大学院修了者１名
６．卒業生・修了生全員（217名）に卒業・修了記念品
（記念スパーテル）を贈呈　 平成29年３月18日

７．卒業記念謝恩会へ祝金を贈呈　 平成29年３月18日
８．同期会開催（３、６、９、12、14、15、16、21、24期）
　　福室研究室同窓会、放射関係研究室同窓会開催
　　 同期会開催に際し、祝金３万円を贈呈（３、９、

12、14、16、21、24期）
９．ホームページのメンテナンス
10．理窓会関連団体交流会・懇親会（第５回）への参加

平成29年３月４日
11．名簿についてWEB登録の準備
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12．幹事会の開催（４回）
　　平成28年４月９日、７月23日、10月29日
　　平成29年１月28日
13．正副会長会の開催　 平成28年７月２日
第二号議案

第三号議案　平成29年度事業計画案
１．同窓会会報「ふなかわら」第29号の発行

　　平成29年６月
２．同窓会通常総会の開催　 平成29年７月22日
　　インテリジェントロビー・ルコ
　　特別講演会
　　　「医薬品の新薬開発における品質・製造評価」
　　　 講演者：第一三共株式会社　製薬技術本部
　　　 製剤研究所　所長　安藤　秀一　先生（22期） 
　　　「 医薬分業の歴史と薬剤師を取り巻く環境から

みたこれからの薬剤師（国民・患者のために
生きるとは）」

　　　 講演者： 厚生労働省　医薬生活衛生局監視指導・
麻薬対策課長　磯部　総一郎　先生（22期）

　　懇親会 
３．地区交流会の開催　 平成29年10月８日
　　 第50回日本薬剤師会学術大会（東京）で交流会開

催（理窓会倶楽部予定）
４．平成29年度薬学講座を東京理科大学薬学部と共催
　　 平成29年10月14日
５．新会員勧誘　資料を送付　 平成30年１月
６．卒業生・修了生全員に卒業・修了記念品（記念ス

　　パーテル）を贈呈　 平成30年３月
７．卒業記念謝恩会へ祝金を贈呈　 平成30年３月
８．同期会開催に際し、祝金３万円を贈呈
９．ホームページのメンテナンス
10．名簿についてWEB登録の開始及びメンテナンス
11．幹事会の開催（平成29年４月15日、７月22日開催
　　平成29年10月、平成30年１月を予定）
12．正副会長会の開催（平成29年６月17日）
第四号議案

第五号議案
　会長承認の件

　１．幹事会において協議した結果、会長として以下
　　の者を推薦する。

　　　会長候補者　23期　上村　直樹　氏
第六号議案

副会長、会計、監査役承認の件
　１．会長候補者を加えた幹事会において協議した結

　　果、副会長、会計担当幹事、監査役として以下
　　の者を推薦する。

　　　副会長　18期　関　裕史　氏
　　　　　　　22期　磯部　総一郎　氏
　　　　　　　25期　伊集院　一成　氏
　　　　　　　30期　内村　兼一　氏
　　　会計担当幹事　22期　牧田　美保　氏
　　　監査役　　　　17期　青山　隆夫　氏
　　　　　　　　　　22期　花岡　信子　氏
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平成29年７月22日（土）同窓会第二部特別講演では、
22期の第一三共株式会社　製薬技術本部　製剤研究所　
所長　安藤秀一先生から「医薬品の新薬開発における品
質・製造評価」と、厚生労働省　医薬・生活衛生局　監
視指導・麻薬対策課長　磯部総一郎先生から「医薬分業
の歴史と薬剤師を取り巻く環境からみたこれからの薬剤
師（国民・患者のために生きるとは）」という演題で講
演がありました。

安藤先生の講演内容は、企業活動において重視するグ
ローバル新薬開発戦略と品質確保の重要性が紹介されま
した。特に新薬開発ステージ（非臨床研究、初期臨床研究、
後期臨床研究）と製剤研究との関係や、新薬の申請承認
取得と生産立ち上げに至る製品品質確保の重要性が述べ
られました。新薬創出における品質確保が大切であるこ
とは伝わりましたが、企業における品質管理や製造に携
わる関係者以外の方々には、製品品質確保の重要性の説
明（quality by design 思想と管理戦略）時に、たとえ話

として使われた、おいしいカレーライスの作り方だけが
記憶（どうやったらおいしくなるかの部分）に残ってし
まったかもしれません。

磯部先生の講演内容は、これまでの薬剤師や薬学の歴
史、また薬剤師の置かれた立場やどうして薬剤師パッシ
ングが起こるのかについて解説がありました。それに対
して、演者の考える課題や今後の対策について話があり
ました。また、今後の薬学教育・研究のあり方について
も触れられました。薬剤師として働いている方々の参加
者が多かったせいか興味深く聴講されている方がいたよ
うに思えました。

以上、会場に入りきれない程の参加者があり、同窓生
同士の和気あいあいとした楽しい講演会でありました。

最後に、頑張っている同期生姿を直接感じることので
きた本同窓会に感謝します。

22期　担当幹事

１期～ 21期

22期以降

平成29年度同窓会講演会について
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医療薬学教育研究支援センター（SCCPER）始動！

センター長　礒濱　洋一郎

神楽坂キャンパス３号館７階を拠点に、
卒業生の生涯学習・学位取得を支援致します。
　現代の医療の急速な発展や薬物治療の高度化に伴っ
て、多くの医療職の協働すなわちチーム医療の重要性が
増してきています。特に薬剤師には、個々の患者に適し
た処方を提案することや、医薬品の安全性を確保するた
めに高い職能を発揮することが期待されています。また、
個々の患者に対する医薬品の効果を把握し、適切なバイ
オマーカーを提案するなどの薬剤師発信型の臨床研究は
創薬・育薬の両面から強く求められています。このよう
な背景のもと、薬学における研究活動はもはや卒業研究
や大学院在籍時の基礎研究だけでなく、実社会の中で大
学や医療機関と連携しながら実施する体制の整備が必要
となってきました。
　本学の薬学部は「科学者としての視点」をもつ薬学人
の養成を伝統とし、これまでに多くの卒業生ならびに大
学院修了生を医療機関や製薬企業等に送り出してきまし
た。医療薬学教育研究支援センター（SCCPER）は、本
学のこの伝統を生かし、医療現場と社会の高まるニーズ
に応える人材を養成するために、学部の臨床教育の充実
のみならず、卒後生涯学習および薬学卒業生の研究活動
を支援することを目的としています。具体的には、薬学
部野田キャンパスを拠点とする「実務実習支援部門」、「国
家試験対策支援部門」に加え、神楽坂キャンパス３号館

７階に拠点を置く「社会連
携支援部門」および「臨床
薬学教育研究支援部門」を
設け、従来から本学で取り

組んできた学部での実践薬学教育の充実を諮るととも
に、生涯学習や臨床社会薬学研究の場を提供し、薬学部
卒業生のスキルアップや学位取得を支援して参ります。
スタートアップセミナーを開催しました。
　今般、医療薬学教育研究支援センター（SCCPER）が
本格稼働するにあたり、各方面から寄せられる期待を集
約するとともに、センターが今後取り組むべき課題の一
つであるレギュラトリーサイエンスなどについて議論を
行うことを目的に、キックオフセミナーを開催しました。
　セミナーでは、本山和夫理事長、松本洋一郎学長の挨
拶に続き、第一部として、礒濱洋一郎 医療薬学教育研
究支援センター長より、医療薬学教育研究支援センター
の紹介を行った後、石井甲一 日本薬剤師会 副会長、磯
部総一郎 厚生労働省医薬・生活衛生局 監視指導・麻薬
対策課長より、「本センターに寄せる期待」として、ご
講演をいただきました。
　第二部では、近藤悠希 熊本大学薬学部 助教より「薬
局薬剤師の視点から行う医療薬学研究 －きっかけは１
症例－」、鹿野真弓 本学薬学部（当センター臨床薬学教
育研究支援部門）教授より「東京理科大学の医薬品医療
機器レギュラトリーサイエンスの展望」の講演が行われ、
その後、近藤達也 独立行政法人医薬品医療機器総合機
構（PMDA）理事長より、「本センターに寄せる期待」
としてご講演をいただきました。セミナー終了後の懇親
会においても、豊島聰 日本薬剤師研修センター理事長
より本センターに対する期待のお言葉を頂戴するととも
に、多数のご参加の皆様と貴重な意見交換を行うことが
できました。

　センターでは今後、医療機関、行政機関、
製薬企業などのご協力をいただき、連携を
拡げていくことで、実務実習の質の向上、
臨床薬学研究の強化および本学出身の薬剤
師の生涯学習と社会人博士の学位取得支援
を行って参ります。
　生涯学習のプログラムや社会人大学院の
入学案内などは、当センターのホームペー
ジで随時、公開して参ります。

医療薬学教育研究支援センター HP：
http://www.ps.noda.tus.ac.jp/yakugakubu/
sccper/index.html
薬学部HP：
http://www.tus.ac.jp/fac_grad/fac/yaku/
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東京理科大学の発展のために、皆様のご支援、ご協力をお願いいたします
ご挨拶

皆さまにおかれましては、日頃から本学の教育研究の発展に対しまして、
ご理解とご協力を賜り心より御礼申し上げます。本学は、明治14年に「理学
の普及を以て国運発展の基礎とする」との建学の精神のもと、若き21名の理
学士らによって設立されました。以来、長きにわたり科学技術創造立国を支
える多くの有為な人材を輩出し、わが国最大級の理工系総合大学へと発展し
てまいりました。

歴史ある本学ではありますが、大学を取り巻く環境は著しく変化していま
す。18歳人口は2017年まで横ばいが続くものの、2024年には106万人まで減少します。また、国の財政状況により私学
助成の割合が一段と引き締められてきていることや、グローバル化に伴い大学間の競争が日本から世界へとシフトして
一層激しくなってきていることなど、大きな変化の波が押し寄せてきています。

このような状況下において、「日本の大学から世界の大学へ」を目指す本学にとって、最先端の研究活動の推進と学
生へのきめ細やかな教育体制をさらに強化していくことが重要です。本学では、教育研究環境の整備として、すでに、
2017年の理工学部創立50周年記念を機に理工学部第一期再構築計画を開始しました。さらにそれ以降、葛飾キャンパス
第二期薬学校舎建設（下図）、神楽坂校舎再構築、理工学部第二期再構築計画を実施し、本学の一層の発展へと繋げて
行きたいと考えています。

これらを実現させるため、現在、維持拡充資金（第二期）として、ご寄付の募集活動を進めております。皆さま方に
おかれましては、引き続き母校へのご支援、ご賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

募集要項
◎　募金名称

　　東京理科大学 維持拡充資金（第二期）

◎　募金目標額

　　目標額： ２億円 （１年あたり）

◎　寄付金に対する税法上の扱いについて

　　 この寄付金は税法上の優遇措置（寄付金控除）の適
用が受けられます

◎　募金目的

　　●　キャンパス維持拡充支援 
　　●　奨学金支援
　　●　教育研究推進支援

インターネット寄付受付中

http://www.tus.ac.jp/bokin/

《お問い合わせ先》
東京理科大学 募金事業事務室 
〒162-8601 東京都新宿区神楽坂1-3
TEL：03-5228-8723（ダイヤルイン） FAX：03-3260-4363 
e-mail：bokinjigyo@admin.tus.ac.jp

学校法人 東京理科大学
理事長 本山 和夫

東京理科大学
学長 松本 洋一郎

葛飾キャンパス二期用地
新校舎（薬学）
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研究室紹介　小茂田研究室

医療安全学　教授　小茂田　昌代

【はじめに】
薬学部同窓会の皆様には、日ごろ大変お世話になって

おります。このたび、研究室紹介の機会を与えていただ
き、大変うれしく思います。私は20年ほど前だったかと
思いますが、石井甲一前同窓会会長らの同窓会有志が始
めた「実践社会薬学」講座で、当時の病院での業務につ
いて紹介させていただく機会を得ました。その講義内容
を投稿した「母校の教壇に立つ」がMHフォーラム懸賞
論文（調剤学総論の著者である堀岡正義先生が立ち上げ
られたフォーラム）で入選、さらに「医薬品情報を患者
に活かすために」では最優秀賞をいただいたことが、大
学の教員になるきっかけとなりました。小茂田研究室で
は、病院薬剤師時代に角化型疥癬で病棟閉鎖という大変
な経験を契機に皮膚科医師と行政に働きかけを行ってき
た皮膚感染症治療薬整備と、医薬品情報を患者に活かす
データベース開発が研究テーマとなっています。
【皮膚感染症の治療薬整備に向けて】
疥癬
◆　�新規疥癬治療法イベルメクチン全身浴法の臨床適用

を目指した研究
疥癬とはSarcoptes Scabiei（ヒゼンダニ、疥癬虫）が

皮膚の角質層内に寄生して発症する、皮膚病変と夜間の
激烈な瘙痒を特徴とする感染症です。感染後から発症ま
でに１～数ヶ月の潜伏期間を有するため感染に気付かな
いまま集団発生となる場合が多く、社会問題となってい
ます。そこで、日本において疥癬に唯一の内服薬である
ストロメクトール®錠３mg（有効主成分；イベルメクチ
ン：IVM）に関する研究を行っています。

疥癬の原因であるヒゼンダニは皮膚角層に寄生し、ヒ
ゼンダニの唾液などによるアレルギー反応として、強い
かゆみを伴う皮疹や結節が特徴となります。イベルメク
チンの作用点は皮膚角層であるため、内服である必要は
ありません。ストロメクトール®錠は服用して８時間後

の皮脂中イベルメクチン濃度約40 ～ 80 ng/mLを示すこ
とが臨床において報告されています。イベルメクチン約
40 ng/mL溶液は一般的な家庭浴槽150Lにストロメク
トール®錠３mg ４錠を入れることで作成でき、有効性
や安全性の面から考えても臨床的意義は大きいと思われ
ます。この方法を『イベルメクチン全身浴法』と名付け、
安全性、有効性に関する臨床研究を皮膚科医師と共に
行っています。
◆　疥癬における薬物治療データベースの構築

疥癬は突発的に発症するため、臨床試験の実施が困難
あり、臨床データが集まりにくい病態です。そこで、通
常診療の治療経過データを蓄積できる疥癬薬物治療デー
タベースの開発を目指しています。
アタマジラミ症

アタマジラミ症はアタマジラミが頭髪に寄生する感染
症です。アタマジラミ症の治療薬は一般用医薬品のみで、
医療用医薬品はありません。しかも、国内のアタマジラ
ミ症治療薬が、近年耐性化が問題になっているピレスロ
イド系の一般用医薬品のみであることを踏まえ、アタマ
ジラミ症の実態把握や日本での医療用の治療薬の整備を
目的として臨床研究、アンケート調査、およびデータベー
スの構築を行っています。
◆　アタマジラミ症治療薬整備に向けた臨床研究

疥癬治療薬のフェノトリンローションや米国のアタマ
ジラミ症治療薬であるイベルメクチンローションの有効
性や安全性を確認する臨床試験を沖縄で実施しました。
その結果を踏まえ、試験デザインの見直しを行い、現在
本州での臨床試験を行っています。臨床試験ではデータ
管理ソフト（ElectricDataCapture；EDC）“Open Clinica”
をアタマジラミ症臨床試験用にカスタマイズ設計して使
用しています。

トピック

イベルメクチン全身浴法

日本と米国のアタマジラミ症治療薬
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◆　アタマジラミ症実態調査
アタマジラミ症の実態について、治療法やその効果な

どを把握するために、インターネットによるアンケート
調査を実施しました。アタマジラミ症で困っている患者
さんの声を明らかにし、新規治療薬の導入を後押しして
いくことを目標にしています。
◆　アタマジラミ症薬物治療データベースの構築

アタマジラミ症はいつどこで発生するかわからない突
発的な感染症であり、臨床試験が行いにくい状況にあり
ます。そこで、臨床試験で使用したアタマジラミ症用に
カスタマイズした“OpenClinica”を基本とした新規のデー
タベースを構築しています。この治療薬の有効性を評価
し副作用も記録できることを目指しています。
【医薬品情報を患者に活かすデータベース開発】
◆　アカデミック・ディテーリングに関する研究

アカデミック・ディテーリングとは、海外では薬剤師
が医師に対して行うエビデンスに基づく公正中立な医薬
品の情報提供を指します。日本版アカデミック・ディテー
リングでは、エビデンスだけでなく、基礎を臨床につな
ぐ薬学的視点からも医薬品を比較するところが独創的な

点です。そして、医薬品比較情報を能動的に発信する新
たな医薬品情報提供アプローチによって医師の処方行動
に影響を与えることを使命とします。そこで、アカデミッ
ク・ディテーリングを支援することを目的として、医薬
品の基礎薬学的な違いや使い分けを示す医薬品比較シス
テムの開発を行っています。

本システムでは、薬剤師が実際にアカデミック・ディ
テーリングを行う際の資料として用いる画面について
は、排泄型や薬価といった数値化が可能な情報をグラフ
化するなど、視覚的により見やすいような表示方法を検
討しています。そのほかの機能として、CYP酵素関連の
薬物間相互作用のリスクを添付文書における注意喚起

（併用禁忌や注意）よりも詳細にカテゴリー化（「併用を
避けることが望ましい」、「処方変更を考慮」、「要経過観
察」）し、具体的な介入方法を示す機能も開発中です。
以上のようなシステムの開発に加え、今後は乳がん分野
のホルモン療法治療に焦点を当て、臨床現場でのアカデ
ミック・ディテーリングの効果を検証するための臨床試
験を予定しています。

記録を見る画面
＊�患者自身が記録した症状や気持ちの変化をグラフで一覧表示

◆　患者のセルフケアを支援する電子患者日誌の開発
近年、治療技術の進歩により、がん化学療法は入院か

ら外来へとシフトしてきています。それに伴い、医療者
にはより一層のセルフケア支援が求められます。そこで、
電子患者報告アウトカム（ePRO：Electronic Patient-

Reported Outcomes）を応用し、患者のセルフケアを支
援すると同時に、医療者による副作用マネジメントや薬
学的管理の充実化を目指した電子患者日誌の開発を行っ
ています。まず、化学療法で問題となる副作用のうち、
発熱性好中球減少症（以下、FN）とがん薬物療法誘発

ーリングの効果を検証するための臨床試験を予定しています。 
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ロシア民謡に『一週間』という曲がありますが、若い
方はご存じないでしょうが、私達の年代の人が小学校の
頃にクラスで合唱した歌です。
“ 日曜日に市場へ出かけ 糸と麻を買ってきた テュラテュ
ラ……
月曜日にお風呂をたいて 火曜日にお風呂へ入る テュ
ラテュラ……
水曜日に友達がきて 木曜日に送っていった テュラ
テュラ……
金曜日は糸巻きもせず 土曜日はおしゃべりばかり 
テュラテュラ……
友達よこれが私の一週間の仕事です テュラテュラ
……”
この歌は、まさに定年後の “毎日サンデー” の人の１

週間の過ごし方でしょうか？私も早いもので定年後既に
４年が経過し、現在市内ボラランティア団体（野田市外
国人支援グループ）の代表を拝命され、又会員の一人と
して現在週７～８コマのクラスでの指導に飛び回ってい
ます。ちなみに、当グループの活動内容の主なものは、
野田市内在住外国人の「小中高の児童・生徒に対する日
本語等の学習指導」と「市役所窓口等への手続（通訳、
代書、翻訳等）支援」です。

さて、野田市内に在住する外国人は何人いるかご存知
でしようか？ 2017年の１月１日の市役所掲示によります
と、2,660人（市内人口の約２％）になります。その内訳
は、フィリピン（621人）>中国（557人）>パキスタン（232
人）>ベトナム（209人）>韓国（157人）……、です。
千葉県内では柏市の約7,400人に次いで第２位にランクさ
れます。では、日本語指導クラスに参加する外国人（児
童・生徒・成人）のレベルはどの程度かと言いますと、“ピ
ンキリ” です。下は「ひらがな」・「カタカナ」から、上

は「小学校高学年の漢字」迄と広範囲に及びます。従い
まして、この活動に入る前には「日本語指導者としての
基礎講座」を履修し、活動に参加してからは種々の求め
に対応すべく、50年程前学んだ国語をはじめ、英語、理科、
数学等を初心にかえり “心ときめかせ” 復習しています

（惚けない為の良薬かも？）。しかし、悩みもあります。
何かと言いますと、「ひらがな」・「カタカナ」からの受
講者への指導に常に悩まされます。「半年教えても、未
だに “読めない、書けない”」と言う悩みです。この理由
としては、「日本に長く滞在する予定が無い」、「家で予
習・復習をする習慣が無い」、「書いてではなく、聞いて
覚える」、「両親が何れも日本人でない」等が主なもので
す。また、母国の状況にもより、治安が安定な国からの
受講者は来日前に基礎的な日本語は修得して来る様で
す。戦火にある国からの来日者は安全や脅威を感じるこ
となく生活できれば充分であり、“将来の夢”、“学ぶこと”
等は二の次になるのは当然の事かも知れません。しかし
世界に目を向ければ、ドイツ等の国々では戦火を逃れた
多くの難民を受入れている現状での種々の悩みを思え
ば、私達の悩みは “些細なもの” かも知れません。私達
のボランティアグループの活動目的は外国人の方々に安
全で、且つ安心な日常生活を送って頂くことです。この
思いは日本語を母語としない外国人と接触する機会の多
い学校の先生をはじめ、市役所等、公的機関の職員の皆
様も同じと思います。「諸事情により、各部所で直ちに
対応できない業務を私達ボラランティアが担っているの
だ」と言う良き “プライド” の下、今後も官民一体とな
りボランティア活動に尽力したいと思っています。なお
本紙面を使って誠に恐縮ですが、当グループでは常時入
会者を募集しておりますので、興味ある方は御一報下さ
い。

恩師からのたより
― 私の一週間 ―

小島　周二

トピック

性悪心・嘔吐（以下、CINV）に焦点を当て、開発を進
めています。

FN電子患者日誌では、感染に注意してほしい時期が
一目でわかるようなカレンダーを表示したり、日誌に入
力した自身の体調・気分の変化をグラフで示したりする
ことで、感染に対する意識を高め、FNの重篤化防止に
向けたセルフケア支援を可能にすると考えています。

CINVは患者の食事やQOLの低下をもたらし、がん治

療に悪影響を及ぼすことがあります。患者自身に体調や
食事量、レスキュー服用回数や時間をCINV電子患者日
誌に入力してもらうことで、体調変化が一目でわかる仕
様になっています。さらに、薬剤師が複数の担当患者の
嘔気の程度・回数を一画面で見ることができ、CINV患
者の支援に活用できるような薬学的管理システムを導入
することも検討しています。
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どちらが表か裏か分りませんが、実はもう一つ私には
研究活動？があります。これは「昔取った杵柄」を使っ
ています。大学の４年時での卒業研究から定年退職迄の
間、放射線を使って研究をして来ました。この中には医
療での病気の診断や治療を目指した基礎研究がありまし
たが、実際にヒトに用いられたものは殆どありませんで
した。何故かと言いますと、ヒトでの試み（治験）は実
施医療機関で「治験責任医師」の下で行われ、薬剤師や
研究者がかかわれるのは「治験協力者」としてであり（医
薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令）、治験迄の
ハードルが極めて高い為です。退職後は所属機関は有り
ませんので、自身の責任の下、基礎研究で得られたデー
タに興味を持ってくれる医師を探すことで、治験も可能
になります。私の研究生活の後半（10年間程）では小線
量放射線によるリュウマチ、がん等の免疫病態に対する
改善・治療に関する動物実験を実施し、ヒトにも応用で
きるデータを得ました。幸いな事に、数年前に研究会で
の私のプレゼン内容に興味を持ってくれた臨床医が出現
し、以降私が作った治療計画に従って、がんやリュウマ
チ患者に対するトライアルを実施して頂いております。
これまでのトライアルで大変感激した例を紹介します。

2016年８月22日に余命数ヶ月と言われた脳転移を有す
る乳がん患者さんの治療にかかわる事になりました。治
療開始前の彼女は痩せて生気もなく、杖なしでは歩行困
難、又がんの脳転移により視力障害もありました。治療
開始後３ヶ月経過しますと改善の兆しが現れ、その後劇
的に回復、がんマーカー（CA15-3）値もほぼ正常域まで
に低下しました。その年の12月暮れの面接日には、お化
粧顔で “こんにちは！” と挨拶された時には感激して “鬼
の目にも涙” でした。

余命を宣告された患者さんには、「がん患者で無い私
がアドバイスするのは “烏滸がましいこと！” である」
とつい昨今まで思っていましたが、昨年私に出来る励ま
し方を見つけました。それは、各疾患に対する最新治療
法の紹介です。

ネットで掲載されている世界中の最新治療法を検索、
ヒットした論文を日本語に翻訳し、臨床医を介して患者
に配信することです。仮に短い余命でも、最期まで希望
をもってもらいたいと言うのが私の切なる願いです。

これが私の１週間かな？？？・・・・・・・・・・・・
人は生まれて最期を迎えるまで、何の束縛やストレス

も無く思うままに毎日を過ごせることが幸せか否かは分
りません。しかし、少なくともやりたいと思った事が実
行できれば満足できます。あれこれ考えないで、“一日
は一生であるとの思いで！” の毎日生活にベストを尽く
したいものです。

あれこれ考えない人
www.photo-ac.com/　より引用

近況報告 エーザイ株式会社　代表執行役
日本事業担当兼hhc ソルーション本部担当兼CIO

林　秀樹（18期）

卒業生報告

早いもので1981年に理科大薬学部薬学科を卒業して、
エーザイに入社してから早37年が経過し、昨年還暦を迎
えました。もともとサラリーマンが嫌いだったため、２
～３年MRを経験してから実家の薬局を継ごうと思って
いましたが、なぜかMRとして配属されずに新人からい
きなりプロダクトマネージャーに任命され、今でも末梢
神経障害治療剤として汎用されているメチコバールとい
う薬剤の担当となり、製品のマーケッティング戦略を創
造する仕事がおもしろかったため辞めるタイミングを逸

してしまいました。
その後臨床開発に移り、認知症治療薬アリセプトの初

期臨床開発等を担当しましたが、当時の米国の開発担当
者と折り合いが悪くなって事業開発に移動となり、それ
でも最初の仕事がなぜかアリセプトのグローバルな提携
相手を探す仕事で、結果ファイザー社と戦略提携契約を
結び、その後約20年間に亘り、海外を含む他社との導入、
導出、提携、買収業務を担当し20数件の提携案件に携わ
りました。その間役員となり、自社の研究開発の生産性
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の低さに懸念を抱いていたところ、2009年に研究開発担
当に指名され、大幅な機能・構造改革に取り組みました。
そして2014年秋ちょうど新中期計画策定のタイミングで
経営企画計画担当になり、2016年から現在の日本事業な
らびに、そのとき始めたhhcソルーション事業、そして
チーフインフォメーションオフィサー（CIO）を担当し
ています。

さて2018年度より実施される抜本的な薬価制度改革
は、我が国の製薬産業を長期収載品に依存するモデルか
ら、高い創薬力を持つ産業構造に転換させていくことを
目指すとしているものの、結果的に薬業界には非常に厳
しい制度改革になりました。まさに今後それぞれの会社
の戦略に基づいた抜本的な事業構造の転換が求められて
います。そんな中昨年10月日経BP社から「ヘルスケア
産業のデジタル経営革命」という本が出版されました。
この本はもともと米国で出版され、デジタル技術を応用
した次世代ビジネスモデルと最新戦略に関する訳本です
が、冒頭の日本語版特別章に国内の事例としてエーザイ
が取り組む「認知症ソルーション事業」が取り上げられ
ています。

弊社ではすでに全国130カ所（2018年３月現在）の各
種自治体や医師会、薬剤師会等と「認知症の連携協定」
を結び認知症になっても安心して暮らせる街づくりに関
する活動を展開しています。超高齢化社会の進展ととも
に2025年には700万人以上に達するといわれる認知症患
者に対し、薬だけでは対応が不十分であり、疾病の正し
い理解に対する生活者への啓発活動や患者と家族、行政、
医療従事者がネットワークを作り、その地域の認知症患
者を支えていく仕組みづくりが必要となります。そこで
今まで認知症に取り組んできた様々なノウハウや知識、
認知症関連のアセットを活用し、2016年より新たに認知
症ソルーション事業に取り組んでいます。具体的には、
前述の連携協定先を主な舞台に、スマートモバイルを活
用した「他職種連携サービス」による要介護の改善や、
デジタルを活用した「服薬支援機器 ｅお薬さん」（図参
照）による服薬コンプライアンスの向上、「お出かけ支
援ツールMe-MAMORIO」による安心・安全に外出でき
る社会の実現、子供教育向けの認知症教材（DVDの販売、
認知症少額短期保険、嗅覚試験ツール等をそれぞれ専門
の企業や専門家と連携し、認知症対策に有用なツールを
ひとつずつ開発し販売していくとともに市民フォーラム
等を活用した認知症の疾患啓発活動に取り組んでいま

す。昨年この「服薬支援機器ｅお薬さん」は、IoTを活
用した在宅患者様と患者様の療養生活を支えるご家族、
医療・介護従事者に新たな価値を提供した成果が評価さ
れ日本IT協会より「ITビジネス賞」を受賞しました。患
者様目線で見てみると、医療の現場では現在のケアシス
テムでは満たされないニーズがたくさんあります。例え
ば処方された薬の実態を調べてみると、定期的に薬を
ちゃんと患者様が服薬できていることが極めて少ないの
が現実です。高齢化が進み、核家族が多い現在、自分ひ
とりで薬を服用できず、困っている高齢患者が増えてい
ます。今までは製薬メーカーとして、ただ有用な新薬を
開発し販売すれば良いと考えていましたが、正しく服薬
できる環境とセットで考えないと、本当の意味で新薬は
効力を発揮できません。さらに本当に満足できる患者様
アウトカムを創り出すためには、新薬に加え、長期収載
品、ジェネリック品、OTC品、IoTの活用、さらに医療
機器や各種サービスを組み合わせたトータルソルーショ
ンを統合したパッケージとして届けることが重要であ
り、立体的に考えて取り組まないと新しいバリューや期
待されるアウトカムは生み出せません。それゆえ、将来
的には製薬メーカーの枠を超えて、総合的なヘルスケア
ソルーションカンパニーになることを目指して、今後も
さらに新しいビジネスモデルを追及して行こうと考えて
います。

最後にひとつだけ心残りなのは大学卒業時エーザイへ
の就職を強く推薦していただいた恩師である生理化学教
室故森脇千秋教授と最後に病床で交わした「日本一の
MRになります。」という約束は果たせそうもありません。

服薬支援機器「eお薬さん」

★ふなかわら30号本文.indd   20 2018/06/26   20:28:40



21

【申込期限】　９月10日（月）まで
【申込方法】
・�同窓会ホームページの地区交流会申込フォームにアク
セスし、お申込みください。
・�下記内容を明記のうえ、東京理科大学薬学部同窓会　
事務局宛にご連絡ください。
　　氏名、卒業期、ご住所、電話番号

【ホームページ】http://www.ridaiyakudo.gr.jp/
　�地区交流会のご案内を掲載しておりますのでご覧くだ
さい。

【お問合せ】東京理科大学薬学部同窓会　事務局
　　　　　〒278-8510　千葉県野田市山崎2641
　　　　　東京理科大学薬学部内
　　　　　FAX：04－7121－4531
　　　　　E-mail：jimu@ridaiyakudo.gr.jp

　皆様には益々御健勝のこととお喜び申し上げます。
　さて、本年度の地区交流会を下記にて開催いたします。万障お繰り合わせの上、ご出席賜り
たくご案内申しあげます。大勢の皆様のご参加をお待ちしております。

平成30年６月
東京理科大学薬学部同窓会

会長　上村　直樹
■日時：平成30年９月23日（日）19：30 ～
■場所：寿し割烹　葵寿し
　　　　　〒920-0043　石川県金沢市長田１－５－46
　　　　　TEL�076－221－8822
　　　　　FAX�076－221－7756
　　　　　URL�http://www.aoisusi.com/

■会費：5,000円
　　　　※　当日　会場にて徴収させていただきます。
■申込：�会場確保の都合がございますので､地区交流会に参加される方は、下記のとおり事前に

お申し込みをお願い致します。電話での受付は致しません。

平成30年度東京理科大学薬学部地区交流会のご案内

同窓会だより
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同窓会だより

15期の皆さんこんにちは、２年に１度の理科大薬学部
15期第５回同期会を開催いたします。皆様奮ってご参加
ください。また、二次会は「せつ」を予定しておりますが、
先日伺ったところ、来年にはビルの建て替えのため閉店
されるそうです。ぜひ二次会にもご参加ください。盛大
に開催しおおいに飲みましょう！！

記
日　時：2018年８月４日（土）　18：00 ～ 21：00
会　場：�理窓会倶楽部（PORTA）６F　前回と同じです
　　　　新宿区神楽坂２－６－１PORTA神楽坂６F
　　　　（TEL：03－3269－1570）
会　費：�6,000円（予定）詳細につきましては、往復ハガ

キにて連絡します。
発起人：�日向章太郎、高橋正史、菅原伸治、和田浩志、

長谷川富喜子、谷口隆雄

梅雨明けが待たれる毎日ですが、皆様如何お過ごしで
しょうか。

さて、幼稚園に入園してから大学を卒業する迄に20年
（人生第一幕）、社会人になり既に40年（人生第二幕）、
平均寿命を考えると残りの人生が20年（女性の場合は30
年）の歳になりました。そろそろ人生の第三幕の過ごし
方について大学時代の友人と話してみてはどうでしょう
か。下記同窓会を開催しますので皆様ご参集ください。
詳細は別途河部さんより連絡させて頂きますが、まずは
日程のご予定お願い致します。お会いできるのを楽しみ
にしています。

日　　時：2018年９月30日（日）12：30 ～ 15：00
場　　所：ホテルメトロポリタンエドモント
住　　所：千代田区飯田橋三丁目10番８号
　　　　　（JR飯田橋駅より徒歩５分）
　　　　　http://www.edmont.co.jp/access/

幹　　事：�遠藤、市東、大谷、関口（久保田）、武田（服
部）、今（原田）、田畑（中山）、田畑

連絡担当：河部、富塚（河田）

1983年に卒業して35年、現役で入学、卒業された方に
おかれましては50代最後となる19期同期会を開催致しま
す。現役でご活躍の方、第二の人生をどうしようかと模
索されている方、すでにエンジョイされている方、人生
いろいろかと思います。懐かしい神楽坂で旧交を深めま
しょう。

●�今回は、書面送付による皆様への一斉連絡は致しませ
ん。周囲の連絡のつく方への情報共有及びお誘いもよ
ろしくお願いいたします。
●�入学時、机を並べていた方々にもお声がけいたします。
是非ご参加ください。
　以下の開催概要（予定）及び申込方法を参照の上、ご
連絡ください。

19期幹事：�小嶋知夫、高梨契典、鈴木康正、小川（大島）
恵津子、山内（阿部）のり子、長谷川俊雄

■日時：平成30年８月26日（日）18時～
　　　　（予定：開始時間調整可能）
■場所：神楽坂のお店
　　　　�（参加人数により勘案しますが、おすすめがあ

ればお知らせください。）
■申込：�会場確保の都合がありますので､事前にお申込

みをお願い致します。
【申込期限】平成30年７月16日（月）まで
【申込方法】幹事・小嶋知夫　tomkjm@mud.biglobe.ne.jp

小川（大島）恵津子　oechan@live.jp
まで、メールにて御連絡下さい

東京理科大学薬学部15期の会開催のご案内

16期同期会のお知らせ

19期同期会のお知らせ
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今年は1986年に卒業した我々第23期が薬学部同窓会総
会の年度幹事となっており、同窓会総会の講演会でも同
期の上村直樹さん、野村英昭さんのお二人に講演いただ
くことになっております。
これを機に、第23期の同期会をはじめて開催致します。
皆様それぞれお忙しいこととは思いますが、懐かしい
顔に再会できるチャンスですので、多くの方にご参加い
ただきたいと思っております。
薬学部同窓会に登録されている皆様には案内葉書を送
付致しましたが、万全を期すため、本誌でもご案内させ
ていただきました。
同窓会には登録されていないようだけれど、連絡先は
判るという同期の方がいらっしゃいましたら、是非、お
誘い・お知らせくださいますようお願い申し上げます。

幹事一同

記
日時：平成30年７月21日（土曜日）
　　　18時30分～ 20時30分（総会の懇親会とは別です）
場所：インテリジェントロビー・ルコ
　　　東京都新宿区揚場町２－１　軽子坂MNビル１F
　　　TEL：03－3266－9311
会費：５千円程度（予定）
幹事：�佐藤�薫（当時Aクラス）、森田深雪（当時Bクラス）

桐井まゆみ（旧姓�吉川）・中村�宏（当時Dクラス）

お問合せ・出欠のご連絡は下記、中村のE-mailまでお
願い致します。
中村（E-mail：hiro-naka.3762@jcom.home.ne.jp）

放射関係研究室（薬学部）の同窓会開催の御案内を致
します。

■日　時：平成30年９月30日（日）
　　　　　13：00 ～ 15：00（予定）
■場　所：ルッコリーナ（Luccollina）
■所在地：東京都千代田区富士見２－10－２
　　　　　飯田橋グラン・ブルーム�サクラテラス�２F
■電　話：03－6272－5937
■会　費：７千円程度（予定）

後日、メール又は葉書にて御案内いたします。
お誘い合わせの上、御参加ください。

連絡先：佐々木正大（32期）
　　　　E-mail：housya_ken@yahoo.co.jp
幹　事：佐々木正大（32期）ほか

東京理科大学薬学部 第23期の同期会開催のご案内

放射関係研究室同窓会のお知らせ

同窓会だより
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同窓会だより

平成29年10月８・９日に東京・有楽町の国際フォーラ
ムにて、第50回日本薬剤師会学術大会が開催されました。
昨年も例年どおり、この学術大会に合わせて８日19時30
分から地区交流会を開催しました。今回の交流会は、学
術大会が東京開催でしたので、多くの卒業生の元の学び
舎近くの神楽坂にあります「理窓会倶楽部」にて開催し

ました。およそ50名におよぶ同窓生にお集まりいただき、
例年になく盛大な交流会となりました。ご参加いただい
た同窓生の皆様におかれましては、誠にありがとうござ
いました。
今年は「金沢」開催となります。北信越地区の同窓生
の皆様の積極的なご参加をお待ちしております。

平成29年度地区交流会報告
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同窓会だより

平成29年７月16日に、理科大薬学部薬学科第32期同期
会が飯田橋サクラテラスのLuccollinaにおいて、賑々し
く開催されました。今回は、今まで個別のグループでそ
れぞれ集まっていた方々にお声がけし、薬学科全体の皆
にお声がけしてみようということ
で2010名簿ベースでお誘いしまし
た。結果、25名の皆様に集まって
いただきました。仕事などの近況、
御家族の話、大学時代の暴露話な
ど大いに盛り上がりました。
小生の認識している限り、１次
会は13時から15時までの２時間、
２次会はくつろぎの里　庄屋で、
さらに一部の方は銀座に流れて語
り尽くされたようです。
皆さんの活躍ぶりも様々で、お
一人お一人にドラマがありまし
た。数年後目処でまたセッティン
グしたいと思いますが、次回は

せっかくの機会でもあり、学部全体でやれればと思いま
す。同窓会の名簿システムに御連絡先を登録いただける
と幸いです。�

32期　薬学科　佐々木

第32期薬学科同期会報告

今年は薬学部同窓会の幹事学年でもあり、2017年７月
22日（土）に2003年の開催から15年ぶりに同期会を実施
し55名が集まりました。
薬局勤務の同期も増え土曜日の開催で集まるか危惧し
ていましたが、実際は予定した理窓倶楽部には入りきれ
ず、急遽東京理科大学職員に頼んで、理科大学食フロアー
で開催しました。開始時刻が夕刻で
あったことも、当日の勤務時間を調
整して勤務先から、また首都圏以外
からも参加することが出来ました。
このことは費用面だけでなく、現
在の新しい飯田橋校舎に触れること
ができ、また参加者の増加に繋がり
大変有意義でした。また、同期会で
は大学時代のスライドも上映され、
大変懐かしく、当時の色々な出来事
に話がおよびました。時間は２時間
30分ありましたが、あっという間に
時間が過ぎ去って、次回の再会を約
束して同期会が終わりました。
なお、今回は計108名から出欠の

返事があり、多くの同期の消息が明らかになったことも
有意義なことでした。
今回は日ごろの仕事を抱えながらでしたが、無事に実
施することが出来て、幹事代表の岩鍛治さんを含め、幹
事に携わったすべての人に感謝いたします。

（記：樽野弘之）

第22期同期会報告
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同窓会だより

４期生同期会が2017年９月３日（日）PORTA神楽坂
６F理窓会倶楽部にて開催され、全国各地から40名集ま
りました。４期生は1967年の卒業で、今年は卒後50年に
あたります。今回は卒後初めて参加した方が数名、久し
ぶりの再会でお互いの名前をすぐに思い出せない場面も
少なからずあったようです。初参加の方の近況報告や情
報交換、旧友との積もる話等で会は盛り上がり予定の時
間はあっという間に過ぎてしまいました。
同期生の現況は、今なお創造的な目標に向かって飽く

なき努力を続けている方、薬剤師として活躍中の方、ボ
ランティア活動をしている方、趣味を楽しみつつ仕事も
少しという方、旅行や孫の相手などして引退生活を悠々
自適に過ごしている方など、概ね健康で幸せな日々を過
ごしているようにみえました。向後も同期会が懐かしい
クラスメートとの楽しい交流の場として１回でも多く続
くよう願っております。

（幹事：幡野千丕子、吉本吉彦）

平成29年９月30日（土）「東京理科大学理窓会倶楽部
（PORTA神楽坂）」にて12期同期会を開催いたしました。
毎年９月第一土曜日の開催としていましたが、会場の都
合で変更になりました。昨年に続いての開催でしたが、

昨年も参加した方も、久しぶりに参加した方も、学生時
代が懐かしく、話題はつきませんでした。
入学当時の手書きの名簿の出現に一同びっくり！

第４期同期会報告

第12期同期会報告
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同窓会だより

♪♪　近況報告　♪♪

田沼靖一さんが平成30年３月末日で
東京理科大学薬学部教授を退任されま
した。
『生化学とともに歩んで－NAD+ポ
リ（ADP-リボース）n代謝とアポトー
シスに魅せられて』というテーマで、
長年にわたる講義・研究への情熱と歴
史を感じさせる魅力的な最終講義が行
われました。生化学教授として、ゲノ
ムセンター長として、薬学部長として、
研究、教育、薬学部の発展に永年に亘
りご尽力され、多くの実績を残されま
した。４月からは東京理科大『研究推
進機構総合院』で研究を続けられるそ
うです。
更なる研究の発展に向け、ますます
ご活躍される事を期待しております。

2017年10月28日薬学部７期同期会を開催した。今回は
５回目の同期会であるが、７期生の多くは今年70歳にな
るので、この人生の節目に多くの同期生が参加すること
を願って会の名称も「古希」を冠したものとした。また、
これまでと同じく、「一緒に卒業した人」のみならず共
に教室で勉学した「一緒に入学した人」にも本同期会を

案内した。本会の準備は幹事７名が核となり１年以上前
から進めてきた。今回はなるべく多くの同期生の出席を
願い、研究室ごとに連絡員を依頼し、各研究室の同期メ
ンバーに声掛け・誘いをお願いした。当日は台風22号が
日本列島に接近していて急な欠席者がでるかと心配をし
たが、開催日の直前のキャンセル２名の他は全員出席し

第７期同期会報告

夢（理想）を忘れずに進むこと
そして

その夢を贈れるようになれたならば
これほど幸せなことはないでしょう
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57名となった。
会場は飯田橋・軽子坂のインテリジェントロビー・ル
コで、開会時間の14時にはほぼ全員が受付を済ませた。
受付けでは往復はがきの開催案内の返信に書かれた各人
の近況を出欠別にまとめたものを配布した。それによる
と、多くの同期生は引退しているが、パートで仕事を続
けている人や何らかのアクティビティーをもって活動し
ている人が多いことがわかる。また、旅行と重なったの
で欠席となった人も何人かいた。会は定刻どおり14時に
開始となり、銀山修幹事長の挨拶と前回以降の４年間に
物故者となった４名への黙祷ののち、佐藤毅氏の音頭で
乾杯し歓談に移った。今回は出席者が前回より多く、い
つもながら懐かしい面々との歓談の時間となった。歓談

時間の中頃に古舘浩氏によるバイオリンの演奏が行わ
れ、タイスの瞑想曲（マスネ）とロマンス（ヴィエニャ
フスキー）の２曲が披露された。その後、再び歓談を行っ
たあと、出席者で近況が記されていなかった人たちに一
人ずつ近況報告を話してもらった。最後に次回の開催予
定を東京オリンピックが済んで静けさを取り戻した2020
年11月とすることを提案して、記念撮影を行い２時間の
一次会は散会となった。
二次会は近隣の居酒屋を会場とし41名が参集した。こ
こではクラブ活動の仲間、研究室の仲間が集まって着席
しているように見えた。一次会で語りつくせない話が約
２時間続いたあと散会となり、移り変わりが速い神楽坂
の街を後にした。

WEB名簿システムについて
東京理科大学薬学部同窓会では、５年ごとに同窓会名簿を発行して参りました。しかし、冊子版（2000
年度版以前）は製作および保管廃棄にも経費が嵩むため、CD-ROM版（2005、2010年度版）を採用いたし
ましたが、短期間でパソコンのOSが更新していくため、数年で使用することができないことが判明しま
した。
そこで、同窓会幹事会におきまして、今後の名簿について審議した結果、WEB名簿システムを採用す
ることになり、昨年度より運用を開始いたしました。このシステムは、同窓会事務局が行っている会員管
理機能と名簿機能の両者を併せ持つシステムです。会員個人がインターネット上で登録情報を更新し、そ
の個人情報の公開の可否を項目毎に選択することができるため、会員の情報開示の意志に沿ったシステム
となります。システムの構築時に若干の費用が掛かりますが、半永久的に使用することができ、その後の
経費もサーバー管理料と保守管理料程度で済みます。
このふなかわら30号に、WEB名簿システムを利用するときに必要な会員コードとパスワードを同封し
ております。これまでこのシステムをご利用でない方は、なるべく早めにこのシステムにログインしてい
ただき、パスワードの変更、登録情報の確認、情報公開の可否を登録していただけますと幸いです。
今後、同窓会からのお知らせ等は登録いただいたメールアドレスに配信する予定ですので、メールアド
レスをお持ちの方は必ずご登録くださいますようお願いいたします。もしお持ちでない方は、連絡がとれ
るご家族等のアドレスでも結構です。WEB名簿システムの詳しい利用方法については前号（ふなかわら
29号）をご覧下さい。
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同窓会事務局からのお知らせ

薬学部同窓会は同窓生の真心と会費で運営されています

薬学部同窓会の皆様、日頃より同窓会にご協力戴きあ
りがとうございます。
また　本年も昨年に引き続き会費納入本当にありがと
うございました。同窓会幹事一同心からお礼申し上げま
す。
そして　本年度から新たな同窓生となられました平成
30年３月卒業生55期、修了の皆様、ならびにご父兄の皆
様からも本同窓会運営に賛同を得ることができましたこ
とを本当にうれしく思っております。東京理科大学薬学
部同窓会は同窓生の真心と会費により運営されておりま
す。
今後とも、よろしくお願いいたします。

平成30年度会費納入のお願い
平成29年度に引き続き、平成30年度会費納入をお願い
いたします。
各会員の会費納入状況は、ふなかわら送付時の宛名の

下部に記載してありますのでご確認ください。なお、会
費納入の際には、同封の郵便局振り替え用紙をご利用く
ださい。会費は年会費2,000円（何年分でも納入できます）、
終身会員50,000円です。ご寄付も受け付けておりますの
でよろしくお願い申し上げます。

（終身会員・∞）
終身にわたり会費を納入済みの正会員の方：終身会員
の方は、納入年度にかかわらず、ふなかわらにお名前を
記載させていただきます。
（20××年３月まで済み）
20××年３月まで会費納入済みの正会員の方：会費納
入年度のふなかわらにてお名前を記載させていただきま
す。
（2018年度・お願い）
2018年度の会費未納の会員の方：よろしくお願い致し
ます。

薬学部同窓会では、年に４回（４月、７月、10月、１
月頃）幹事会を開催しております。
同窓生であればどなたでも参加できます。日時、場所
についてなど、詳しくは同窓会ホームページ（http://
www.ridaiyakudo.gr.jp/）に掲載されます。皆様お誘い

あわせの上、ぜひご参加ください。
特に、33期、36期、38期、41期以降の同窓生の方々、
ぜひ幹事会にいらしてください。
心よりお待ち致しております。

平成29年度　会費納入額詳細　（平成30年３月31日現在）

年会費納入 終身会費納入 寄　付　金
合計金額

金　額 人　数 金　額 人　数 金　額 件　数

平成29年度卒業･修了者
既卒者

18,000
166,000

1
32

1,195,000
1,360,000

40
29

0
24,200

0
5

1,213,000
1,550,200

合　計 184,000 33 2,555,000 69 24,200 5 2,763,200

薬学部同窓会会員数　（平成30年３月31日現在）
会員登録数 終身会員 年会費会員

卒　業　生
大学院修了生

9,852名
217名

2,143名
18名

947名
8名

合　計 10,069名 2,161名 955名

幹事会はどなたでも参加できます
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理窓会ホームカミングデーに参加します

氏名・住所・異動等の変更方法が変わりました

第13回ホームカミングデーが、今年は神楽坂キャンパスで開催されます。
メインテーマ：「自ら参加するHCD�in�神楽坂」
　　　　　　　～かつては理科大生だった～
今年は、薬学部同窓会も「同窓出会いの広場」バールに参加いたします。皆様お誘いあわせの上、ぜひいら
してください。

記
開催日時　　平成30年10月28日（日）　12時～ 17時
開催場所　　東京理科大学神楽坂キャンパス「同窓出会いの広場」バール

これまで、FAXや郵送による変更届出用紙を掲載しておりましたが、昨年より「WEB名簿システム」の運
用を開始いたしましたので、パソコンから登録情報の変更をすることができるようになりました。同窓会ホー
ムページの「WEB名簿システム」をご利用になり、登録情報の変更をしていただきますようよろしくお願い
します。
今回のふなかわらに同封しておりますID・パスワードをご用意のうえ、下記の同窓会ホームページをご利用
ください。
個人情報は東京理科大学薬学部同窓会の規定に従い管理致します。

【ホームページ】http://www.ridaiyakudo.gr.jp/
【事務所・連絡先】東京理科大学薬学部　同窓会事務局

〒278-8510　千葉県野田市山崎2641　東京理科大学薬学部内16号館１F
F A X：�04-7121-4531
E-mail：�jimu@ridaiyakudo.gr.jp
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村上　弘子�（１）
浅野　克之�（１）
西原　三枝�（１）
月花世志子�（１）
山田　孝子�（１）
西村　キヨ�（１）
浅野　紀子�（１）
井出　和子�（１）
秦野美弥子�（１）
今井　伸子�（１）
関　　幸子�（１）
仁茂田純子�（１）
中川　郁子�（１）
谷口　俶枝�（１）
宇野　博之�（１）
石田　和子�（１）
斎藤　月子�（１）
鈴木まれ子�（１）
小原　　侃�（１）
柿沼　三郎�（１）
鈴木　珠喜�（１）
五十嵐靖子�（１）
石川　文子�（１）
松原　朱実�（１）
久保　裕子�（１）
窪田　幸夫�（１）
黒崎　浩己�（１）
小林　　昇�（１）
小林　裕子�（１）
新村　裕子�（１）
佐武　紀子�（１）
樋口　宜子�（１）
佐藤　有希�（１）
佐野　　彰�（１）
澤田　尚敏�（１）
山村　純子�（１）

阿部　秀子�（１）
三宅　洋子�（１）
今井　宏明�（１）
牧野　綾子�（１）
土屋　興二�（１）
森　　辰男�（１）
伊藤　君子�（１）
奈良原清美�（１）
江森　道子�（１）
小板橋三奈美�（１）
中村　有伸�（１）
伊藤　啓子�（１）
中村　光子�（１）
中川千代子�（１）
南部　忠俊�（１）
西田　洋子�（１）
西野　勝治�（１）
中島　真澄�（１）
関屋　明子�（１）
澤田千代子�（１）
長谷部弘子�（１）
秦野　徳久�（１）
福岡由希子�（１）
石井　浩子�（１）
福田　恒美�（１）
藤本　幸男�（１）
川添　　牧�（１）
倉林　通子�（１）
光井　英基�（１）
松戸美砂子�（１）
本間　至代�（１）
髙屋　佳子�（１）
湯沢紀代子�（１）
山口堅志郎�（１）
岡　伊津子�（１）
尾崎芙美子�（１）

吉田　喜代�（１）
家原喜八郎�（１）
咲本智恵子�（１）
竹村須美江�（２）
阿部　哲也�（２）
荒川　芳輝�（２）
生田安喜良�（２）
池谷　和政�（２）
荒川　洋子�（２）
糸賀貴美子�（２）
川手　鮎子�（２）
大田　房子�（２）
横田　京子�（２）
井上　洋子�（２）
吉川　明子�（２）
野田宇為子�（２）
中原　綾子�（２）
中野　博子�（２）
高橋　武子�（２）
熊井　頴一�（２）
小山　千恵�（２）
長岡　洋子�（２）
伊藤　享子�（２）
岡田　文子�（２）
山梨　節子�（２）
土井　蓉子�（２）
児玉　禮子�（２）
佐藤　育子�（２）
足立　瑩子�（２）
福岡　芳子�（２）
大森ゆかり�（２）
谷　　憲昭�（２）
大戸　宜子�（２）
塚本　秀子�（２）
清水　孝子�（２）
大森　詔子�（２）

宮里　郁子�（２）
三元美枝子�（２）
豊沢　捷子�（２）
鳥居　貞夫�（２）
小波津ヒロ子�（２）
石井　　史�（２）
関根　展子�（２）
吉成　雅子�（２）
野澤　孝司�（２）
野津早南枝�（２）
佐々木理子�（２）
日比野　貢�（２）
田中　昌子�（２）
森林　敦子�（２）
辺志切竹二�（２）
浅沼　直子�（２）
水庫　英喜�（２）
松本　郁代�（２）
番場不二子�（２）
秋山　弘子�（２）
室　　　亨�（２）
秋山　義子�（２）
若林　恵子�（２）
山口　稽子�（２）
石澤　睦子�（２）
山田　守宏�（２）
桜井　信子�（２）
与那覇政憲�（２）
杉光　昭子�（２）
井野　桂子�（２）
今井八重子�（２）
椎名　直子�（２）
東江　明子�（２）
赤津　光洋�（３）
秋山　光博�（３）
永田　祥子�（３）

阿部　美子�（３）
石塚　英子�（３）
金親　京子�（３）
伊藤　洋亮�（３）
今関　恵子�（３）
室　　恭子�（３）
岩垂　正矩�（３）
坂本　慶子�（３）
梅木　建昭�（３）
大橋　弘道�（３）
大渕　寿美�（３）
長尾　頌子�（３）
富田　紀子�（３）
金親　　肇�（３）
小林　弘江�（３）
河口　晃三�（３）
大竹　皓子�（３）
青柳　淳子�（３）
小滝　規子�（３）
青池　栄子�（３）
菅家　裕子�（３）
富村秩可子�（３）
柴田　紀子�（３）
高橋　照子�（３）
鈴木　政雄�（３）
横山　典子�（３）
石倉みつ子�（３）
益山　和子�（３）
諏訪原淑子�（３）
滝　　道子�（３）
浅野　菊枝�（３）
横塚夫佐子�（３）
厚井　一恵�（３）
中村　洋司�（３）
中村　眞人�（３）
青木みやこ�（３）

飯島　幸枝�（３）
長内柾嵯子�（３）
福島　正明�（３）
保田　信子�（３）
内田　文子�（３）
星野　孝道�（３）
紅谷　和子�（３）
中村　晃代�（３）
大沢　祐子�（３）
武田　昌子�（３）
青木　靖子�（３）
生井　茅子�（３）
斎藤　絹子�（３）
長井　怜子�（３）
横塚　　亮�（３）
蔵本　弥生�（３）
渡辺　綱子�（３）
井口　　啓�（４）
池田　幸雄�（４）
柳　　励子�（４）
德田　勝代�（４）
石田智弥子�（４）
宇留野　強�（４）
遠藤　次郎�（４）
岡部　捷二�（４）
小原　康治�（４）
小幡美恵子�（４）
小畑　曜子�（４）
勝原　徳寛�（４）
木下　保子�（４）
池田ひろみ�（４）
真田　恒子�（４）
友田　邦子�（４）
宇留野幸子�（４）
市川　文子�（４）
濱口美恵子�（４）

蔵田　昌資�（４）
宮元　敦子�（４）
植松　光子�（４）
渡邉　明子�（４）
齋藤　毎代�（４）
天海　勝江�（４）
徳永　孝子�（４）
降矢美智子�（４）
渡邉千穗子�（４）
茂利　佳道�（４）
下垣内文代�（４）
島谷　克義�（４）
新　征四郎�（４）
橋本　泰子�（４）
髙齊　孝寿�（４）
島谷　和子�（４）
窪田　泰子�（４）
吉川　邦子�（４）
久保田弘子�（４）
幡野千丕子�（４）
利根川　輝�（４）
中江　和子�（４）
中嶋　玉枝�（４）
中田　一矢�（４）
鈴木　妙子�（４）
生井　丈雄�（４）
西垣　　晧�（４）
西村　信乃�（４）
沼田　捷彦�（４）
大井小枝子�（４）
久田　順子�（４）
和田　和子�（４）
髙木　省子�（４）
鶴見　須美�（４）
大田富士代�（４）
山縣　善枝�（４）

平成29年度 会費・寄付金納入の皆様（敬称略）
平成29年４月１日～平成30年３月31日

終身会員一覧　（平成29年３月31日までに終身会費納入の皆様　敬称略）
　会員の方からのご要望により終身会員（平成29年３月31日までに終身会費納入）を掲載致します。
　ご確認をお願い致します。

【寄付】５件
土屋　向一� （８）
近藤　修二� （11）
吉田　和明� （16）
岡本　隆史� （22）
野方　南恵� （35）

【終身会費・年会費】61名
（既卒者）

蒔田　瑶子� （１）
高橋　洋子� （１）
中島むつみ� （１）
本井弥栄子� （２）
鈴木　貞行� （４）
遠藤志げみ� （５）
藤縄　朋子� （６）
吉橋　久子� （７）
佐々木信行� （７）
田中　和子� （８）
小山　陽子� （９）
小野　陽子� （９）
渡辺　良子� （11）
泉　加代子� （11）
近藤　修二� （11）
並木　隆之� （11）

二宮理恵子� （11）
小沼　　誠� （12）
中野志づ佳� （12）
加藤　吉秀� （13）
池田　公子� （13）
会田　保俊� （14）
山田　常代� （14）
原田　安子� （14）
昌子久仁子� （14）
潮木　　守� （15）
吉田　和明� （16）
後藤　良彰� （17）
阪口　和子� （17）
佐久間雅文� （17）
岩野あけみ� （18）
荒木　靖子� （18）
藍　　秀子� （18）
斉藤以智予� （20）
小松　俊哉� （20）
高橋　幸子� （20）
小森　　隆� （21）
佐藤　謙作� （21）
秋葉　雅恵� （21）
角田　俊也� （21）
長瀬　隆弘� （21）

安藤　秀一� （22）
今村眞紀子� （23）
鈴木　雅寿� （23）
高部　伸子� （25）
東出　幸乃� （26）
土居　晶子� （28）
吉田　欣也� （29）
内村　兼一� （30）
加藤由香里� （31）
久保田高明� （33）
永田　将司� （34）
水井　明子� （35）
野方　南恵� （35）
古賀　資和� （36）
牧戸　雅嗣� （36）
小林　隆信� （38）
横田　裕之� （50）
西須　裕人� （54）
末永　　拓� （54）
柳澤　雄佑� （54）

【終身会費・10年会費】39名
（平成30年３月卒業者）

天久　　新� （55）
石井　杏奈� （55）

伊藤　佳祐� （55）
大谷　　愛� （55）
大槻　真子� （55）
長田百合果� （55）
蒲谷　里穂� （55）
木村　優介� （55）
久保　達彦� （55）
熊野　光翼� （55）
佐久田啓輔� （55）
髙橋　南帆� （55）
田畑　裕介� （55）
中畔勇太郎� （55）
中村　真菜� （55）
永田　達也� （55）
沼田　郷平� （55）
堀田　瑞希� （55）
御手洗光来� （55）
南　　賀子� （55）
山口　　舞� （55）
山村　麻由� （55）
若林　奈実� （55）
近江　一太� （55）
反町　彰太� （55）
稲垣　寿菜� （55）
哥　　静羅� （55）

岡田　響平� （55）
河下　和哉� （55）
河村　　昇� （55）
貴島　逸斗� （55）
工藤　麻揮� （55）
椎名　啓亮� （55）
関谷　知樹� （55）
田中　悠太� （55）
原田　浩志� （55）
廣瀬　　建� （55）
古野　舜貴� （55）
杉山真麻子� （55）

【終身会費・10年会費】４名
（平成30年３月修了者）

泉　　祐毅� （53）
酒井　麻実� （53）
松本　孝彬� （53）
平井　絢子� （53）
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三橋　矩昭�（４）
三林　　覚�（４）
小坂　要助�（４）
唐沢　栄子�（４）
元井まさ子�（４）
原田　悌子�（４）
山浦　照子�（４）
比嘉美津子�（４）
大内　経子�（４）
山浦　由郎�（４）
柏木　敬子�（４）
須賀井瑞穂�（４）
三井　淑子�（４）
瀬尾紗衣子�（４）
吉本　吉彦�（４）
和田　盛隆�（４）
相川　一男�（５）
野口　貞子�（５）
松本　令子�（５）
畑　　好枝�（５）
渡辺　直子�（５）
小島千代子�（５）
木川　昌子�（５）
伊津　孝一�（５）
相川由起子�（５）
水城　弘子�（５）
今井　尚子�（５）
増子美奈子�（５）
大川　和宏�（５）
角田　公恵�（５）
長濱　暎子�（５）
矢野　素子�（５）
落合　榛美�（５）
加藤　　襄�（５）
佐々木貴美江�（５）
今坂伊久枝�（５）
加藤　優子�（５）
本間　康子�（５）
松本　房枝�（５）
金子貴美枝�（５）
浅沼　知子�（５）
貴志　廣幸�（５）
高橋　靖子�（５）
小林　勝代�（５）
佐藤　澄江�（５）
榊原惠美子�（５）
桑原　亮吉�（５）
江田　照子�（５）
飯島　純子�（５）
西　　容子�（５）
大久保陽子�（５）
福田　勝代�（５）
下原　町子�（５）
有賀　幸子�（５）
前田　直子�（５）
北川　志信�（５）
黒目　訓子�（５）
篠川　道子�（５）
澤本登代子�（５）
二宮　玲子�（５）
髙宮　　宏�（５）
中村　敦子�（５）
團野　育夫�（５）
石坂　雅子�（５）
吉川　文子�（５）
藤井　公子�（５）
大滝　規子�（５）
野口　千秋�（５）
田宮　憲子�（５）
長谷川徳雄�（５）
畑　　義治�（５）
藤岡　澄江�（５）

依田みさ子�（５）
島田　博子�（５）
石川　公子�（５）
佐藤三知子�（５）
竜田　有子�（５）
榎本　淳子�（５）
酒谷喜美子�（５）
服部　道子�（５）
高須多紀子�（５）
毎川　純子�（５）
井上　由美�（５）
吉澤甫至子�（５）
国広安紀子�（５）
宮里　敏正�（５）
上田　尚子�（５）
菊池　桂子�（５）
池田　陽子�（５）
山川　洋志�（５）
山岸　　喬�（５）
山田　　洋�（５）
山田　高照�（５）
相川久美子�（５）
山岸　敦子�（５）
湯田　康勝�（５）
綾川　美恵�（５）
後藤与志恵�（５）
池野谷洋子�（５）
渡部　一仁�（５）
三浦　純子�（６）
土屋　敏子�（６）
鈴木　静子�（６）
湯田登紀子�（６）
浅井　明子�（６）
阿部　茂子�（６）
伊藤　孝雄�（６）
村野　倶子�（６）
遠藤　仁子�（６）
野村　恵美�（６）
青木　喜子�（６）
佐藤　敦子�（６）
山口　みよ�（６）
大貫　　博�（６）
高山　碩子�（６）
漆畑　和子�（６）
横田　重子�（６）
田川　幸子�（６）
長倉　悦子�（６）
大熊貴美子�（６）
柴野　則子�（６）
三崎　光枝�（６）
吉田　通子�（６）
佐藤よ志美�（６）
松本眞理子�（６）
川上　淳子�（６）
山郷　博子�（６）
小林美知子�（６）
吉岡　泰子�（６）
常木　康子�（６）
竹上　　昭�（６）
中田　義禮�（６）
田中　　亮�（６）
田邊　宏幸�（６）
谷崎　和也�（６）
古井　郁世�（６）
出村　仁司�（６）
谷口　澄子�（６）
元木　房子�（６）
錦織　綾彦�（６）
根本　幸夫�（６）
川口　邦子�（６）
永塚美和子�（６）
上原　逸子�（６）

藤井　幸子�（６）
大藤　節子�（６）
上野　素美�（６）
上原　光子�（６）
宮崎　紀子�（６）
椿　　路子�（６）
神谷　和枝�（６）
根本ひろみ�（６）
竹上まさ子�（６）
大久保則子�（６）
別府　純代�（６）
吉田　育子�（６）
吉本美和子�（６）
片山真知子�（６）
渡辺　久子�（６）
鈴木　正子�（６）
青山　徳治�（７）
清水　宜子�（７）
石井　賢二�（７）
吉田　陽子�（７）
阿部　悦子�（７）
白土　友美�（７）
伊丹　綾子�（７）
川上ムツミ�（７）
名和　稔子�（７）
宇佐美　元�（７）
末村　紀子�（７）
小林　富子�（７）
相川　郁子�（７）
黒沢由美子�（７）
大島美智子�（７）
大畑　雅子�（７）
坂上瑠璃子�（７）
佐藤　喜子�（７）
坂田美世子�（７）
楠神　洋子�（７）
池田きみよ�（７）
弘光　幸子�（７）
大西　公子�（７）
高祖　義則�（７）
三宅　玲子�（７）
小山惠美子�（７）
櫻井　芳子�（７）
田口三穂子�（７）
柴宮　政幸�（７）
佐藤　充代�（７）
松野　正子�（７）
鈴木　悦子�（７）
鈴木　惠子�（７）
倉地　陽子�（７）
後閑　陽子�（７）
忠津　　章�（７）
鈴木つや子�（７）
堀井由紀子�（７）
出村　英子�（７）
寺山　博行�（７）
都田まり子�（７）
新田　佳子�（７）
林　　節子�（７）
比嘉楚野子�（７）
姫野　明代�（７）
横山　和子�（７）
正宗　篤子�（７）
坪川久美子�（７）
中野　英子�（７）
鷹見　眞理�（７）
三崎　則幸�（７）
木全　恵子�（７）
宮崎　幸久�（７）
渡辺　英子�（７）
山田　幸保�（７）
山本　丈樹�（７）

勝原　竑子�（７）
根本美枝子�（７）
飯田　典子�（７）
沖津美和子�（８）
石井　泰子�（８）
朝比奈ふさ子�（８）
多賀　君代�（８）
山本　明子�（８）
木村　泰恵�（８）
岡崎　徳二�（８）
笠井　　博�（８）
仲地真砂子�（８）
片野　富夫�（８）
安良岡京子�（８）
三浦　優子�（８）
栗田　城治�（８）
土屋　律子�（８）
高坂扶美子�（８）
松本稚枝子�（８）
斎藤富美郎�（８）
廣澤理惠子�（８）
斎藤みさ子�（８）
清水　三郎�（８）
下川　健一�（８）
小園　芳子�（８）
杉澤　　昭�（８）
松岡美智子�（８）
宮田　直子�（８）
曾我部喜美子�（８）
白鳥　俊子�（８）
遠藤てる子�（８）
藤代かづ子�（８）
西谷　　潔�（８）
矢崎　陽子�（８）
堀野　紀子�（８）
笹井けい子�（８）
長渡　妙子�（８）
舩山ゆき子�（８）
平野千賀子�（８）
松岡　　隆�（８）
菅野　道代�（８）
秋山　和子�（８）
池田千津子�（８）
奥村　成太�（８）
中村　良子�（８）
小板橋真知子�（８）
小原はる美�（８）
小田　文子�（８）
加藤　弘美�（８）
星　百合子�（８）
鈴木美智子�（８）
木村　陽子�（９）
安藤　敬子�（９）
碇　　裕弘�（９）
池田久美子�（９）
伊藤　英世�（９）
亀井　慶子�（９）
清水　澄子�（９）
中山　孝子�（９）
中山よし子�（９）
尾崎　順久�（９）
陶山　恵子�（９）
杉澤久美子�（９）
亀井　知子�（９）
真島　久子�（９）
菊池　且行�（９）
高木　時子�（９）
江川ひろみ�（９）
清水和歌子�（９）
吉川めぐみ�（９）
菊田　純子�（９）
岩﨑理江子�（９）

武尾　勝司�（９）
田口　葉子�（９）
田代　文夫�（９）
寺脇　康文�（９）
出川　雅邦�（９）
高松富佐子�（９）
串原たか子�（９）
中川　智代�（９）
星野　満生�（９）
長野　　明�（９）
林　　一夫�（９）
菅原　公子�（９）
広瀬　康男�（９）
藤森　廣幸�（９）
古川　智恵�（９）
別府　大慈�（９）
石井　早苗�（９）
中瀬古幸子�（９）
三澤　敏子�（９）
谷内　俊子�（９）
皆川　史幸�（９）
藤沢　道子�（９）
村松　延弘�（９）
三田　旬子�（９）
諸江　園子�（９）
市川　雅子�（９）
山内佐代子�（９）
笹倉ふみ子�（９）
内田　容子�（９）
髙嶋　玲子�（９）
石本　悦子�（10）
大山　恵造�（10）
根岸　祥子�（10）
海保　房夫�（10）
中島　貴子�（10）
神田　雅子�（10）
川嶋　洋一�（10）
鶴見富美代�（10）
伊藤　妙子�（10）
富田　紀子�（10）
小島　　進�（10）
野村　裕子�（10）
野村　圭伊�（10）
早乙女秀雄�（10）
篠原　精一�（10）
服部　京子�（10）
杉本恵美子�（10）
首藤　久子�（10）
百崎　泰代�（10）
杉田　政栄�（10）
田口　正人�（10）
田代　洋美�（10）
青木由紀子�（10）
田中　文雄�（10）
土屋　三郎�（10）
石井久美子�（10）
矢口久美子�（10）
中川　靖一�（10）
中瀬古二郎�（10）
森本　裕子�（10）
中村　紀子�（10）
樋口　光代�（10）
新田　敏子�（10）
藤村美佐子�（10）
松本　公輝�（10）
都田　修史�（10）
金子　雅恵�（10）
原　しげ子�（10）
石井　啓子�（10）
八巻　欣也�（10）
吉岡　章次�（10）
丸田　雅子�（10）

土肥　克知�（10）
市川　映子�（11）
富士谷成子�（11）
松村　弘子�（11）
鳥次　幸江�（11）
石井　甲一�（11）
石橋　敬子�（11）
石田　隆司�（11）
石原　克己�（11）
真野佐代子�（11）
鎌田　陽子�（11）
石田　典子�（11）
内田　洋子�（11）
今井　直子�（11）
永原けい子�（11）
味元八重子�（11）
高橋千香子�（11）
大森まゆみ�（11）
露木千恵子�（11）
小野　榮子�（11）
松枝　　明�（11）
中村麻記子�（11）
安田　真弓�（11）
小川　愛子�（11）
小松　幾子�（11）
久保田晴久�（11）
黒崎　哲往�（11）
田中　光子�（11）
甲野　桃子�（11）
小暮　　渉�（11）
平間みゑ子�（11）
佐藤かな子�（11）
小林　賢次�（11）
小松とも子�（11）
荘田　泰子�（11）
百村　昌子�（11）
村上安紀子�（11）
澤邊　紀子�（11）
鈴木利江子�（11）
染谷　國夫�（11）
岡宮　智子�（11）
大森　雅子�（11）
永松　陽子�（11）
西田　和夫�（11）
西村　久博�（11）
細屋由美子�（11）
大口美佐子�（11）
高橋　澄江�（11）
西宮　清美�（11）
伏脇　裕一�（11）
西山みどり�（11）
野口みよ子�（11）
向井　呈一�（11）
武藤　紀生�（11）
谷澤　鋭郎�（11）
矢﨑　眞澄�（11）
相田　直美�（11）
井上むつ子�（11）
只野　芳子�（11）
赤松　紀子�（12）
飯島　康典�（12）
飯塚　　忍�（12）
大原美紀子�（12）
池北　雅彦�（12）
池田　正行�（12）
石井　宏明�（12）
新井　準子�（12）
小池　真理�（12）
宮川　寿美�（12）
金澤　幸江�（12）
大森　敏子�（12）
相馬　京子�（12）

大黒　俊規�（12）
高山　恭子�（12）
大野　通子�（12）
池田まき子�（12）
小田　孝夫�（12）
三林　容子�（12）
加藤　正司�（12）
兼子　　智�（12）
吉田眞紀子�（12）
髙橋裕久子�（12）
大竹　明美�（12）
熊田　章子�（12）
秋山　陽子�（12）
木戸　和子�（12）
木野　博夫�（12）
和田眞知子�（12）
楠　　　修�（12）
甲本　照夫�（12）
田中貴代子�（12）
近藤　忠雄�（12）
酒井　規子�（12）
佐藤由起子�（12）
磯部　弘子�（12）
丸田　文子�（12）
森下　茂運�（12）
鈴木　　稔�（12）
小島　久美�（12）
高島　斗成�（12）
高取　弘子�（12）
鎌形　和子�（12）
小出由美子�（12）
高橋まり子�（12）
竹井　康博�（12）
栗城　淳子�（12）
田中　基裕�（12）
田沼　靖一�（12）
田村美枝子�（12）
千葉　由之�（12）
西森　朝子�（12）
八島　里美�（12）
西川　淳子�（12）
深澤紀美子�（12）
根元　恒男�（12）
清水　文江�（12）
松永恵美子�（12）
冨田　一美�（12）
松本　隆二�（12）
松本　葉子�（12）
土谷まり子�（12）
田中　知代�（12）
吉塚　敬子�（12）
三林　敏行�（12）
箕嶋　恭子�（12）
渡辺　潤子�（12）
岸本　清子�（12）
大箸富美子�（12）
山本　健一�（12）
中島　園子�（12）
向　　孝子�（12）
清水　睦子�（12）
森川　厚子�（12）
渡辺　健二�（12）
青柳　輝美�（13）
姉崎　憲弥�（13）
赤川るみ子�（13）
野口　悦子�（13）
伊崎　祥一�（13）
貫井　好子�（13）
伊藤　充朗�（13）
小高　賢一�（13）
大友　成子�（13）
大森　正幸�（13）
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濱野　朋子�（13）
小川　哲也�（13）
平岡眞智子�（13）
浜本　慶子�（13）
波田野佐和子�（13）
斉田由美子�（13）
二反田淳子�（13）
金井　　眞�（13）
豊田　淑江�（13）
川端　里美�（13）
姉崎　久子�（13）
木村　孝一�（13）
矢島　郭子�（13）
楠部　健一�（13）
楠部　恵子�（13）
齊藤　静男�（13）
折田　恵子�（13）
伊藤　昭子�（13）
篠原　　宣�（13）
秋元　和子�（13）
松下　純子�（13）
嶋田　義弘�（13）
窪田　幸江�（13）
高橋　和彦�（13）
高橋　俊博�（13）
田中　弘子�（13）
丸山　知子�（13）
吉村美智子�（13）
後藤喜代美�（13）
逸見　春代�（13）
中村　正人�（13）
武井ユカリ�（13）
武藤由紀子�（13）
羽鳥　厚子�（13）
田中その子�（13）
穂坂まち子�（13）
森田みのり�（13）
宮入　伸一�（13）
柘植　典子�（13）
中舘　茂美�（13）
中村　敏枝�（13）
青柳　博子�（13）
石井　文由�（14）
石川　雅博�（14）
番井美枝子�（14）
磯貝　　隆�（14）
笠原　純子�（14）
上田　光一�（14）
溝部知恵子�（14）
佐藤　恵子�（14）
佐竹　圭子�（14）
神田　進司�（14）
齊藤　敏子�（14）
長沼由美子�（14）
谷口　晶子�（14）
黒野　悦子�（14）
田中　光枝�（14）
子安　一義�（14）
浅田　裕子�（14）
根橋志津子�（14）
畑中　典子�（14）
佐藤　恵子�（14）
石村美奈子�（14）
細田　路子�（14）
山岸　幸夫�（14）
村瀬百合子�（14）
竹内　恵子�（14）
篠辺　紀子�（14）
高橋　春樹�（14）
田村　哲彦�（14）
友田しほみ�（14）
細川　雅子�（14）

大須賀悦子�（14）
丹治　玉江�（14）
山田　陽子�（14）
浅倉　圭子�（14）
浜田　恵子�（14）
浜野修一郎�（14）
林　　　譲�（14）
増田　頼昭�（14）
斉藤　文子�（14）
真柳　　誠�（14）
三井みゆき�（14）
室田　常行�（14）
宗田　陽子�（14）
花田　陽子�（14）
前田　初代�（14）
山本　圭己�（14）
青山　恵子�（14）
園　久美子�（14）
長田　裕子�（14）
鈴木　玲子�（14）
大高　基子�（15）
春日　伸子�（15）
伊佐治正幸�（15）
松崎　和子�（15）
石塚ますみ�（15）
松嶋　和美�（15）
小茂田昌代�（15）
岡田　裕司�（15）
岡田　義雄�（15）
小川　利明�（15）
原澤　恵子�（15）
香川　宗寛�（15）
田代　弓子�（15）
馬場理恵子�（15）
新　　京子�（15）
小嶋　　孝�（15）
太田ゆみ子�（15）
立花美佐子�（15）
新藤　正之�（15）
髙野　勝弘�（15）
長谷川富喜子�（15）
谷口　隆雄�（15）
奥　希代子�（15）
中川　理恵�（15）
和田佳代子�（15）
野地　成治�（15）
石黒伊都子�（15）
樋口　克行�（15）
日向章太郎�（15）
広瀬恵美子�（15）
清水　慶子�（15）
中木　浩子�（15）
岸　　康子�（15）
和田　浩志�（15）
飯田　秀樹�（16）
石川　　弘�（16）
江森　久利�（16）
遠藤　健治�（16）
大谷　浩司�（16）
小野　茂雄�（16）
村井太美子�（16）
森戸　容子�（16）
河島修一郎�（16）
冨塚　朋子�（16）
河部　秀男�（16）
関口真紀子�（16）
栗田　深直�（16）
大宮　一代�（16）
小池　勝夫�（16）
小池早由里�（16）
阪本　晃弘�（16）
岡田佳代子�（16）

張替ひとみ�（16）
園田　光子�（16）
室橋　宏子�（16）
村山美保子�（16）
飯塚　陽美�（16）
髙田　　洋�（16）
須口　裕子�（16）
宅間　範雄�（16）
竹本　裕美�（16）
田畑　　新�（16）
丹治由実子�（16）
高野　和子�（16）
田畑　祐子�（16）
横田みどり�（16）
西谷ひろ子�（16）
武田　直子�（16）
田中　直子�（16）
吉野　洋子�（16）
深澤　一也�（16）
富山　玲子�（16）
清水敬次郎�（16）
村山　光雄�（16）
穂坂　賢也�（16）
栗栖百合子�（16）
本間　光一�（16）
牧野　公子�（16）
丸山　幸夫�（16）
栗林　佳子�（16）
宮本真喜子�（16）
四手井景子�（16）
山内　和彦�（16）
白井　仁子�（16）
山本　雅巳�（16）
吉岡　正八�（16）
野崎　直美�（16）
渡部　敏行�（16）
立花　峰子�（16）
青山　隆夫�（17）
坂巻　道代�（17）
重松　照子�（17）
石井しのぶ�（17）
渡辺　明子�（17）
中村　妙子�（17）
宇田川元也�（17）
大森　礼子�（17）
押尾　　茂�（17）
鈴木香代子�（17）
笠原　照久�（17）
大森　洋子�（17）
上村　裕洋�（17）
小島　宏之�（17）
児玉ひとみ�（17）
近藤　弘利�（17）
小倉　春美�（17）
佐々木律男�（17）
石見　佳子�（17）
篠崎　　豊�（17）
奥村　和美�（17）
新保　雅人�（17）
大曽根克子�（17）
鈴木　靖和�（17）
田中　京子�（17）
鈴木　浩司�（17）
角屋敷俊二�（17）
小川　治恵�（17）
大村　央子�（17）
高藤　正光�（17）
本間　桂子�（17）
鈴木　裕子�（17）
谷口　淳二�（17）
浜本よりゑ�（17）
田村　伸彦�（17）

小山　朋子�（17）
坂田　実穂�（17）
野瀬　浩一�（17）
増本　真美�（17）
平野　哲也�（17）
野村みどり�（17）
犬塚　祐子�（17）
花本　秀子�（17）
山崎　香織�（17）
北條　洋子�（17）
葛西美智子�（17）
弘中恵美子�（17）
山崎　良成�（17）
高橋　一恵�（17）
渡辺　康子�（17）
渡辺　　敦�（17）
関　まどか�（18）
秋元　善邦�（18）
浅田　　穣�（18）
天野　鉄哉�（18）
鈴木　孝子�（18）
前田　正子�（18）
林　　由美�（18）
大谷真紀子�（18）
石黒　哲夫�（18）
加藤伊知子�（18）
榊原　雅美�（18）
鈴木　宇子�（18）
岡崎　　忠�（18）
勝田登志子�（18）
金山　史生�（18）
木曽　好和�（18）
宮崎　圭子�（18）
星本　圭子�（18）
野川　洋子�（18）
熊川　　巧�（18）
黒川　陽介�（18）
渡辺　悦子�（18）
帯向久美子�（18）
坂本　憲一�（18）
田中　敦子�（18）
貞升　敏明�（18）
佐藤香代子�（18）
佐藤　嘉雄�（18）
唐子美枝子�（18）
塩谷　　隆�（18）
相川さち子�（18）
鈴木　亮子�（18）
関　　裕史�（18）
高野美佐子�（18）
田宮りゑ子�（18）
永井　伸光�（18）
長崎　一郎�（18）
那須　泰治�（18）
小山　幸子�（18）
林　　秀樹�（18）
上鶴　　裕�（18）
鎌田　　泉�（18）
一林　千賀�（18）
星野　光代�（18）
山中美奈子�（18）
米川　　徹�（18）
渡辺　　淳�（18）
渡辺　宏二�（18）
黒川　博美�（18）
飯田　　枢�（19）
笠野　智子�（19）
石原　孝一�（19）
小川恵津子�（19）
對崎利香子�（19）
神川　秀子�（19）
星野　紀子�（19）

鈴木　悦子�（19）
小嶋　知夫�（19）
草本　記子�（19）
島木　英彦�（19）
鈴木　　隆�（19）
鈴木　康正�（19）
久保田　泉�（19）
高梨　契典�（19）
高橋浩一郎�（19）
丹野　弘美�（19）
真壁　啓子�（19）
森田　容子�（19）
成田　和穂�（19）
長谷川俊雄�（19）
名渕おりえ�（19）
今田　久子�（19）
村形　政利�（19）
藤井　恵子�（19）
高松　智子�（19）
鮎澤　純子�（20）
伊澤　広純�（20）
荒木　史子�（20）
伊藤　明芳�（20）
井上　雅明�（20）
山崎　純子�（20）
内堀　剛洋�（20）
関本　明子�（20）
須藤　晶子�（20）
大野登志生�（20）
加治木正洋�（20）
谷　佐江子�（20）
河合　芳秋�（20）
小野ひろみ�（20）
甲田　浩子�（20）
小山　隆司�（20）
櫻井　信豪�（20）
四方　義幸�（20）
古宮　春海�（20）
清水　省吾�（20）
菅谷　公伸�（20）
鈴木　　弘�（20）
鈴木　幸一�（20）
道明美由紀�（20）
葛坂　有美�（20）
清水　宏子�（20）
田口　　稔�（20）
丹野智恵子�（20）
臼田　由美�（20）
徳永　英治�（20）
小浦　陽子�（20）
土田　博美�（20）
中村　将人�（20）
野村　俊治�（20）
橋本留美子�（20）
平野　宏行�（20）
堀　　一之�（20）
又辺　弘之�（20）
村山　尚美�（20）
真鍋　后輝�（20）
鬼頭早知子�（20）
藤塚　雅代�（20）
安田　和彦�（20）
吉岡　直美�（20）
関　恵美子�（20）
松本　恵美�（20）
秋葉　敏文�（21）
石井　克幸�（21）
市川　康雄�（21）
岩渕　和久�（21）
榎本　　剛�（21）
恵美　安裕�（21）
圓藤　孝子�（21）

薬師寺富子�（21）
松浦　和子�（21）
鴻巣　　滋�（21）
中沼るみ子�（21）
九山　礼子�（21）
吉永利恵子�（21）
飯野　直子�（21）
髙田　律子�（21）
内田　弘恵�（21）
田畑　浩一�（21）
鈴木　久美�（21）
川本智枝子�（21）
中井希有子�（21）
中島　範行�（21）
中沼　　仁�（21）
渡辺　園子�（21）
西川　裕治�（21）
根井　雅浩�（21）
服部　和久�（21）
早川　　剛�（21）
鈴木　由紀�（21）
藤浪　幹弘�（21）
菅谷　郁子�（21）
松本　小幸�（21）
玉井いづみ�（21）
小野﨑　悟�（21）
末弘菜穂美�（21）
大迫　幸子�（21）
山下　　真�（21）
山田　俊寿�（21）
三橋　純子�（21）
吉田　信哉�（21）
高尾　由子�（21）
山田　寿江�（21）
牧田　美保�（22）
花岡　信子�（22）
有井　雅幸�（22）
生駒　浩次�（22）
石川　智一�（22）
磯部総一郎�（22）
古江ちづ子�（22）
継田　雅美�（22）
岡本　隆史�（22）
細井　寛子�（22）
片野理津子�（22）
加藤　利佳�（22）
西谷美奈子�（22）
川村　　理�（22）
菊田　　基�（22）
桐原　正之�（22）
森川　知恵�（22）
本田　二葉�（22）
沓澤　敏子�（22）
羽井佐よう子�（22）
濱川　藤代�（22）
今野　律子�（22）
小島原一枝�（22）
高橋　房子�（22）
田中　　洋�（22）
横瀬　知子�（22）
富山　雅子�（22）
豊田　　均�（22）
高山　葉子�（22）
中越　英樹�（22）
若林真砂江�（22）
橋本　秀樹�（22）
志村由紀子�（22）
石井　恵美�（22）
古江　道明�（22）
本田　宏隆�（22）
松戸　隆直�（22）
川原田幾子�（22）

村上　博志�（22）
一之瀬美佐緒�（22）
本山　延子�（22）
森村　　茂�（22）
山口　裕巳�（22）
山口　隆義�（22）
高井裕美子�（22）
山本　　崇�（22）
高井　幸恵�（22）
草深　泰子�（23）
秋山　仁子�（23）
浅子　和彦�（23）
浅野修一郎�（23）
森田　道代�（23）
岩﨑　竜之�（23）
内海　宏康�（23）
大津　一郎�（23）
大見　和宏�（23）
加藤木　守�（23）
金村　利光�（23）
上村　直樹�（23）
亀谷　　充�（23）
川越　淳一�（23）
木梨　聡子�（23）
藤田　歌子�（23）
原　　晶世�（23）
栗原　　進�（23）
吉野　由佳�（23）
竹内　絹子�（23）
髙島　明美�（23）
佐藤　伸一�（23）
佐藤　　薫�（23）
熊井　佳子�（23）
白木　信也�（23）
竹下　和枝�（23）
瀬川耕太郎�（23）
高野　哲臣�（23）
滝本　佳代�（23）
田中　悦子�（23）
松本友紀子�（23）
堀越　信子�（23）
中村　　宏�（23）
庄子　マミ�（23）
加藤　桂子�（23）
小安　純子�（23）
渡部　京子�（23）
増田　聡生�（23）
宮崎佐智子�（23）
宮前　玲子�（23）
目黒　真一�（23）
矢野希世志�（23）
田中あずさ�（23）
颯佐かおり�（23）
桐井まゆみ�（23）
田中　福代�（23）
北橋　智子�（24）
五十嵐　澄�（24）
石田　敏弘�（24）
磯部　好和�（24）
杉瀬　知子�（24）
大井　康士�（24）
奥田　康則�（24）
大塚　珠希�（24）
梶山　　博�（24）
星子　芳江�（24）
金森　道枝�（24）
野村　恵子�（24）
秋山　智子�（24）
川人　尚美�（24）
城所啓治郎�（24）
大久保依子�（24）
佐野　　昇�（24）
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宮嵜　貴代�（24）
島田　尚子�（24）
森田　真理�（24）
沼口　雅子�（24）
城所千佳子�（24）
杉本　悦章�（24）
吉田　華代�（24）
松永　樹浩�（24）
長岡　寛明�（24）
江口亜希子�（24）
西澤　幸子�（24）
林　研司郎�（24）
廣実　　治�（24）
福田　篤子�（24）
藤田　洋之�（24）
星子賢一郎�（24）
西脇　理英�（24）
町田　治子�（24）
宮川　辰治�（24）
宮嵜　靖則�（24）
村岡　道子�（24）
村田　秀博�（24）
大森　恵子�（24）
五月女祐子�（25）
加藤　豊子�（25）
朝倉　　隆�（25）
田崎　由紀�（25）
飯島　和昭�（25）
飯田真一郎�（25）
伊集院一成�（25）
中村光佐子�（25）
岡村　文宏�（25）
木所　資典�（25）
木村　　徹�（25）
富岡　裕子�（25）
佐野　恵子�（25）
塩崎　展子�（25）
村本　公子�（25）
鈴木　直道�（25）
高橋　正典�（25）
島崎　和花�（25）
山野　綾子�（25）
松原　圭子�（25）
西村　章彦�（25）
平井　正博�（25）
平山　聖二�（25）
湯原　博樹�（25）
森田　明子�（25）
伊佐間和郎�（26）
入倉　知宏�（26）
神保　和子�（26）
小形　智子�（26）
尾上　文世�（26）
野尻　晶子�（26）
村上由理子�（26）
河合　和代�（26）
小林　　寧�（26）
小松原信子�（26）
佐藤　尊彦�（26）
清水実紀枝�（26）
高田　真美�（26）
熊井由紀子�（26）
田口　由弥�（26）
田村　直博�（26）
丁子　　茂�（26）
下川　敦子�（26）
田村　陽子�（26）
平林　章男�（26）
堀井　英和�（26）
松澤　　寛�（26）
黒田裕美子�（26）
若松　正克�（26）

青木　保典�（27）
笠原　千尋�（27）
飯島　　毅�（27）
小川　順子�（27）
稲垣　善茂�（27）
遠藤　尚人�（27）
小川　健吾�（27）
梶田　　茂�（27）
春日　久栄�（27）
前田　智子�（27）
宮崎　祐子�（27）
山内　英美�（27）
柴辻　正喜�（27）
柳橋　千秋�（27）
嶋澤るみ子�（27）
久米　千恵�（27）
鈴木　富子�（27）
高野佳名子�（27）
中西　国彦�（27）
橋本　寛子�（27）
清水美和子�（27）
濱中　正豪�（27）
早﨑　祐子�（27）
堀米　孝知�（27）
谷口　澄恵�（27）
塩塚　綾子�（27）
土屋　由美�（27）
秋本　和憲�（28）
有迫　貴史�（28）
百瀬　明美�（28）
五十嵐雅夫�（28）
出浦　和彦�（28）
堤　　好美�（28）
塩原　順子�（28）
大森　麻子�（28）
小出　大介�（28）
松永カオル�（28）
齋藤　修一�（28）
坂田　康雄�（28）
松下　瑞枝�（28）
鈴木　重輝�（28）
岩田　祐子�（28）
中川　　司�（28）
永田喜三郎�（28）
野村　崇治�（28）
清水　恵実�（28）
吉川　智子�（28）
佐竹　尚子�（28）
長鶴千絵美�（28）
古川　裕子�（28）
藤野　武尚�（28）
渡辺　郁子�（28）
横森　晴美�（28）
一ノ瀬幸代�（28）
村上　玲子�（28）
赤井　一彦�（29）
石塚　千尋�（29）
伊東　聡美�（29）
山田めぐみ�（29）
粕谷　淑江�（29）
鈴木　千温�（29）
平井　雅子�（29）
岩﨑　美和�（29）
高堀　直妙�（29）
木田　珠枝�（29）
田中　智子�（29）
池田　裕子�（29）
高橋　歩美�（29）
成田　節子�（29）
福島　桂子�（29）
一條久美子�（29）
柳田　哲哉�（29）

横井　貴子�（29）
吉岡　美典�（29）
内田　洋子�（30）
加賀　陽子�（30）
菊池　主税�（30）
佐々木　馨�（30）
佐藤　研一�（30）
新榮　麗英�（30）
中野　仁美�（30）
田中　早苗�（30）
水　八寿裕�（30）
原　　　薫�（30）
松村　晶子�（30）
矢地　洋子�（30）
荒井　園枝�（31）
植田　　勝�（31）
小澤　梅樹�（31）
加藤　聡子�（31）
加藤　深雪�（31）
金子　晃久�（31）
滝内　　晶�（31）
北尾　卓也�（31）
松原　直子�（31）
嶋田　哲也�（31）
下舞奈津江�（31）
岩崎　啓子�（31）
髙橋　未明�（31）
中野　　修�（31）
長沼　未加�（31）
田中　晴美�（31）
初澤裕己子�（31）
松野　治子�（31）
松原　健二�（31）
松村　暢子�（31）
山口　隆久�（31）
山崎　　哲�（31）
浅川　直幸�（32）
恩田　麻加�（32）
古川美知留�（32）
木田　信江�（32）
度会　　緑�（32）
佐々木正大�（32）
杉本　繁信�（32）
田川　晶子�（32）
根本　憲一�（32）
伏見　信彦�（32）
井上　陽子�（32）
生江　　香�（32）
森本　章裕�（32）
安田　大輔�（32）
山口真由美�（32）
渡邊　悦史�（32）
齋藤　祥子�（33）
市井　康弘�（33）
金崎　千絵�（33）
川勝　敏弘�（33）
五島　洋司�（33）
櫻井有里子�（33）
長塚　美幸�（33）
伊藤　晶世�（33）
鈴木　博和�（33）
武田　　輝�（33）
辻　　規恵�（33）
畠中　俊樹�（33）
藤原　賀子�（33）
藤澤　敏史�（33）
水野　雄介�（33）
茂木　貴央�（33）
山形亜紀子�（33）
大池　進介�（34）
銀杏麻維子�（34）
倉持　幸司�（34）

関根　俊輔�（34）
髙澤　涼子�（34）
谷本　憲彦�（34）
永瀬　将史�（34）
野村　香織�（34）
矢吹　菜於�（35）
内田　達也�（35）
遠藤　雅子�（35）
染井　秀徳�（35）
土山　明男�（35）
直井　国子�（35）
保坂（畠中）万里子�（35）
宮田　正一�（35）
柳沼　俊明�（35）
峯村ゆかり�（35）
片岡　徳子�（35）
沖田　直美�（35）
赤塚　　誠�（35）
永滝　陽子�（36）
日比野久美子�（36）
坂田　由美�（36）
平賀　ゆい�（36）
橋本　　崇�（36）
山田　智子�（36）
春日井智美�（37）
北畠　正大�（37）
東　香那子�（37）
赤木　祐貴�（37）
浅井　　将�（37）
木下　教之�（37）
高部　美穂�（37）
松井　信智�（37）
藪下健太郎�（38）
川上　隆茂�（38）
上林　　敦�（38）
横関　裕子�（38）
沖田　直之�（39）
齋藤　陽平�（39）
渋谷　　貢�（39）
高橋　智至�（40）
中村　友昭�（40）
山田　圭子�（40）
長谷川泰造�（40）
廣田　慶司�（40）
松尾　香織�（40）
色川　正憲�（41）
森武　美帆�（41）
田中　優紀�（41）
谷口いつ子�（41）
平田　翔子�（41）
平林　英樹�（41）
古庄　央治�（41）
村田　雅子�（41）
中山祐美子�（41）
大野　雄成�（41）
長田　一郎�（41）
熊本　隆之�（41）
倉持　史代�（41）
塩野　智史�（41）
髙橋　孝一�（41）
竹澤　　彩�（41）
谷光かほり�（41）
水谷奈緒子�（41）
米山　敬子�（41）
若沢　　武�（41）
大川洋一郎�（42）
（匿名希望）�（42）
川上　和美�（42）
倉持有加里�（42）
中島真理子�（42）
中村　利通�（42）
宇田川俊一�（42）

大西　憲介�（42）
梶本　　愛�（42）
篠田　知宏�（42）
竹原麻衣子�（42）
武田　寛人�（42）
東海林　尚�（42）
徳弘　雅子�（42）
中村　貴昭�（42）
西脇　元子�（42）
野林　祐介�（42）
堀田　教之�（42）
堀竹　　潤�（42）
松尾七菜子�（42）
山　　冴子�（42）
吉田　里美�（42）
赤澤　　真�（43）
荒木　拓也�（43）
飯田　淳子�（43）
石川真由美�（43）
板垣　圭祐�（43）
井上由美子�（43）
斎藤　友佳�（43）
長谷川弘惠�（43）
内田　あや�（43）
梅澤　雅和�（43）
奥津　啓明�（43）
金井　亮太�（43）
神谷由香里�（43）
佐伯　和徳�（43）
坂辻侑華子�（43）
櫻木美保子�（43）
佐々木克博�（43）
佐藤　紀宏�（43）
重田　知也�（43）
新坂　　彩�（43）
杉野由香里�（43）
栃倉　裕子�（43）
中曽根彩子�（43）
中村　貴紀�（43）
高松　絵美�（43）
西村　美子�（43）
林　　洋平�（43）
鈴木　梨絵�（43）
三宅英理子�（43）
森脇　恵子�（43）
奥津　佐織�（43）
柳　　尚仁�（43）
山田　　優�（43）
梅澤理恵子�（43）
横山美穂子�（43）
相川　　潤�（43）
天宮　美樹�（43）
飯沼　有紀�（43）
鵜生川裕伸�（43）
及川　　健�（43）
大森　麻美�（43）
金子　あや�（43）
花沢沙奈美�（43）
北井英里子�（43）
黒田　杏理�（43）
齋藤　博美�（43）
櫻井　芙美�（43）
島田　朋和�（43）
神　　和司�（43）
杉山弥紗子�（43）
諏訪　裕子�（43）
関根小夜子�（43）
髙田　篤史�（43）
寺田　雄亮�（43）
徳田　洋子�（43）
成田裕美子�（43）
中司　寛子�（43）

藤田　早織�（43）
沼田祐布子�（43）
原　　研二�（43）
平島　麗子�（43）
藤本　　悠�（43）
藤森　博行�（43）
本間　明子�（43）
槇田　直之�（43）
松井　亮介�（43）
松本　洋典�（43）
御林　卓真�（43）
山口　和昭�（43）
山口　洪樹�（43）
山下　大輔�（43）
吉田　憲司�（43）
戸口　綾香�（43）
柳久保由美�（43）
蟻浪　　敦�（44）
板倉しおり�（44）
今井　理恵�（44）
大場　惟史�（44）
小野寺まき�（44）
川西　令紗�（44）
清水　瑞乙�（44）
岸　　智裕�（44）
蔵岡えりか�（44）
栗田　真季�（44）
石井　政伸�（44）
佐藤　優季�（44）
志津亜沙美�（44）
清水　直美�（44）
杉澤　　司�（44）
高瀬　麻実�（44）
髙橋　沙希�（44）
服部奈央美�（44）
谷口　裕亮�（44）
橋本　朋絵�（44）
富澤　光貴�（44）
中原聡一郎�（44）
中山絵通子�（44）
永野　香織�（44）
濱田　英之�（44）
早川　史織�（44）
藤原由紀子�（44）
松田　佳奈�（44）
村上　　優�（44）
渡邉　聖崇�（44）
上妻　加奈�（44）
髙島　秀也�（44）
赤利　精悟�（44）
山田久美子�（44）
天野　直哉�（44）
荒井　絢子�（44）
伊沢　賢一�（44）
岩崎　陽一�（44）
浅見　真由�（44）
大越　　匠�（44）
沖原　伶佳�（44）
小野下智也�（44）
木村　岳久�（44）
近藤　慶宜�（44）
紺野　英里�（44）
林　千亜紀�（44）
清水　　碧�（44）
杉本　修一�（44）
髙木　智美�（44）
髙橋　　光�（44）
辰巳謙太朗�（44）
飛子和香子�（44）
冨永　俊輔�（44）
河上　仁美�（44）
長塚　俊弥�（44）

長野間千瑛�（44）
栗原　智子�（44）
西　　明博�（44）
信原　麻衣�（44）
花屋　賢悟�（44）
福田　弘典�（44）
細井　勇人�（44）
保里　俊輔�（44）
本田　　渉�（44）
侭田　秀章�（44）
箕輪　直美�（44）
宮﨑　敦子�（44）
山田　健太�（44）
横田　　理�（44）
吉田　幸史�（44）
渡邉　亮太�（44）
手塚　佳苗�（44）
依田里津子�（44）
稲垣ひろ美�（45）
大内　彩華�（45）
大津友美子�（45）
大庭　太郎�（45）
小黒　洋子�（45）
小野　友宏�（45）
叶内　　至�（45）
瀬戸川清香�（45）
斉藤　善彦�（45）
坂本　武彦�（45）
佐藤　優奈�（45）
下田　奈緒�（45）
高尾　圭一�（45）
髙梨　　愛�（45）
鳥谷　佳史�（45）
西野　裕馬�（45）
橋本　昴浩�（45）
服部　　聡�（45）
松生　泰樹�（45）
溝呂木暁彦�（45）
山内可南子�（45）
横井嘉奈子�（45）
谷本　　泉�（45）
山形　佑里�（45）
有泉　秀彦�（45）
池田　恵理�（45）
大嶋　祥寛�（45）
小山永里子�（45）
佐藤　星河�（45）
廣瀬　圭佑�（45）
水野　真理�（45）
皆迫　洋平�（45）
山口　直人�（45）
新倉　祐美�（45）
岡本　　崇�（45）
諏訪　晴之�（45）
石﨑　順一�（46）
板倉　寿成�（46）
荏原　翔太�（46）
海老根香里�（46）
大田　啓人�（46）
大谷真理子�（46）
鳥越　智子�（46）
大森　　俊�（46）
奥田　絢子�（46）
小田　　稔�（46）
表　　信也�（46）
川島奈津子�（46）
粂田　恒宏�（46）
齋藤　重人�（46）
坂上　　徹�（46）
下田真梨子�（46）
南部　来美�（46）
仁尾　祐太�（46）
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訃　報（平成30年４月30日現在）
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
「ふなかわら」30号では平成29年５月～ 30年４月になくなられた方、ご連絡のあった方をお載せしています。
ご家族のご意向によりお知らせしない場合もございますので、ご了承ください。
（敬称略）

松永　裕輝�（46）
溝河　　祥�（46）
溝口加奈子�（46）
山口　達也�（46）
吉永　太一�（46）
赤坂　志津�（46）
石原　智世�（46）
入江　雅彦�（46）
上野　　毅�（46）
大石　雄介�（46）
大和田有華�（46）
岡﨑　達哉�（46）
岡嶋　沙季�（46）
小倉　裕子�（46）
加藤明日香�（46）
金子　　要�（46）
亀山　真奈�（46）
小林　咲紀�（46）
白山　祐輝�（46）
鈴木　　敬�（46）
鈴木　良風�（46）
瀬戸健太郎�（46）
千保　　寛�（46）
高井　達也�（46）
田﨑　絢子�（46）
仲條　良和�（46）
富倉　光平�（46）
中山　真理�（46）
服部由実子�（46）
埜口　奈実�（46）
藤村　建午�（46）
藤村　麻弥�（46）
正木すなみ�（46）
桝田　光宏�（46）
宮﨑　隆史�（46）
門間　徹雄�（46）
吉田　泰子�（46）
柿原高志郎�（46）
笹原　一裕�（46）
牧野　健一�（46）
辻村いずみ�（47）
片山　愛子�（47）
北村賢太朗�（47）
木下裕太朗�（47）
栗山　拓也�（47）
黒岩　法子�（47）
齋藤　真葵�（47）

酒井まり子�（47）
田井　　覚�（47）
髙比良幸大�（47）
田代　泰之�（47）
藤田　和弘�（47）
前田　侑子�（47）
松田　菜沙�（47）
山名　秀之�（47）
内田　涼大�（48）
内山真理子�（48）
大塚　一樹�（48）
大山　貴央�（48）
岡田　佑子�（48）
小野　慶一�（48）
岩村　直輝�（48）
清水　隆平�（48）
曽我　真弓�（48）
永森　　淳�（48）
野村　昌吾�（48）
深津　嘉伸�（48）
藤井　波木�（48）
藤城　杏梨�（48）
増本佳那子�（48）
峯　　裕資�（48）
矢吹奈津美�（48）
横山恵理子�（48）
髙橋　直樹�（48）
勝　梨恵子�（49）
高浦　知沙�（49）
小林　正樹�（49）
駒嶺　真希�（49）
近藤　洋介�（49）
齊藤　達也�（49）
佐藤　　彩�（49）
佐藤　　萌�（49）
清水　淳子�（49）
白井俊太郎�（49）
竹之下あゆみ�（49）
田中　　怜�（49）
堤下友理香�（49）
戸田　　光�（49）
中島久美子�（49）
新島　大輔�（49）
柳浦　麻未�（49）
吉井　裕紀�（49）
岡部　礼典�（49）
鈴木　裕美�（49）

今町　直登�（49）
岩見　俊之�（49）
小川　光翠�（49）
荻原　達矢�（49）
加地和佳子�（49）
金澤　優貴�（49）
神岡真理子�（49）
川島　悠一�（49）
川島　裕史�（49）
栗田　　賢�（49）
小林　洋之�（49）
酒井　将弘�（49）
坂上　祐香�（49）
笹井　志緒�（49）
重枝　裕貴�（49）
鈴木　裕規�（49）
田中　敦洋�（49）
田中　大之�（49）
谷口　　烈�（49）
田村　智之�（49）
仲峰　宏政�（49）
手井　祐太�（49）
中　　裕之�（49）
成澤　孝二�（49）
西岡　隼哉�（49）
服部慶太郎�（49）
林　　知里�（49）
藤田　元道�（49）
水之江雄平�（49）
吉松　裕太�（49）
石塚由紀子�（49）
秋本　純芽�（50）
秋山　良介�（50）
荒井　　碧�（50）
石川　菜摘�（50）
石川　弘道�（50）
岩永　祐典�（50）
大久保隆史�（50）
大澤　圭徳�（50）
石村　博史�（50）
上條　亮平�（50）
川島　千夏�（50）
河原　匡秀�（50）
倉持　　剛�（50）
香山　雄斗�（50）
小林　航也�（50）
茂田　　学�（50）

白井　貴子�（50）
杉浦孝太郎�（50）
髙田　朋美�（50）
髙橋　　洸�（50）
中島　真葵�（50）
中林　　文�（50）
林　　宏春�（50）
福原　洋介�（50）
松井優香里�（50）
松澤翔多郎�（50）
安田　祥太�（50）
山本　浩貴�（50）
迫田　友理�（50）
上原　　茜�（50）
宇都宮沙代�（50）
岡田　隆一�（50）
小澤　裕平�（50）
越智　翔平�（50）
軽部　皓充�（50）
川副翔太郎�（50）
木村　真菜�（50）
下村　正裕�（50）
田川　亮真�（50）
田中　裕志�（50）
田中まなみ�（50）
塚越　麻衣�（50）
西浦由希子�（50）
原　　崇人�（50）
伏見　雅裕�（50）
茂木　瑞恵�（50）
山形憲一郎�（50）
山本　真実�（50）
横山　明信�（50）
吉川洋一郎�（50）
吉田英美果�（50）
今野　　翠�（50）
青木　　均�（51）
秋田　智后�（51）
池谷有紀子�（51）
伊藤　文香�（51）
岩井　一起�（51）
岡田　摩耶�（51）
香取　優介�（51）
菊池　　幸�（51）
櫻井　悠一�（51）
谷口　由弘�（51）
田村　　渓�（51）

永田　大貴�（51）
奈良原誠大�（51）
二ノ宮理恵�（51）
能上　莉奈�（51）
船橋はるか�（51）
宮本佳保里�（51）
鵜澤　千鶴�（51）
田中　　怜�（51）
生熊　北斗�（51）
伊藤　太基�（51）
稲田　将大�（51）
岩永　啓良�（51）
植木　啓陽�（51）
大井　煕人�（51）
大礒　裕輝�（51）
加藤　　晃�（51）
木村永実理�（51）
久我　　章�（51）
小島　孝之�（51）
後藤　彩佳�（51）
鈴木　聡史�（51）
鈴木　智理�（51）
髙栁亜由美�（51）
中村　龍治�（51）
星　　真帆�（51）
星野　幸平�（51）
畑内　友香�（51）
相澤　聖也�（52）
英　　太一�（52）
天野　文葉�（52）
荒井　花奈�（52）
新井　博子�（52）
飯島　　羽�（52）
大野　貴之�（52）
小澤　　涼�（52）
亀山あずさ�（52）
工藤　有華�（52）
斉藤　友美�（52）
諏訪　貴美�（52）
高橋香緒理�（52）
竹田康次郎�（52）
塚原　翔子�（52）
戸上翔太郎�（52）
挾間　智子�（52）
宮田　　悠�（52）
土田隼之祐�（52）
藤掛　　恒�（52）

池田　将淳�（52）
石橋　彩香�（52）
井上　由貴�（52）
小川　安曇�（52）
荻野　暢子�（52）
片岡　　洸�（52）
笹田　　学�（52）
篠田　貴昭�（52）
島田　哲志�（52）
髙橋　悠一�（52）
竹下　朋芳�（52）
棚町　圭祐�（52）
二宮　有希�（52）
古田裕里加�（52）
前島　朱紗�（52）
山田　紘之�（52）
吉野怜次郎�（52）
渡邊　英里�（52）
岩野　友香�（53）
上野　美咲�（53）
梅森　　愛�（53）
岡本　奈美�（53）
奥山　恵丞�（53）
川端今日子�（53）
小池　紗織�（53）
小池真悠理�（53）
鈴木　彩文�（53）
手束　友美�（53）
細田　拓矢�（53）
宮本　結奈�（53）
小山　　創�（53）
北條　春輝�（53）
飯田　智祥�（53）
大澤　琢郎�（53）
小幡　裕人�（53）
影山理芳子�（53）
小暮　智紀�（53）
三枝　好聖�（53）
椎名　將太�（53）
千野　瑞季�（53）
長島　彰太�（53）
西根　　豊�（53）
古市　拓真�（53）
森田　　喬�（53）
湯田　啓太�（53）
渡邊　成晃�（53）
江藤　萌子�（53）

佐藤　友紀�（53）
寺岡　達朗�（53）
西川　元規�（53）
松本　奈子�（53）
沖野　志織�（54）
金田　耕平�（54）
川﨑　真季�（54）
川根　梨奈�（54）
佐伯　祐樹�（54）
柴崎　由梨�（54）
澁木　克也�（54）
清水麻衣子�（54）
高巣　成惟�（54）
田代　大将�（54）
西　友里恵�（54）
長谷川春菜�（54）
松井　布美�（54）
本村　　瞳�（54）
矢野　傑士�（54）
青木　野恵�（54）
岩間　　聖�（54）
植田　雄大�（54）
各務　雄基�（54）
金兼　史佳�（54）
萱野　蒔人�（54）
渋谷明日香�（54）
田畑　陽美�（54）
山田有佑理�（54）
佐藤　憲雄�（大学院）
清水恵一郎�（大学院）
松田　兆史�（大学院）
伊豆田　格�（大学院）
初見　巻子�（大学院）
石坂　隆史�（大学院）
羽鳥　得夫�（大学院）
小島　良紀�（大学院）
樋口　和男�（大学院）
西園　敏子�（大学院）
吉野　りか�（大学院）
古畑　直人�（大学院）
石村　公敬�（大学院）
小川　仁子�（大学院）
長谷川大樹�（大学院）
工藤　由貴�（大学院）
佐々木　綾�（大学院）
鈴木　麻美�（大学院）

氏　名 ご逝去年月
高木敬二郎　先生 2018年１月
久保田和彦　先生 2018年３月
佐野　　明　先生 2017年２月

氏　名 旧姓 期 卒業年 ご逝去年月
山添　一也 ７ 1970（昭和45年）
勝又　　剛 ７ 1970（昭和45年） 2016年６月
川崎　剛生 ７ 1970（昭和45年） 2017年４月
関　　英章 小島 ７ 1970（昭和45年）
小林　明彦 ７ 1970（昭和45年）
碇　　裕弘 ９ 1972（昭和47年） 2016年10月

氏　名 旧姓 期 卒業年 ご逝去年月
大森　雅子 德永 11 1974（昭和49年） 2014年10月
近藤　修二 11 1974（昭和49年） 2018年３月
沼尾とみ子 田中 12 1975（昭和50年） 2014年８月
渡辺　昌勝 15 1978（昭和53年）
浜田知久馬 24 1987（昭和62年） 2017年12月
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東京理科大学薬学部同窓会へのお問合せ

【事務所・連絡先】
　　東京理科大学薬学部　同窓会事務局
　　〒278-8510　千葉県野田市山崎2641　東京理科大学薬学部内16号館１F
　　　　FAX：04-7121-4531　E-mail：jimu@ridaiyakudo.gr.jp
　　FAXまたはE-mailのみの受付とさせていただいております。
【ホームページ】
　　http://www.ridaiyakudo.gr.jp/
　　�行事などに関する最新の情報を掲載しておりますので是非ご覧ください。また、ホームページのWEB名簿シ

ステムを利用して、パソコンから登録情報の変更をすることができます。ぜひご利用ください。

編集後記
　今回の「ふなかわら」（第30号）いかがでしたでしょうか。我々の同窓会も会長が替わり、新体制となって初め
てお届けさせていただく「ふなかわら」となりました。今回、お寄せいただいた多数の原稿の校正作業を進めて
いく中で、あらためて「多くの卒業生のみならず、多くの教職員の先生方にもご寄稿いただいて成り立っている
のだな」と感じました。ご多忙中にも関わらず筆を執っていただいた卒業生の皆様、教職員の先生方々には、こ
の場を借りて厚く御礼申し上げます。これからも、卒業生の皆様、先生方にもご寄稿をお願いすることとなると
思いますが、「二つ返事」で首を縦に振っていただき、内容の充実した同窓会誌「ふなかわら」をお届けできるよう、
ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。（K.U）

平成30年度同窓会幹事一覧
小原　　　侃（１）
黒崎　　浩己（１）
山口　堅志郎（１）
生田　安喜良（２）
鈴木　　政雄（３）
中村　　洋司（３）
池田　　幸雄（４）
幡野　千丕子（４）
山田　　高照（５）
湯田　　康勝（５）
植木　清一郎（６）
藤井　　幸子（６）
石井　　賢二（７）
寺山　　博行（７）
松岡　　　隆（８）
奥村　　成太（８）
武尾　　勝司（９）

中島　　敏夫（10）
原　　しげ子（10）
石井　　啓子（10）
安達　　順一（11）
石井　　甲一（11）
小暮　　　渉（11）
岡宮　　智子（11）
冨秋　　英志（11）
向井　　呈一（11）
飯島　　康典（12）
金澤　　幸江（12）
田端　　敬一（12）
伊藤　　充朗（13）
小高　　賢一（13）
濱野　　朋子（13）
波田野佐和子（13）
伊藤　　昭子（13）
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