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＜第 26号（1972）＞ 年１回発行 

巻頭言・ギリシャ悲劇全集より 

 

＜特集·社会における薬学者の担うべき役割及び現状＞ 

水野義久 

薬学教育について—伴義雄 

薬学の社会における役割りについての私見—

宇井理生 

医療の中の薬学を目指して—森美和子 

 

社会における薬学者の担うべき役割り及び現

状—宮木高明(千葉大) 

薬学教育以前の薬学学習と反省—宮崎勝巳 

薬学の世界—関興一 

薬学について—応用研究の場の必要— 

池田高夫,14 

座談会(今沢正興、関川彬,12、池田高夫,14、西沢元仁,15、林修嗣,15、梅山雅代,16、小林淳

一,16、櫨本紀夫,16、藤原早苗,16、藤原達郎,16、渡辺和行,16、近藤達仁,17、桜井光生,17) 

 

＜講座をたずねて＞薬品物理化学-K 記、植物薬品化学—光化学の魅力—米光宰、薬品分析化学、

生薬学、微生物薬品化学、薬効学-T・Y、衛生化学-小山次郎、薬品有機化学、薬品製造学、薬品

合成化学-金岡祐一、薬化学-水野義久、薬品生物化学、薬剤学-有田隆一 

 

＜先生!!お邪魔します＞小畠先生、長沢先生、上田先生 

 

＜文芸＞ 

美（漱石）·母が言うから—佐藤英助 

無題—熊崎隆 

ある日突然—元素分析その日その日より— 

柿崎弘子 

S・Fショート・ショート—人造人間—柊陽一 

馬車—津島修 

生の悲しみ—柏倉正,16 

さざれいし—蘭誠 

かって幻想の室に向かって-佐藤毅,院 

初めての八十人—井上英夫,12 

 

病葉（編集後記） 

北大薬学部同窓会の現状と将来のあり方について—代表幹事 

編集委員·阿部容子、安藤孝夫、笠羽洋一、座間美智子、杉田勇次、中野悦子、中安敏郎、仁木

寿、林修嗣、三木暁美、邨次誠、渡辺喜久子、中安敏郎(編集責任者)(顧問·水野義久、赤坂光

三、杉田勇次、竹内祐子、村田隆司/書·谷口幹雄) 

 

＜第 27号（1973）＞ 

巻頭詩·心の部屋 

 

＜特集·現代学生気質＞ 

生きがいについて—石本真 

「近頃の学生は・・」論について—上田亨 

薬学にみる学生の姿—戸倉哲 

現代学生気質について—森美和子

「座談会」ダベリング会(浅野保,17、遠藤憲二,18、吉井(加藤)美樹子,17、白土淳子,17、堅田

利明,17、西沢幸夫,17、安藤孝夫,17、遠藤真理子,17、佐藤達夫,17、高山義一,17、従二和彦,17、

向節子,17、山本幸夫,17) 



 

＜講座紹介＞衛生化学-小山次郎、薬効学、薬剤学、薬品製造学、微生物薬品化学、薬品有機化

学、薬品物理化学、薬品生物化学-笠井献一、植物薬品化学、薬品分析化学、薬品合成化学-寺

尾幸佳,16、薬化学、生薬学-小林優 

 

＜文芸＞ 

一つの提案—芳香の発行について-M・H一教官 

ある教室の風景(詩)—則天道行 

愛—作者不明 

Y = Fn(X)-むらなみ せい 

積丹編集旅行記—作者不明 

薬用植物園の歩みと私—吉田尚利 

S・Fショート・ショート—浄化作用—真木巴 

山にのぼって(詩)—則天道行 

旅先(詩)—則天道行 

アナベルリー—ポー 

雑感—渡辺美香子,12 

気球にのって—津島修 

ズッコケボクちゃんのロックンロール— 

園日暮 

修羅窟—蘭誠 

ぼくの祖国—杉田吾郎 

 

＜先生訪問記＞小山先生、金子先生、中野先生 

 

編集後記 

編集委員·浅野保、近藤達仁、桜井光生。高橋哲夫、田端真喜子、橋本あけみ、向節子、安藤孝

夫(編集責任者)(顧問·水野義久、カット提供·村田隆司、吉岡貢) 

 

＜第 28号（1974）＞ 

巻頭詩（中原中也） 

＜特集・現代科学の明日＞ 

薬の投与形態開発の夢と展望—中野真汎 

免疫学の可能性—小山次郎 

生体膜機能の再構成—栗原堅三 

薬効学の一断面—ラットを眺めて—板谷幸一 

電子顕微鏡で何ができるか—蛍光板上の虚実

の世界—木村孝一 

我が青春の学問—渡辺祐嗣,18 

デパートと有機化学—中山仁 

私の学生時代—米光宰 

生薬雑記帳—三橋博 

有機実習を担当して—森美和子 

粘菌の化学受容と運動—学生実習を担当して—

上田哲男 

新カリキュラム作成の経緯と問題点— 

石井信一 

薬の運転免許—薬学教育をめぐって—野村哲士 

提案·北大薬学二十年の総括を!!—M・S、 

一教官 

動物たちと私—本庄勉,17 

１９７２年６月１５日—橋本和幸,18

 

＜随筆・その他＞ 

仮説—高瀬裕子,18 

「頼りない」ということを巡って— 

萩原政彦,18 

助け人走る—三浦平則,18 

牙と優しさ—作者不明 

つぶやき—山下洋子 

知識の重み—作者不明 

御先祖様を偲ぶ—春野夢作 

表紙余話—作者不明 

化学進化ゼミ—作者不明 



ある唄—M・O 

潮岬で—Jack 

独語ゼミ—内山豊,18 

四季雑感—潮見坂大五郎 

クラス紙“かくはんぼ”—生塩孝則,18 

UFOについての雑感—S・H 

三人のパブロの残したもの—カルザス・ピカ

ソ・ネルーダを偲んで—塚本章,18 

JACKちゃんの日記—作者不明 

ヨーロッパ旅行で考えたこと—斉藤宗男,18 

遥かな山トムラウシ—高橋節郎,18 

座談会·われら薬学生—薬学部生活を終えようとして 

七十三年度自治会活動 

 

編集後記 

編集委員·井上幸雄、生塩孝則(カット・表紙)、塚本章(カット)、稲葉純一、内山豊(編集責任

者) 

 

＜第 29号（1980）＞ 

巻頭詩—眺望・萩原朔太郎詩集より 

＜特集・薬学カリキュラム問題を考える(アンケート)＞ 

特集をとりあげるにあたって—編集部 

雑感—上田亨 

カリキュラムについて—石本真 

カリキュラムについての感想—伊藤まどか,22 

薬学部カリキュラムについての感想— 

佐藤啓史,22 

雑感—土本雅弘,21 

雑感—院生 N・I 

雑感—トク名 

学校教育の場で活躍する学校薬剤師— 

一宮庸一 

より明確な大学独自の志向性を—宮崎勝巳 

他大学のカリキュラムを見て—Y・O

 

薬学カリキュラムを考える(座談会)—某私立大学、カリキュラムについての座談会(水野教授、

小山教授、佐々木民彦,13、武田薬品、宮崎勝巳,11、北大病院薬剤部、佐藤、第一製薬、飯島

秀夫,21（卒業生、MI、四年生,9名） 

 

＜講座紹介＞薬化学、薬品分析化学、生薬学、薬品製造学、衛生化学、薬剤学、薬品合成化学、

薬品有機化学、微生物薬品化学、薬品生物化学、植物薬品化学、薬品物理化学、薬効学 

＜教授プロフィル＞金岡祐一、小畠陽之助、石井信一 

＜訪問記＞中野真汎、若松武 

 

＜女性にとって仕事とは＞働くということ—森美和子、「仕事と子そだて」—伊藤志保子,12 

 

＜行事＞ソフトボール大会、学祭、運動会、薬学部スキー大会、追コンについて 

 

＜自由投稿＞ 

マイライフ“我が人生の記録”より— 

加須屋仁史,22 

夢？現実？—作者不明 

男心と秋の山—井関健,22 

ゼミ室雑感—作者不明 

職員からみた薬学生・実習室雑感—三沢陽子



 

編集後記 

編集委員·井関健、伊藤敬三、岡本泰範、木村陽一、小角博雄、小関玲子、斉藤健、高坂久子、

中村裕子、平岩哲郎、伊藤克久、生沼雅之、権吉源、佐藤洋子、島谷善一、檜山伸夫、渡部聡(編

集責任者)(協力·高山とし子、西野健三、高田幸代) 

 

＜第 30号（1981）＞ 

巻頭詩—道·谷川俊太郎 

＜特集・卒業後の進路と就職—私達はそれにどう臨むべきか＞ 

特集をとりあげるにあたって 

学生の進路と就職についての調査集計結果(アンケート) 

総評 

座談会「女性と職場」(石本真、上田亨、森美和子、池田真理子,13、薬剤師国試ゼミ、工藤,19、

東日本学園大薬、清水瓊子,10、札医大薬剤部、高見明子,18、ビーチャム、武智春子,16、東日

本学園大薬、3・4年生（7名）)、インタビュー 

 

雑感—白石由美子,3、札幌市衛研 

今日の臨床検査—内田一也,4、市立病院中央検

査 

一薬系公務員としての述懐—江口裕,17、札幌

市役所公害部 

薬剤師と臨床薬学について—高橋充,19、勤医

協中央病院薬剤部 

学校薬剤師になって—上田純子,2 

卒業生への願い—一教師 

総論 

 

＜投稿＞ 

雑感—伴義雄、研究室五題ばなし—実吉峯郎、苦言—三浦一伸 

院生の研究災害に関するアンケート結果—薬院協代議員会 

 

＜訪問記＞栗原先生、横沢先生、吉田先生(薬草園) 

 

＜自由投稿＞ 

ある旅—A・T 

ペニシリンの前と後—緒方(三橋)良子,24 

薬学と研究—津田重城,24 

女のヒゲ—大佐賀美弦,25、 

利尻島旅行記—利尻探検隊 

サンカ—結城洋

 

<同窓会だより> 

会長あいさつ—金島弘恭,1、支部だより—村上一良,1、会員だより・私学にあって—須賀哲弥,3、 

近況報告—阪田久美子,5、薬剤師国家試験合格率について—大和田栄治,6、近況報告—田沢節子,8、

近況報告—曽田允子,10、近況報告—新津和明,20、有機化学散歩１−渡辺恭一,1 

事務局だより

 

編集を終えるにあたって—安東章,24、編集後記 

編集委員·安東章(編集責任者)、(広部英子、菅間恒)カット提供、佐藤博実·クイズ考案） 



 

＜第 31号（1982）＞ 

<特集・理想の病院薬剤師をめざして> 

歴史的背景 

病院薬剤師の院内業務 

患者対象のアンケート 

病院薬剤師対象のアンケート 

医療チームへのインタビュー 

学生対象のアンケート 

特集を終えて

 

医療と薬剤師—上田亨 

十一年余の病院薬剤部勤務を振り返って—宮崎勝巳 

「薬剤師」雑感—板谷幸一 

 

＜訪問記＞有坂先生、金子先生、小山先生、三浦先生 

 

＜自由投稿＞ 

「核時代」に考える—大佐賀美弦,25 

仲良し子供会—結城洋 

なめんなよ—石岡伸一,25 

タイトルは巳無く変更される事がありますの

でご了承下さい—伊豆田俊二,24 

戯言—南遊子 

 

＜北大における女子大学院生・研究生の実態調査＞北大女子院生の会 

 

＜同窓会だより＞特集·卒業生の職場から—稼農明徳,1、”Deur Information 活動“学術担当者の

役割—佐々木希吉,4、卸売りの立場から—田辺忠行,2、旭川医科大学について—稲垣俊一,3、麻薬

係に至るまで—清水洋二,15、国立衛生試験所の歴史と現実—中村晃忠,5、同窓会に望む・同窓の

想い—小林(渡辺)美佐子,4、学生の立場から—家村明宏,26、赤木先生の喜寿を祝う会を開催—板東

洋右,2 

 

「芳香」30号決算報告、芳香代金期別納入状況(学部外)、事務局だより 

 

編集を終えて—木村正弥,25、編集後記 

編集委員・小田井英陽、加賀伸彦、柏原由美、菊地美枝子、後藤直子、逢坂誠二、中井祥二、

安本隆志、岡田文雄、勝原孝雄、古川卓哉、木村真奈美、佐藤美幸、木村正弥(編集責任者)(三

位恵子·表紙、岡田文雄、松田正、三位恵子·カット提供) 

 

＜第 32号（1983）＞ 

薬学部裏庭(俳句)—透 

＜特集・薬—その社会的使命を考える＞ 

序 

薬の二面性 

アンケート·総括 

我々は今何を考えるべきか—編集部 

薬の倫理雑感—上田亨 

くすりと社会—伴義雄 

医療に関与する薬学の立場から—有田隆一 

「社会薬学」って何？—板谷幸一 



社会薬学—総合科学としての薬学へ—吉原新一 (広島大学総合薬)

 

＜水野先生御退官にあたって＞ 

光陰矢の如く、人老い易く学成り難し(直筆)—水野義久 

水野義久先生経歴 

私にとっての水野先生—実吉峯郎 

我らが大将—彫緒貴人·恩寝奮人 

水野先生訪問記 

水野先生の思い出—水野先生と一期生—大塚栄子 

水野先生、御退官によせて-寿野正広,9・武田薬品中研

“水野義久先生を肴に酒を飲む”（座談会）—佐々木琢磨,院、田沢一郎,6、金井貞,7、金子正勝,8、

原田文夫,8 

 

＜訪問記＞米光先生、加茂先生、森先生 

 

＜自由投稿＞ 

半農・半漁の趣味—俵谷弘 

意識の問題—結城洋 

四季(詩)—紫浄ときわ

 

＜報告欄＞薬学部学生自治会報告·真狩村への研修旅行、薬学祭·シンポジウム·公開実験·模擬

店、春のソフトボール大会·男子の部·女子の部 

人物往来(各講座の教員配置) 

 

＜同窓会だより＞会長挨拶·清水良夫,1、近況報告-関哲夫,1、金島弘恭,1、T・S,1、大和田栄治,6、

宗山敬,7、砂田裕,7、川尻美喜枝,7、金井貞,7、小嶋(吉川)蕗子,8、吉田雄三,8、坂下凱,8、佐

藤好正,9、金子千里,9、来海正輝,9、仙藤宥二,9、町田幹子,10、奥山修策,10、傳浩一,10、藤

森観之助,6、早川和良,7 

 

「芳香」発行援助代金について(林紘司)、芳香 32 号会計報告、芳香 31 号代金及び寄付金納入

状況、事務局だより(宮崎勝巳)、薬学部同窓会常任幹事会役員·幹事名簿 

 

編集を終えて-逢坂誠二,26·編集後記 

編集委員・中井祥二、岡田文雄、勝原孝雄、古川卓哉、木村真奈美、佐藤美幸、佐粧摂也、魚

住泰広、扇谷悟、富岡寛顕、神田ナナ、遠藤恵理子、真下陽子、逢坂誠二(編集責任者)(表紙、

カット·芳香イラスト研究会) 

 

＜第 33号（1984）＞ 

巻頭句·卒業期—上田亨(俳誌「雪領」より) 

＜特集·薬の社会性を学ぶために—総合科学としての薬学をめざして—編集部＞ 

序 

薬と社会 

学ぶことの意義—現状の認識 

幅広い視野から 



上田亨先生へのインタビュー 

吉田文和先生(北大経済)へのインタビュー 

板谷幸一先生へのインタビュー 

宮崎勝己先生へのインタビュー 

川田恵理子さんへのインタビュー 

東日本学園大学薬学部における薬の社会性に

関する講義 

薬の社会性を学ぶために—具体的提案 

吉原新一先生(広島大学総合薬学) 

終わりに

 

＜訪問記＞石井先生、池田先生、岡島先生、高木先生 

 

＜自由投稿＞ 

稚拙なる実践—結城洋 

殺人のすすめ—Diels-Alder (佐粧摂也,27) 

広島訪問裏話—吉村祐一,28

 

＜薬学部自治会報告・総括＞研修旅行記、薬学祭、シンポジウム、公開実験、「ビール園·うい

っ」物語、春のソフトボール大会 

＜Science Topics＞モルヒネ様薬物の作用機序について(薬学祭シンポジウム) 

人物往来(各講座の教員配置) 

 

＜同窓会だより＞創立三十周年記念にむけて—会長·清水良夫,1、同窓会員短信-稼農明徳,1、エ

ーザイ、須賀哲弥,3、東薬大、伊藤俊彦,5、三井東圧中研、槙孝雄,5、鹿児島県環境セ、砂田

裕,7、武田薬品開発 

 

芳香 32号決算、芳香代金納入状況、行方不明者の住所について、事務局便り(宮崎勝己) 

北大薬学部の動き·人事異動 

 

編集を終えて—吉村祐一,28、編集後記 

編集委員・清本由科里、今道友純、石垣英志、佐藤光男、小林ゆかり、新美智留、佐藤嗣道、

外崎久美子、小玉則子、綛谷正晴、吉村祐一(編集責任者)(井出智子、早川有美、川瀬靖聡·表

紙·カット) 

 

＜第 34号（1985）＞この号から横書き 

巻頭句·海桐(とべら)の香—上田亨(俳誌「雪領」より) 

 

＜特集・うつりゆく時のなかで＞30 年の軌跡—薬品物理化学講座-小畠陽之助、微生物薬品化学

講座-近藤博之、北大病院・薬剤部-井関健,22、薬品分析化学講座-扇谷悟,27、薬化学講座-鈴

木ゆかり,27、植物薬品化学講座-長戸哲,27、薬品有機化学講座-伊豆田俊二,24、薬品製造学—誕

生から今日まで—伴義雄、薬品生物化学講座-中子達史,27·原伸,27、薬品合成化学講座-奥村邦

雄,院・池田芳哉,24・吉田栄一,院、生薬学講座-菅間恒,25、薬剤学講座-柏柳誠,22、薬効学講

座-宇井理生、衛生化学講座-小山次郎/コーヒーブレイク—薬学生のためのお料理教室—作者不明、

コラム—Non 

 



＜退官・新任＞ 

＜退官＞木村道也先生経歴、みなさんご機嫌よう(自筆)—木村道也 

木村先生との 17 年—三浦敏明、木村先生に関する一考察 by 水系のさっちゃん(扇谷悟,27)、木村

先生訪問-菅原真,29 

＜退官＞伴義雄先生経歴、偶感—伴義雄(自筆) 

伴先生の思い出—大石武(理研)、伴先生について—S・Y、伴先生訪問記—川合真次,29 

＜退官＞三橋博先生経歴、研究の回顧—三橋博(自筆) 

薬用植物園と三橋先生—金子光、三橋先生の事いろいろ—勝原孝雄,26、三橋先生宅訪問記 

＜新任＞大塚栄子先生経歴、生物学の革命の時代と薬学—大塚栄子(自筆) 

大塚先生訪問記—紙谷浩之,34 

人物往来（各講座の教員配置） 

 

アンケート調査にみる薬学生の実態—編集部、総括 

なぜ今覚醒剤なのか—薬事監視員及び麻薬取締員に聞く—佐々木淳志,29、魔の薬—栗原純,29 

 

＜訪問記＞小山先生、若松先生、中山仁先生 

 

＜自治会報告＞薬学祭-工藤弓夫,29、模擬店-竹貫健二,29、研究発表会-紙谷浩之,29、公開実

験-小泉誠,29、大滝セミナー-瀧基彦,29、スキー大会-大滝裕美,29、薬学部ソフトボール大会

観戦記-佐藤秀樹,29 

 

＜自由投稿＞ 

冒険者たち—吉村祐一,28 

走れ Pharmacy’84-北大駅伝大会より— 

佐々木淳志,29 

笑顔同封—長谷川紀子,29 

”THE EXAMINATION”-中川優,29

 

＜同窓会のページ＞薬学部創立 30周年記念同窓会総会パーティーを終えて—同窓会会長·清水良

夫,1、薬学部創立 30 周年記念式典及び同窓会総会のスナップ、会計報告(30 周年記念事業の中

間報告)、「芳香」発行援助代金について(事務局)、芳香 33 号決算、芳香代金納入状況 

 

編集旅日記-編集を終えて-中川優,29、編集後記 

編集委員·川合真次、紙谷浩之、細川利昭、瀧基彦、中村暢人、村田覚、長谷川紀子、小泉誠、

星千香子、東島恒、服部容佳、菅原真、中川優(編集責任者)(小田美香子、辻かおる、好本道明

·表紙、カット、写真) 

 

＜第 35号（1986）＞ 

巻頭言·此の頃想うこと—学部長-小山次郎 

＜新任＞オリジナリティー—鎌滝哲也(薬品分析学教授) 

人物往来（各講座の教員配置） 

 

＜特集・嗚呼！薬学・・アア・・就職—卒業生を追う＞ 



はじめに 

ドキュメント「特集」 

アンケート(学部四年生、OB) 

総括・病院薬剤師、プロパー、研究職、薬学

教育 

提言—編集部

 

＜自治会のページ＞自治会総括-佐野毅,30、85 年度自治会行事日程、スキー大会、ソフトボー

ル大会、薬学祭（Sano）·ルポ ルミノール発光（ブルーセクション）·踊る水銀-今井伸一,30·太

田(三浦)環,30·小沢聖子,30·レクチンの凝集反応·ナイロン 66 の合成·シンポジウム-内田泰

輔.30·模擬店、大洋、きえ協力·ロビー企画オケラ演奏-T・T、大滝セミナー研修-佐藤正次,30 

 

＜自由投稿＞ 

有機化学自主ゼミについて 

書道展をやりました-國安明彦,30、 

ゼミ室ノートより

 

＜同窓会のページ＞北海道大学が行う国際交流事業基金への協力について-同窓会長·清水良

夫,1、北大薬学部関西同窓会から-前野倭男,3、伊藤志保子,12、山腰信明,13、奥野純子,13、

寺山和幸,14、岡修一,15、小林精一,15、山本都,15 

 

30 周年記念事業決算報告、30 周年記念誌決算報告、芳香 34 号決算報告、昭和 59年〜60年度会

計決算報告、薬学部同窓会常任幹事会役員·幹事名簿、同窓会事務局から(井上) 

 

編集後記·高田満雄,30 

編集委員·井沼美樹、植田祐行、安田信之、蝦名美貴子、山本雄三、佐野毅、高田満雄(編集責

任者)(中垣俊之·表紙、裏表紙、永沢希世子·カット) 

 

＜第 36号（1987）＞ 

＜退官＞有田隆一先生経歴、北大 22年の回顧—有田隆一 

＜転任＞野村哲士先生の経歴、福井大学から—野村哲士 

＜転任＞宇井理生先生の経歴、薬効学教室の二十九年—宇井理生 

＜新任＞私の歩んできた道—柴﨑正勝 

 

＜特集·薬剤師国家試験—編集部＞ 

 

＜訪問記＞松田彰先生-虎谷聡,31、実吉先生-福士裕子,31、三宅先生-桐尾佳恵,31 

国際科学者フォラム「科学·技術·平和」に出席して—モスクワの印象—石本真 

 

＜自治会のページ＞86 年度自治会行事日程、スキー大会-宮浦隆,31、ソフトボール大会-森英

子,31、大滝セミナー研修-金澤(田中)勉,31、薬学祭·模擬店-相田俊一,31、コンサート-重共孝

一,31、公開実験顛末記-大根和彦,31、シンポジウム-雛倉正人,31、WHITE CRASH LIVE-12・22-

谷本昌隆,31 

 

＜同窓会のページ＞ 



北海道大学国際交流事業基金への寄付金協力のお礼—同窓会長·清水良夫,1 

北大薬学部旭川同窓会から-米川賢,14 

恒友会(秋山愛生舘奨学生の会)だより-池原洋,2 

<会員通信> 稼農明徳,1、前野倭男,3、柏倉正,16、中村隆雄,17、嶋谷ゆきえ,17、須田(石塚)泰

子,18、塚本章,18・藤沢市高倉中学教諭、斉藤宗男,18、引田篤,18、尾野尚彦,20、大鵬薬品徳

島研、阿部宣人,20、木村正弥,25 

 

昭和 60 年〜61 年度会計決算報告、芳香 35 号会計中間報告、同窓会員必読のページ、同窓会事

務局から(井上) 

 

編集後記·おわりに 

編集委員·竹澤由美、山田美樹(編集責任者)(竹澤由美·表紙、長部克典·カット、虎谷聡·大根和

彦·写真)(お手伝い·兼田、佐久間、種 P、桐尾、相田、ひとみ、勉) 

 

＜第 37号（1988）＞ 

＜退任＞石本真先生経歴、定年を迎えて—石本真 

＜新任＞野村靖之先生の経歴、新任にあたって—野村靖之 

教官のうごき·人事異動 

 

＜特集・薬学を斬る！—編集委員会(アンケート調査など)＞ 

 

＜院生の話＞我がソフトボール人生に悔いなし—今道友純,28 

＜自治会のページ＞自治委員長より-小林道也,32、大滝おお話し-本間寛,32、薬学祭・ビアガ

ーデン-正木克佳,32、公開実験-桜田仁,32、シンポジウム・薬害エイズと私達-石倉良浩,33、

ゼミ室ノートから 

 

＜同窓会のページ＞ 

＜特別寄稿＞清水譲,1 

伴義雄先生北海道大学学長就任祝賀会へ出席お礼—同窓会長・清水良夫,1、思い出—伴義雄、同

窓会の皆さんへ—学部長新任にあたって-金岡祐一、近況報告-木村道也,旧分析化学教授、水野

義久,旧薬化学教授、三橋博,津村研究所 

<同窓生便り> 飯島秀夫,21、細谷裕,21、関(千葉)裕子,21、山村充,21、斉藤健,22、石田勢津子,23、

札医大がん研、浦山隆雄,23、西剛秀,23、三共化学研、中尾ますみ,24、旭医大麻酔、安東章,24、

山下憲昭,24、石倉豊昭,25、尾崎文博,25、大佐賀美弦,25、佐野友春,25 

「伴義雄先生北海道大学学長就任を祝う会」報告-魚住泰広.27 

 

薬学部同窓会常任幹事会役員·幹事名簿、薬学部同窓会会計報告、芳香 36 号会計報告、同窓会

事務局から 

 

編集後記-渡辺孝正,32 

編集委員·松嶋知広、大森元子、柄澤正、中野江美身子、林志保、梶原賢太、高田規子、渡辺孝



正(編集責任者)(小林道也·表紙、カット) 

 

＜第 38号（1989）＞ 

巻頭言·国際化時代—金岡祐一 

『追悼』小畠陽之助先生経歴、小畠陽之助先生の死を悼む—栗原堅三 

＜退任＞金子光先生経歴、定年退官にあたり—金子光 

＜新任＞北田光一先生経歴、転任にあたって—北田光一 

教官の動き·人事異動 

 

＜特別寄稿＞海外留学便り—米国留学より帰って—三宅教尚(薬剤学) 

チャペルヒルでの一年—西澤信(生薬学) 

 

＜特集·北大薬学部〜現在の姿を追って〜編集委員会＞ 

 

＜北大薬学部の「講座」＞薬品合成化学講座、薬品生物化学講座-漆原範子,31、衛生化学講座-

相田俊一,31、薬効学講座-プンタリカ・チャルンロト,院、六年制化問題について、先生からの提言、

おわりに 

 

＜自治会のページ＞自治会のこの一年を振り返って-委員長·斉藤延孝,33、大滝セミナー研修の

内緒話-稲垣初美,33、恒例ソフトボール大会“薬学部はそりゃ大騒ぎ”-伊藤邦郎,33、薬学祭·

ビアガーデン-原田幸子,33、シンポジウム“老人性痴呆症”-君は本当の事知ってるかい-を通

して-山口哲央,33、貫井斉治,33、橋本尚,33、公開実験·城戸佳織,33 

 

＜同窓会のページ＞ 

同窓生のページについて-同窓会長·清水良夫,1 

<同窓生便り> 

雑感-新海弘之,1、持田製薬 

一期生卒業 30 年を記念して定山渓温泉に集

う-清水良夫,1 

津田哲司,2 

芳香の同窓会ページについて-板東英雄,13 

小林精一,15 

旭川地区同窓会より-阪田徳広,20 

熊澤隆,26 

野田一生,26 

伊豆ソフトボール奮闘記-松田正,26 

三須由美子,26 

扇谷悟,27 

小田島里江,27 

社会薬学との出会い-佐藤嗣道,28 

佐藤光男,28 

早川有美,28 

小田美香子,29 

近況報告-栗原純,29 

武田峰之・弘子,29 

藤永由佳子,29 

飯村緑,30 

佐藤正次,30 

永沢希世子,30 

 

同窓会活動の最近の様子、薬学部同窓会常任幹事会役員·幹事名簿、薬学部同窓会会計報告、芳

香 37 号会計報告 



 

編集後記 

編集委員·漆原尚巳、樺山裕介、小滝香、佐藤博子、中島由紀、田中夏樹(編集委員長) 

 

＜第 39号（1990）＞ 

巻頭言·明日の北大薬学部へ—米光宰 

＜退任＞石井信一先生経歴、定年退官を迎えるにあたって—石井信一 

＜退任＞実吉峯郎先生経歴、薬学部を去るに当たって—実吉峯郎 

＜昇格＞加茂直樹先生経歴、教授昇格にあたって—加茂直樹 

＜新任＞有賀寛芳先生経歴、北海道大学薬学部赴任にあたって—有賀寛芳 

＜新任＞小林淳一先生経歴、赴任にあたって—小林淳一 

教官の動き·人事異動 

 

＜特集・学生の目指す研究者像と社会が求める研究者像＞ 

はじめに、アンケート、総括—編集委員会 

＜自治会のページ＞現代の自治会とは-委員長·村上祐介,34、研修旅行の経過報告-高橋雅樹,33、

大滝セミナー研修-深津圭吾,34、ソフトボール大会-清川貢,34、薬学祭・薬学祭ステージをふ

り返って-花田琢也,34、公開実験、シンポジウム“今、なぜ食物繊維なのか？”-八谷俊一郎,34、

金澤将行,34、シンポジウム内容紹介 

 

＜同窓会のページ＞ 

ごあいさつ-同窓会長·清水良夫,1 

北大での 10 年間を振り返って-有坂文雄 

<同窓生便り> 

稼農明徳,１ 

卒業雑感-平山忠允,1·第一製薬技術部長 

北大薬学二期生卒後 30周年記念同期会- 

林信幸,2·国立療養所札幌南病院 

北大薬学旭川同窓会より-稲垣俊一,3 

札幌市役所職員薬学部出身者について- 

白石由美子,3 

大学に於ける研究へ望むこと-柴田和則,4· 

シオノギ製薬 

思いつくままに-奥野洋明,10 

関西同窓会便り-野口豪,12 

清田摩澄,14 

大学に於ける研究へ望むこと-加藤宣之,20·

国立がんセ研究所 

田中正英,22 

大学における研究へ望むこと·若い研究者の

皆さんへ-佐藤光男,28·協和発酵東京研究所 

ソフトボール奮闘記—part 2—嶋田斉,28 

佐伯敏彦,30 

北大薬学部の後輩諸君に期待すること- 

藤野明治,8 

思い出すこと-中山崇治郎,11 

 

平成元年度の同窓会(事務局)、平成元年度北大薬学部同窓会役員·幹事名簿、薬学部同窓会会計

報告、平成元年度同窓会費納入者名簿 

 

編集後記 

編集委員会·上見かおり、掛札昭夫、坂口智己、佐藤恵子、東野薫、遠藤久美子、田村健悦、小

畠康弘(編集委員長) 



 

＜第 40号（1991）＞ 

『追悼』上田亨先生の経歴、上田先生を悼んで—米光宰 

＜退任＞金岡祐一先生の経歴、銀杏並木—金岡祐一 

＜退任＞小山治郎先生の経歴、定年を迎えるにあたって—小山次郎 

＜退任＞西田篤司先生の経歴、INDEPENDENCE(最近好きな言葉)—西田篤司 

＜昇格＞横沢英良先生の経歴、教授昇格にあたって—横沢英良 

＜転任＞石橋正己先生の経歴、転任にあたって—石橋正己 

＜転任＞横井毅先生の経歴、転任にあたって—横井毅 

＜新任＞林民生先生の経歴、北海道大学大学院薬学研究科に所属するにあたって—林民生·触媒

化学センター教授 

教官の動き·人事異動 

 

＜特集・ニューロサイエンスを考える—編集委員会＞ 

＜自治会のページ＞自治会について感じたこと-自治委員長·一木浩,35、研修旅行-飯野智晴,34、

川口真美,34、大滝セミナー研修-宮田列寧,35、スポーツ大会-高橋伸行,35、生協委員(に)は苦

労する？-阪田秀勝,35、薬学祭について-一木浩,35、薬学祭ペレストロイカ—Mr.ヤリックの超

魔術ショー-長谷川宏之,35、薬学祭ビアガーデン-稲林実,35、公開実験-松浦克行,35、シンポ

ジウム＆講演会-内藤一史,35、講演会の概要—機能性食品〜健康を科学した食物-西村弘行·北海

道東海大工学部、「医食同源を考える」当日配布冊子より(医食同源とは何か、薬膳とは何か、

薬膳料理) 

 

＜同窓会のページ＞ 

あいさつ-清水良夫,1 

ザンビアに暮らして-山口蕗子,20 

アメリカ留学より帰国して-塚本佐知子,26 

同窓会便り-山田正幸,5 

近代史の伝説-桜井謙介,5 

もろもろのこと-大和田栄治,6 

同窓会便り-村田邦久,11 

”芳香“はより遠くまで匂うが良い- 

藤田允信,12 

翻訳漬け-河合信和,14 

小売販売業-中村博幸,15 

同窓会便り-寺尾幸佳,16 

カナダスキーはいかがですか-伊藤はるみ,19 

市立病院薬局-西尾珠美,26 

仕事以外の何か-川瀬靖聡,28 

同期会報告および近況報告-紙谷浩之,29 

恒例 OBソフトボール大会-栗原純.29 

佐藤正,29 

近況報告-菅原満,30 

薬学部同窓会懇親会をふり返って(＋スナッ

プ写真)-田元浩一,13 

札幌での日本薬学会第 110年会開催- 

池田一芳,3 

 

平成 2年度の同窓会活動(山本勇)、北大薬学部同窓会役員·幹事名簿(平成 2年度)、同窓会 1988

年度会計報告、芳香 37号決算報告、同窓会懇親会会計報告、同窓会費納入者、寄付金を頂いた

方々 

 

編集後記 



編集委員·河原本、川村真希子、久保都美子、宍戸直美、常松理葉、中坪功、藤原俊恵、金光兵

衛(編集委員長)(協力者・青柳静江、右京久美子、梶原理恵子、坂田秀勝、佐藤裕樹、嶋田泰明

(撮影)、西田義憲、牧野一石、松浦克之、宮田列寧(表紙)) 

 

＜第 41号（1992）＞ 

巻頭言·大学の危機-米光宰 

＜昇格＞長沢滋治先生の経歴、教授昇格にあたって—長沢滋治 

＜昇格＞松田彰先生の経歴、教授昇格にあたって—松田彰 

＜昇格＞高橋和彦先生の経歴、Twenty years ago—高橋和彦 

＜新任＞澤田均先生の経歴、転任にあたって—澤田均 

＜転任＞1970年の薬学生—山本勇 

教官の動き·人事異動 

 

＜留学体験記＞米国は留学生も女性上位であった—小野晶 

ドイツ研究生活を振り返って—松岡一郎 

一年間の留学を終えて・米国コロラド州、Rocky Report—堀田清 

アメリカ留学体験記—森岡弘志 

 

＜特集・薬学生の余談・酔談—編集委員会＞ 

＜自治会のページ＞自治会活動で得たもの-自治委員長·塩見哲生,36、研修旅行記-佐藤裕樹,35、

大滝セミナー研修-佐藤太治,36、スポーツ委員-大黒理勝,36、二十億光年の孤独-生協委員·小

島直,36、薬学祭をふりかえって-前田かよ子,36、公開実験部門-瀧本真徳,36、テーマ「BZ反応」

-木下淳,36、テーマ「生活する化学」-青木順子,36、テーマ「あやしい練金術師」・あやしい練

金術師-新妻諭,36、テーマ「ルミノール発光」-菊地哲雄,36、公開実験アンケートより、ビア

ガーデン部門-友保昌拓,36、佐藤太治,36、講演会部門・鍼灸-久保亜希子,36 

 

＜同窓会のページ＞ 

『追悼』—三橋博先生経歴、三橋先生の思い出-清水譲,1、薬学科の移転のあらまし—三橋博(芳

香６号から転載) 

 

あいさつ-同窓会会長·清水良夫,1 

<同窓会便り> 

第 17 回北大同窓会ゴルフ大会に参加して- 

清水良夫,1 

8 期生だよ 全員集合!!-上原南男,8 

近況報告-相浦真人,12 

上田亨先生を偲んで-金子(奥田)千里,9 

北海道立衛生研究所紹介-小川広,14 

広島の生活-山本勇,15 

早 20 年、されど 20年-山下光久,15 

同窓会便り-相川練二,15 

農業と教育-和田啓爾,19 

故上田亨先生の呟き-西田篤司,20 

育児日記-岡本(小玉)則子,28 

一切は顛倒夢想-糠塚守,28 

第 4回ソフトボール大会-藤曲三千代,29 

同窓会だより-中村康則,29 

近況報告-中山(富永)峰子,30 

Letter from KANDA-窪田幸恵,31 

同窓生だより-小森雅之、分析旧職員 

薬学部の友人、先輩諸氏へ-吉井清哲、 

薬剤旧職員 



 

＜なつかしい特別研究実習題目(第 1回)＞22期生(昭和 54 年 3月卒業) 

 

平成 3 年度の同窓会活動(幹事長)、あなたも同窓会費を払わずにはいられない·会計より-山下

俊之,25、WANTED（住所不明者リスト）、北大薬学部同窓会役員·幹事名簿(平成 3 年度)、北大薬

学部同窓会 1990年度会計報告(熊崎隆,16)、同窓会費納入者、寄付金を頂いた方々 

 

編集後記 

編集委員·菊地哲雄、佐藤充治、大滝康一、藤井香織、小野静香、湯浅京子、関谷暁子(協力者·

瀧本真徳、平井友恵、柿本三代、河上夏絵、小島直、塩見哲生、長曾秀幸、新妻諭（撮影·表紙）、

前田かよ子) 

 

＜第 42号（1993）＞ 

巻頭言·21世紀に向けての北大薬学部-米光宰 

＜昇格＞森美和子先生の経歴、生体分子構造学講座を担当するにあたって—森美和子 

＜新任＞橋本俊一先生の経歴、教授就任にあたって—橋本俊一 

＜昇格＞中山仁先生の経歴、思いつくままに—中山仁 

＜新任＞周東智先生の経歴、札幌第 2章—周東智 

＜転出＞柴﨑正勝先生経歴、柴﨑正勝(東大薬学部薬品合成化学·教授) 

＜転出＞北田光一先生の経歴、雑感—北田光一(千葉大医付属病院薬剤部長·教授) 

＜転出＞東日本学園大学に赴任して—谷澤和隆(東日本学園大学薬学部) 

＜転出＞思いきり 20年、そして新たな 20年へ—上田哲男(名大人間情報学) 

＜転出＞転出にあたって—笹井宏明(東大薬学部) 

＜転出＞青年よ、大志をいだき続けましょう！？—袖岡幹子(東大薬学部) 

薬学部の動き·人事異動 

 

＜特集・薬学部における講義とは—編集委員会＞ 

＜自治会のページ＞生徒諸君に寄せる-山口純一,37、大滝セミナー-川崎浩之,37、「研修旅行」

のころの日記-佐藤太治,36、スポーツ委員の日常-相沢秀幸,37、尾崎豊の曲とともに—仕事とま

ったく関係ない話-生協委員・赤澤隆,37、薬学祭·薬学祭・・それは-福島将晃,37、公開実験部

門・ルミノールの怪-島崎(菊池)景子,37、博士と助手の実験ショー-桜田道子,37、展示実験-穴

田仁洋,37、学祭及びステージ雑感-山口純一,37、薬学祭シンポジウム·ショック！食物アレル

ギー-あなたとその謎にせまる-講演・アレルギーの分類とそのおこる仕組み-上出利光·北大免

研、食物アレルギーによるショック病状と皮膚炎-崎山幸雄·付属病院小児科、塞翁がシンポジ

ウム 

 

＜同窓会のページ＞ 

あいさつ-同窓会会長·清水良夫,1 

私達の研究室紹介・代謝分析学講座-鎌滝哲也 

生薬学講座-小林淳一 

同窓生便り ネコのあくび-石橋(渡部)昭子,8 



住めば都-寺澤道夫,12 

「薬有会」報告-井上英夫・紙谷浩之 

ガット薮睨み-羽賀健一,17·コープ札幌生活

文化研 

阿波の不幸が阿呆が阿波に-生塩孝則,18 

私の近況-郡修徳,19 

近況報告-江川(岩城)祥子,25 

ニセコ、10回目の冬-逢坂誠二,26 

近況報告-村田覚,29 

薬草園の中の懲りない面々-もう 5 回目、OB

ソフトボール大会-佐藤秀樹,29 

同窓生便り-森英子,31 

近況報告-小田雅子,31 

 

＜なつかしい特別研究実習(第 2回)＞23 期生(昭和 55年 3月卒業) 

＜昭和 55年 2月 29日特別研究実習発表会プログラム＞ 

実験、研究、医薬品-浦山隆雄,23 

卒業実習の頃の思い出-田中順,23 

三つ児の魂は百まで-卒業実習の思い出とそ

の後-権吉源,23 

卒業実習を振り返って-佐藤豊,23 

卒業実習の思い出-といわれても-？S・N,23 

生物化学教室の思い出-石田勢津子,23 

卒業実習の思い出-富樫（谷川）寿美代,23 

 

平成 4 年度同窓会活動(幹事長·高橋和彦)、1992(平成 4)年度北大薬学部同窓会役員·幹事名簿、

北大薬学部同窓会 1991 年度会計報告(山下俊之、25、監査·井上英夫、田中傳右衛門)、同窓会

費納入者一覧、「同窓会のページ」編集後記 

 

編集後記 

編集委員·高井美和、島崎直也、柴田理一、南保明日香、及川尚子、井上巴、霧島つかさ(協力

者·小川貴徳、吉田裕、山口純一(表紙写真)) 

 

＜第 43号（1994）＞ 

巻頭言·創立 40 周年を迎えるにあたって-栗原堅三 

＜新任＞上野直人先生の経歴、転任にあたって—上野直人(生体機能化学講座·教授) 

＜新任＞多田正純先生の経歴、上野先生との再会—多田正純(生体機能化学講座·助手) 

＜転出＞中山仁先生の経歴、熊本から—中山仁(11,熊本大薬学部·教授) 

＜転出＞北大の思い出—小野晶(24,都立大理学部·助教授) 

＜転出＞雑感—北大薬学部での 10年—紙谷浩之(29,産業医大·助手) 

＜転出＞6年半の海外留学(?)-東田道久(富山医薬大·助手) 

＜転出＞富山・札幌直行便—畑中保丸(富山医薬大) 

薬学部の動き·人事異動 

 

＜特集・教授に聞きたい(アンケート)＞生物物理化学講座-加茂直樹教授、薬剤学講座-栗原堅三

教授、薬品分子生物学講座-有賀寛芳教授、薬効学講座-野村靖幸教授、生薬学講座-小林淳一教

授、代謝分析学講座-鎌滝哲也教授、生体分子構造学講座-森美和子教授、衛生化学講座-長澤滋

治教授、遺伝子有機化学講座-大塚栄子教授、薬品製造学講座-橋本俊一教授、薬品生物化学講

座-横澤英良教授、薬化学講座-松田彰教授、生体機能化学講座-上野直人教授、植物薬品化学講

座-米光宰教授 

 



＜自治会のページ＞大滝セミナー研修-戸田(田中)理恵子,38、研修旅行記-小川貴徳,37、スポー

ツ委員の一日-杉本智洋,38、生協委員-飯田美奈子,38、薬学祭・薬学祭を終えて-実行委員長·

薬師義弘,38、公開実験あれこれ-吉岡久美子,38、俺達の青春-薬学祭ステージについて-清末有

宏,38、シンポジウムあれこれ-武隈洋,38、村井(畑)直美,38-食品添加物/農薬,私達の青春・ビ

アガーデン-妹尾理映子,38 

 

＜同窓会のページ＞ 

薬学科創設 40周年を迎えるに当たって-同窓会会長·清水良夫,1 

＜研究室紹介＞遺伝子有機化学講座-大塚栄子、薬品分子生物学講座-有賀寛芳 

＜北大薬学部 40周年特集＞北大薬学部 40周年を迎えて-伴義雄、一期一会-水野義久、回想·雑

念-有田隆一、北大薬学部の思い出-池原森男、理系離れ-石井信一、ニューヨークでの北大の先

生方との出会いの思い出-金子光、一期生を迎える頃-木村道也、四都物語-金岡祐一、思い出す

ままに-小山次郎 

 

＜同窓生便り＞ 

「札幌の頃」北大、パンセ-細田順一,1 

MR20年-工藤徹,4 

近況報告-川田力,20 

近況報告-原田(田口)文子,27 

英会話は日頃から本当にやっておいた方がい

いですよ-後藤正樹,27 

近況報告-水野憲一,29 

住んでも田舎ですが-笠原憲一,30 

エール大学にて-堀奈緒子,31 

第 19 回北海道大学同窓ゴルフ大会- 

清水良夫,1 

93 年ソフトボール大会総括-相田俊一,31 

 

平成 5 年度同窓会活動(澤田均)、同窓会からのお知らせ-北海道大学薬学部創立 40 周年記念学

術講演会/1994年 11月 26日(土曜日)·北海道大学クラーク会館大講堂·演者-清水譲(ロードアイ

ランド大学)、宇井理生(理化学研究所)、祝賀パーティ/1994 年 11 月 26 日(土曜日)6 時〜8 時·

札幌グランドホテル・グランドホール·北海道大学クラーク会館大講堂、1993(平成 5)年度北大

薬学部同窓会役員·幹事名簿、北大薬学部同窓会 1992 年度会計報告(山下俊之,25、柏柳誠,22、

監査·井上英夫、田中傳右衛門)、同窓会費納入者一覧、「同窓会のページ」編集後記（T・S） 

 

編集後記 

編集委員·今重之(会計)、毛利祐子、白井美穂、安藤香織、植木和子、菊地崇行、坂本博輝(副

委員長)、関顕照(編集委員長) 

 

＜第 44号（1995）＞ 

巻頭言·偶然の発見がもたらしたもの-栗原堅三(薬学部長) 

＜新任＞中島誠先生の経歴、赴任にあたって—中島誠(薬品製造学講座·講師) 

＜新任＞澁谷浩司先生の経歴、札幌での生活を始めて—澁谷浩司(生体機能化学講座·助教授) 

＜転出＞薬学部の 10年—松本健司(北大理学部·助教授) 

＜転出＞北大薬学部そして北海道での 4年間を回顧して—伊東進(阪大薬学部·助手) 

＜転出＞札幌での 10年—中島範行(相模中央研究所) 

薬学部の動き·人事異動 



 

＜特集・卒業論文(アンケート)＞薬品製造学講座-橋本俊一先生、薬化学講座-松田彰先生、生薬

学講座-小林淳一先生、精密合成化学講座-浜田辰夫先生、生体分子構造学講座-森美和子先生、

遺伝子有機化学講座-大塚栄子先生、生物物理化学講座-加茂直樹先生、薬品生物化学講座-横澤

英良先生、薬品分子生物学講座-有賀寛芳先生、生体機能化学講座-上野直人先生、薬効学講座-

野村靖幸先生、薬剤学講座-栗原堅三先生、衛生化学講座-長澤滋治先生、代謝分析学講座-鎌滝

哲也先生、医学部付属病院薬剤部-井関健先生、機器分析センター-池田一芳先生 

 

＜自治会のページ＞「大滝セミナー研修」を振り返って-奥村亮,39、研修旅行記-小澤孝子,38、

スポーツ委員のお仕事-鈴木(冬木)佳織,39、生協委員について-小野(金崎)真紀子,39、薬学祭・

薬学祭を終えて-実行委員長·隅田雄治,39、公開実験を振り返って-饒村健一,39、吉永です·ス

テージ-吉永至宏,39、講演会-平林(田中)綾子,39·食中毒の主役たち-長谷川伸作・道立衛研 

 

＜同窓会のページ＞北海道大学薬学部創立 40 周年記念学術講演会と祝賀パーティー(写真でみ

る講演会と祝賀パーティー) 

＜研究室紹介＞薬効学講座-脳を中心とした病態分子薬理学的研究活動の昨今-野村靖幸、生体

分子構造学講座-森美和子 

＜同窓生便り＞ 

留学体験記-米国子連れ留学記-安住薫,26 

同窓生便り・「札幌の頃」北大、パンセ- 

細田順一,1 

施設紹介·国立札幌病院・北海道地方がんセン

ター-林信幸,2·薬剤科長 

サア、行こう-岡元賢二,3 

All shall die-渡辺博之,7 

半分 U ターンして横浜に来ました-上杉晴

一,8 

間もなく卒後 25年-佐々木珠美,15 

医学部から薬学部に移って-中畑則道,17 

近況報告-松岡耕二,17 

近況報告-小林道也,32 

第 7回薬学部 OBソフトボール大会開催報告書

-黒光貞夫,31 

 

平成 6 年度同窓会活動（澤田均）、北海道大学薬学部同窓会 1993 年度会計報告、1995（平成 7）

年度北大薬学部同窓会役員·幹事名簿、北海道大学薬学部同窓会費納入者一覧、「同窓会のペー

ジ」編集後記(庄司隆,30) 

 

編集後記 

編集委員·川端志津、明石真也、大関健志、松野純子、阿部洋、布施ひとみ、藤井多紀江(副委

員長)、佐藤慎太郎(編集委員長) 

 

＜第 45号（1996）＞ 

巻頭言·薬学教育の改善について-栗原堅三(薬学部長) 

＜転出＞北大での 16年間“一瞬の出来事”—堀田清(北海道医療大薬学部·助教授) 

薬学部の動き·人事異動 

 

＜特集・薬学部六年制(アンケート)-編集委員会＞ 



＜自治会のページ＞大滝セミナー研修に参加して-藤本道夫,40、研修旅行記-大神敏生,39、スポ

ーツ委員の憂鬱-斉藤鉄也,40、生協委員マニュアル-法月崇史,40、薬学祭・薬学祭を終えて-実

行委員長·山崎義征,40、公開実験-NELSON THANG SIONG HENG,40、僕達が偉かったわけ〜薬

学祭ステージ-千葉志信,40、1995年講演会-八尋由美,40・神経毒ガス、サリンを考える-黒岩幸

雄·昭和大薬学部長、ぼくたち・わたしたちの[バンヤック・マカナン]〜薬学祭ビアガーデン-

加藤健太郎,40 

 

＜同窓会のページ＞戦後 50 年を迎えて-同窓会会長·清水良夫,1 

＜研究室紹介＞薬品製造学講座-橋本俊一、生体機能化学講座-上野直人 

＜同窓生便り＞ 

セロリの匂いと当帰の匂い-北大時代の研究

の思い出-永井右近、旧職員 

近況報告-野村哲士,旧職員 

「札幌の頃」北大、パンセ(43, 44 号から続

く)-細田順一,1 

薬学部東京同窓会の活動報告-津田哲司,2 

21 世紀にむけて-創薬研究と薬学教育- 

上田芳雄,院 

ジョギング 10年間の総決算-青木憲一,13 

「薬学」へのおもい-長谷川(阿部)容子,15 

アメリカボランティア報告記-斉藤香織,20 

近況報告·Marine Science と薬学-鈴木聡,院 

在校生へのメッセージ-塚本佐知子,25 

近況報告-宮川深雪,27 

楽しい語学-横田潮路,28 

近況報告-岩松真紀,30 

近況報告-高須俊行,31 

近況報告-安部陽子,35 

第 21 回北大学同窓ゴルフ大会-清水良夫,1 

第 8回薬学部 OBソフトボール大会開催報告書

-山本寛,32 

 

平成 7年度同窓会活動(周東智)、北海道大学薬学部同窓会 1994 年度会計報告(会計·柏柳誠、監

査·井上英夫)、北海道大学薬学部同窓会 40周年記念行事会計報告、北海道大学薬学部同窓会費

納入者一覧、「同窓会のページ」編集後記（H・S） 

 

編集後記 

編集委員·山岸恵美子、神谷あや子、田中慎二、黒澤恵、馬淵朋美、工藤仁一(副委員長)、吉田

龍平(編集委員長) 

 

＜第 46号（1997）＞ 

巻頭言·北大薬学部の近況-栗原堅三(薬学部長) 

＜転入＞ご挨拶—鷲見正人(生物物理化学講座·教務職員) 

＜転入＞自己満足と自己主張—北垣伸治(薬品製造学講座·教務職員) 

薬学部の動き·人事異動 

 

＜特集・アンケー調査にみる薬学生の本音-編集委員会＞ 

＜自治会のページ＞研修旅行記-高田陽美,40、’96 夏 キックベース大会-志賀弘康,41、生協委

員の役割-笹森亮,41、「学祭について」の独り言-伏屋敬博,41、公開実験-佐藤公彦,41、1996年

講演会-海藤善人,41、秋の薬学祭-実行委員長·鳥屋尾淳,41 

 



＜同窓会のページ＞北海道大学創期 120周年記念式典-同窓会会長·清水良夫,1 

大塚榮子さんの学士院賞受賞と一期会- 

清水良夫,1 

薬学部東京同窓会からのお知らせ-会長· 

須賀哲弥,3·東京薬科大教授 

薬学部東京同窓会活動考-松原信義,1 

かいわれ大根は悲しからずや-中澤信彦,2 

ささやかな楽しみ-斉藤静江,4 

題名のない「チャット」-板谷幸一,院 

秋田高専の日々-伊藤俊彦,5 

現役長老 MR の独白-中野壽雄,5 

私的 5期生近況報告-阪田久美子,5 

霞が関の薬学系公務員-槙孝雄,院 

1964年早春「水芭蕉」(詩)-金子正勝,8 

私の中年登山法-平岩真美,14 

近況報告-岡由紀子,15 

近況報告-佐々木則幸,19 

高校野球-荻原雄二,20 

山とスキーと薬剤師のわたし-宮原麻子,20 

近況報告-柴田邦彦,21 

2 人のキヨシさんについて-細谷裕,21 

近況報告-西村裕子,21 

今、薬学·薬剤師を取り巻くもの-井関健,22 

落葉のなかで-木田潔,23 

近況報告-後藤雅史,23 

思うこと-津田重城,24 

近況報告-緒方(三橋)良子,24 

近況報告-石岡伸一,25 

近況報告-浅野忠男,27 

Age35 人生の折り返し点を回って- 

蔦村俊朗,27 

近況報告-相生章博,29 

近況報告-竹貫健二,29 

何か書かなきゃ-太田環,30 

皆さんへなつかしさのお手紙- 

関(阿部)玲子,30 

近況報告・覚せい剤専門家（?!）-上田達生,32 

近況報告-飯野智晴,34 

御挨拶’96-磯野直博,34 

学生時代とは違った薬に対する取り組み- 

高野仁一郎,34 

近況報告-穴田仁洋,37 

近況報告-畑直美,38 

北海道-福岡正哲,39 

近況報告-藤田健一,39 

 

平成 8年度同窓会活動(周東智)、北海道大学薬学部同窓会 1995年度会計報告(会計·安住薫,26、

監査·井上英夫,12、田中傳右衛門,14)、1996 年(平成 8)年度北海道大学薬学部同窓会役員·幹事、

「同窓会のページ」編集後記(佐藤美洋、31) 

 

編集を終えて 

編集委員·古居奈保(会計)、岩本真幸、佐藤良和、西田弥生、小野貴士、渥美奈央子、星野早苗

(副委員長)、篠原史一,41(編集委員長) 

 

＜第 47号（1998）＞ 

巻頭言·研究と教育 薬学部のこの一年-長澤滋治(薬学部長) 

＜昇任＞医療薬学系の講座を担当するにあたって—徳光幸子(3,生体分子構造学講座·教授) 

＜新任＞研究と出会いと環境変化—有吉範高(代謝分析学講座教·助教授)、経歴 

＜新任＞YOSAKOI ソーラン祭り-大熊康修(薬効学講座·助教授) 

＜転出＞転出にあたって-上野直人(基礎生物学研究所·教授) 

＜転出＞北大薬学部を転出にあたって-横井毅(金沢大薬学部·教授) 

＜転出＞転出-石橋正己(千葉大薬学部·教授) 

薬学部の動き·人事異動 



 

＜寄稿＞大学院重点化のスタート-栗原堅三(前学部長) 

＜寄稿＞薬学部大型改修工事を終わって-加茂直樹 

＜特集・新装薬学部へようこそ(写真集)-編集委員会＞ 

 

＜自治会のページ＞排除されそうな僕にとっての薬学祭-加藤二郎,42、薬学祭講演会-福田雄

哉,42、公開実験-米原由夏,42、会計のお仕事-中谷俊之,42、佐々木剛,42 

 

＜同窓会のページ＞ 

『追悼』赤木満洲雄先生経歴、赤木満洲雄先生を偲んで-羽賀正信,1、北海道医療大 

発刊に寄せて-赤木満洲雄(芳香 1号より再掲) 

 

挨拶-同窓会会長·清水良夫,1 

北大薬学教育に望む-小尾陞,旧職員 

創生期期の北大薬学部-中村要,旧職員 

北大同窓ゴルフ大会-清水良夫,1 

訪問薬剤師活動について-細田順一,1 

病院薬剤師として 30有余年-前田昭夫,1 

近況報告-長縄博,2 

近況報告-堀内うた子,4 

六十の手習い-松木克彦,院 

近況報告-桜井謙介,5 

ISO、人、酒、レストラン-中村晃忠,5 

”ビバ”サッカー-野呂忠一,7 

雑感-稲垣隆夫,8 

エンレイソウですか、それともミヤマエンレ

イソウですか-長南雅子,10 

”芳香”の思い出-本間安代,12 

学生時代の思い出と近況報告-奥田福子,12 

病院薬剤師として思うこと-中村郁子,13 

近況報告-岩田法子,14 

近況報告-古田(元木)千代子,15 

イチョウ並木-小林精一,15 

世の中は侭ならぬ-坂本迅,16 

楽-斉藤伸之,19 

18 年目のトラバーユ-小暮はるみ,20 

雑感-猪爪信夫,21 

恨みの報告-柴田邦彦,21 

卒業してからの 18 年-飯島秀夫,21 

学生時代-Science をしましょうというメッセ

ージ-瀬谷司,研究生 

アトピー性皮膚炎:最近分かってきたこと- 

谷尾(山田)敦子,23 

40 本のろうそく-浦山隆雄,23 

近況報告-廣部英子,25 

これから創薬にたずさわる若いみなさんへ-

工藤雅文,26 

思うこと-山谷恵子,26 

私の失敗録-田中幹子,26 

いやあー、サラリーマンは-中井祥二,26 

OB ソフトボール第 10回記念札幌大会- 

扇谷悟,27 

近況報告-土橋昌代,27 

近況報告-市川(香坂)瑞枝,27 

母乳児始末記-山田(井出)智子,28 

近況報告-山路のり子,28 

学生時代の思い出〜現在に至るまで- 

中西優子,29 

昨今の業界事情(ちょっと暗いかな)- 

佐藤文彦,29·武田薬品薬理研 

遠くなる思い出-寺澤豊子,30 

近況報告・・ふと気づけばもう 11年目- 

松尾由佳,30 

神戸大学医学部にて-田村(堀)奈緒子,31 

近況報告-佐藤緑,32 

近況報告-小林道也,32 

近況報告-森俊介,33 

近況報告-貫井斉治,33 

近況報告-中村克徳,37 

文明の利器 vs私-細山広和,37 



近況報告-飯田桂子,37 

学生生活を振り返って-稲野恵子,38 

近況報告-松井美和,38 

近況報告-新家瑠奈,40 

 

平成 9 年度同窓会活動(吉岡忠男,21)、北海道大学薬学部同窓会 1996 年度会計報告(会計·安住

薫,26、監査·井上英夫,12、田中傳右衛門,14)、1997(平成 9)年度北海道大学薬学部同窓会役員·

幹事、北海道大学薬学部同窓会費納入者一覧、「同窓会のページ」編集後記(津田正史,32) 

 

編集を後記 

編集委員·蔵田優子、小原幸平、宮崎雅史、及川真澄、小野寺貴裕、北河利枝、佐々木剛(副委

員長)、亀井浩二郎(編集委員長) 

 

＜第 48号（1999）＞ 

巻頭言·重点化元年-試される北海道大学大学院薬学研究科-長澤滋治（薬学部長） 

＜退官＞北大薬学部一期生の一人として—大塚栄子,1 

＜退官＞北大を去るにあたって—栗原堅三 

＜退官＞退官にあたって-池田一芳,3 

＜新任＞なんというタイミング-五十嵐靖之(生体機能化学分野·教授) 

＜新任＞赴任にあたって-井ノ口仁一(生体機能化学分野·助教授)、経歴 

＜新任＞札幌での生活-本橋健(生体機能化学分野·助手)、経歴 

＜新任＞雑感-和田淳(生体機能化学分野·助手) 

大学院薬学研究科の動き·人事異動 

 

＜特集・製薬企業 Q & A（アンケート）-編集委員会＞ 

＜自治会のページ＞自治会室日記-清水孝洋,44、五香麻衣子,45、工藤高志,44、大滝セミナー-

坂本麻美,45、薬学祭を終えないで-中西正人,43、公開実験-木下真宏,43、広瀬知広,43、薬学

祭を手伝ってみて-工藤高志,44 

  

＜同窓会のページ＞ 

あいさつ-同窓会会長·清水良夫,1 

開設当時を振り返って-青木勇,旧職員 

「芳香」創刊号について-村上一良,1 

第 24 回北大全学同窓ゴルフ大会-清水良夫,1 

卒業 40周年記念旅行会-松原信義,1 

野分あと(俳句)-村上俊孝,1 

北の国の美味(グルメ)-細田順一,1 

私の庭-北大構内-千葉蘭子,5、 

卒後の雑感と近況報告-遠藤俊一,6 

有為転変-菊池正信,9 

パークゴルフに魅せられて-桑原理,10 

愛しの我が家族-高橋克幸,10· 

高橋(岸)淑子,13、 

学窓を離れて-佐々木孝之,12 

近況-榎本信子,12 

私の一週間-高橋英世,13 

予定気候(詩)-近藤摩耶(清田摩澄),14 

近況報告(これからの国立研究機関)- 

岡修一,15 

目黒寄生虫館はご存知ですか？-相内敏弘,院 

十七期の皆さん、お元気ですか？- 

阪井(森沢)裕子,17 

薬学部-そして、今-村井由美子,17 

自身の向こうに見えたもの-黒津幸雄,19 

岩国より-三戸邦郎,19 

出会い-佐伯康弘,20 



近況報告-今も○○の女子大生-吉田晶子,20 

近況報告 つれづれなるままに仕事そしてボ

ランティア-柴早苗,21 

外れない指輪-田川美由紀,22 

ライセンシングのセンス-萩原まどか,22 

茨城県庁が変ります-高村浩亮,23 

新設大学で 9年間を過ごして-山口十四文,23 

チョウセンアサガオ!?今更?-石原島栄二,25 

心あたたかな今日このごろ-金子恵,26 

感激·観劇-西尾珠美,26 

近況報告-前山順一,27 

近況報告-松田智子,27 

HLA-三好ひろみ,28 

Outsourcing for me-安原菜津子,28 

私の道楽について-小田美香子,29 

近況報告-細川祐子,29 

検査薬業界について-石川博幸,30 

元気ですか？-笠松(出原)留利子,30 

第 11 回薬学部 OB 親睦ソフトボール大会報告

書-黒光貞夫,31 

レギュラーバーグディッシュ 300 g とメリー

ゴーランド·白玉で-鵡川徹,34 

原稿はスポーツ委員以来-大黒理勝,36 

近況報告-田谷和也,38 

外から見て初めて見えてくるもの- 

岩田博司,39 

近況報告-斉藤鉄也,40 

初めての学会-前田裕一,40 

カレーな世界-八尋由美,40 

近況報告-神田恵美,41 

スポーツの秋-寺島優子,41 

 

平成 10 年度同窓会活動、北海道大学薬学部同窓会 1997 年度会計報告(会計·安住薫,26、監査·

井上英夫,12、田中傳右衛門.14)、1998(平成 10)年度北海道大学薬学部同窓会役員·幹事 

 

編集後記 

編集委員·大谷論子(会計)、大西英博、筒井基嗣、土谷博之、鶴間一寛、中正道、寺島寛樹(副

委員長)、黒崎陽平(編集委員長) 

 

＜第 49号（2000）＞ 

巻頭言·1999 年、この一年を振り返って-長澤滋治(薬学部長) 

＜退官＞北大薬学部を去るに当たって—徳光幸子,3 

＜転出＞転出にあたって—井上英夫(12,大阪市立大学工学部·教授) 

＜転出＞青森に来て-熊崎隆(16,青森大学工学部·教授) 

＜新任＞北大赴任にあたって-稲垣冬彦(構造生物学分野·教授) 

＜新任＞Millennium を迎えて-原島秀吉(薬剤分子設計学分野·教授)、経歴 

＜新任＞着任のご挨拶-小椋賢治(構造生物学分野·助手)、経歴 

＜新任＞赴任にあたって-瀧本真徳(36,精密合成化学野·助手)、経歴 

大学院薬学研究科の動き·人事異動 

 

＜特集・スーパー解答トリオの薬剤師国家試験救済スーパー作戦（アンケート）-編集委員会＞ 

＜自治会のページ＞雑用係の戯言-清水孝洋,44、自治会の姿とは-工藤高志,44 

 

＜同窓会のページ＞ 

あいさつ-同窓会会長・清水良夫,1 後進の諸賢へ-山本晴彦,旧職員 



聞きかじり J-POP-岡田雅彦,1 

第 25 回北大全学同窓ゴルフ大会を終えて- 

清水良夫,1 

北の国の美味(グルメ)-細田順一,1 

北大薬学部二期生卒後四十周年同期会を終え

て-林信幸,2 

「芳香」と私-永田稲子,3 

物心ついた時、戦争だった-柴田幸子,5 

八起会-上原南男,8 

薬化、九期-関西、私自身のこと、など- 

寿野正広,9 

地中海クルーズに参加して-来海正輝,9 

近況報告-龍口洋子,9 

北海道に憧れ、北大へ-江頭又助,10 

50 歳からの趣味-長南光治,10 

薬は難しい-小野寺善明,11 

近況広告-田中美香子,12 

医薬品の製造現場から-野口豪,12 

三十年目の風信-木村郁子,13 

30 年も前の事-西孝夫,13 

13 期卒後 30 周年記念祝賀会報告と感想- 

板東英雄,13 

思い浮かぶところを掬ってみれば- 

成戸雅子,14 

大学と札幌と私-仁平道子,14 

きみはネアンデルタールをみたか- 

河合信和,14 

厚生省に働くということ-西沢元仁,15 

芳香・15 期同窓便り-山下光久,15 

私、傍系ですが-菊池慎太郎,院 

質量分析室の日々-藤田登子,16 

無駄?-佐々木真知子,17 

遠い土地からの近況報告-久米吉裕,18 

公開講座-橋本和幸,18 

国立大学の独立行政法人化-澤田美智子,20 

バイオテクノロジー!?-藤原純榮,20 

近況報告-新津宇田子,20 

雑感-飯島裕子,21 

はい、中毒 110 番です!-清水朋子,21 

近況報告-鈴木智子,21 

「カタイ話」と「やわらかい話」-田澤秀明,21 

近況報告-松永京子,22 

なぜか結核に-山下康子,24 

変化に富んだ毎日のなかで-伊東敏雅,24 

近況報告-早苗晶子,25 

薬剤師として-中村峰夫,26 

職場紹介-食品化学係-扇谷陽子,27 

近況報告-石田利重,28 

始めが肝心-高野紀子,29 

音楽教室-小林真理,30 

近況報告-小森亜希子,30 

C-x C-f-今井伸一,30 

30 代からの育児-紅谷(日下部)佳代子,30 

ネンキン生活-中垣俊之,30 

月日がたつのは-鈴木(河野)恵子,31 

私の近況-吉澤(松居)優子,31 

学生時代を振り返って今私が思うこと- 

梶原賢太,32 

こんなホームページ開設しました- 

斉藤延孝,33 

第 12 回薬学部 OBソフトボール大会報告書-

井指康裕,34 

ボンジュール!-遠藤久美子,34 

製薬企業から病院薬剤師に転職して-板垣文

雄,34 

近況報告-鳥の鉛中毒、花粉、農薬、産廃、VOC

とテニス-武内伸治,35 

近況報告-お産-守田美和子,35 

キシコ・グアテマラ・ベリーズ-池田荘一郎,37 

近況報告しようかな-小島甲也,37 

近況報告-渡並優子,37 

ビジネススクール-犬伏晃子,38 

近況報告-今重之,38 

近況報告-林裕子,41 

近況報告-渡邊咲子,41 

日々是平穏(ある M1生の生活)-白倉広巳,42 

近況報告-平野敬子,42 

2000年に夢をみて-岡本明,研究生 

 



平成 11年度同窓会活動、北海道大学薬学部同窓会 1998 年度会計報告(会計·安住薫,26、監査·

田中傳右衛門,14、村山俊彦,22)、北海道大学薬学部同窓会会員名簿会計報告(名簿担当理事·周

東智)、1999(平成 11)年度北海道大学薬学部同窓会役員·幹事、北海道大学薬学部傷害教育公開

講座の開催(徳光、高橋) 

 

編集後記 

編集委員·宮川智美(会計)、曽根孝之(副委員長)、山崎千穂(編集委員長) 

 

＜第 50号（2001）＞ 

巻頭言·薬学研究科のこの一年-長澤滋治(薬学研究科長·薬学部長) 

＜退官＞定年退官を迎えて—長澤滋治 

＜昇任＞「昇任」にあたって—井関健(22,臨床薬剤学分野·教授) 

＜転出＞千葉の空気-村山俊彦(22,千葉大薬学部·教授) 

＜転入＞北大薬学部に復帰しました-紙谷浩之(29,薬剤分子設計学分野·助教授)、経歴 

＜新任＞新任のご挨拶-平野剛(臨床薬剤学分野·助手)、経歴 

 大学院薬学研究科の動き·人事異動 

 

＜特集・イマドキの薬学生（＋α）（アンケート）-編集委員会＞ 

＜自治会のページ＞今年度の総括(？)-坂本麻美,45、NMR-河村充展,45、薬学祭公開実験-吉野

太朗,45、薬学祭・講演会-田村恵以子,45 

 

＜同窓会のページ＞ 

薬学科第二期生実習室配置図 

4年目学生特別実習報告会(日時・昭和 34年 3月 11日午后 1時 30 分、3月 12日午后 1時 30分、

医学部南講堂、1人の持時間 10 分、口演時間は内 8分間) 

 

あいさつ-21 世紀の初年-同窓会会長· 

清水良夫,1 

第 26 回北大全学同窓ゴルフ大会を終えて- 

清水良夫,1 

一期生-札幌に集う-清水良夫,1 

医薬品卸の管理薬剤師になって-板東洋右,2 

山旅日記-白馬から八方尾根へ- 

山崎(渡辺)桂子,3 

調剤薬局に勤めて-小林恵子,8 

卒後 32年間の「プロパーから MRへ」- 

小池宏二,9 

近況報告-曽田允子,10 

十一年目の不作-松本弘子,11 

卒業してから現在までをふり返ってみて- 

小田和子,12、 

近況報告-大川トヨ子,15 

北大生協で買った登山靴-林修嗣,15 

田舎からつれづれ短信-笠羽洋一,16 

虎穴-八田慎一,18 

新浦島太郎-札幌の今事情-塚本章,18 

徳光先生のご退官記念行事に参加させていた

だいて-草田雅子,19 

21 世紀における学術情報(製薬企業に勤務し

て)-佐々木直行,20 

卒業 20数年を経て-吉田健二,院 

我が家のアメリカ体験記-子どもの教育- 

藤原明美,21 

ブーメランのように-松久明生,21 



近況報告-前川久子,22 

自転車 4 人乗り-伊藤ゆかり,23 

みんな、ありがとう-権吉源,23 

近況広告:信じられないでしょうが- 

甲野裕之,25 

近況報告-安部直美,27 

お元気ですか。僕は相変わらずです。- 

魚住泰広,27 

薬学部との出会いから-富岡寛顕,27 

二度目の近況報告です-原田文子,27 

とある専業主婦のひとりごと-花岡美奈,28 

4 年間のアメリカ生活-奥由佳子,29 

10 年ぶりの「芳香」への寄稿-佐伯敏彦,30 

薬学卒の専業主婦-中山(富永)峰子,30 

近況報告-吉田亜紀,30 

医薬品の国際開発の現場より-仲野貴子,31 

薬剤師として生きる!?-佐藤全,32 

近況報告-橋本誠,32 

三十而不立。-戸田貴大,34 

炎の転職-長船達也,34 

近況報告-岡(松村)征子,36 

母となって思うこと-長船(岡本)めぐみ,36 

近況報告-長井忍布,37 

ゲノムの時代がやってきて-成田伴子,37 

近況報告-山浦洋介,37 

近況報告〜ニューミレニアムを迎えて- 

斉藤芳郎,39 

思い出の「Acid 鉄工」サッカーサークル-加

藤健太郎,40 

薬学部は出たけれど-鳥屋尾淳,41 

一日一頁-佐藤公彦,41 

「私は誰?」の答えを作っていこうよ!- 

及川真澄,42 

K さんと私-清野千秋,42 

近況報告-福田雄哉,42 

Gabor さんとの研究生活-佐野孝光,43 

近況報告-行武洋,43 

 

平成 12年度同窓会活動、北海道大学薬学部同窓会 1999 年度会計報告（会計·安住薫,26、監査·

田中傳右衛門,14）、2000(平成 12)年度北海道大学薬学部同窓会役員·幹事、北海道大学薬学部生

涯教育公開講座の開催(高橋) 

 

編集後記 

編集委員·田村恵以子(会計)、大塚幸夫、小林正紀、高橋悠子、中川直、横田真二、麦島陵雄(副

委員長)、上杉麻依(編集委員長)(顧問·北浦廣剛,34) 

 

＜第 51号（2002）＞ 

巻頭言·ご挨拶にかえて-野村靖幸(薬学研究科長·薬学部長) 

＜新任＞転入—鈴木利治(神経科学分野·教授) 

＜新任＞転任にあたって—山崎浩史(代謝分析学分野·助教授)、経歴 

＜転出＞転出にあたって-有吉範高(千葉大医学部付属病院薬剤部·助教授) 

＜新任＞冬の洗礼-木原章雄(生体機能化学分野·助手) 

＜新任＞新任の挨拶-市川聡(37,薬化学分野·助手)、経歴 

＜新任＞「新任」にあたり-石山玄明(37,天然物化学分野·助手)、経歴 

 大学院薬学研究科の動き·人事異動 

 

＜特集・教官アンケート結果-編集委員会＞ 

＜自治会のページ＞講座紹介·生体分子薬学専攻-細胞分子薬学講座、創薬化学専攻-創薬化学講



座、生体分子薬学専攻-ゲノム機能学講座、医療薬学専攻-医療薬学講座、創薬化学専攻-機能分

子設計学講座、医療薬学専攻-臨床薬物動態学講座 

 

＜同窓会のページ＞ 

あいさつ”北海道大学創基 125年を迎えて“-

同窓会会長·清水良夫,1 

第 27 回北大同窓ゴルフ大会-清水良夫,1 

あれから何年-笠谷哲市,1 

心の充実-新海弘之,1 

菜園歳時記-退役組の生き生き野菜作り- 

横山晋,1 

二期生同期会”THE HAKONE 2001”の報告- 

秋山和幸,2 

経過した卒後 43年・・雑感-武田哲弥,2 

近況報告-長谷川幸子,2 

秋風に-小林美佐子,4 

近況報告-野村達子,4 

振り返れば-石川(辻)敦子,11 

雑感-牧野育子,11 

卒業して 33 年後の初めての同期会- 

宮崎(吉村)光代,11 

近況広告-安江(長内)明子,12 

夜雨学部時代の思い出と近況報告- 

小西栄一,13 

流れ流れてシンジェンタ-二口欣也,13 

名寄(なよろ)からの手紙-寺山和幸,14 

近況報告兼近未来予想クイズ-鴻池芙美子,15 

近況報告と雑感-佐々木珠美,15 

近況報告-福士由美子,15 

北京の思い出-向當充子,15 

雑感-西野雅代,16 

職場紹介-佐藤達夫,17 

21 世紀の始まり-松岡耕二,17 

変人が変身か?-生塩孝則,18 

近況報告-副瀧昌子,19 

「芳香」によせる近況報告-前田ゆか子,19 

近況報告-近藤(谷内)佐千子,19 

肝炎訴訟に関わって-安井重裕,19 

近況報告-関裕子,21 

私の近況報告-田中康子,21 

遅くなってごめんなさい-シュトウールレーガ

ー・中西真理,23 

日本で三番目に早く「初日の出」を迎える薬

局より-飯田(肥後)和宏,24 

原稿依頼を受けて-橋伸郎,24 

この野菜、無農薬であるか調べてほしいので

すが-佐藤正幸,26 

イギリスの食べ物はほんとうにまずい?- 

安本隆志,26 

芳香に-相馬恵理子,27 

2001年度(第 14回)北大薬学部 OBソフトボー

ル大会ご報告-佐粧摂也,27 

思いつくままに-川合真次,29 

男(女)を磨きに来ませんか?-佐々木淳志,29 

唄って踊れる薬剤師!?-北村(歌川)順子,30 

近況報告-2001年 10月-若林(諸住)なおみ,30 

違う畑を耕しています-長部克典,31 

11 年前をふりかえってみると-櫻田誓,院 

近況報告-伊藤(加藤)久代,32 

2年間のオクラホマ生活体験記-子育てを中心

として-佐藤(島田)知美,32 

早いもので社会人になってもう 10年目- 

正木(小倉)道子,33 

患者になってわかったこと-落藤なぎさ,34 

近況報告-坂口智己,34 

ジャパンに行きたい-中川勉,34 

いま研究を考えてみて-子井詰史朗,院 

ゼブラフィッシュ?それとも十姉妹?- 

宮坂信彦,35 

ことばと研究-佐藤充治,36 

近況報告-今城小百合,37 

シンガポールの思い出-桜田道子,37 

近況報告-西屋禎,37 

実家にて-近況-花井(成田)有子,37 

近況報告-細野(向井)尚,37 

薬学部卒業後 6 年間の歩み-佐々木桂子,38 

Whyだよ、人生は!-海道三都物語-薬師義弘,3

近況報告-湯浅朋子,38 



近況報告-堀勝俊,院 

近況報告-隅田雄治,39 

徒然なるままに-上杉貴子,40 

微生物学実習-桑名利津子,41 

社会勉強の毎日-梁本禎真,院 

ハプニング-近藤真弘,42 

近況-高木知子,42 

これが私の生きる道-大久保久恵,43 

 

平成 13年度同窓会活動、北海道大学薬学部同窓会 2000 年度会計報告（会計·安住薫,26、監査·

田中傳右衛門,14）、2001(平成 13)年度北海道大学薬学部同窓会役員·幹事、北海道大学薬学部第

4 回生涯教育特別講座の開催(森美和子、佐藤美洋) 

 

編集後記 

編集委員·中村陽一(会計)、菊地史朗、柏木仁、大浦和人、中川直、横田真二、鹿島佳一(副委

員長)、高野太樹(編集委員長)（芳香担当·北浦廣剛,34） 

 

＜第 52号（2003）＞ 

巻頭言·北大薬学研究科·薬学部:平成 14 年度の動き·ご挨拶にかえて-野村靖幸(薬学研究科長·

薬学部長) 

＜新任＞新任のご挨拶と北海道に対する雑感—光武進(生体機能化学分野·助手) 

＜新任＞新任の挨拶—穴田仁洋(37,薬品製造化学分野·助手)、経歴 

＜新任＞こんな私ですが-藤枝正輝(代謝分析学分野·助手) 

＜新任＞新任の挨拶-秋田英万(薬剤分子設計学分野·助手)、経歴 

＜転出＞伊勢志摩国立公園内の菅島臨海実験所に赴任して-澤田均(20,名古屋大学理学研究科·

教授·付属臨海実験所所長) 

 大学院薬学研究科の動き·人事異動 

 

＜特集・突撃インタビュー·教官たちの学生生活は？-編集委員会＞野村教授、有賀教授、原島教授、

井関教授 

＜自治会のページ＞自治会の変遷、自治会 present’s 緊急特別企画 test について討論会 

 

＜同窓会のページ＞ 

挨拶-同窓会会長·清水良夫,1 

第 28 回北大全学同窓ゴルフ大会-清水良夫,1 

歴史に満ちた滋賀の旅と私-清水良夫,1 

一期生”in 滋賀県”-新海弘之,1 

近況報告-金島弘恭,1 

三期会のご報告並びに近況報告-宿田康之,3 

近況報告-小田稔,4 

私のミシュラン★★★★★北大編- 

大澤歓一郎,8 

未来の世界を若い女性たちに託して- 

金子(奥田)千里,9 

万年、百獣の王にて候-佐藤重徳,9 

時の過ぎ行くままに!-奥野洋明,10 

仏像見学を続けています-三島きな子,11 

33 年間を振り返ると-初谷(岡田)恭子,13 

13期関東(周辺)地区同期会報告-青木憲一·佐

藤朝一·平重徳·二口欣也,13 

きっと山の上で!!—ある同期生との約束− 

大船一信,13 

気が付くと 30年-山下(大沼)万里子,15 

スペインぶらり旅-梅本健次,院 

薬学部のすぐそばで仕事をしています- 



西方真,16 

すぐ近くです道立衛生研究所!-兼俊明夫,17 

我が町・静内町へ-梅庭和敏,18 

近況報告-田中早苗,18 

近況報告-医薬分業/同期の友人たち- 

山下隆,18 

近況報告-石井由美子,19 

金帰月来-乙黒隆久,21 

近況報告-高橋昭,21 

お久しぶりです-永井賢司,21 

講義に苦心してます-山村充,21 

これまでを振り返って-鷲田尚洋,21 

関西奇譚-田中正英,22 

秋の夜長に思うこと-持田以寿実,22 

オオバナノエンレイソウ(北大の校章)- 

佐藤(山田)崇代,27 

卒業後の私-吉田千鶴子,27 

農水のお仕事-加藤祐輔,28 

スコットランドでの暮らし-吉泉一也,28 

留学とテロ-吉村祐一,28 

近況報告-ちょっとだけ愚痴らせて下さい- 

三崎(佐々木)祐子,29 

卒業してから-阿部(長森)美葉,30 

山登りを始めて 10 年一寸。-佐藤正次,30 

薬学卒業後よくみる悪夢-中田小百合,30 

近況報告-蝦名美貴子,30 

薬学部の思い出と近況-安田信之,30 

子育てと研究は私の両輪-東田(熊谷)千尋,32 

第 15 回薬学部ソフトボール大会報告- 

岩田和憲,院 

卒業後から現在まで-渋谷(森)有紀子,34 

卒業後を振り返ると・・、そして現在- 

内藤博之,34 

はじめての講義-柿崎育子,35 

近況報告-佐藤和代,35 

ただ今、青森満喫中-森哲哉,35 

酒と涙と男と競馬-上元和広,37 

山似ついて-南保明日香,37 

近況報告-白水(斎藤)以久子,37 

最寄り駅は御殿場線下土狩です-千田道洋,38 

近況報告-小野(金崎)真紀子,39 

近況報告-三川麻衣,40 

ジャンケンポン-太田浩子,41 

ヨーグルトケーキレシピ-仁志川京子,41 

忘れかけた記憶-小田玲子,44 

消せなかったメモリー-濱出洋平,44 

人はみかけによらない-横田隆明,44 

私の近況-室屋伸行,45 

懐かしい方々へ-櫻井庸二,研究生 

 

平成 14年度同窓活動、北海道大学薬学部同窓会 2001 年度会計報告（会計·安住薫,26、監査·田

中傳右衛門,14、松田正,26）、2002(平成 14)年度北海道大学薬学部同窓会役員·幹事、北海道大

学薬学部第 5回生涯教育特別講座の開催 

 

編集後記 

編集委員·後藤健吾(会計)、上野怜子、木村優美子、鈴木香奈美、成田朋徳、水丸智絵、中村孝

司(副委員長)、本間広希(編集委員長)（芳香担当·瀧本真徳,37） 

 

＜第 53号（2004）＞ 

巻頭言·活動する北大薬学研究科·薬学部:平成 15 年度の動き-野村靖幸(薬学研究科長·薬学部

長) 

＜退官＞北大薬学部への期待-北大を去るにあたって—濱田辰夫(7,計算有機化学分野·教授) 

＜退官＞思い付くままに—森美和子(6,精密有機合成化学分野·教授)、経歴 

＜新任＞ご挨拶-永田良一(トランスレーショナルリサーチ(新日本科学)寄付講座·客員教授) 



＜新任＞新任の挨拶-新しい夢-鬼頭剛(トランスレーショナルリサーチ(新日本科学)寄付講座·

客員教授) 

＜新任＞新任の挨拶-宇野泰広(トランスレーショナルリサーチ(新日本科学)寄付講座·助手) 

＜新任＞新任にあたって-藤室雅弘(35,生化学分野·助手)、経歴 

 大学院薬学研究科の動き·人事異動 

 

＜特集・青春の 1ページ-編集委員会＞野村教授、五十嵐教授、鎌滝教授、鈴木教授、高橋保教授、

松田正教授、宮崎教授、横沢教授 

＜自治会のページ＞自治会ニュース 

 

＜同窓会のページ＞ 

挨拶-同窓会会長·清水良夫,1 

私の思い出-逸見日出雄,1 

第 29 回北大全学同窓ゴルフ大会-清水良夫,1 

「◯◯は人である。」とは-関哲夫,1 

クラス会と各種会合への参加-稼農明徳,1 

薬学は卒業したけど-亀田裕子,2 

「ノー・ゲッツ!ノー·グローリー!」- 

田辺忠行,2 

北大薬学が青森県を元気にします!- 

須賀哲弥,3 

同窓会・同期会が増えていく-前野倭男,3 

熊野古道(伊勢路)-塘忠夫,5 

子育て体験記-小賀野厚三,6 

由布院クラス会報告-平位和博,7 

武飛馬作(小島の雅号)-小島武,7 

還暦を迎える歳になって-太田和男,9 

還暦に思う-坂本亜州紀,10 

近況報告-山中基資,10 

思いつくままに-傳浩一,10 

”創薬と特許”北大講演-長井省三,11 

うしろをふりかえって、そして近況報告- 

土田清美,12 

ワインと旅を楽しんで-工藤裕子,16 

天然染料に魅せられて-梅田佳津子,19 

今、思うこと-吉町昌子,19 

リサーチャーからサーチャーへ-川田力,20 

近況報告-冨塚俊昭,20 

薬剤師-これってトレビア?常識?- 

西野健三,22 

近況報告-桜井(三河)礼子,22 

近況報告-竹田忠行,22 

調剤薬局に勤めて-千葉静,23 

振り返ってみました-佐々木正克,25 

寸陰惜しむ人なし。これよく知れるか、愚か

なるか(徒然草)-林透,25 

つれづれなるままに-田中(福山)史子,26 

近況報告-大泉巌雄,27 

「どこでもドア」と卒業 20 年を前に- 

片倉(吉田)薫,27 

日本に帰りたいよー!-菊池加奈子,28 

古寺雑感-篠田雅彦,28 

近況報告-鎌戸かおる,29 

薬学部を訪れて-小泉誠,29 

おデブからの脱却-中村(星)千香子,29 

40 歳の独り言-柳比奈子,29 

月日の経つのは早いもので-重野和彦,30 

豊ちゃんへ-渡邉(吉川)美地,30 

あれから 13 年-濱口卓也,31 

胃カメラ(内視鏡)のみました-依田理恵,31 

近況報告-竹谷(橘)倫代,32 

近況報告:流れに任せて飄々としていたら、澱

みにはまりました-谷口睦男,33 

山の国から-海藤巧一,34 

近況報告-清野博之,34 

近況報告-アメリカから-松原(大場)あゆみ,34 

近況です-佐藤裕樹,35 

近況報告-渡辺(義盛)美奈,35 

近況報告-西淳子,36 

近況報告-岩崎(柴田)理一,37 

振り返ってみると-野口栄輝,37 



東京通勤事情-菊地崇行,38 

Kansas 生活まもなく 3年-息子、1歳半!- 

友安(佐藤)千恵,40 

北の国で思うこと-高橋淳子,40 

第 16 回北大薬学部 OB ソフトボール大会ご報

告-小野貴士,41 

近況報告-竹村隆博,41 

これって常識!?-松村裕司,42 

これが私の生きる道-萬(三刀)静恵,院 

近況報告-有坂美夏,43 

近況報告-小川真紀,43 

バイク乗りとして-清水一彌,44 

俺-角道智行,44 

近況報告-高野太樹,46 

 

平成 15年度同窓会活動、北海道大学薬学部同窓会 2002 年度会計報告（会計·安住薫,26、監査·

田中傳右衛門,14、松田正,26）、2003(平成 15)年度北海道大学薬学部同窓会役員·幹事、薬学部

創立 50周年記念式典についてのご案内(佐藤美洋)、北海道大学薬学部第 6 回生涯教育特別講座

の開催 

 

編集後記 

編集委員·中村宣央(会計)、浅沼文恵、辻暁司、中根政憲、吉田佳右、水丸智絵、児玉未央(副

委員長)、榊原ひろみ(編集委員長)（芳香担当·瀧本真徳,36） 

 

＜創立 50周年記念誌（2004年 11月発行）＞ 

北海道大学薬学部創立 50周年にあたって-野村靖幸(薬学研究科長·学部長) 

北海道大学薬学部創立 50周年によせて-同窓会長·清水良夫,1 

＜名誉教授からの寄稿＞ 

設立、発展の功労者達を忍んで-水野義久、旧職員 

創立 50周年を祝して-石井信一、旧職員 

Science, the endless frontier-金岡祐一、旧職員 

思い出すこと-小山次郎、旧職員 

創設期の北大薬学-米光宰、旧職員 

私(わたし)の薬効学-宇井理生、旧職員 

活気が満ちあふれていた薬学部-栗原堅三、旧職員 

5 年ぶりの北大-大塚栄子、旧職員 

北大赴任時の思い出-長澤滋治、旧職員 

学生実習で思うこと-森美和子,6、旧職員 

 

＜同窓生からの寄稿＞ 

初めの頃-教育あっての人、人有っての教育-清水譲,1 

恩師·伴義雄先生の想い出-中川昌子,1 

薬学で得たパイオニア精神-木村哲雄,1 

いま、あの創設期の頃がよみがえる-須賀哲弥,3 

たくさんの人との出会い-徳光幸子,3 

往時は、これ、全て夢-吉沢逸雄,5 

薬剤師教育雑感想-大和田栄治,6 



これからの大衆薬?-中村亨,9 

我が心の故郷、北大薬学部-初山一登,12 

雑感：国立大学の法人化と同窓会組織-堅田利明,17 

過去はともかく、これからの北大の薬学教育に求めるもの-山口路子,20 

現場の薬剤師やってま〜す-西野健三,22 

北大薬学部 50周年に寄せて-津田重城,24 

ニセコ 20回目の冬、その次に-逢坂誠二,26 

北海道大学薬学部創立 50周年に-中村峰夫,26 

薬学部でよかった-扇谷悟,27 

薬学部の思い出と現在-蛯名美貴子,30 

私の薬学部の教育雑感-城戸佳織,33 

創立 50周年にあたって-中嶋美紀,35 

卒業してからの 10 年-仲尾洋子,37 

お気楽人間の 10年間-板垣史郎,42 

 

＜北海道大学薬学部 50年のあゆみ＞ 

北海道大学薬学部の沿革 

北海道大学薬学部 50年史年表 

写真で見る薬学部の歴史 

 

＜北海道大学薬学研究科・薬学部の現状＞ 

薬学研究科·薬学部の組織図 

薬学研究科の現在の教授人（写真） 

分野（研究室）紹介 

施設の紹介 

最近 3年間の研究費獲得状況 

卒業生·修了生の最近の進路・就職動向 

 

＜同窓会＞ 

同窓会の土台づくりに参加して-初代会長·金島弘恭,1 

北海道大学薬学部同窓会の現状-幹事長·佐藤美洋,31 

薬学部東京同窓会-この 10年の歩み-専務幹事·松原信義,1 

北海道大学薬学部同窓会会則 

 

＜新聞・雑誌等に掲載された北大医学部薬学科·薬学部関連記事＞ 

一粒の麦(薬学科のことなど)-薬学部長·赤木満洲雄、旧職員 

人脈北海道·学界編-薬学- 

学舎〜北大 30年〜名誉教授・前日本薬学会会頭·伴義雄、旧職員 

北海道薬学教育機関の歩み-青木勇、旧職員 

雪虫閑話-元薬品有機化学講座教授・池原森男、旧職員 

 



＜資料＞ 

① 歴代学部長 

② 歴代薬学研究科長 

③ 歴代評議員一覧 

④ 名誉教授一覧 

⑤ 医学部薬学科、薬学部および薬学研究科の年度別卒業・修了者数 

⑥ 博士号授与者一覧 

⑦ 学術賞等の受賞者一覧 

⑧ 薬学部在籍教員一覧 

⑨ 薬学部在籍職員一覧 

⑩ カリキュラムの変遷（1期生、28期生、50期生） 

⑪ 卒業論文題名の今昔（1期生、28期生、47期生） 

 

＜第 54号（2005）＞ 

巻頭言·半世紀の実績を基に前進を/北大薬学部平成 16 年度活動報告-野村靖幸(薬学研究科長·

薬学部長) 

＜退官＞私の北大薬学部 18 年—野村靖幸(薬理学分野·教授) 

＜新任＞新任にあたって—中矢正(神経科学分野·助手) 

＜新任＞新任の挨拶-岩野俊介(43,代謝分析学分野·助手) 

＜配置換＞15年ぶりの北大薬学部-三浦敏明(12,分析化学分野·教授)、経歴 

＜転出＞転出の挨拶-中島誠(熊本大学大学院医学薬学研究部·教授) 

＜転出＞30年かけて薬学部を卒業して-柏柳誠(22,旭川医科大学医学部生理学第二講座·教授) 

 大学院薬学研究科の動き·人事異動 

 

＜特集・青春の 1ページ-編集委員会＞宮内助教授、佐藤教授、小林教授、紙谷助教授、稲垣教授、

有賀教授 

 

＜同窓会のページ＞ 

あいさつ-薬学科創設 50 周年記念を終えて-

同窓会会長·清水良夫,1 

第 30 回北大同窓ゴルフ大会-清水良夫,1 

一期会旅行-清水良夫,1 

卒業後の足跡-木村哲雄,1 

旅日記-上田純子,2 

職場(結核)を振り返って-木下清,2 

これからの勤務医師の課題-影浦暁,3 

住めば都の大阪-柴田和則,4 

花菖蒲-彦坂忠俊,4 

八起会 40周年ですよ、暇人の近況- 

添田勝吉,8 

今から ambitious-藤野明治,8 

変動の世代-根岸嗣治,9 

私の趣味と仕事-小田代征治,10 

広い日本早く巡らにや-川西哲治,12 

城跡ハイキングの楽しみ-寺澤道夫,12 

台風 18号-浅沼由美子,14 

医薬品開発のアウトソーシング業界での経験

-佐藤喬俊,15 

一生懸命-吉田清史,院 

近況報告-武智春子,16 

30 年目のプチ同期会-鈴木初代,16 

青春-仁木寿,17 



閑話休題-小田和明,18 

瞬間風速 50.2 m-滝田裕子,18 

修学旅行再現-加我雅代,20 

この 25年-桜井孝人,20 

「桑園」て楽しいです!-山村江里子,21 

雑感-平川良子,22 

末期癌の父を看取って-和田雅彰,24 

原稿依頼にお答えして-ふり返り- 

今井久美子,25 

今、出来る事·今しかできないこと- 

鎌田由佳里,25 

第 17 回薬学部ソフトボール報告- 

後藤正樹,27 

近況報告-竹内公美,27 

近況報告-野崎和吉,27、 

とりあえず、近況報告-世良仁美,27 

近況報告-亀井由科里,28 

近況報告-小島弘幸,28 

2004年秋-岸佳奈子,29 

楽しい(?)役員生活-佐伯尚美,29 

マレイシア-伊月洋子,30 

水に思う-笠原憲一,30 

天使の日々-金澤康子,31 

「芳香」の原稿、と言われても-瀬川紀美子,31 

ポプラ並木に思うこと-濱野宏美,31 

近況-澤谷規子,32 

近況報告-野々村雅彦,32 

近況など-三谷有里,33 

出産しました-北川智子,34 

近況報告-野呂瀬崇彦,34 

近況報告-宍戸直美,35 

近況報告「星のまち、長野をめざして」- 

嶋田泰明,35 

fujino`pharmacy.arizona.edu-藤野裕道,35 

夢中になっている事(もの)、ありますか?- 

鈴木篤,38 

思いつくままに書いてみます-平井真奈美,38 

近況報告(2004年 10月現在)-藤本美穂,39 

やめられない、とまらない。-浦康之,40 

ここはアメリカ?-筒井英之,41 

私の職場-山折大,41 

近況報告-佐々木剛,42 

本物は凄い-徳田淑美,42 

充実した一日が幸せな眠りをもたらすように、

充実した一生は幸せな死をもたらす- 

渡辺瑞貴,46 

 

平成 16年度同窓会活動報告(佐藤美洋,31)、北海道大学薬学部同窓会 2003年度会計報告(会計·

安住薫,26、監査·松田正,26、田中傳右衛門,14)、2004(平成 16)年度北海道大学薬学部同窓会役

員·幹事、北海道大学薬学部第 7回生涯教育特別講座の開催、薬学部創立 50周年記念行事·報告

とお礼(松田彰,15)、創立 50 周年記念誌の編纂にかかわって(三浦敏明,12) 

 

編集後記 

編集委員·都筑奈津子(会計)、林泰弘、千葉紘子、山賀文子、中村文哉(副委員長)、駄場崎泰洋

(編集委員長)（芳香担当·藤室雅弘,35） 

 

＜第 55号（2006）＞ 

巻頭言·ご挨拶にかえて/薬学研究科·薬学部の平成 17年度活動報告-横沢英良(薬学研究科長·薬

学部長) 

＜退官＞北大への恩返し:定年退官にあたって—鎌滝哲也(代謝分析学分野·教授) 

＜退官＞退官(子供のころ)—小林優(8,天然物化学分野·助教授) 

＜昇任＞薬学らしい有機化学を-周東智(23,創薬有機化学分野·教授) 

＜新任＞就任のご挨拶-南雅文(薬理学分野·教授) 



＜新任＞着任のご挨拶-有澤光弘(創薬有機化学分野·助教授)、経歴 

＜配置換＞新任のご挨拶-武隈洋(38,薬物治療情報学分野·助教授) 

＜新任＞着任のご挨拶-小暮健太朗(創剤薬理学(トランスキュー・テクノロジーズ)講座·講師) 

＜新任＞新任のご挨拶-大西英博(43,精密合成化学分野·助手)、経歴 

＜新任＞新任のご挨拶-片山貴博(薬理学分野·助手) 

＜新任＞新任にあたり-鈴木展生(構造生物学分野·助手)、経歴 

＜新任＞新任のご挨拶-南部寿則(薬品製造化学分野·助手) 

＜転出＞8年間の思い出-井ノ口仁一(東北薬科大学分子生体膜研究所·教授) 

 大学院薬学研究科の動き·人事異動 

 

＜特集・来年からどう変る?新しい薬学部-編集委員会＞横沢研究科長へのインタビュー 

 

＜同窓会のページ＞ 

同窓会長退任にあたって-同窓会会長· 

清水良夫,1 

同窓会長就任にあたって-伊藤悳夫,5 

札幌の思い出-池原森男,旧職員 

第 31 回北大同窓ゴルフ大会-清水良夫,1 

娘達と結婚式-稲澤智明,1 

あくび指南-秋山和幸,2 

夏の日の体験-木下清,2 

卒業して 45 年-相沢勝彦,3 

除福の伝承伝説に思うこと-佐藤泰彦,院 

近況報告-白石由美子,3 

健康食品のあいまいさ-上田芳雄,院 

事の始め-工藤徹,4 

雑感:臨床薬学の行方-佐藤哲男,4 

見当違いの世界で生きた者の情報- 

石毛和之,6 

気ままにボランティア活動の日々-乃生勲,6 

近況-荒木和彦,7 

日常断片-砂田裕,7 

焦燥 その 2-渡部博之,7 

40 年目の八起会-上原南男,8 

薬学科最後の卒業期-高橋輝雄,8 

薬学教育 6年制と私-川添政彦,9 

近況報告-小田代征治,10 

北海道へ行った時に作ったへたな漢詩をお送

りします-四宮和子,10 

追悼、11 期生宮崎勝巳さん-清水瓊子,10 

昔々-そして今-山崎トモ子,10 

薬学部の皆様方へ-佐藤征二,11 

通勤ウオーキングで大通公園を楽しむ- 

青木憲一,13 

雪虫に急かされて-佐々木民彦,13 

私の薬局勤務挫折の記-工藤時子,14 

経過報告とご挨拶-四宮貴久,14 

医学部にきて 30余年-誉田晴夫,14 

近況報告-山岡あい子,14 

また行こう紅葉を訪ねて北海道-小泉和夫,15 

合併-高見廣行,15 

追悼と近況報告-田中澄夫,15 

私たちが住んでいるところは徳島です。- 

菅原道治,16 

近況報告-小林桂子,17 

Mexico 結婚式事情-田村和枝,17 

「飢餓海峡」挿入歌、私は生きぬくために-

仁木寿,17、荒橋郁章 

時間は水洗便所のように流れ去った- 

小田切健自,18 

近況報告-50 を過ぎての経験-藤岡聡之,18 

薬局実習について-関根勢津子,19 

院内特殊製剤と私-郡修徳,19 

883マイルの彼方から-中尾楨男,19 

健康を<必死に>支える-北海道立衛生研究所-

中野道晴,19 

沖縄旅行珍道中-石塚宰子,20 

植物採集のことなど-新津和明,20 

これまでを振り返って-渡部伸一,20 



近況報告-小野寺光永,21 

病院薬剤師として-今後の課題-三浦幸子,21 

近況報告-平圭子,22 

久しぶりの帰郷-海老原亮子,23 

少しは大人に-大野美芽,23 

ナノテクノロジーと薬学-畑憲明,23 

薬事というおしごと-安達健一,24 

中毒百科と出会って-渡辺晶子,24 

薬学部から遠く離れて-大佐賀美弦,25 

ボストンでの生活、そして近況- 

西村(蓮本)真理,25 

在校生の皆さんへ-塚本佐知子,26 

芳香によせて-大泉(福中)章代,27 

近況報告-向井(畠山)由美子,27 

私とサザン-福岡英喜,28 

雑感-横田(阿部)潮路,28 

近況報告-内田容佳,29 

理想の仕事-東島恒,29 

元気ですかーつ!?-一戸(朝日)美季,30 

近況報告です。-岩松真紀,30 

ふるさとは遠くにありて思うものかな- 

佐藤宙子,30 

母校を離れると愛校心は増大するのか?- 

庄司隆行,30 

近況報告-前田伸司,30 

部分と全体-渡辺聡,30 

会社が合併して-河上満寿美,31 

近況報告らしきもの-福地由美,32 

近況報告-細川(毛利)信子,32 

ちゅ〜っす♪本間(ひ)っす-本間寛,32 

近況報告-三田(中島)由紀,33 

近況報告-佐伯香,33 

娘の名前はリラです。-相馬(菊地)香苗,33 

My 青春の 1ページ-鈴木理之,院 

近況報告-福島早苗,34 

近況報告-斎藤修一,院 

近況報告-石川(川嶋)早智代,35 

近況報告-久野(安部)陽子,35 

北大での 2年間-小坂康之,院 

近況報告-渡邉利樹,38 

近況報告-栗倉(川野)裕美,39 

近況報告-杉山(稗田)美奈子,39 

皆様いかがお過ごしでしょうか-鈴木智則,39 

子供との時間 in長泉町-瀧澤文健,39 

近況報告-長久保大輔,39 

近況報告-飯田(藤原)素子,40 

近況報告-藤田(田中)博子,40 

近況報告-藤本道夫,40 

近況報告-山本利花,40 

金木犀の香る九州にて-信岡かおる,41 

近況報告-森田(後上)明恵,41 

ニューヨークより-田中真介,42 

主婦のつぶやき-松村(坂本)晴美,42 

趣味-南谷武春,42 

近況等-小川徹,43 

近況報告-関口光広,43 

近頃の私-清水孝洋,44 

最近の出来事-角井碧,45 

近況報告-田村恵以子,45 

長い学生生活-中山洋佑,45 

ドカポン-望月敬浩,45 

近況報告-窪田杏子,46 

近況報告·職場紹介-室友紀,46 

近況報告-永瀬園子,47 

酒と病と薬と仲間-井口寛之,48 

北大と私の関わり-井上一三,研究生 

思い出すまま-小林凉子,研究生 

 

平成 17年度同窓会活動報告(菅原満,30)、北海道大学薬学部同窓会 2004 年度会計報告(会計·市

川聡,37、監査·松田正,26、田中傳右衛門,14)、2005(平成 17)年度北海道大学薬学部同窓会役員

·幹事、北海道大学薬学部第 8回生涯教育特別講座の開催 

 

編集後記 

編集委員·朝田万里子(会計)、古館大樹、桜井遊、荻原浩平(編集委員長)（芳香担当·藤室雅弘,35） 



 

＜第 56号（2007）＞ 

巻頭言·大学院と学部の改組元年/薬学研究科·薬学部の平成 18 年度活動報告-横沢英良(薬学研

究科長·薬学部長) 

＜新任＞街角にて—山本融(神経科学研究室·助教授) 

＜新任＞着任のご挨拶—斎藤望(38,精密合成化学研究室·助教授)、経歴 

＜新任＞新任のご挨拶-米田宏(分子生物学研究室·助手) 

＜新任＞新任のご挨拶-佐藤浩輔(41,薬化学研究室·助手) 

＜新任＞着任のご挨拶-小林正紀(45,臨床薬剤学研究室·助手)、経歴 

＜転出＞転出にあたって-大熊康修(千葉科学大学薬学部·教授) 

＜転出＞ご挨拶-永田良一(株式会社新日本科学代表取締役社長) 

＜転出＞3年間の思い出に感謝して-鬼頭剛(株式会社新日本科学代表取締役副社長) 

＜転出＞薬学部での 3 年間-宇野𣳾広(株式会社新日本科学) 

＜転出＞北大での生活-岩野俊介(43,高崎健康福祉大学薬学部·講師) 

 大学院薬学研究科、大学院薬学研究院の動き·人事異動 

 

＜特集・なるほど THE 大学院-編集委員会＞アンケート、横沢研究科長・五十嵐教授へのインタビ

ュー 

 

＜同窓会のページ＞ 

同窓会長就任にあたって-伊藤悳夫,5 

ある秋の日々-金岡祐一,旧職員 

近況報告-長澤滋治,旧職員 

南部ヨーロッパアルプス展望山歩き- 

今澤正興,旧職員 

第 32 回北大同窓ゴルフ大会-清水良夫,1 

1 期旅行会（富士山を巡る旅）に参加して- 

岡田雅彦,1 

日本古代史の謎解き奮闘記-高橋良明,1 

近況お知らせ-濱野(石井)正子,1 

銅版画と私-松原信義,1 

2 期生同期会 IN YOKOHAMA と伊豆の旅- 

木下清,2 

来し方行く末-池田聡子,4 

企業の研究所と教師の生活-伊藤俊彦,5 

かおりとゆかり-虚実ないまぜの世界- 

中野壽雄,5 

国際汎用添加物への取り組み-槙孝雄,5 

思いつくままに/定年後の近況-町田幹子,10 

還暦 12期生の雑感-穴田久雄,12 

人生の午後はピアノ三昧-赤坂由美子,14 

雑感-荒谷進,16 

御崇町ってしっていますか?-大林雅彦,20 

続高校野球-荻原雄二,20 

星野道夫の死から学んだこと-宮原麻子,20 

星を追っていた日々-山口路子,20 

近況報告-加藤敦子,21 

初めて体験したこと-青木隆子,21 

近況-坂巻弘之,21 

近況報告-細谷裕,21 

薬学教育改革-今、50年目の深呼吸!- 

井関健,22 

近況報告-佐々木陽子,22 

25 年間という歳月-藤井美幸,22 

ゴミに埋もれて-木田潔,23 

マラソンへの挑戦-戸島尚子,23 

最近になって分かってきた自分の事- 

緒方(三橋)良子,24 

メディカル編集·広告業界のお仕事- 

片岡典子,24 



大学生の親になって-石倉尚代,25 

トナカイ犬の事件簿-吉田栄一,院 

北 21 条東 1 丁目から-中永一,26 

思いつくままに、近況報告-佐藤純子,28 

ファイターズの応援に燃えています- 

佐藤正,29 

無題-中川優,29 

変化があるような、ないような- 

中山(高橋)明美,31 

生きてこそ-石岡晴代,32 

また転職しました-城戸佳織,33 

近況報告-矢田武,院 

第 18回北大ソフトボール大会(2005年 10月 8

日、9 日)-小林克也,34 

Harley Davidson and the Marlboro Man- 

八谷俊一郎,34 

藤原さんの近況-今純子,院 

製薬業界から金融業界への挑戦、しかし目指

すところは同じ-長谷川宏之,35 

近況報告-川上ちはる,36 

戦国時代です-近況報告-木下千鶴子,36 

近況報告-赤澤隆,37 

関西で出会った植物-神崎郁代,37 

 

COLLABORATION PART1-宮崎(後藤)順子,38 

がん化学療法における開発的治療研究

(developmental therapeutics):薬学の関わり-藤

田健一,39 

新たなフロンティアへ-宮沢啓貴,39 

日本人であること-荒木麻由,40 

人の縁-三井紀代子,40 

第 19回北大ソフトボール大会(2006年 9月 30

日、10月 1日)-井上悟,41 

ホワイトストーンズ-浅子恵,41 

結婚適齢期って!?-志賀弘康,41 

笑顔と育児について-野々村美香,42 

日々是決戦-向井由幸,院 

同窓会-石崎玲,43 

これから求められる薬剤師-門村将太,院 

いま思うこと-菊池紗綾,44 

近況報告-松本都,46 

芳香原稿-倉本和幸,47 

ふりかえって-神力就子,研究生 

 

平成 18年度同窓会活動報告(菅原満,30)、東京同窓会便り(専務幹事·松原信義)、北海道大学薬

学部同窓会 2005年度会計報告(会計·市川聡,37、監査·松田正,26、田中傳右衛門,14)、2006(平

成 18)年度北海道大学薬学部同窓会役員·幹事、北海道大学薬学部第 9 回生涯教育特別講座の開

催 

 

編集後記 

編集委員·渡会香奈子(会計)、岡田彩香、合田圭佑、塩野真希、安崎友香里、吉河真美絵(編集

委員長)（芳香担当·石山玄明,37） 

 

＜第 57号（2008）＞ 

巻頭言·薬学教育·研究のさらなる発展を期して/薬学研究科・薬学部の平成 19年度活動報告-横

沢英良(薬学研究院長·薬学部長) 

＜退職＞北大を去るにあたって—横沢英良(生化学研究室·教授) 

＜退職＞大きな変換点を迎えて若い皆さんに期待すること—五十嵐靖之(生体機能化学研究室·

教授) 

＜新任＞新任のご挨拶-室本竜太(45,衛生化学研究室·助教) 

＜新任＞新任のご挨拶-山田勇磨(46,薬剤分子設計学研究室·助手)、経歴 



＜新任＞着任のご挨拶-小林正紀(45,臨床薬剤学研究室·助手)、経歴 

＜新任＞着任のご挨拶-田中直伸(薬用植物園·助教) 

＜転出＞ご挨拶-森岡弘志(熊本大学大学院医学薬学研究部·教授) 

 大学院薬学研究院の動き·人事異動 

 

＜特集・かわりゆく薬学部-編集委員会＞井関教授へのインタビュー 

 

＜同窓会のページ＞ 

ごあいさつ-同窓会会長·伊藤悳夫,5 

医療薬学·臨床薬学の教育に望む- 

小尾陞,旧職員 

和歌山から近況報告-宇野泰広,旧職員 

第 33 回北大同窓ゴルフ大会-清水良夫,1 

長寿模索期を迎えた者の一言居士- 

前田昭夫,1 

北大薬学科の思い出-長縄博,2 

北米猛禽類視察旅行-松木勝彦,4 

近況報告-堀内うた子,4 

今は街の認定薬剤師さん-上野宏治,6 

-衛生化学講座-薬物代謝酵素としてのグルク

ロン酸抱合化反応-井柳堯,院 

相撲甚句は語りなり!-野呂忠一,7 

卒業後 44年-古谷(高野)朋子,7 

近況報告-横澤喜美子,7 

42 年目の大江戸八起会-稲垣隆夫,8 

三尺下がって師の影を踏まず-島田和武,院 

本棚から本はあふれて-吉田由美子,10 

南極犬「タロ」の思い出-中村崇治郎,11 

北の桃源郷へ-村田邦久,11 

薔薇のかおり-奥田福子,12 

さいしゅうせいかつ-らくよう- 

佐々木民彦,13 

芳香の思い出と近況報告-塚本憲一,13 

病院実習で学んでほしいもの-中村郁子,13 

10 年後-岩田法子,14 

禁忌から適応症へ-池田正樹,15 

近況報告-小林精一,15 

後半が盛り上がる人生って、エエなあ- 

石田直文,院 

雑感-半場孝義,17 

日本語で-藤原(武山)佳世子,18 

北大の思い出-私の修業時代-三浦偉俊,18 

近況報告-南達,18 

創業時代を越えて-石井暁,19 

近況報告と軽井沢町の紹介- 

高橋(土屋)寿子,20 

私たちに求められる社会貢献-畑慎悟,20 

忘れられない週末-飯島秀夫,21 

最近の出来事-柴田邦彦,21、 

題目:随想-富樫浩之,21 

太宰府天満宮の梅干し-浦山隆雄,23 

瞬間の非日常-安東章,24 

栄枯盛衰:モノ作りリストのお菓子な人生(近

況報告に代えて)-石倉豊昭,25 

グリーフ·ワーク-廣部英子,25 

激動の K 社時代を振り返って-中井祥二,26 

京都→青森(東京経由)珍道中- 

山谷(三位)恵子,26 

「芳香」に寄せて-石毛(藤田)美裕紀,27 

近況報告·井上先生の還暦祝賀会、レーン夫妻、

そして「死霊」-市川瑞枝,27 

家族紹介!!-升田千春,27 

化学物質過敏症(CS)-山田智子,28 

ジーンのちから-石金全人子,31 

浅見光彦(辰巳啄郎)が取材に来た神戸の女子

大で教えています-田村(堀)奈緒子,31 

自動車免許(AT限定)を取りました- 

小林道也,32 

近況報告-皆見政好,32 

札幌を離れて 10 年-みなさまいかがお過ごし

ですか?-寺尾晶子,34 

近況報告-中藤(栗原)弘子,34 

近況報告-佐藤壮一,37 

日々是好日-細山広和,37 



2 つの母校-岡田(今野)裕子,院 

近況報告-小林淳一,院 

卒業して今日までの日々-平林(田中)綾子,39 

科捜研の男-間忍,41 

近況報告-間(安達)奈緒子,41 

研修医の妻のひとりごと-伏屋桂,41 

近況報告-野村淳,43 

「マジかー!?」のある生活をふりかえって-

稲垣裕一,44 

近況報告-工藤高志,44 

島の暮らし-畑田崇,44 

おいらはドラマー-北卓也,45 

近況報告-植村広敏,47 

病棟薬剤師の一日-小林葉子,47 

近況報告-菅原麻未,48 

北大から巣立つひとに思うこと- 

瀬谷司,研究生 

北大時代に覚えた趣味-高橋敦男,研究生 

<第 20 回北大薬学部ソフトボール大会-2007

年> 

1)僕たちのエピローグ-松田正,26 

2)北海道大学薬学部同窓会の報告-扇谷悟,27 

3)わが青春にゲームセット-蔦村俊朗,27 

4)薬学ソフトボールの時代、薬学同窓会ソフ

トボールの総括-後藤正樹,27 

5)第 20 回(最終回)北大薬学部ソフトボール

大会の１コマ-中西(田代)優子,29

 

2007(平成 19)年度同窓会活動報告(菅原満,30)、東京同窓会便り-北海道大学薬学部東京同窓会

2007 年活動報告(専務幹事·西沢元仁,15)、北海道大学薬学部同窓会 2006 年度会計報告(会計·

市川聡,37、監査·松田正,26、田中傳右衛門,14)、2007(平成 19)年度北海道大学薬学部同窓会役

員·幹事、北海道大学薬学部第 10回生涯教育特別講座の開催 

 

編集後記 

編集委員·林香予子(会計)、市丸泰介、長谷川裕之、佐藤匡、幸田康生(編集委員長)（芳香担当

·石山玄明,37） 

 

＜第 58号（2009）＞ 

巻頭言·一歩後退、そして二歩前進を目指して-松田彰(15,薬学研究院長·生命科学院長·薬学部

長) 

＜退職＞退職にあたって—加茂直樹(生物物理化学研究室·教授) 

＜新任＞新任のご挨拶-武田宏司(医療薬学分野·教授) 

＜昇任＞１からのスタート-木原章雄(生化学研究室·教授) 

＜新任＞着任のご挨拶-中川宏治(40,臨床病態解析学研究室·助教) 

＜新任＞着任挨拶-小原圭介(生化学研究室·助教) 

＜新任＞ご挨拶-井出聡一郎(薬理学研究室·助教) 

＜転任＞銀杏並木の北 12条から桜の松山城へ-松岡一郎(松山大学薬学部·教授) 

＜転任＞私と北大、島根大との不思議な縁-松本健一(島根大学総合科学研究支援セ·教授) 

 大学院薬学研究院の動き·人事異動 

 

＜特集・薬学卒業生の就職分野-編集委員会＞アンケート 

 

「先輩と語る」講演会報告（講演内容の概要と Q & A） 



第 1回 逢坂誠二,26、「思え!!-切り拓く力をつけるために-」 

第 2回 小林精一,15、「創薬を目指す北大薬学部の若い研究者へ」 

第 3回 清水譲,1、「6年制薬剤師教育の目指すべき方向性^米国での経験、教訓-」 

第 4回 松田勉,24、「より有効でより安全な医薬品をより早く医療現場に届けるために」 

 

＜同窓会のページ＞ 

『特別寄稿』村上一良君を偲んで-清水譲,1 

 

ごあいさつ-同窓会会長·伊藤悳夫,5 

法人化後の北海道大学-大塚栄子,1 

第 34 回北大同窓ゴルフ大会-清水良夫,1 

一期生知床に旅する-清水良夫,1 

夏空港(薬学科一期生の旅)-村上俊孝,1 

2 期生同期会-木下清,2 

紅葉(もみじ)雑感-人の思い-西田聖,2 

お国自慢-小林良弘,4 

荊妻幸子のこと-桜井謙介,5 

恵迪寮・楡影寮卒業生としての近況- 

山田正幸,5 

近況報告-浜田辰夫,7 

社会にでて困ったこと-平山耕一郎,院 

私とテニス-姥澤賢,10 

晴耕雨読-遠藤徹,11 

近況報告 Part II-佐々木孝之,12 

木民(もくたみ)と号するのこと- 

佐々木民彦,13 

城郭を巡る-中山忠弘,13 

大阪からの近況報告-清田摩澄(近藤摩耶),14 

ジョンの独り言-山田峰夫,14 

近況報告-岡修一,15 

いつでも科学、そして化学-利根斉,16 

タンタン代筆す-内田丘,17 

近況報告-阪井(森沢)裕子,17 

懐かしいそろばん街道-本庄祐子,17 

丁年を迎えて-吉岡貢,17 

不思議なエネルギー-永吉規子,19 

地上のぎんなん呟き-上原陶子,21 

地球温暖化と自然農法と武道-冨岡淳,22 

マリーゴールドとビールとナメクジ- 

田川美由紀,22 

近況など-藤林玄二,22 

雑感-近藤信雄,23 

あいちゃん-牧邦子,23 

五十路、駆け出したけれども-山口十四文,23 

筆の進むままに-長島(伊東)亜希子,24 

老後のお友達-石原島栄二,25 

ふりかえって-金子(小坂)恵,26 

思いつくままに-石川千春,27 

近況報告-前山順一,27 

食の安全について-松田智子,27 

大学(院)生の皆さんへ、安全性部門とは- 

安原菜津子,28 

近況報告-清水恵子,29 

近況報告-40 代半ばとなり-石川博幸,30 

ミドル 40の再考「城の崎にて」-國安明彦,30 

”ハッカ”と”ハーブ”の街で暮らしており

ます-金澤勉,31 

元”薬剤ザールズ”の一員だった女のその後

-佐々木(末永)麻子,32 

近況報告-川原(佐々木)牧子,32 

国家試験は大事です-伊藤邦郎,33 

サミットイヤーのお仕事-吉津智史,34 

2008年 10月の日記-鵡川徹,34 

僕が会ったすごい人-一木浩,35 

近況報告-山本(久保)都美子,35 

近況報告(2008年 10月)-上西奈美,37 

近況報告-仲尾洋子,37 

近況報告-松野孝子,38 

楽しく過ごしています-佐々木(藤崎)博子,39 

薬剤師としての歩み-大野(永廣)和美,39 

拝啓北浦先生-森勝弘,39 

近況報告-飯田聡夫,40 

生命のカクテル-八尋由美,40 

私の三名山-奈賀高志,40 



疾不必生 徐不必死-土谷博之,43 

再会と現況-稲葉靖忠,44 

近くて遠い津軽海峡-曽根孝之,44 

愛すべき大阪人!-神山知子,44 

近況報告-本坊和也,44 

評価系が大事-谷本充英,45 

日記ノススメ-山脇実,45 

ブラックエブリデイ、如何お過ごしですか?-

折戸裕哉,46 

近況報告-木下武士,47 

縄文杉に会いに行きました-高桑美冴,47 

新たな趣味-内藤志保,48 

近況報告-蓮井聡子,48 

近況報告-森卓哉,48 

北海道を離れて-櫻庭大子,49 

近況報告-山口怜華,49 

近況報告-板垣香織,51 

出会い-恒川富美子,研究生 

 

2007(平成 19)年度同窓会活動報告(菅原満,30)、北海道大学薬学部同窓会 2007年度会計報告(会

計·市川聡,37、監査·松田正,26、田中傳右衛門,14)、薬学部創立 50周年記念寄付金の取り扱い

について-三浦敏明,12、2008(平成 20)年度北海道大学薬学部同窓会役員·幹事、薬学部東京同窓

会から-2008年 3月日本薬学会横浜年会に合わせて、総会·懇親会を開催(専任幹事·西沢元仁,15)、

北海道大学薬学部第 11回生涯教育特別講座の開催、薬学部で「心の健康」をテーマにメンタル

ケア講習会を実施-安全対策委員長·武隈洋,38、あなたも SP をやってみませんか??、同窓生の

皆様、アンケートにご協力お願いします-三浦敏明,12 

 

編集後記 

編集委員·柴野さや子(会計)、坂本達彦、北野喜隆、成田郁美(編集委員長)（芳香担当·穴田仁

洋,37） 

 

＜第 59号（2010）＞ 

巻頭言·「研究者養成」の旗を高く掲げて-松田彰(15,薬学研究院長·生命科学院長·薬学部長) 

＜退職＞北大での 11年間の研究生活—退職を迎えるにあたって—稲垣冬彦(構造生物学研究室·教

授) 

＜退職＞北大を去るにあたって-北大に感謝!-三浦敏明(12,分析化学研究室·教授) 

＜昇任＞新任のご挨拶-菅原満(30,薬物動態解析学研究室·教授) 

＜新任＞新任のご挨拶-佐々貴之(生化学研究室·講師) 

＜新任＞新任のご挨拶-南保明日香(37,衛生化学研究室·講師) 

＜新任＞新任のご挨拶-齋藤有紀(神経科学研究室·助教) 

＜新任＞新任のご挨拶-佐藤夕紀(薬物動態解析学研究室·助教) 

＜新任＞新任のご挨拶-仁木(高橋)加寿子(43,分子生物学研究室·助教)、経歴 

＜新任＞生意気になってみませんか-美多剛(精密合成化学研究室·助教) 

＜新任＞新任のご挨拶-村中一大(49,薬化学研究室·助教) 

＜転任＞転出のご挨拶-南川典昭(30,徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部·教授) 

 大学院薬学研究院の動き·人事異動 

 

＜特集・変わりゆく薬事法-編集委員会＞ 

 



2009年度「先輩と語る」講演会報告(講演内容の概要と Q & A) 

第 5回 西剛秀,23、「製薬企業における創薬研究」 

第 6回 神谷晃,13、「治験・製造販売後調査および臨床研究に対する薬剤師の貢献」 

第 7回 小柳正之,24、「知的財産権の保護を巡る動向」 

第 8 回 堅田利明,17、「細胞のシグナル伝達系に介在する G タンパク質 Gi の発見から G タンパ

ク質が果たす役割の拡大に向けて」 

 

＜同窓会のページ＞ 

『特別寄稿』木村道也先生を偲んで-三浦敏明,12,分析化学研究室·教授) 

 

ごあいさつ-同窓会会長·伊藤悳夫,5 

思い出すままに-有坂文雄,旧職員 

フランソワーズさんのこと、フランス語の勉

強のこと-岡田雅彦,1 

卒業して 51 年-清水良夫,1 

ハマナスと核酸化学の思い出-山崎晤弘,3 

「スイスアルプス花図鑑」を出版しました-

内田一也,4 

古希を迎えて-小口猛男,7 

歴史と異国情緒の街で-坂下凱,8 

秋の朝-吉田博紀,8 

雑感-来海正輝,9 

老いの日々-寿野正広,9 

親の家を片付けるということ- 

速水(成田)朋子,10 

同期会 2009 札幌-小野寺嘉明,11 

近況報告-中山仁,11 

製薬メーカーに勤めて 38年-野口豪,12 

ホッキョクグマの話-福田努,12 

長年の夢叶う-井上眞一,13 

母の自伝を書き終える:自費出版のお勧め- 

河合信和,14 

思い浮かぶままに-米川賢,14 

定年退職目前-尾崎進,15 

ほぼアラ還の同期の皆様へ-ヒト恋しく思え

る今日この頃-山下光久,15 

長くてあっという間の地方公務員生活を振り

返って思うこと-久米吉裕,18 

北海道ユニバーサル上映映画祭を知っていま

すか?-橋本和幸,18 

浮き草のごとく漂って-農学部、薬学部、医学

部そして今は工学部-菊池慎太郎,院 

〆切ギリギリまで取り掛からない悪癖は変わ

らず-輕部(斉藤)亮子,20 

これからの薬剤師の仕事について- 

深澤一郎,20 

日ハムファン、北大ファン-清水保明,21 

卒後 30年-泉澤(田中)恭子,23 

30 年の年月:1/3,000 から 1/20,000 へ- 

横田智広,23 

我が家にお掃除ロボットがやって来ました-

伊東敏雅,24 

近況報告?-阿部宏美,26 

人生半世紀-中村峰夫,26 

近況報告(業態関係の業務)-岡本明,研究生 

「考える」薬剤師-高野紀子,29 

雑文-瀧基彦,29 

近況報告-今井伸一,30 

母親は忙しい-紅谷佳代子,30 

近況報告-岡嵜千賀子,31 

あれから、また十年-鈴木(河野)恵子,31 

製薬会社の営業部門で 20年-最初は MR、そし

て今は-松井大樹,31 

近況の報告-板垣文雄,34 

近況報告-木谷史郎,34 

共働きのこと、子育てのこと-小畠康弘,34 

近況報告-上山英二,35 

近況報告-奥原(平井)友恵,36 

やっぱりやめられないこと-木下清,36 

近況報告-村上(渡並)優子,37 

余命宣告-中谷(伊東)抄織,38 

近況報告-宍倉(安國)美絵,39 



息子との利尻礼文旅行-西澤(山岸)恵美子,40 

札幌を離れて-上村聡志,43 

近況報告-寺内健,43 

近況報告-大石寛之,44 

近況報告-新井(久保)さやか,44 

近況報告および薬学教育の変化について- 

大村友博,46 

近況報告-柏木仁,46 

近況報告-木下(木村)優美子,47 

学生生活最後の年に-中村孝司,47 

カンボジア旅行記-伊藤彩子,48 

思い出など-高橋洋平,48 

誰かへの手紙みたいな文になってしまいまし

た-中根政憲,48 

いまだに職業は学生です-羽田沙緒里,49 

近況報告-平田美紀枝,49 

趣味の話-冨高彰,50 

ふたまわりでひとくぎり-寺田晴奈,51 

初恋の人からふるかわさんへお手紙が届きま

した-古川亮,51 

 

2009(平成 21)年度同窓会活動報告(菅原満,30)、北海道大学薬学部同窓会 2008年度会計報告(会

計·市川聡,37、監査·小川廣,14、松田正,26)、2009(平成 21)年度北海道大学薬学部同窓会役員·

幹事、北海道大学薬学部東京同窓会から-2009 年総会·懇親会は、7月 4日(土)に学士会館(東京)

で開催(専任幹事·西沢元仁,15)、北海道大学薬学部第 12 回生涯教育特別講座の開催、第 17 回

ファーマサイエンスフォーラムのお知らせ 

 

編集後記 

編集委員·藤司亜也(会計)、若島健志、木原由佳理、田中伸明、岡村拓也(副委員長)、清水崇(編

集委員長)（芳香担当·穴田仁洋,37） 

 

＜第 60号（2011）＞ 

巻頭言·春よ早く来い-松田彰(15,薬学研究院長·生命科学院長·薬学部長) 

＜新任＞新任のご挨拶—前仲勝実(生体分子機能学研究室·教授) 

＜新任＞新任のご挨拶-尾瀬農之(生体分子機能学研究室·准教授) 

＜昇任＞新任のご挨拶-金田勝幸(薬理学研究室·准教授) 

＜新任＞新任のご挨拶-柴山良彦(臨床薬学教育研究セ·准教授) 

＜新任＞新任のご挨拶-小倉次郎(49,臨床薬剤学研究室·助教) 

＜新任＞新任のご挨拶-黒木(福原)喜美子(生体分子機能学研究室·助教) 

＜新任＞新任のご挨拶-羽田沙緒里(神経科学研究室·助教) 

＜転出＞愛媛大学理学部に転任となりました-紙谷浩之(29,愛媛大学理学部·教授) 

 大学院薬学研究院の動き·人事異動 

 

＜特集・ジェネリック医薬品と新薬-編集委員会＞ 

 

2010(平成 22)年度「先輩と語る」講演会報告（講演内容の概要と Q & A） 

第 9回 水口清,25、「製薬企業における R & D」 

第 10 回 川崎ナナ,27、「国立試験研究機関におけるレギュラトリーサイエンス〜バイオ医薬品の

品質·安全性評価を国際協力〜」 

第 11回 佐藤嗣道,28、「薬害の歴史と薬物治療のリスク管理-サリドマイド被害者の立場から-」 



第 12 回 佐藤誠二,19、「病院薬剤師進化論-医療現場から後輩へのメッセージ」 

(松田彰、菅原満) 

 

＜同窓会のページ＞ 

ごあいさつ-同窓会会長·伊藤悳夫,5 

天地者万物之逆旅-清水譲,1 

北大薬学って?-美口智明,1 

後期高齢者-板東洋右,2 

3 期生卒後 50周年記念旅行雑感-池田一芳,3 

思い出すことなど-多田宏,4 

「薬の恩」&「二重虹」-村岸基量,7 

先達の言葉-吉田雄三,8 

時を紡いで-藤井玲子,10 

引越荷物のはざまからのツイートです- 

曽田(辻)允子,10 

専業主婦になる少し前の話- 

松本(柿崎)弘子,11 

エンジョイ単身赴任、エンジョイ四国- 

岡誠,12 

薬学部 6 年制の途上で-関川彬,12 

雑感-初山一登,12 

卒後 40年に思う-岩堀洋,13 

漢詩四首-渡邉和幸,14 

中安敏郎さんのことなど-佐藤昇,17 

下宿の思い出-稲葉純一,18 

059(オー・ファイブ・ナイン)バンクーバーの

思い出-川村多恵子,18 

惑い-八田慎一,18 

「県庁所在地山口市」を紹介します- 

草田(大塚)雅子,19 

大学卒業から現在までを振り返りながら- 

長谷川邦子,19 

東京スカイツリーと単身赴任-佐々木直行,20 

近況報告-吉田健二,院 

生命、ギフト、自然-松久明生,21 

”思い出を語る会”に出て-思うこと- 

横山(八百)克子,21 

いつも二人で歩いていた-権吉源,23 

近況報告-佐藤豊,23 

薬剤師としての 30 年を振り返る-田中順,23 

2 位じゃだめなんですか?-西剛秀,23 

思うこと-横内小静,25 

近況報告-梅原順子,27 

薬学部＋教育学部＝力量ある教員養成- 

冨岡寛顕,27 

Animal subjects and Human subjects- 

佐々木貴代,28 

としろうおじちゃん-花岡美奈,28 

同期会報告-奥由佳子,29 

認知症とともに世界を、日本を廻ってきた 12

年-武田峰之,29 

夢を持ち続けることの効用- 

辻本(金子)貴江,29 

Where am I and where am I going?- 

佐伯敏彦,30 

近況報告-吉田亜紀,30 

１泊３万円也-中山(富永)峰子,30 

「つくしんぼクラブ」に感謝!-小林夏実,34 

親友-坂田秀勝,35 

近況報告-佐藤全,36 

近況報告-山吉康子,39 

将来の道-佐藤公彦,41 

足湯のすすめ-福田雄哉,42 

回想-橋田修吉,院 

近況報告-水野(岩橋)彩,42 

ほうこう-鹿島理沙,院 

多病息災の時代-鹿島桂一,46 

三重から-梶間勇樹,47 

近況と仕事について-久米麻耶,47 

職場紹介と近況報告-佐治千明,49 

だらだら話-林泰弘,49 

近況報告-大原格,50 

持たれつ持たれつ。-瀬川雅博,52 

みんなへ一言-吉田直樹,52 

科学への誤解・反感への一つの回答- 

鵡川真実,52 

鈴木章先生ノーベル化学賞ご受賞-北垣伸治,

旧職員 



つれづれなる今昔物語-東田道久,旧職員 

 

2010(平成 22)年度同窓会活動報告(幹事長·菅原満,30)、北海道大学薬学部同窓会 2009年度会計

報告(会計·市川聡,37、監査·小川廣,14、松田正,26)、北海道大学薬学部同窓会「同窓生交流促

進基金」2009 年度会計報告(会計·市川聡,37、監査·小川廣,14、松田正,26)、北海道大学薬学部

同窓会「集い·2009」2009 年度会計報告(会計·市川聡,37、監査·小川廣,14、松田正,26)、2010(平

成 22)年度北海道大学薬学部同窓会役員·幹事、北海道大学薬学部東京同窓会から-2010年総会·

懇親会は、7 月 10 日(土)に学士会館(東京)で開催(専任幹事·西沢元仁,15)、北海道大学薬学部

第 13 回生涯教育特別講座の開催 

 

編集後記 

編集委員·平間詠子(会計)、竹越有香(副委員長)、高田一輝(編集委員長)（芳香担当·武隈洋,38） 

 

＜第 61号（2012）＞ 

巻頭言·学部長 4年間のまとめ-松田彰(15,薬学研究院長·生命科学院長·薬学部長) 

＜新任＞新任のご挨拶—大野祐介(49,生化学研究室·助教) 

＜新任＞久しぶりの薬学部にてこれまでの研究を思い返してみました-今重之(38,衛生化学研

究室·助教) 

＜新任＞新任のご挨拶-福田隼(創薬有機化学研究室·助教) 

 大学院薬学研究院の動き·人事異動 

 

＜特集①・復活!!薬学祭-薬学祭を振り返って＞山崎莉佳,57、薬学祭-霜田健斗,57、公開実験-勝山

彬,57、薬学祭のおもひで-渡邉綾香,57、復活☆薬学祭-黒井萌花,57 

＜特集②・東日本大震災から感じた薬学生の役割-編集委員会＞ 

 

2011(平成 23)年度「先輩と語る」講演会報告（講演内容の概要と Q & A） 

第 13 回 近藤信雄,23、「食品企業における創薬研究と 29 年間の会社生活で学んだこと」 

第 14 回 松田俊之,24、「病院薬剤師の現在、過去、そして未来」 

第 15 回 津田重城,24、「厚生労働省、国際機関および NPOでの経験」 

第 16 回 藤山秋佐夫,16、「先端ゲノミックスが拓く生命科学の新展開と薬学への応用の可能性

について」 

(松田彰、菅原満) 

 

＜同窓会のページ＞ 

ごあいさつ-同窓会会長·伊藤悳夫,5 

短歌-笠谷哲市,1 

赤木先生、東大赤門、本郷の思い出·不思議な

偶然の出会いと恩師への感謝-新海弘之,1 

丸太小屋-建てました-横山晋,1 

4 期生卒後 50周年記念同期会-小林美佐子,4 

雑文-佐々木希吉,4 

卒業 50周年-野村達子,4 

思い出とこれから-竹本智郁子,5 

華胥の夢-中野壽雄,5 

あれやらこれやら-服部保次,7 

徒然なるままに-林公明,8 



解ったこと-石川(辻)敦子,11 

近況-牧野育子,11 

「テロメア」と近況報告-小西榮一,13 

徒然なるままに-田村寛子,13 

田舎生活における老後の文武両道- 

二口欣也,13 

ギリギリの人生-横田秀章,13 

八丁堀鍼灸院を開設-向當充子,15 

ふれあいのひととき-柏倉正,16 

卒業後 40年!-瀬田石憲邦,16 

定年そして娘の結婚-西野雅代,16 

富士登山に挑んで-佐藤達夫,17 

10 年ひと昔-松岡耕二,17 

星屑の願い-稲垣由起子,18 

落語研究会そして、その後-上野芳男,18 

還暦を迎えて-小寺一,19 

近況報告-近藤佐千子,19 

最近思うこと-安井重裕,19 

銀杏-和田啓爾,19 

ホメオステーシス(恒常性)の世界- 

大熊成憲,20 

「米国の国立公園めぐり」と「薬 YAKU ラン

ナーズ」-田中隆子,20 

3 月 11日-関裕子,21 

近況報告-八木(山元)三千代,21 

近況報告-伊藤(大谷)恭子,23 

近況報告をお礼に代えて-遠藤(織岡)令子,23 

学生時代の思い出-近況報告-真野勉,25 

ハワイってどんなところ？-佐藤正幸,26 

卒業して 20 数年、北大の「地域医療再生計画

に伴う在宅医療講習会(全 16 回)」に学ぶ- 

相馬恵理子,27 

近況報告-中島範行,27 

歌は世につれ-佐藤浩樹,28 

迫りくる第二の卒業-佐々木淳志,29 

30期のみなさん、お元気ですか?-内田泰輔,30 

近況報告-熊澤薫,30 

皆さんそして北海道へのお礼- 

酒井(保野)直美,30 

この十数年を振り返って-小林(森)英子,31 

昔を振り返って-櫻田誓,院 

東日本大震災の日の私-藤川和久,32 

近況報告-本間(武井)美樹子,33 

ご縁を大切に-正木(小倉)道子,33 

北大薬学部在学生(同窓生)のためのハローワ

ーク!!-調剤薬局の薬剤師というお仕事- 

坂口智己,34 

浮かび上がった世界地図- 

陣川(真鍋)いづみ,34 

Do you have a dream? Yes, I do! I DO have 

ANOTHER one!-村上祐介,34 

近況報告-西屋禎,37 

Why だよ!人生は-岐阜県多治見市編- 

薬師義弘,38 

近況報告-加藤雅也,39 

近況報告&当たり前のことが一番難しい?- 

隅田雄治,39 

近況報告·友との再会、再会、再会- 

山下(金内)美紀,40 

これまでの仕事を振り返って-古賀芳,41 

近況報告-田島(最上)明子,41 

あれからの 10年間を振り返る-梁本禎真,院 

’11/3/11 から-上田(高木)知子,42 

近況報告-近藤真弘,42 

近況報告-布施(小川)千絵,44 

「近況報告、自作のクイズ等、何でも結構」

と聞いて-上村道尚,45 

「２」-齋藤善也,45 

災害支援と薬剤師-山口(高地)章江,47 

近況報告-黒瀬孝弘,47 

近況報告-水丸智絵,47 

5 年目の私-田中里美,48 

福島への派遣を経験して-我孫子俊,48 

近況報告-田中(関)怜子,48 

近況報告-三村(箕浦)ありさ,48 

近況報告-小原(小田)ひかり,49 

いつかまたね交点の先で-鈴木(落合)彰子,49 

札幌に来てからこれまで-関悟,49 

卒業と結婚と馬-山口雅也,49 

卒業後 3 年たって-奥川真奈美,50 

近況報告-神谷めぐみ,52 

きときと社会人ライフ、様々な人と関わる楽



しさ-MRという仕事の観点から-佐藤匡,53 

研究室-木村彩乃,54 

目の前にはスルメがあります-北野喜隆,54 

北大医学部薬学科を知らずに終わった研究生

の思い出-岩田治平,研究生 

 

2011(平成 23)年度同窓会活動報告(幹事長·菅原満,30)、北海道大学薬学部同窓会 2010年度会計

報告(会計·中川宏治,40、監査·松田正,26、小川廣,14)、北海道大学薬学部同窓会「同窓生交流

促進基金」2010 年度会計報告（会計·中川宏治、40、監査·松田正、26、小川廣、14）、2011(平

成 23)年度北海道大学薬学部同窓会役員·幹事、北海道大学薬学部東京同窓会から-2011年総会·

懇親会は、7 月 16 日(土)に学士会館(東京)で開催(専任幹事·西沢元仁,15)、北海道大学薬学部

第 14 回生涯教育特別講座の開催 

 

編集後記 

編集委員·西野佳奈子(会計)、村上美早希、阿部千紘、諌山芹那(副委員長)、外崎愛美(編集委

員長)（芳香担当·武隈洋,38） 

 

＜第 62号（2013）＞ 

巻頭言·今、北大薬学部卒業生に望むこと-松田彰(薬学研究院長·薬学部長) 

＜新任＞新任のご挨拶—加藤いずみ(50,創薬科学研究教育センター·助教) 

＜新任＞新任のご挨拶-出山諭司(薬理学研究室·助教) 

＜転出＞転出のご挨拶と近況報告-片山貴博(モントリオール大学·CHUM 研究センター) 

＜転出＞転出のご挨拶-南部寿則(富山大学大学院医学薬学研究部·准教授) 

 大学院薬学研究院の動き·人事異動 

 

＜特集・北大薬学部 2年生が見た研究・臨床の現場-早期体験学習-編集委員会＞初の試み、研究室

見学-池端亮介,58、早期体験学習について-前田澪,58、早期体験学習・施設見学について-桶谷

芳里,58、薬学概論・早期体験学習-目黒愛実,58 

 

2012(平成 24)年度「先輩と語る」講演会報告（講演内容の概要と Q & A） 

第 17 回 塚本佐知子,26、「これまでの研究生活は「未知との遭遇」の連続だった!」 

第 18 回 脇山尚樹,23、「製薬企業における製剤研究」 

第 19 回 須藤雄気,43、「光生物物理学-基礎研究のススメ-渇望される薬学部生-」 

第 20 回 大林雅彦,20、「薬剤師教育 6年制と臨床薬学研究のすすめ」 

(松田彰、菅原満) 

 

＜同窓会のページ＞ 

ごあいさつ-同窓会会長·伊藤悳夫,5 

喜寿を迎えての一期生-金島弘恭,1 

近況報告について-宿田康之,3 

札幌旅行-小田稔,4 

花咲きそめしや-小林美佐子,4 

輪廻転生-中野壽雄,5 

近況報告-寺尾洋一,6 

近況報告-奥野洋明,10 

朗読を習う-三島さな子,11 

エルムはるかに-村田(松本)康代,11 



自転車旅行へのいざない-冨本浩嗣,11 

子供にもらうエネルギー-安斉香枝子,12 

薬剤師は医薬分業の根本「調剤責任」を果た

している?-吉田康彦,12 

13 期同期会-青木憲一·井上眞一·北村宏· 

佐々木民彦·杉浦則男,13 

薬剤師とワクチンづくり-大船一信,13 

2012年大豊作-佐々木民彦,13 

日本スポーツマンクラブ会報への寄稿- 

原田博,13 

卒後 42年-越野せつ子,14 

定年退職から早 3年、今が一番楽な時(近況報

告)-清水洋二,15 

未知の世界へ-梅本健次,院 

17 期同窓会で、還暦をお祝いしました- 

浅野淳子,17 

「芳香」の原稿依頼を受けて-中年徒然草- 

梅庭和敏,18 

近況報告-山下隆,18 

近況報告その２-石井由美子,19 

定年を前にして-小西剛,20 

私の卒業後 in 2012-高橋昭,21 

化学と私-田中正英,22 

つれづれなるままに-持田以寿実,22 

現場の薬剤師として働いてきて- 

在原(栃内)晶子,23 

おばさん薬剤師-吉田(横内)千鶴子,27 

絵を描く仕事をしています- 

藤田(早川)有美,28 

三澤さんの退職に寄せて-有志送別会報告- 

吉村祐一,28 

研究の場が与えるもの-藤永由佳子,29 

あれから 10 年-三崎祐子,29 

近況報告その２-阿部(長森)美葉,30 

初めての北海道旅行-安田信之,30 

10 年ぶりの近況報告-東田(熊谷)千尋,32 

近況報告:先生をお迎えしての「金岡研·同門

会」（2012札幌）-橋本誠,32 

職務発明制度について-竹元利泰,33 

近況報告-山下(茂木)和子,33 

近況報告-渋谷(森)有紀子,34 

近況報告-結婚してからの約 10 年間- 

山室(右京)久美子,35 

近況報告-大野(佐野)愛,37 

卒業後の人生、そしてこれから- 

宮崎(蓮沼)由美,37 

近況までのご報告-大関(大關)健志,39 

熱帯雨林に熱帯夜はない- 

小野(金崎)真紀子,39 

近況報告-中村愛弥子,40 

近況報告-小池直行,41 

独り言-舟見健児,42 

近況報告-小郷(蔦本)沙矢香,44 

みなさん、元気ですか?-高田玲子,44 

近況報告:来年度は北大勤務-濱出洋平,44 

近況報告-室本(佐藤)紀子,44 

近況報告と薬学部での思い出-天笠克昭,48 

近況報告-田母神淳,48 

近況報告-高木沙織,49 

近況報告-片岡真由美,50 

いつまでもアスリートとして-小林速人,51 

近況報告-宮坂優人,51 

近況報告-高野真理子,53 

近況報告-羽成泰貴,53 

思い出と近況-栗原堅三,旧職員 

私もインドで考えた-櫻井庸二,研究生 

 

2012(平成 24)年度同窓会活動報告(幹事長·菅原満,30)、北海道大学薬学部同窓会 2011年度会計

報告(会計·中川宏治,40、監査·廣瀬知弘,43、小川廣,14)、北海道大学薬学部同窓会「同窓生交

流促進基金」2011 年度会計報告(会計·中川宏治,40、監査·廣瀬知弘,43、小川廣,14)、2012(平

成 24)年度北海道大学薬学部同窓会役員·幹事、北海道大学薬学部東京同窓会から-2011年総会·

懇親会は、7 月 16 日(土)に学士会館(東京)で開催(専任幹事·西沢元仁,15)、北海道大学薬学部

第 15 回生涯教育特別講座の開催 

 



編集後記 

編集委員·桶谷芳里(会計)、池端亮介、前田澪、目黒愛実(編集委員長)（芳香担当·斉藤望,38） 

 

＜第 63号（2014）＞ 

巻頭言·研究院長・学部長就任のご挨拶と平成 25年度活動状況報告-南雅文(薬学研究院長·薬学

部長) 

＜新任＞新任のご挨拶—堺谷政弘(創薬科学研究教育センター·准教授) 

＜新任＞新任のご挨拶-伊藤元気(薬品製造化学研究室·助教) 

＜新任＞新任のご挨拶-阿部洋(39,創薬有機化学研究室·准教授) 

＜新任＞新任のご挨拶-中矢正(神経科学研究室·助教) 

＜転出＞THE ROCKEFELLER UNIVERSITY-齋藤有紀(ロックフェラー大学·博士研究員) 

＜転出＞続・街角にて-山本融(香川大学医学部分子神経生物学講座·教授) 

＜転出＞転出のご挨拶-有澤光弘(大阪大学大学薬学研究科·准教授) 

＜転出＞退任のご挨拶-南保明日香(37,北海道大学大学医学研究科·准教授) 

留学体験記・セントアンドリュース大学に留学して-大西英博(43,精密合成化学研究室·助教) 

 大学院薬学研究院の動き·人事異動 

 

＜特集①・電子処方箋＞高田祐里,59、吉原里実,59 

＜特集②・ジェネリック医薬品について＞橋場一毅,59、水村航,59-編集委員会 

 

2013(平成 25)年度「先輩と語る」講演会報告（講演内容の概要と Q & A） 

第 21 回 今道友純,28、「1: American Dream: Boys and Girls, Be Ambitious, 2: Interleukin27 を用いて

の新規 HIV 免疫療法」 

第 22 回 齋藤芳郎,39、「学生時代に学んだこと-エキサイティングな薬学研究!」 

第 23 回 細山広和,37,「”おいしい”を創る-清涼飲料水開発にも生きている薬学」 

第 24 回 坂巻弘之,21、「薬剤師と医療経済」 

(松田彰、菅原満) 

 

 

＜同窓会のページ＞ 

ごあいさつ-同窓会会長·伊藤悳夫,5 

頭の体操-田辺忠行,2 

「失敗して元々、成功すれば儲けもの」と考

えての人生でした-仁科甫啓,4 

金強報告-2013年の回顧-塘忠夫,5 

天の時は地の利に如かず-中野壽雄,5 

「函館薬剤師会百年史の編集後記」の後記-

三上総一,5 

卒業後 49年、超しかたを振り返って- 

川尻(中村)美喜枝,7 

少年よ、小さくても志を抱け-佐藤好正,9 

「おくのほそ道」を行く(未だ道半ば)- 

奥山修策,10 

古希に思う-坂本亜州紀,10 

足&頭を大切に!-傳浩一,10 

あれから丁度 10年-山中基資,10 

近況報告-土田清美,12 

近況報告-田所誓子,13 

赤坂由美子さんへの手紙-吉川玲子,14 

近況報告-田中順江,15 



あれからさらに 11 年の時が流れて- 

山下(大沼)万里子,15 

還暦を過ぎて-工藤裕子,16 

ジム通いと小食-今野弘樹,18 

近況報告-冨塚俊昭,20 

恩師との邂逅-長多正美,20 

製薬メーカーの研究員として:近況報告·雑感

-守屋陽一郎,22 

近況報告-老年医療について-川人由美子,23 

近況報告-奥村邦雄,院 

近況報告-坂根郁夫,25 

最近の高校生-佐々木正克,25 

霞ヶ関、永田町の世界とは-大泉巌雄,27 

薬学部 6 年制に対して、親の立場から-国立大

学は「薬剤師」をより多く養成すべき- 

片倉薫,27 

近況報告-佐々木啓子,27 

近況報告-鈴木裕子,27 

最近思うこと-篠田雅彦,28 

2013ハセツネ参戦記-柳(中谷)比奈子,29 

走っています。-大房正知,30 

近況報告-西尾香奈子,30 

近況報告-依田理恵,31 

近況と雑感-柄澤正,32 

ロンドン便り-奥瀬賢司,33 

北大薬学部で学び、今思うこと-八嶋隆博,33 

近況報告-海藤巧一,34 

HRビジネスパートナーの独り言-佐藤裕樹,35 

近況報告-渡辺(義盛)美奈,35 

近況報告-櫻庭亜矢,36 

近況報告-西淳子,36 

近況報告-青木(山田)晴美,40 

四十而不惑-高梨哲也,院 

薬学卒後 16 年、アメリカ生活 12年、息子 11

歳-友安(佐藤)千恵,40 

私のライフワーク!?-西村あや子,40 

雑記-小野尚志,42 

近況報告-大竹秀典,43 

治験に参加するまえに-高野太樹,46 

踊り続けて 15年-橋場剛,46 

趣味のはなし-菅野幸人,47 

近況報告-山本悠太,47 

職場紹介・近況報告-小澤真吾,48 

近況報告-舘知見,48 

近況報告-本郷春幸,49 

近況報告-尾瀬(加藤)いづみ,50 

マネージメント中-日高和宏,50 

近況報告-保坂(鈴木)美香,50 

近況報告-後藤直也,51 

近況報告-仲子友和,51 

近況報告-橋田真裕,53 

近況-清重沙織,54 

近況報告-今井徳俊,55 

ランニング-草間大志,56 

 

2013(平成 25)年度同窓会活動報告(幹事長·菅原満,30)、北海道大学薬学部同窓会 2012年度会計

報告(会計·中川宏治,40、監査·廣瀬知弘,43、小川廣,14)、北海道大学薬学部同窓会「同窓生交

流促進基金」2012 年度会計報告(会計·中川宏治,40、監査·廣瀬知弘,43、小川廣,14)、2013(平

成 25)年度北海道大学薬学部同窓会役員·幹事、北海道大学薬学部第 16回生涯教育特別講座の開

催 

 

編集後記 

編集委員·高田祐里(会計)、水村航、橋場一毅、吉原里実(編集委員長)（芳香担当·斉藤望,38） 

 

＜第 64号（2015）＞ 

巻頭言·薬学研究院·薬学部の新たな飛躍を目指して-平成 26 年度活動状況報告-南雅文(薬学研

究院長·薬学部長) 



＜退職＞退職を迎えるにあたって—小林淳一(16,天然物化学研究室·教授)、経歴 

＜退職＞退職にあたって-橋本俊一(薬品製造化学研究室·教授) 

＜新任＞新任のご挨拶-天野大樹(薬理学研究室·助教) 

＜新任＞新任のご挨拶-鳴海克哉(臨床薬剤学研究室·助教) 

＜転出＞転出のご挨拶-出山諭司(イェール大学医学部·博士研究員) 

＜退任＞退任のご挨拶-柴山良彦(臨床薬学教育研究センター) 

 大学院薬学研究院の動き·人事異動 

 

＜特集①・学部 2年生の見た 2014年薬学祭＞代表·三上英明,60 

＜特集②・薬学部新棟と移行した研究室の紹介＞武田怜,60、石塚幹広,60-編集委員会 

 

2014(平成 26)年度「先輩と語る」講演会報告（講演内容の概要と Q & A） 

第 25 回 土屋裕,18、「製薬産業は「日本の成長を牽引できるか」 

第 26 回 上田達生,32、「世界の麻薬問題と麻薬取締官」 

第 27 回 古市喜義,15、「製薬企業、海外研究機関および独立行政法人での経験」 

（松田彰、菅原満） 

 

＜同窓会のページ＞ 

『特別寄稿』小山次郎先生を偲んで-長澤滋治(前衛生化学教授)、小山次郎先生を偲んで-田元

浩一,13、小山先生の恩-四宮貴久,14、小山次郎先生へ-守屋陽一郎,22、小山先生の思い出-江

川(岩城)祥子,25、小山先生の訃報にふれて-後藤正樹,27 

 

北大ゆかりの地吟行-上田純子,2 

北大薬学三期会 2014 滋賀。湖東の駆け足旅-

前野倭男,3 

生薬学は何処に-柴田和則,4 

医薬品の非臨床研究に従事した 50年の回想-

よい師、よい上司、よい友に恵まれて- 

藤本和巳,7 

盆栽から学んだこと-藤野明治,8 

古希を過ぎて-小田代征治,10 

北大の国際化と異文化理解-伊藤志保子,12 

認知症予防のための健康法-寺澤道夫,12 

介護・川柳もどき-佐々木民彦,13 

手編み-佐々木民彦,13 

近況報告-平重徳,13 

近況報告(卒後 40年)-田中澄夫,15 

瑞夢-仁木寿,17 

近況報告-私がはまっているもの- 

萩原雅子,20 

シカと歯科のふたつのしか-柏柳誠,22 

近況報告-武田忠行,22、近況報告- 

鎌田由佳里,25 

卒後 30年を経て思うこと-牧(小田島)里江,27 

保健所における薬剤師の業務-大岡徹彦,28 

イチョウ並木に寄せて-岸佳奈子,29 

近況報告-佐伯(鷲尾)尚美,29 

近況報告-笠原憲一,30 

近況-澤谷規子,32 

近況報告-小野敦,34 

フィードバック-野呂瀬崇彦,34 

その後の 10 年-平井真奈美,38 

癒しのひととき-金田奈緒,43 

アイリッシュミュージックを求めて- 

北向慎,院 

芳香の原稿依頼、ありがとうございます- 

新保有美,45 

2014年 10月 30日 23時 40分-望月敬浩,45 

近況報告-杉江(鈴木)寛子,47 

近況報告-小笠原貴子,院 



近況報告-工藤亞沙子,48 

Distance,矢野絵理香,48 

近況報告-宮里和博,49 

大学時代の思い出の近況報告-岡田彩香,52 

近況報告-田澤祐基,院 

参加することに意義がある-高野智史,53 

近況報告-渡邊(綿引)佑実,院 

近況報告-伊藤創,55 

近況報告-小泉貴寛,55 

近況報告をさせていただきます-渡瀬慎也,55 

近況報告-近藤侑司,56 

@yakuzow-廣田哲人,56 

近況報告-齋藤浩大,57 

 

2014(平成 26)年度同窓会活動報告(菅原満,30)、北海道大学薬学部同窓会 2013年度会計報告(会

計·中川宏治,40、監査·廣瀬知弘,43、小川廣,14)、北海道大学薬学部同窓会「同窓生交流促進

基金」2013 年度会計報告(会計·中川宏治,40、監査·廣瀬知弘,43、小川廣,14)、2014(平成 26)

年度北海道大学薬学部同窓会役員·幹事、北海道大学薬学部第 17 回生涯教育特別講座の開催 

 

編集後記 

編集委員・武田怜(会計)、石塚幹広(編集委員長)（芳香担当·今重之,38） 

 

＜第 65号（2016）＞ 

巻頭言·新たな一歩-平成 27 年度活動状況報告-南雅文(薬学研究院長·薬学部長) 

＜新任＞新任のご挨拶-小川美香子(生体分析化学研究室·教授) 

＜新任＞新任のご挨拶-松永茂樹(薬品製造化学研究室·教授) 

＜新任＞新任のご挨拶-脇本敏幸(天然物化学研究室·教授) 

＜新任＞新任のご挨拶-倉永健史(天然物化学研究室·講師) 

＜新任＞新任のご挨拶-渡邉瑞貴(46,創薬有機化学研究室·講師) 

＜新任＞新任のご挨拶-江上蓉子(天然物化学研究室·助教) 

＜新任＞新任のご挨拶-鍛代悠一(衛生化学研究室·助教) 

＜新任＞新任のご挨拶-志水陽一(生体分析化学研究室·助教) 

＜新任＞新任のご挨拶-高倉栄男(生体分析化学研究室·助教) 

＜新任＞新任のご挨拶-古川敦(生体分子機能学研究室·助教) 

＜新任＞新任のご挨拶-古堅彩子(51,臨床薬剤学研究室·助教) 

＜新任＞新任のご挨拶-吉野達彦(薬品製造化学研究室·助教) 

＜転出＞転出のご挨拶-阿部洋(39,名古屋大学大学院理学研究科生物化学研究室·教授) 

＜転出＞転出のご挨拶-金田勝幸(金沢大学医薬保健研究領域薬学系薬理学研究室·教授) 

＜退職＞退職のご挨拶-久保田高明(昭和薬科大学·教授) 

＜退職＞転出のご挨拶-齋藤望(38,明治薬科大学·教授) 

＜退職＞異動のご挨拶-伊藤元気(ケンブリッジ大学·博士研究員) 

＜転出＞転出のご挨拶-小倉次郎(49,オウル大学生化学·分子医学部·博士研究員) 

 大学院薬学研究院の動き·人事異動 

 

＜特集①・試行錯誤と成長/薬学祭 2015＞委員長·北爪教貴,61 



＜特集②・薬学部管理棟研究室とそこの研究室の紹介＞垣内柊,61、山本育子,61、河合賢太郎,61、

佐藤穂香,61、根岸汀,61（衛生化学研究室、臨床病態解析学研究室、天然物化学研究室、生化

学研究室、創薬有機化学研究室、有機合成医薬学研究室、生体分析化学研究室、薬物動態解析

学研究室、臨床薬剤学研究室、薬品製造化学研究室） 

 

2015(平成 27)年度「先輩と語る」講演会報告 

第 28 回 福岡正哲,39、「製薬企業でのモノ創り」 

第 29 回 紙谷浩之,29、「アカデミアでの薬学研究」 

第 30 回 中山仁,11、「薬学で、そして大学で、何を学ぶのか?」 

第 31 回 後藤仁和,30、「医療人であり続ける-いつも臨床を意識して-」 

（南雅文、菅原満）、 

 

＜同窓会のページ＞ 

ごあいさつ-同窓会長·伊藤悳夫,5 

北大薬学 60 周年に想う-米光宰,旧職員 

嬉しかったこと-池原森男,旧職員 

青年よ、世界に翔べ-石井信一,旧職員 

北大薬学部の更なる発展を祈って-野村靖幸,

旧職員 

分析化学教室が創まったころ-余話三題- 

南原利夫,旧職員 

札幌→仙台-山口浩明,旧職員 

北大薬学発のアカデミア創薬を目指して- 

前仲勝美,現職員 

創薬は子育てが如し、なかなか思うようには

育たない-堺谷政弘,現職員 

半・北海道民-小原圭介,現職員 

自分史-水虫患者で 60 年-秋山和幸,2 

郷土のかおり-三春張子人形-佐藤泰彦,院 

近況-白石由美子,3 

喜寿を過ぎて-工藤徹,4 

半世紀を経て憶うこと-佐藤哲男,院 

色即是空-乃生勲,6 

老いの処世訓-砂田裕,7 

スポーツは楽し!-荒木和彦,7 

最後の同期会-藤野明治,8 

武蔵国の住人-相浦眞人,12 

近況報告-中野憲明,12 

＋（プラス）その後の 20年-青木憲一,13 

M さんへの手紙“万博記念公園へのお誘い”-

工藤時子,14 

定年退職しましたが-誉田晴夫,14 

定年退職して 8 年-山下純一,14 

お昼時どちらにする鰻と蕎麦-小泉和夫,15 

囲碁との付き合い-高見廣行,15 

「流浪の民」人生(先祖と子孫の仲介者)- 

藤井久和,15 

野球で思い出すこと-熊崎隆,16 

私は今日まで生きてみました♪-浅井泰則,17 

ブラジル旅行記-田村和枝,17 

薬の職人を目指して-秋元次夫,18 

私の歩んだ足跡-高橋節郎,18 

薬学部講座配属から現在に至る私とその間に

出会った恩師たち-郡修徳,19 

37 年ぶりのこんにちは!-川市利江,21 

私の職歴-そしてありがとう北大薬学部- 

杉山(坂本)美恵子,22 

私の介護体験-森一峰,22 

変わった薬学部生だった私-秋田谷龍男,23 

来し方行く末-大野美芽,23 

近況報告-十倉(新子)郷子,23 

マリアの涙-渡辺晶子,24 

薬学部から遠く離れて(2)-大佐賀美弦,25 

近況報告-西村(蓮本)真里,25 

医療の進歩と盲点-身近なニュースと出来事-

田中雅司,26 

子育ての喜び-東大理三現役合格記- 

大泉(福中)章代,27 

医療の進歩と私-福岡英喜,28 



近況報告-内田容佳,29 

転任と同期会-紙谷浩之,29 

過去と未来-武田茂樹,29 

洗浄血小板製剤の開発-平山順一,29 

近況報告-前田伸司,30 

近況報告-魚住由里子,31 

久しぶりの同期・恩師との再会- 

河上満寿美,31 

娘の 1/2 成人式を迎えて- 

土田(大土井)千恵,院 

近況報告-細川信子,32 

ちう〜っす。本間(♂)っす♪(第 2章)- 

本間寛,32 

近況報告-佐伯香,33 

人生を変えた数々の出来事-青木裕明,院 

近況報告-齋藤修一,院 

近況報告-石川(川嶋)早智代,35 

お元気ですか?-玉川(金子)真弓,35 

二昔前を思い返して-島崎健五,39 

ヨガとランニング-杉山美奈子,39 

近況をとりとめもなく-瀧澤文健,39 

近況報告と思い出-太田(東)清子,40 

近況報告-川村(元川)礼子,40 

教科書の編集というお仕事- 

石峯(山本)直子,41 

“おんせん県おおいた”にまだ住み続けてい

ます-北岡(信岡)かおる,41 

お久しぶりです。または、初めまして。- 

川村多聞,院 

近況報告-南谷武春,42 

近況報告-小川徹,43 

またあえるといいな、とねがいをこめて- 

仁木加寿子,43 

地元・旭川での仕事と暮らし-神山直也,44 

異国の地から-清水孝洋,44 

福井に住んで早 9年-在原遼一,45 

占い-石黒沙織,45 

遅まき薬剤師の近況-田村恵以子,45 

近況報告-篠崎(遠藤)妙子,院 

近況報告-大多和正樹,院 

近況報告と最近特に情報技術について思うこ

と-千葉真人,48 

近況報告-畠山(寺岡)栄美,48 

近況報告-青木直美,49 

近況報告-大島伸宏,院 

近況報告-氣賀澤郁,49 

近況報告-加藤貴志,院 

近況報告-穐山麻由,50·松島隆英,50 

近況報告-大内(朝田)万里子,51 

近況報告-石富暁博,53 

近況報告-藤井陽介,53 

近況報告-赤坂大地,54 

近況報告-荒川和人,54 

近況報告-坂本達彦,54 

大学時代から、卒業後の現在まで- 

中筋美紗,54 

近況報告-小西徹,55、 

近況報告-中村宏平,55 

近況報告-俵谷優里,55 

近況報告-久保果央莉,56 

2015年 10月、2 つのニュースを振り返りなが

ら-佐藤智史,56 

とぜん(出張版)-石川智規,57 

近況報告-坂本駿希,57 

近況報告-可野巧,58 

 

薬学部創立 60周年記念行事の報告とお礼-同窓会長·伊藤悳夫,5、式典と祝賀会の写真、北大薬

学部同窓有志の集い@神戸-福島昭二,23·有澤光弘,旧職員、2015(平成 27)年度同窓会活動報告

(菅原満,30)、北海道大学薬学部同窓会 2014年度会計報告(会計·小林正紀,45、監査·小川廣,14、

廣瀬知弘,43)、北海道大学薬学部同窓会「同窓生交流促進基金」2014 年度会計報告(会計·小林

正紀,45、監査·小川廣,14、廣瀬知弘,43)、2015(平成 27)年度北海道大学薬学部同窓会役員·幹

事、北海道大学薬学部関西同窓会創立報告(山田正幸,5)、北海道大学薬学部第 18 回生涯教育特

別講座の開催(菅原満,30)、北海道大学薬学部創立 60 周年記念 DVD販売について 



 

編集後記 

編集委員・山本育子(会計)、佐藤穂香、河合賢太郎、根岸汀、垣内柊(編集委員長)（芳香担当・

今重之,38） 

 

＜第 66号（2017）＞ 

巻頭言·北大そして北大薬学の行く道-平成 28 年度活動状況報告-南雅文(薬学研究院長·薬学部

長) 

＜新任＞新任のご挨拶-中川真一(RNA 生物学研究室·教授) 

＜新任＞北海道大学に赴任して-薬師寺文華(創薬科学研究教育セ·有機合成医薬学部門·講師) 

＜新任＞新任のご挨拶-野村洋(薬理学研究室·講師) 

＜新任＞新任のご挨拶-倉永健史(衛生化学研究室·講師) 

＜新任＞新任のご挨拶-佐藤悠介(52,薬剤分子設計学研究室·助教) 

＜新任＞新任のご挨拶-土井良平(精密合成化学研究室·助教) 

＜着任＞着任のご挨拶-大西英博(43,精密合成化学研究室·准教授) 

＜着任＞着任のご挨拶-山田勇磨(46,薬剤分子設計学研究室·准教授)、略歴 

＜着任＞着任のご挨拶-室本竜太(45,衛生化学研究室·講師) 

＜転出＞千葉大学へ移動しました-秋田英万(千葉大学大学院薬学研究科薬物学研究室·教授) 

＜転出＞転出のご挨拶-今重之(38,徳山大学薬学部分子免疫学研究室·教授) 

＜転出＞退職のご挨拶:皆様に支えられて刺激を受けて-北浦廣剛(34,北海道医療大学薬学部放

射薬品化学·准教授) 

＜転出＞北大はなまらすごかった!!-児玉耕太（立命館大学大学院テクノロジーマネジメント研

究科） 

＜転出＞転出のご挨拶-仁木加寿子(43,北海道大学病院) 

＜転出＞転出のご挨拶-志水陽一(京都大学医学部附属病院放射線部·助教) 

 大学院薬学研究院の動き·人事異動 

 

＜特集①·薬学祭 2016＞実行委員長·槇本大輔,62 

＜特集②·薬用植物園の紹介＞菅野裕希,62、里あかね,62、早川哲史,62、亀井雄大,62 

 

2016(平成 28)年度「先輩と語る」講演会報告 

第 32 回 中山仁,11、「薬学で、そして大学で、何を学ぶのか?」 

第 33 回 中村克徳,37、「大学病院での薬剤師の活躍」 

第 34 回 南川典昭,30、「後輩へのメッセージ-迷わず行けよ、行けば分かるさ- 

（南雅文、菅原満）、 

 

＜同窓会のページ＞ 

ごあいさつ-同窓会会長·三浦敏明,12 

近況報告-高倉栄男,現職員 

タンパク質分解に関する 2 つのノーベル賞-

横沢英良,旧職員 

10 年目のプログレスレポート- 

井ノ口仁一,旧職員 



オートファジーと構造生物学と私-野田展生,

旧職員 

私の転職人生-吉田和幸,旧職員 

2 本のポールを持って“100 歳まで”- 

金子正勝,8 

70 代を迎えて-町田幹子,10 

つれづれなるままに-穴田久雄,12 

第 1次老い仕度-高原元子,12 

あれや、これや-福田紀子,12 

北大同窓ゴルフ会について-佐々木民彦,13 

半生の記-池田高夫,14 

万葉東歌のハングル読み-上田哲男,院 

近況報告-阿部宣人,20 

山歩きのすすめ-大林雅彦,20 

映画今昔-小野和夫,20 

今日は明日につながる-田中麻子,20 

近況報告-武市博,20 

鳥撮りを楽しんでいます-萩原雄二,20 

ザンベジ川の水を飲んだ者はザンビアに帰る

-山口路子,20 

費用対効果評価は公正か?-坂巻弘之,21 

4 度目の寄稿-細谷裕,21 

「ここはどこでしょう?」(薬剤師に不向きな

方も歓迎します)-木田潔,23 

近況報告-戸島尚子,23 

近況報告-深井敏隆,23 

最近になって分かってきた自分のこと、パー

ト 2-緒方(三橋)良子,24 

この頃思うこと-津田重城,24 

薬学科オリエンテーション特別講演会を終え

て-松田俊之,24 

近況報告-天内秀樹,25 

最近の若い者は-嶌村俊朗,27 

卒業後の会社人生を振り返って-河内和洋,29 

夢題-中川優,29 

蛇行性の川?!-今井(竹澤)由美,31 

外資系企業に勤めて-野呂優規美,31 

また転職します! & 私的業界の見方- 

城戸佳織,33 

生コン車の運転手になって-金子英司,37 

近況報告-仁木剛史,38 

近況-千葉志信,40 

自転車のこと-浅子恵,41 

近況報告(日本縦断レポート)-金子雅幸,41 

同期女子 8人の再会-野々村(飯島)美香,42 

変わらない私、変わり続ける薬剤師- 

門村将太,44 

暗黒面に堕ちずに-高田祥世,44 

あれから 10 年-河村充展,45 

近況報告-川筋(田畑)安季子,47 

近況報告-倉本和幸,47 

もんげ-岡山の魅力と近況報告- 

坂田(三浦)志帆,47 

「駅ノート」への誘い-小林雅美,48 

近況報告-齋藤由起子,院 

近況報告-大道寺俊介,50 

長くてどうでもいい話-森下(阿部)桃子,50 

近況報告-齋藤圭一,52 

日進月歩-玉野竜太,52 

札幌での 6年+その後の 6年-吉田直,52 

近況報告-池田祐人,56 

卒業してから 1 年半経って-藤本明子,56 

博士課程を折り返して-本館利佳,56 

学生時代の思い出と近況報告-千葉政徳,57 

近況報告-二木悠哉,57 

今までを振り返って-宮本優介,58 

新社会人としての挨拶-中鶴拓也,58 

雪、ふるさとの香り-文野優華,59 

 

2016(平成 28)年度同窓会活動報告(市川聡、37)、北海道大学薬学部同窓会 2015年度会計報告(会

計·小林正紀,45、監査·小川廣,14、廣瀬知弘,43)、北海道大学薬学部同窓会「同窓生交流促進

基金」2015年度会計報告(会計·小林正紀,45、監査·小川廣,14、廣瀬知弘,43)、北海道大学薬学

部同窓会「60 周年記念祝賀会及び記念事業」会計報告(会計·小林正紀,45、監査·小川廣,14、廣

瀬知弘,43)、2016(平成 28)年度北海道大学薬学部同窓会役員·幹事、関西同窓会からのお知らせ

(関西同窓会長·山田正幸,5)、北海道大学薬学部第 19 回生涯教育特別講座の開催(菅原満,30)、



北海道大学薬学部創立 60周年記念 DVD販売について 

 

編集後記 

編集委員·里あかね(会計)、亀井雄大、早川哲士、菅野裕希(編集委員長)(芳香担当·大西英博,43) 

 

＜第 67号（2018）＞ 

巻頭言·研究院長·学部長のご挨拶と平成 29 年度の活動状況報告-佐藤美洋(薬学研究院長·薬学

部長) 

＜新任＞新任のご挨拶—松田研一(天然物化学研究室·助教) 

＜新任＞新任のご挨拶-横井佐織(RNA 生物学研究室·助教) 

＜新任＞新任のご挨拶-大久保直登(臨床病態解析学研究室·特任助教) 

＜転出＞転出のご挨拶-小原圭介(名古屋大学大学院理学研究院生命理学専攻) 

＜転出＞転出のご挨拶-福田隼(長崎大学医歯薬総合研究科薬品製造化学分野·准教授) 

＜転出＞転出のご挨拶-穴田仁洋(37,武蔵野大学薬学部·教授) 

＜転出＞転出のご挨拶-松丸尊紀(慶応大学理工学部化学科·助教) 

＜退職＞退職のご挨拶-堺谷政弘（ライラックファーマ株式会社·取締役） 

＜退職＞退職のご挨拶-佐藤浩輔(41,北海道医療大学薬学部·講師) 

大学院薬学研究院の動き·人事異動 

 

＜特集①·薬学祭 2017＞実行委員長·冨本将汰,63 

＜特集②·薬学研究院/薬学部図書室の特集-編集委員会＞ 

 

2017(平成 29)年度「先輩と語る」講演会報告 

第 35 回 中山仁,11、「薬学で、そして大学で、何を学ぶのか?」 

第 36 回 土田貴志,28、「現代の漢方薬-その役割と課題-」 

第 37 回 山折大,41、「研究マインドをもった薬剤師になるために」 

(佐藤美洋、菅原満) 

 

＜同窓会のページ＞ 

『特別寄稿』名誉教授米光宰先生のご逝去を悼んで-同窓会長·三浦敏明,12 

米光先生を偲んで-中島範行(院、富山県立大学) 

 

ごあいさつ-同窓会会長·三浦敏明,12 

6つめの大学·7つ目の機関·8つ目の部局·9回

目のラボ移動その後-山本融,旧職員 

北大薬学部さん、薬学の未来をよろしく- 

笠井献一,旧職員 

近況報告-長縄博,2 

傘寿を迎えて思うこと-川原幸則,3 

晩秋人生の道すがら-相馬正志,4 

近況・雑感-堀内うた子,4 

ニヒリズム-中村晃忠,5 

赤木満洲雄先生の講義との出会い-井柳堯.院 

南極犬タロの思い出その 2-中村崇治郎,11 

逝く-佐々木民彦,13 

久しぶりの同期会(13期)-青木憲一·井上眞一

·佐々木民彦·杉浦則男,13 

第 43 回北大同窓ゴルフ会結果報告- 



佐々木民彦,13 

移り住んで 22年-塚本憲一,13 

引き継がれていくこと-中村郁子,13 

津軽海峡を渡って 45年-村上信二,13 

WHO 必須医薬品モデルリスト-石田直文,院 

Never give up-酒井和子,17 

ある日のボストン-原弘,19 

近況報告-近藤淳一,20 

調剤薬局を経営しています。-畑慎悟,20 

忘れ得ぬことば-浦山隆雄,23 

ツナガル ハナシ、ツナガル ハ ナシ?- 

石田勢津子,23 

近況報告と 23期同期会の開催案内- 

高山大,23 

24 期の皆様へ·札幌での同窓会報告- 

三ツ橋知子,24 

「はい、市川です。どうされましたか?＝小さ

な薬局での薬剤師として 25 年=市川(香坂)瑞

枝,27 

青春の思い出の地、札幌を再訪して- 

前田(南山)純子,28 

3 度目のご報告-山田(井出)智子,28 

落ち葉·木の実-中西優子,29 

たばこについて-田村(堀)奈緒子,31 

近況報告·その 2-中藤(栗原)弘子,34 

近況報告、ハイタイ!めんそーれ-中村克徳,37 

ありがたいなあ-細山広和,37 

漢方薬との出会い-白土亜希恵,38 

近況報告-平林(田中)綾子,39 

近況報告-清水(新家)瑠奈,40 

近況報告-高山(黒澤)恵,40 

近況報告-間奈緒子,41 

努力は誰かが見てくれている-板垣史郎,42 

研究者生活を終えて-河合成道,42 

近況報告-小林葉子,47 

思いでと近況-北川拓,49 

New or Novel-安田鉄郎,49 

近況報告-知嵜郁美,50 

近況報告-石黒悠一郎,51 

近況報告-広瀬亘,51 

近況報告-佐々木綾乃,52 

夫婦でコンサルタントやってます- 

加藤(大谷)実央,53 

医療安全-齋藤圭佑,53 

大学 6年、社会人 6年-寺田祐介,53 

近況報告-磯有希奈,55 

こんにちは。みなさんいかがお過ごしでしょ

うか。-佐々木駿一,56 

近況報告-里吉寛,56 

近況報告-村井美早紀,57 

近況報告-淡路直矢,58 

近況報告と津山のご紹介-篠原紹宏,58 

変らない日々の中で-八木千文,59 

近況報告-齋藤遥,60 

 

北大薬学部同窓有志の集い(仙台)-吉村祐一,28·井ノ口仁一,旧職員·伊藤邦郎,33·若松秀章,院

·上村聡志,43·狩野裕考,51、2017(平成 29)年度同窓会活動報告、北海道大学薬学部同窓会 2016

年度会計報告(会計·室本竜太,45、監査·廣瀬知弘,43、小川廣,14)、北海道大学薬学部同窓会「同

窓生交流促進基金」2016 年度会計報告(会計·室本竜太,45、監査·廣瀬知弘,43、小川廣,14)、

2017(平成 29)年度北海道大学薬学部同窓会役員·幹事、北海道大学薬学部東京同窓会 2017 年総

会活動報告、北海道大学薬学部第 20回生涯教育特別講座の開催(菅原満,30) 

 

編集後記 

編集委員·山本萌恵(会計)、森本かよ子、宮澤佑季(編集委員長)(芳香担当·大西英博,43) 

 

＜第 68号（2019）＞ 

巻頭言·新しい時代に向かって-平成 30年度活動状況報告-佐藤美洋(薬学研究院長·薬学部長) 



＜新任＞新任のご挨拶—小島正寛(薬品製造化学研究室·助教) 

＜新任＞新任のご挨拶-河野裕允(生体分析化学研究室·助教) 

＜新任＞新任のご挨拶-勝山彬(57,創薬科学研究教育セ·有機合成医薬部門·助教) 

＜新任＞新任のご挨拶-藤原広一(創薬有機化学研究室·助教) 

＜転出＞転出のご挨拶-佐藤夕紀(京都大学医学部付属病院薬剤部) 

＜転出＞転出のご挨拶-櫻井遊(51,千葉大学薬物学研究室·特任助教) 

＜転出＞転出のご挨拶-倉永健史(京都大学·特任講師) 

 大学院薬学研究院の動き·人事異動 

 

＜特集①·薬学祭 2018＞実行委員長·中野彩恵,64 

＜特集②·オプジーボ〜新たながん治療の可能性〜編集委員会＞ 

 

2018(平成 30)年度「先輩と語る」講演会報告 

第 38 回 中山仁,11、「薬学で、そして大学で、何を学ぶのか?」 

第 39 回 津田正史,32、「身体のなかで分子を見る」 

第 40 回 麻生雅是,24、「難病治療-加工ヒト脂肪細胞による再生医療・遺伝子治療の実用化」 

第 41 回 小野尚志,42、「大学病院で薬剤師として働くということ」 

第 42 回 小野静香,36、「医薬品開発における物性研究の役割」 

(佐藤美洋) 

 

＜同窓会のページ＞ 

『特別寄稿』清水譲先生(1期生)のご逝去を悼んで-同窓会長·三浦敏明,12 

親しい方々へのお知らせ-清水良夫,1、追悼-清水譲さん-大塚栄子,1 

清水譲先生を偲んで-塚本佐知子,26 

親友工藤徹君を悼んで-小林良弘,4 

 

ごあいさつ-同窓会会長·三浦敏明,12 

1 期生の会と安易な旅-大塚栄子,1 

防犯カメラ設置のお奨め-安心な住まいを、高

齢者だからこそ-川原幸則,3 

母校に思いをよせて-山田正幸,5 

猫の親心-小島武志,6 

米国留学の思い出-浜田辰夫,7 

北大薬学部八起会関東支部-金子正勝,8 

学校薬剤師のご紹介-菊地正信,9 

第 44 回北大同窓ゴルフ会結果報告- 

佐々木民彦,13 

無題-高橋英世,13 

大阪からジンギスカンとカツゲンの味へ- 

清田摩澄,14 

近況報告-長嶋真知子,14 

定年退職後、沖縄へ-岡修一,15 

近況報告-菅原道治,16 

頭と運動-吉岡貢,17 

私の薬業界流浪-上流から下流まで漂いなが

ら-伴節,19 

近況報告-2回目の定年を迎えて-大森正幸,19 

三連符は好きじゃない-吉田晶子,20 

定年後の居がいは?!-柴早苗,21 

雑感-藤林玄二,22 

近況報告-勝俣友子,25 

近況報告-木村正弥,25 

人生これから-金子恵,26 

10 年毎に書いてみる-石川博幸,30 

峠はまだ先-國安明彦,30 

「芳香(かおり)」に寄せて-金澤勉,31 



近況報告-井指康裕,34 

気持ちに寄り添う-山本都美子,35 

近況報告-野切信介,36 

近況報告-仲尾洋子,37 

近況報告-森田恵理,38 

近況報告-大野(永廣)和美,39 

25 年ぶりの「芳香」の仕事-佐藤慎太郎,39 

趣味の話-前田裕一,40 

回想-石川正憲,41 

絆-早川智久,41 

近況報告-新保和高,42 

近況報告-猪上尚徳,45 

流れ流れて千葉県へ-谷本充英,45 

続、日記のすすめ-山脇実,45 

英国に暮らす-落合留美子,47 

10 年ぶりの「芳香」寄稿-木下武士,47 

職場紹介と学生実習-田村隆行,47 

近況報告-宮澤誠,49 

近況報告-須田裕輔,50 

「ものさし」と「はさみ」-久保晴敬,53 

寄稿の順番が思ったより早くやってきた!- 

小倉守彦,54 

近況報告-遠藤秀幸,56 

近況報告-相馬悠樹,56 

近況報告-白石昴也,58 

出会いと思い出を糧に-笠井由紀子,59 

人口減トップの街を元気に-三浦真奈,59 

近況報告-高岡正周,60 

 

北大薬学部同窓有志の集い(金沢)-中島美紀,35·金田勝幸,旧職員·出山諭司,旧職員·藤永由佳

子,29、2018(平成 30)年度同窓会活動報告、北海道大学薬学部同窓会 2017 年度会計報告(会計·

室本竜太,45、監査·廣瀬知弘,43、小川廣,14)、北海道大学薬学部同窓会「同窓生交流促進基金」

2017 年度会計報告(会計·室本竜太,45、監査·廣瀬知弘,43、小川廣,14)、2018(平成 30)年度北

海道大学薬学部同窓会役員·幹事、北海道大学薬学部東京同窓会 2018 年総会活動報告、第 4 回

北海道大学薬学部関西同窓会総会のご報告と、第 5 回へのご案内(会長·山本勇,15)、第 1 回北

海道大学薬学部東海同窓会開催報告(石内勘一郎,47)、北海道大学薬学部第 21 回生涯教育特別

講座の開催(菅原満,30) 

 

編集後記 

編集委員·森山綾子、斎藤香英、磯田かほ, 64、野島大嗣(編集委員長)(芳香担当·中村孝司,47) 

 

＜第 69号（2020）＞ 

巻頭言·令和元年度活動状況報告-佐藤美洋(薬学研究院長·薬学部長) 

＜退職＞北海道大学を去るにあたり—井関健(22、臨床薬剤学研究室·教授) 

＜新任＞新任のご挨拶-柏木仁(薬物動態解析学研究室·講師) 

＜新任＞新任のご挨拶-鈴木基史(生体分析化学·助教) 

＜新任＞新任のご挨拶-今井俊吾(薬物動態解析学研究室·助教) 

＜新任＞新任のご挨拶-吉村彩(天然物化学研究室·助教) 

＜転出＞転出のご挨拶-中川宏治(40,北海道医療大学薬学部·教授) 

＜転出＞10年間北大薬学部で過ごして-美多剛(北海道大学化学反応創成研究拠点·特任准教授) 

＜転出＞転出のご挨拶-河野裕允(立命館大学グローバルイノベーション研究機構·准教授) 

 大学院薬学研究院の動き·人事異動 

 

＜特集①·薬学祭 2018＞実行委員長·千貫幹生,65 



＜特集②·薬学部 2 年生が感じる薬剤師の現状とこれから-編集委員会＞ 

 

2019(令和元)年度「先輩と語る」講演会報告 

第 43 回 小林道也,32、「すべての授業は医薬品情報に通ず。」 

第 44 回 佐藤光男,28、「日本発バイオ医薬品のグローバル展開」 

第 45 回 野村純宏,24、「逆転の発想から生まれた、2 型糖尿病治療薬カナグリフロジン-尿糖排

泄を促す SGLD2 阻害薬-」 

第 46 回 田谷和也,38、「トランスポーターを標的とする創薬研究事例-新規作用機序に基づく高

尿酸血症治療薬の創製研究-」 

（佐藤美洋） 

 

＜同窓会のページ＞ 

ごあいさつ-同窓会会長·三浦敏明,12 

近況ご報告-有坂文雄,旧職員 

2019 83歳の日々-岡田雅彦,1 

学生時代から現在まで-清水良夫,1 

北大薬学部卒業 59 年-小西正隆,3 

宮古島を訪ねて-森洋樹,4 

60 年前の「芳香」編集にかかわって- 

上原南男,8 

蝶、星(私の趣味の変遷)-原田文夫,8 

あったあった学生時代とチラーヂン S- 

吉田博紀,8 

「山と温泉」・老人の一人旅-寿野正広,9 

卒後 50年を振り返る-井本裕康,12 

好奇心の赴くままに-野口豪,12 

ワールドカップ協奏曲-稲田努,12 

医歯薬合同チーム団体優勝(第 45 回北大同窓

ゴルフ会結果報告)-佐々木民彦,13 

心に残る言葉たち-佐藤朝一,13 

徳島の北大同窓会-西孝夫,13 

ニュージーランド、ミルフォード·トラックを

歩いた 4 日間-河合信和,14 

様々な故郷(札幌、川口、福岡、ロンドン、ジ

ュネーブ、オタワ)-西沢元仁,15 

お世話になった市電(青春の一コマ)、これか

らも-山下光久,15 

君去りし後-江口裕,17 

仕事・同窓会・近況-久米吉裕,18 

定年後のワーク&ライフ-澤田(高木)美智子,20 

自然災害に備えよう-田澤秀明,21 

予備校時代の思い出-工藤久美子,22 

雑感-及川(大獄)眞理子,23 

近況報告と最近思うこと=>「リスク&ベネフィ

ット」-横田智宏,23 

北海道コンサドーレ札幌の試合に参戦中です

-伊東敏雅,24 

近況報告-小柳正之,24 

24 期の近況報告-山下(二本柳)康子,24 

アラベスク-早苗(出蔵)晶子,25 

近況報告-近藤和彦,26 

還暦世代-中村峰夫,26 

初心回帰-伊藤禎司,27 

近況報告-岡本明,研究生 

ゴルフ大好き-紀野博子,28 

終活-高野(長谷川)紀子,29 

同窓生の集い-瀧基彦,29 

その後の「ネンキン生活」-中垣俊之,30 

おや?、芳香?-宮野卓,30 

世の中の変遷を振り返る-大根和彦,31 

修行の途中-岡嵜千賀子,31 

職業としての MA-松井大樹,31 

近況のご報告-板垣文雄,34 

二兎追うものは-本田崇宏,34 

近況報告-上山英二,35 

北海道衛研に勤めて、あっという間に 20年以

上が過ぎました-武内伸治,35 

Ich bin nicht mein Eigentum!(私は私のもので

はないわ!)-松浦克行,35 

ここ数年の近況報告-木下淳,36 



近況報告-村上(渡波)優子,37 

キャプテンとして-弓岡太郎,45 

齢 40 男からの近況-浦田秀造,46 

趣味の話-冨高彰,50 

薬剤師 8 年目-舘林奈々,53 

近況報告-金田龍太郎,57 

近況報告とメッセージ-伊藤和貴,59 

近況報告-伊原(大形)悠梨子,59 

 

北大薬学部同窓有志の集い(千葉)-齋藤望,38·穴田仁洋,37、2019(令和元)年度同窓会活動報告

(市川聡,37)、北海道大学薬学部同窓会 2018年度会計報告(会計·室本竜太,45、監査·廣瀬知弘,43、

小島弘幸,28)、2019(令和元)年度北海道大学薬学部同窓会役員·幹事、北海道大学薬学部東京同

窓会 2019 年総会報告、2019 年度北海道大学薬学部関西同窓会総会(第 5 回)のご報告(会長・山

本勇,15)、第 2回北海道大学薬学部東海同窓会開催報告(石内勘一郎,47)、北海道大学薬学部第

22 回生涯教育特別講座の開催(井関健、22) 

 

編集後記 

編集委員·平木実秀、上田智貴、本田拓巳、山口ひとみ(編集委員長)(芳香担当·中村孝司,47) 

 

＜第 70号（2021）＞ 

巻頭言·「コロナ禍」の中で-佐藤美洋(薬学研究院長·薬学部長) 

＜退職＞ご挨拶—鈴木利治(神経科学研究室·特任教授) 

＜退職＞退職のご挨拶-武田宏司(臨床病態解析学研究室·特任教授) 

＜新任＞新任のご挨拶-福原秀雄(創薬科学研究教育センター·准教授) 

＜新任＞転入のご挨拶-佐藤夕紀(薬物動態解析学研究室·講師) 

＜新任＞新任のご挨拶-栗原美寿々(RNA 生物学研究室·助教) 

＜新任＞Brief Introduction-Agustinus Robert Uria(天然物化学研究室·助教) 

＜転出＞転出のご挨拶-中矢正(国際医療福祉大学福岡薬学部·講師) 

＜転出＞転出のご挨拶-羽田沙緒里(49,産業技術総合研究所·研究員) 

 大学院薬学研究院の動き·人事異動 

 

＜特集①·コロナ禍での学生生活(アンケート調査)-編集委員会＞ 

＜特集②-１·同窓生の活躍-全国で活躍する北海道大学出身者（教授職相当のみを記載）、特集

②-２·ミトコンドリアに薬を運ぶ技術開発-山田勇磨,46,薬剤分子設計学研究室·准教授、特集

②-３·陸別産ハーブ化粧品に（新聞記事）（日向優・美紀枝,49） 

 

＜同窓会のページ＞ 

新型コロナウイルスとどう立ち向かうか-会

長就任の挨拶に代えて-同窓会会長· 

松田彰,15 

最近つくづく思う事-坂東洋右,2 

コロナ雑感-池田一芳,3 

趣味-村岸基量,7 

沖縄駆け足旅行-水田泰之,9 

再び神戸から 10年目のつぶやき- 

曽田(辻)允子,10 

我が奮闘の記-松本(柿崎)弘子,11 

引退生活に入りました-横田眞由美,13 

卒後 50 年、未だ現役引退はなく、「臨床開発

業務」に従事。同窓生(先輩、同級、同期、後

輩)への感謝。-岩堀洋,13 



アゲハ蝶の奇跡-小林身哉,14 

北大薬学部で何を学び、それで何をなしたか-

右田能尋,14 

漢詩五首-渡邊和幸,14 

近況報告-大島美岐子,15 

寄る年波には勝てません-山本勇,15 

近況-林修嗣,15 

今時の小中学校事情-塚本章,18 

近況報告-稲葉純一,18 

思いつくままに-草田雅子,19 

管理薬剤師の仕事(動物関連の専門商社)-

佐々木直行,20 

近況報告-藤原俊彦,20 

想いで、そして近況-小野尚彦,20 

コロナ禍でのシンプルライフのために- 

松久明生,21 

あれから-庄田平俊子,22 

近況報告-佐藤豊,23 

卒業そして定年後の今-山下憲昭,24 

近況報告-甲野裕之,25 

加齢と老化そして記憶-遠藤昌吾,26 

近況報告-安田達雄,27 

近況報告-大岡徹彦,28 

近況報告-花岡美奈,28 

コロナ禍の中にあって-佐伯敏彦,30 

仕事紹介-宮浦隆,31 

北海道薬科大学→北海道科学大学薬学部- 

戸田貴大,34 

まあそうは言っても引越しはそれなりに大変

なんですよね-宮田列寧,35 

近況報告と在学中お世話になった皆様へ- 

大神敏生,39 

近況報告-山吉康子,39 

コロナ禍で時間がありまして-加藤健太郎,40 

2 回目-橋田修吉,42 

趣味の話-伊藤浩之,46 

近況報告-安田哲,46 

二刀流のススメ-中島英之,46 

これまで-菅原恭,48 

近況報告-大原格,50 

近況報告-藤田大智,54 

社会人博士課程-和田康弘,55 

道民あるある?-竹川悠人,56 

近況報告-金澤(河合)美典,60 

 

2020(令和 2)年 3 月卒業生の進路(グラフ)、2020(令和 2)年度同窓会活動報告(武隈洋,38)、北

海道大学薬学部同窓会 2019年度会計報告(会計·室本竜太,45、渡邉瑞樹,46、監査·廣瀬知弘,43、

小島弘幸,28)、2020(令和 2)年度北海道大学薬学部同窓会役員·幹事、北海道大学薬学部東京同

窓会 2020年活動報告-新型コロナウイルスの影響を受けて-会長·坂根郁夫,25、北海道大学薬学

部関西同窓会 2021 年度総会と講演会のお知らせ 

 

編集後記 

編集委員·伊藤里奈、田口凛、伊藤楓(編集委員長)(芳香担当·大野祐介,49) 

 

＜第 71号（2022）＞ 

巻頭言·研究院長·学部長就任のご挨拶と令和 3年度の活動状況報告-木原章雄(薬学研究院長·薬

学部長) 

＜新任＞新任のご挨拶-小林正紀(45,臨床薬剤学研究室·教授) 

＜新任＞新任のご挨拶-大西俊介(分子細胞医薬学研究室·教授) 

＜新任＞転入のご挨拶-竹内雄一(薬理学研究室·准教授) 

＜新任＞新任のご挨拶-森崎一宏(精密合成化学研究室·助教) 

＜新任＞新任のご挨拶-中島孝平(60,生体分析化学研究室·助教) 



＜新任＞新任のご挨拶-前原経(55,分子細胞医薬学研究室·助教) 

＜新任＞新任のご挨拶-山本一貴(59,創薬科学研究教育セ·有機合成医薬部門·助教) 

＜新任＞新任のご挨拶-喜多俊介(生体分子機能学研究室·助教) 

＜転出＞転出のご挨拶-野村洋(名古屋市立大学寄附講座·教授) 

＜転出＞転出のご挨拶-古川敦(金沢大学医薬保健研究域薬学系·准教授) 

＜転出＞転出のご挨拶-土井良平(大阪大学大学院工学研究科·教授) 

＜転出＞転出のご挨拶-鈴木基史(関西医科大学新医学研究所設置準備室·助教) 

＜転出＞転出のご挨拶-人羅菜津子(熊本大学大学院生命科学研究部·特任助教) 

 大学院薬学研究院の動き·人事異動 

 

芳香 SCIENCE 71-1:話題の薬①·抗体-薬物複合体:エンハーツ-北海道大学病院薬剤部·坂本達

彦,54、 

芳香 SCIENCE 71-2:話題の薬②·糖尿病用薬イメグリミン塩酸塩錠-北海道大学病院薬剤部·志賀

弘康,41、北海道大学病院薬剤部、 

芳香 SCIENCE 71-3:研究最前線①·光免疫療法について-生体分析化学研究室・教授·小川美香子 

芳香 SCIENCE 71-4:研究最前線②·北大発アカデミア創薬を目指して-北大薬学部の新型コロナウ

イルス治療薬開発の取り組み-生体分子機能学研究室·教授、創薬科学研究センター長·前仲勝実 

芳香 SCIENCE 71-5:解説①·COVID-19 治療薬モルヌピラビルは経口投与で初期感染に効果を示す

が催奇形性に要注意-同窓会長·松田彰,15 

芳香 SCIENCE 71-6:解説②·COVID-19 に対する mRNAワクチンの開発-同窓会長·松田彰,15 

芳香 SCIENCE 71-7:解説③·ポリエチレングリコール(PEG)は本当に安全か? -同窓会長·松田

彰,15 

 

＜同窓会のページ＞ 

『追悼』「金門会」は続く-小田和明,18 

 

同窓会活動の見える化を目指して-同窓会会

長·松田彰,15 

J’ai 82 ans.-小林美佐子,4 

新型コロナういるす(COVID-19)- 

佐々木希吉,4 

第二次社会貢献を終えようとしている(?)- 

竹本智郁子,5 

銀杏並木とともに-中森(大阪)時子,8 

忘れられない薬-石川敦子,11 

こんな仕事しています-安江(長内)明子,12 

近況報告(雑感)-小西榮一,13 

コロナ禍で-田村(町田)寛子,13 

科学的根拠-寺山和幸,14 

近況報告-佐々木(遊免)珠美,15 

やりたい事はすぐやろう-西野雅代,16 

時間の単位について-佐藤達夫,17 

「芳香」が届くたびに思う,10 年ひと昔,20 年

ふた昔,振り返れば、いつの間にか卒業後,40

数年,役立つとは言い難いキャリアパスの事

例-松岡耕二,17 

つれづれなるままに-生塩孝則,18 

近況報告-安井重裕,19 

盆栽始めました!-和田啓爾,19 

6 年制課程に相応しい薬剤師国家試験- 

志水保明,21 

小児がんへの眼差し-鈴木仁志,21 

リムルス試薬とともに-明田川純,院 

中途半端ですが-楽しんでいます!? – 

遠藤(織岡)令子,23 

徒然なるままに-山田敏,23 



魅惑の Paython-石澤孝之,24 

How about green tea?-永坂秀子,24 

アンサングおじさんは「杜の都、銀生倶楽部」

-吉田透,24 

新型コロナ感染対策をする中で感じたこと-

佐藤正幸,26 

学校薬剤師の仕事-佐野美幸,26 

60 歳を過ぎて-山田浩之,27 

近況報告-佐藤浩樹,28 

近況報告-松山(永井)裕子,28 

近況報告(老眼と脂肪肝)-川合真次,29 

終幕と序幕-佐々木淳志,29 

近況-冷牟田修一,29 

近況報告-内田泰輔,30 

近況報告-酒井(保野)直美,30 

近況報告-コロナ禍でのオンライン授業- 

櫻田誓,院 

「Progress」続けられるか- 

正木(小倉)道子,33 

心のともしび-村上祐介,34 

近況報告-西屋禎,37 

近況報告 -病院薬剤師として -DI (Drug 

Information)室での勤務状況- 

津々路(佐々木)桂子,38 

やはり「当たり前が一番難しい」-隅田雄治,39 

高校、大学の同窓会活動のこと- 

山下(金内)美妃,40 

ある患者さんとの出会いに思う-古賀芳,41 

3 回目の方向への投稿-梁本禎真,院 

800 字以内で卒後のワタシを纏めてみたもの

の-福田健吾,45 

キャリアの一例-加藤朱利,46 

近況報告-黒瀬孝弘,47 

近況報告-田中(関)怜子,48 

薬学の上に立つ未来創造-五十嵐絵里,49 

近況報告? 息子たちとコンビニスイーツ- 

小原ひかり,49 

いつかまたね荒天の先で-鈴木(落合)彰子,49 

近況報告-神川(武藤)花見,51 

近況報告と最近のお仕事-佐藤匡,53 

感染対策な日々-駒澤宏紀,54 

タイトルなし-齋藤優実,55 

近況報告-若島健志,55 

変わるもの、変わらないもの-早風郁美,56 

育薬研究やっています-松本尚樹,院 

近況報告-永田真,61 

卒後半年間の報告-菅野裕希,62

 

2021(令和 3)年 3 月卒業生の進路(グラフ)、2021(令和 2)年度同窓会活動報告(幹事長・武隈

洋,38)、北海道大学薬学部同窓会 2020 年度会計報告(会計·渡邉瑞樹,46、監査·廣瀬知弘,43、

武内伸治,35）、2021(令和 3)年度北海道大学薬学部同窓会役員・幹事、薬学祭 2021(実行委員長

·信本和奏)、薬とコロナと大学生(編集委員会)、北海道大学薬学部東京同窓会近況-新型コロナ

ウイルス禍後の総会開催に向けて-、北海道大学薬学部関西同窓会 2022 年度総会·講演会のお知

らせ、日本薬学会第 143年会のご案内(組織委員長·薬理学研究室·教授、南雅文) 

 

編集後記 

編集委員·大塚悠寿、金子祥子、金光聡馬、中原悠斗(芳香担当·大野祐介,49) 

 

 


