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　薬友会会員の皆様におかれましては、

益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。

さて、平成26年４月に薬友会会長を仰せ

つかり早１年半が過ぎようとしておりま

す。現在の厳しい社会情勢の中で、九州

大学薬学部は将来を見据えた発展の布石

を一つ一つ積み上げております。そして、

うれしいビッグニュースを皆様にお届けいたします。平成27年５月18

日に、長年の念願であった待望の新研究棟「グリーンファルマ研究所」

の開所式が開催されました。前薬友会会長の井上和秀先生（九州大学

理事・副学長）が研究院長時代にリーダーシップを発揮され実現しま

した。テレビ、新聞などでも数多く報じられ、九大薬独自の「痛み研究・

グリーンファルマ研究」を基軸にした医薬品開発に向けて大きな一歩

を踏み出しました。薬友会および薬学研究院にとっても誠に力強い限

りです。これもひとえに諸先輩方ならびに諸先生方のご尽力の賜物で

あると心より感謝申し上げます。他にも多くの成果があげられておりま

すので、ぜひとも薬学部ホームページ（HP）をご覧ください。

薬学の使命

　薬学部は、これまで薬の研究と生産、そして医療の３分野で活躍す

る薬のプロフェッショナルを育成してきました。卒業生は、医薬品に加

えて、化粧品、食品添加物、健康食品、環境汚染物質などを対象とし

た幅広い分野で、産学官のリーダーとして活躍されています。また薬

学部は平成18年度より４年制と並立させ６年制が導入され、薬学府は

平成22年度に修士課程、そして平成24年度に博士課程が設置され、新

たな研究の展開と医療体制の構築により、国民の健康に資する魅力あ

る学部・学府となりました。このように、薬学には人類の健康と福祉

に貢献する大きな夢が託されているといっても過言ではありません。

　薬学研究院では長年にわたり「システム創薬リサーチ構想」（創薬・

育薬に関する研究単位を束ね、基礎から臨床まで見渡せる研究環境の

構築）を推進し、世界的な研究成果、大型プロジェクト採択など実績

を積み上げてきました。学内では「創薬育薬最先端研究基盤センター

（主幹教授制度）」の設置が認められ、国の事業である「最先端研究基

盤事業（化合物ライブラリーを活用した創薬等最先端研究･教育基盤

の整備）」が稼働しております。九州大学独自の「大学改革活性化制度」

の支援による「産学官連携創薬育薬共同研究推進による組織改革」を

基軸とし、平成25年度に「産学官連携創薬育薬センター」を設置しま

した。一方で、概算要求では、平成25年度に【重点要求】最先端研究

施設整備「九州大学（馬出）システム創薬リサーチセンター」が採択

され、平成26年度末に新研究棟「グリーンファルマ研究所」が竣工し

ました（詳細は第37号薬友会誌をご参照ください）。本研究所では、既

承認薬の適応拡大（育薬エコファーマ）に地球環境にやさしい薬の合

成（グリーンケミストリー）を融合させた「グリーンファルマ研究」を

推進しております。これまでの成果を薬学研究院の第一期活性化と位

置づけ、それを追い風に、現在、第二期活性化として「国際的な痛み

研究・グリーンファルマ研究推進による組織改革」を推進しております。

本改革により強固となった人的交流や双方向性の循環型産学官・国際

連携を深め、医歯薬キャンパス将来構想「産学官連携開放型国際ライ

フイノベーション拠点」形成に創薬・育薬の視点から貢献することを

目指しております。

　文部科学省の推進する「国立大学のミッションの再定義」において、

九大薬の特色・強みを活かした機能強化の例として、「創薬・育薬に関

する研究単位を束ねた分野横断型の教育研究体制を活かした創薬研究

者の養成」、「痛み研究、グリーンファルマ研究（環境調和型の育薬研究）

など独創的な研究の推進」をミッションに掲げております。平成26年

度には、基幹教育が開始されました。１年次の伊都キャンパスでの基

幹教育は、学部を越えて教員と学生が一堂に会して学習できる総合大

学の特色に満ち溢れ、薬づくりの新たな発想が醸成されます。また２

年次以降、医療系学部が同一キャンパス内に位置する病院キャンパス

では、チーム医療や創薬の連携研究が実践できる最適な環境が整備さ

れております。国立大学附属病院では最大規模の九州大学病院に加え、

臨床薬学教育センターが稼働しております。さらに九大薬独自の人と

地球に優しい「グリーンファルマ研究」を推進するための創薬拠点の

形成が加速化しています。一方、先輩諸氏もご存じのとおり、テニス

やソフトボール大会なども盛んに行われております。これらを通じて、

いかなる社会環境にも適応できる強靭な精神力を培うための教育研究

環境が整備されております。

　九大の推奨するアクティブラーナーとして、常にチャレンジ精神を

持って、薬のプロフェッショナルの道に邁進することが「薬学の使命」

です。

九州大学薬学を支えてくださる卒業生の皆様へ

　現在、私たちはかつてない大変な時期にさしかかっております。４

年制と６年制並立にともなう様々な調整、大学法人化に起因する多く

の未解決の問題、少子化による学生数減少、国家的規模および九州

大学独自の状況に起因する人件費削減のダブルパンチと、それによる

人員削減と業務の加重、等々の困難な状況で、どうすれば教育の質を

確保して、研究の発展を期するか、一工夫も二工夫も考案しなければ

薬学は難破してしまいます。先輩諸氏が築きあげた歴史を守り今後の

発展を期するには、皆さんの更なるご支援を賜らねばなりません。そ

の具体的手法をこれから少しずつご呈示しますので、どうぞ忌憚なき

ご意見と共に改善策やご協力ご援助を賜れば幸いです。薬学部ホーム
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ページ（HP）も刷新され、活動する薬学をタイムリーにお見せしてい

るところです。また薬友会HPもリニューアルをすすめておりますので、

ご期待ください。よろしくお願い申し上げます。

薬友会あり方の改革について

　常日頃より薬友会の管理運営にご貢献いただき心より感謝申し上げ

ます。皆様のご協力にもかかわらず、財政はひっ迫し、薬友会の新た

な船出の時期となりました。これまで、評議員会では、薬友会在り方

の改革について、薬友会の活性化や運営安定の視点から議論されてき

ました。第37号薬友会誌に「九大薬友会の在り方の改革に関する提言

（井上和秀薬友会会長、赤司俊博評議員、川原章評議員）」が掲載され、

会員の皆様からの意見を聴取しました。それを受けて、平成26年度の

評議員会で、ホームページ（HP）立ち上げとWeb運営による活性化

および健全財政へ踏み出すことが決定しました。その主な変更点を、

前回の第38号薬友会誌に「薬友会あり方の改革について」を掲載させ

ていただきました。

・平成26年度を区切りに平成27年度より、薬友会誌をWeb配信として、

冊子体は要望に応じ、事務局で個別対応することとなりました。

・名簿は５年ごとに有償で配布することとなりました。

・会費は皆様より徴収することとなりました。

　基本的には、提言に基づいて評議員会で議論し、一部修正のうえ、

提言に沿って改革を実施することにしましたので、ご協力をお願いし

ます。なお、提言と最終的な改革案の違いは終身会員にも会費納入を

お願いすることです。初期に終身会員の方はおられましたが、歴史的

推移の中で、名簿管理が対応できず現在に至っております。評議員会

でも世代を超えて、繰り返し議論を重ねましたが、修復は不可能であ

り、リニューアルを契機にリセットすることが決まりました。誠に、恐

縮に存じますが、ご理解とご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げ

ます。

　薬友会の絆を強化・発展させる目的で、新たに、本格的同窓会用

HPを開設しメール等で周知させていただいたところです。薬友会会

員の皆様、教員および学生の皆様の支部大会への積極的なご参加をお

願い申し上げます。

　同窓会用HPを通して、九大薬友会を、学生にとっても、卒業生にとっ

ても、そしてご年配の方にも有益な会にしたいと切望します。学生に

対しては、強力な就職戦線のサポーターとして、あらゆるチャネルを

通じて九大薬学学生の就職を有利に導いていただきたいと思います。

特に、企業や研究所において影響力の大なる地位にある方のご協力が

是非とも必要です。卒業生にとっては、社会人として困難にぶつかっ

た場合の良き相談相手になっていただきたいと思います。また、ご年

配の方に取りましては、これまでの人生経験を後進に活かす事ができ

る場となっていただきたい。その総合型が近い将来の九大薬友会です。

最後に

　先輩たちが残してくださった本学の確固たる地位を守り、更に発展

させるために、私たちは様々に工夫をし、努力を重ねる所存です。ど

うぞ、いつまでも温かいご支援をたまわりたく、重ねてお願い申し上

げます。最後になりましたが、皆様のご健勝を切にお祈り申し上げます。

 平成27年10月吉日

新任あいさつ

創薬育薬研究施設統括室

教授　西　田　基　宏

　2015年９月１日付けで創薬育薬研究施

設統括室（新設）の教授に着任いたしま

した西田基宏と申します。私は2003年10

月に九州大学大学院薬学研究院薬物中毒

学分野（現 薬効安全性学分野（黒瀬等教授））の講師として着任し、

2006年８月より助教授（2007年４月から准教授）となり、2012年７

月より創薬育薬産学官連携分野の独立准教授となりました。その後、

2013年８月から自然科学研究機構岡崎統合バイオサイエンスセンター

（生理学研究所）心循環シグナル研究部門の教授として転出しました

が、2014年１月より創薬産学官連携講座の客員教授として迎えていた

だき、このたび九州大学で初めてとなります、クロスアポイントメン

ト制度の教授として着任いたしました。創薬育薬研究施設統括室は、

創薬育薬産学官連携分野やライフイノベーション分野と同様、九州大

学の大学改革活性化制度へ提示した薬学研究院の改革案が採択され、

新たに設置された分野です。本分野の設置にご尽力いただきました薬

学研究院の諸先生方に心より厚く御礼申し上げます。

　薬学研究院在籍時は、黒瀬教授のご指導の下、心不全形成に関わ

るシグナル伝達機構の解析に尽力してまいりました。しかし、基礎研

究の中で独自に見出してきた創薬シーズを九大病院に玉出ししようと

しても、「心不全の患者はすでに何種類もの薬を既に服用している。

今更１種類増えたくらいで劇的に改善すると本気でお思いですか？」

と門前払いされる現実を突きつけられ、心臓だけ見ていても駄目だと

実感しました。一方で、生理学研究所という新しい環境に飛び込んだ

おかげで、多階層の生体相互作用を強く意識するようになり、心臓と

いう材料で見出してきた創薬標的分子が心臓以外の組織で何をしてい

るのか、この分子を阻害する薬が生体の恒常性にどう影響を及ぼしう

るかという「トータルケア」の概念を新たに持ち始めました。現在は、

昔から身体に良いといわれている物理療法（運動・温熱・鍼灸・電気

刺激など）にトータルケアを実現するためのヒントが隠されていると

考え、物理療法を模倣できる薬の標的分子の探索に力を入れていま

す。面白いことに、これまで心不全形成の仲介分子として同定してき

たイオンチャネルや受容体の活性が、適度な運動や電気刺激によって

負に調節されることを最近明らかにし、実用化の可能性が開けつつあ

ります。一方で、薬学研究院の目玉である「エコファーマ（既承認薬

の適応拡大）」も積極的に研究しており、最近では高血圧治療薬とし

て使われているCa２+拮抗薬の一つがミトコンドリア分裂阻害作用を

持つことを見出しました。現在は、九大病院循環器内科との連携によ

り、糖尿病性心筋症への適応拡大に向けて医師主導の臨床試験を進

めているところです。

　大学共同利用機関がどういう研究所なのか、薬学研究院の教員・学

生の多くはご存知ないと思います。岡崎の研究所は共同利用研究に資

する最先端の研究設備や情報・研究費が整備された国内トップレベル

の研究機関です。本クロスアポイントメント制度をフル活用し、九大

薬と岡崎との人的交流を活性化することは、他の部局には真似できな
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い全く新しい異分野交流のきっかけになるものと確信しています。勤

務比率は岡崎：九大＝80：20と九大での勤務時間は１ヶ月に１週間程

度しか従事できませんが、一度は外に巣立った私を引き戻してくだ

さった先生方のご期待に少しでも応えられるよう薬学研究院での成果

をしっかり出していきたいと思います。今後ともどうぞ宜しくお願い

致します。

ライフイノベーション分野

准教授　齊　藤　秀　俊

　2015年１月１日付でライフイノベーショ

ン分野の准教授に着任いたしました齊藤

秀俊と申します。2006年に化学療法分子

制御学講座で井上和秀教授の指導の下で

博士号を取得し、薬効解析学分野（現：薬理学分野、井上和秀教授）

の助手を経て津田誠教授率いるライフイノベーション分野に異動致し

ました。ライフイノベーション分野では、グリア細胞、慢性疼痛をキー

ワードに生体イメージング、ウイルスベクターの作成といった手法を

駆使し、痛みのメカニズムの解明、制御技術の開発を目指しておりま

す。本年よりシステム創薬リサーチセンターグリーンファルマ研究所

が稼働を開始しました。ライフイノベーション分野はグリーンファル

マ研究所内に居を構え、国際研究、産学官連携を積極的に行い、創

薬に直接繋がるような独創的な研究を行うことが使命と考えておりま

す。また、九州大学薬学部の学生は、素晴らしい可能性を秘めた学生

ばかりですが、日本社会にとっての宝石の原石のような彼らをコツコ

ツと磨き上げ、この九州大学薬学部を世界にアピールしてくれるよう

な人材を育成していく所存です。これまでに薬友会会員の諸先輩方が

築き上げてくださった九州大学薬学部の発展を継続し、さらなる活性

化の実現に少しでも貢献すべく積極的に様々な活動を行って参ります

ので、今後ともご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

創薬腫瘍科学講座

准教授　渡　　　公　佑

　2015年４月１日付けで創薬腫瘍科学講

座の准教授に着任いたしました渡公佑と

申します。私は2005年に九州大学薬学部

総合薬学科を卒業し、その後大学院へと

進学し2010年に博士後期課程を修了いたしました。2010年４月より

創薬腫瘍科学講座で２年間学術研究員として、その後３年間助教と

してお世話になりました。その後本年３月で小野眞弓教授が御退官

なされ、４月より特任教授としてご就任なされることを受け本年４

月より准教授として着任いたしました。これまで学部学生の頃より

多大なるご心配とご迷惑をかけてきましたが、小野眞弓教授をはじ

め多くの諸先生方、先輩方、また同級生に多くのご支援とご指導を

賜りながら現在に至っていますことを改めて深謝いたします。

　博士課程までは樋口隆一教授、宮本智文准教授のもと医薬資源探

索学分野で天然物由来のがん間質を標的とした治療創出の基礎研究

を行ってまいりました。がん細胞の増殖と生存はがん細胞だけでは

なく、周囲の非がん細胞を含む微小環境（がん間質）に大きく依存

しております。がん細胞そのものだけでなく、がんの微小環境を構

成する非がん細胞の役割を明らかにすることは、がん治療創出の有

用な治療戦略であると考え、現在研究を進めております。特にがん

微小環境の中でも“がん血管新生”を標的とした治療創出のため、

新しいがん血管新生の治療標的の探索を行っております。小野眞弓

教授のご指導のもとにこれまでにない我々独自の治療創出研究を発

展させていきたいと思います。

　これまでに薬友会の諸先輩方が築き上げてこられました九州大学

薬学部の発展と活性化に少しでも貢献できますよう精一杯努力をし

ていく所存でございます。今後ともこれまで以上のご指導ご鞭撻を

賜りますようよろしくお願い申し上げます。

定年退職にあたって

薬理学分野

教授　井　上　和　秀

　私は、1973年に九州大学薬学部を卒業

後、大学院は故植木昭和先生の薬理学教

室に入り、行動薬理学を学びました。修

士課程修了後、東京に出て製薬会社で３

年間働いた後、国家公務員上級職試験をパスして厚生省（現：厚生

労働省）に入省後、望んで、サザエさん通りの近くの国立衛生試験所

（現：国立医薬品食品衛生研究所）薬理部に配属、以来26年間そこで

研究し、その間2000年からは連携講座の教授を兼任しました。そして、

2005年１月からは薬効解析学（途中で、薬理学分野に名称変更）分野

の専任教授として赴任しました。つまり、本学の教授職として16年間

奉職したことになりますが、この年月は印象としては短かったです。

　教壇に立つようになって、恥ずかしながら、薬理学の教科書を初め

て始めから終わりまで読んでみました。そして、教科書のすばらしさ

に感心し、もっと早く全体をまじめに学んでおけば良かったと後悔し

ました。これまではどうも「木」ばかりを見てしまいがちで、「森」を

把握することをなおざりにしていたと言うことです。ですから、講義

はいつも、学生と共にすべての目次を眺めることから始めました。ま

た、内容理解は読む都度に深まっていったように思えました。教壇で

急に黙り込んで、一人感心する姿をいぶかしく思った学生もいるかも

しれません。

　とまあ、こんなふうに、私は手探りで教えていたのですが、研究

に関してもまさにみんなといっしょに頑張ってきたのです。若い人達

に教えられ、引っ張られ、なんとか自分の役目をこなしてきました。

2014年に紫綬褒章をいただけたのは、まさに皆さんの努力の結晶と強

運のおかげでありました。いよいよ定年を来年にひかえ、退官すれば

気楽な人生が待っていると思っていた矢先、現総長のどういう気まぐ

れでしょうか、私は理事・副学長を拝命し、もう少し九大のために働

くことになりました。ですので、定年に向けて何か書けと言われても

ピンとこなくて、ぐずぐずと感想を述べている次第です。そうこうす

るうちに、赴任当初の学生達の顔や顔、無意味に長い教授会の様子、

最近のなんと若い学生達の「孫のような」かわいらしさとか、まあ、様々
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に思い出され、だんだんと気分が盛り上がってきました。でも、最後

に言うべきは、多くの方々への深甚の感謝の言葉と共に、「人生引き

際が大切。晩節を汚すなかれ」でありまして、若い方々の研究教育活

動をどうすればうまく支援することができるか、そこにのみ注力して

残る大学人としての人生を全うしたく思います。

　なお、薬理学分野は私の代で閉じます。これは薬学研究院活性化の

ためであり、私が研究院長の時代に教授会で決めた万已むを得ない処

置でした。新たに立ち上がった分野が更に更に発展すること、そして

九州大学薬学研究院が世界に冠たる研究教育現場となることを切に祈

りつつ、筆を置きます。

機能分子合成化学分野

教授　古　賀　　　登

　私の部屋は、入って正面に大きなテー

ブルがあり、右側の壁にホワイトボード、

左側の壁にそってスチール製の本棚が置

いてある。赴任当時から、20年間、我々

の研究室ではグループミーティングを週一回のペースで行ってきた。

幸か、不幸か、グループは少人数のため、ミーティングスペースにこ

の部屋は十分な広さであり、薬学部本館改修以降、グループミーティ

ングは、テーブルを囲んでホワイトボードを使って行ってきた。また、

このテーブルは、時として喫茶KOGAや宴会場のテーブルにかわり、

楽しい時間を演出してくれた。現在、壁際の本棚には、77冊のファイ

ルが並んでいる。これは、グループミーティングの際に提出したレポー

トをファイルした歴代学生全員のものであり、九大薬学部での私の研

究の歴史と学生のいろんな思いが詰まっている。そのハードカバーの

背表紙に学生の名前が記されている。ということは、この20年間で80

人近い学生と研究を共にしたことになる。実際には、一つのファイル

に数名の名前があったりするが、一人の名前が複数のファイルにあっ

たりするので、これよりかなり少ない数字になると予想される。これ

まで、私の教育方針として、言われたことを難なくこなす技術者では

なく、独創性に富んだ発想を持つ研究者を育てよう、と常に思いなが

ら教育してきたが、あまりにも少ない数字になってしまった。その中で、

８名の博士号を取得した学生を輩出した。20年という時間を考慮すれ

ば、これも少ない数字であるが、彼らが行った研究のいくつかは世界

一流の雑誌に掲載され、また、確実に我々の研究においてターニング

ポイントとなる研究であった。彼らは、よくいえば個性的で、高いプ

ライドを持ち、扱いづらかったが、高い研究心を持って研究を遂行し

た。大学での研究において、どれだけ彼らのような学生と出会えるか

が研究発展の鍵であると痛感している。嬉しいことに、現在、彼らは

それぞれの方面で活躍している。

　研究においては、基礎研究とそれに根ざした最先端応用研究を平行

して行うことを意識してきた。そのなかで、一貫してこだわったのは、

オリジナリティーの高い“自分の分子”を用いて研究を行うことである。

九大薬学部では、高スピン有機磁性体研究より始まり、有機分子と金

属錯体からなるヘテロスピン磁性体へ展開した。大きな磁気ヒステリ

シス（履歴現象）を持つ光応答型ヘテロスピン単分子磁石の発見は、

我々の研究におけるトピックスの一つである。また、同時期に、分子

磁性研究論文において枕詞として使われていたMRI造影剤への展開

研究をスタートさせ、その基本戦略の骨格となる温度応答性の小分子

を開発した。更に、磁性体合成研究の中で、電荷移動型新規ケイ光発

光分子を見い出し、熱、光、圧等の外部刺激に応答して変化する発光

挙動について報告した。現在、興味の対象は、小さな分子から大きな

サイズの集合体（数10〜数100ナノメータ）へ進化し、集合体の向か

うべき相手は細胞や腫瘍移植マウスに達している。これから更に面白

くなりそうな予感がする。その場に立ち会えないのが残念でならない。

　私の研究への情熱や意欲は尽きることはないが、私が赴任した年に

生まれた学生に有機化学の基礎を講義している現状は、好ましい状況

とは言いがたい。また、キャンパスの外に煙草を吸いに出るのにも疲

れたので、いい潮時と思う。最後に、九州大学での研究を支えてくれ

た77冊のファイルに感謝します。さらに、20年間、研究の中心となっ

て支えてくれた唐沢　悟准教授に感謝します。また、自由な研究の時

間と環境を与えてくださった九州大学に感謝します。

　さようなら。

 平成27年11月16日

薬物分子設計学分野

教授　末　宗　　　洋

　早いもので、平成28年３月に定年を迎

えます。九州大学には教員として35年間、

学生時代を加えると41年もの長きに亘りお

世話になりました。この間、多くの先輩・

後輩・友人の力を得て、大学人としての責務を果たせますことを心よ

り御礼申し上げます。

　限られた紙面で皆様にお話ししたいことは何かと考えたとき、大学

での教育のことが思い浮かびました。私ども薬学の教員は教育そのも

のについての専門的知識・方法論を持ちません。それではどうやって

教育するのでしょうか。まずは、自らが学生として経験した先達の行

いを模倣することから始まります。学生による授業評価も学期末ごと

に実施されますので、経験を積み改良を重ねればより良い講義が実現

できます。それと並行して教育に関する勉強を自ら進めることになり

ます。

　一方、理系大学人の最大の関心事は自分の研究の進展です。教育

が最も関心ありという人はさほど多くないでしょう。しかも教育は責

務でもあります。この両者は決して対立するものではありません。も

う一度、原点に戻りましょう。「薬学部では何を教育するのですか？」

と聞かれたとき、どのように答えますか。「くすりに関連する様々な概

念および知識を教育します。」というのが一般的かもしれません。しか

し、それでは大切な要素が欠落しています。小中学校教育では必ず入

る「心」の問題です。教育における「心」とは何でしょう。このこと

を私が学んだのは薬学６年制がスタートする折り、コアカリキュラム

を制定する際のことです。教育には知識・技能・態度に相当する様々

な項目を学習し修得することが望まれています。このなかで、心＝態

度ということになります。この「心」の問題は薬剤師育成のみならず、

研究者育成においても極めて重要な因子と云えます。私たちは研究を

進める過程で、得られた結果についつい目を奪われがちです。しかし、

人材育成機関としての大学を考えたとき、研究に真摯に向き合う態度

を持つ研究者育成こそがもう一つの大きな目標と云えましょう。その
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ための具体策は一つしかありません。学生と良く話し合うことです。

実験の細部にいたるまでその考えを聴き、問題点を洗い出し、再度実

験をおこなう。この積み重ねのみが研究成果をもたらすと共に、真の

研究者育成に通じる道と信じます。そこにはデータの改ざんやねつ造

などの入ってくる余地はありません。

　私のこれまでの研究項目を列挙しますと、①「不斉合成方法論研究」、

②「ペプチド関連化学」、③「核酸関連化合物の化学」に分類できます。

①②項は田中正一准教授（現長崎大学教授）、③項は麻生真理子准教

授が主体となり進めた内容です。最近では、６年前にゼロからスター

トした「らせん不斉の化学」が面白く、臼井一晃助教が進めています。

　このように広範なテーマを複数持つことになった理由は、次のとお

りです。カッコ良くいえば、小分子化合物の化学を確立するとともに、

生体機能発現につながるペプチドおよび核酸関連化学との連関を意識

し、生命化学研究の一助としたいというものです。本音を言えば、主

に二つの理由があります。一つは、無から出発し形を創っていくとこ

ろに私自身の興味がありました。もう一つは、共同研究者の意欲を前

面に押し出す体制を構築するためでもありました。このようにして、

微力な私と共に力を合わせて研究を進めて下さいました多くの方々に

御礼申し上げます。また改めて私を学問の世界に導き育ててください

ました（故）浜名政和九大教授、宮坂貞昭和大学教授、そして私が最

も影響を受けました酒井浄九大教授に深甚の謝意を表します。

　今後、九州大学薬学部・薬学府・薬学研究院においてよりすばらし

い研究成果・教育成果が挙げられることを祈念して、定年のご挨拶と

いたします。

最終講義記念講演会のお知らせ

謹啓

　皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

　このたび九州大学大学院薬学研究院におきましては、平成28

年3月末をもちまして、三名の先生方（井上和秀先生、古賀登先

生、末宗洋先生）がご定年となられます。

　九州大学はもとより、広く学界や社会への永年の多大なご尽

力ご貢献に感謝し、下記の要領で最終講演会を開催いたします。

多くの卒業生、在校生、関係各位のご参集をお願いいたします。

謹白

記

　　最終講義記念講演会

　　　場所：九州大学医学部百年講堂メインホール

　　　日時：平成28年2月10日（水曜日）13：30〜17：00

　　　　　　13：30〜14：30　　　　　末宗　洋先生

　　　　　　「みち草の有機合成化学−新たな反応・分子・機能を求めて」

　　　　　　14：45〜15：45　　　　　古賀　登先生

　　　　　　「機能性分子から分子集合体へ」

　　　　　　16：00〜17：00　　　　　井上和秀先生

　　　　　　「…わからん」

　　世話人

　　　九州大学薬学教務委員会

　　　http://www.phar.kyushu-u.ac.jp/

上田陽先生を偲んで

香　野　敬　喜（15回生）

　先生ご逝去の知らせは桐野先生からのメールでした。先生につい

ての情報が必要とのことで、20年余り助手として身近に指導を受け

た私にご連絡頂きました。その時の返事を元に文をまとめておりま

す。

　先生の御尊父はお医者さんで、そのことは先生が佐賀関にご先祖

のお墓参りに行かれたことで知りました。尚、ご自身の墓所は澄泉

寺です（清龍山澄泉寺、〒107-0052 東京都港区赤坂１-11-３）。ご

実家、東京恵比寿の病院を整理され、まだ使えそうなガラス器具や

上皿天秤などをご自分の車で持ってこられました。

　先生ご夫妻にはお子様がおられなかったので教室員を家族のよう

に思われていた節がありました。物理化学教室発足当時は４月の歓

迎会、教室旅行、忘年会、３月の送別会、間にテニス大会、ソフト

ボール大会そして運動会が巡ってくる楽しい時代でした。先生は宴

会や旅行の企画も細やかでした。ある年の忘年会では当時流行って

いた、ちあきなおみの「喝采」を独唱され皆驚きました。教室旅行

には、時に奥様も同伴されて萩、対馬や壱岐などに旅行、山海珍味

を頂きました。特に、対馬では国民宿舎の夕食が少なかったのを奥

様が気遣かわれて夜食の追加までして頂いたのを思い出します。そ

の仲の良さは他の教室から羨ましがられた程でした。五橋完成の天

草に、先生のマークⅡと８人乗りのワンボックス車に分乗して行く

ことになり、借りた８人乗りを誰が運転するのかが問題になった

時、先生はすべての車種に乗れる免許証を示されてバスの運転も免

許上は可能なんだよと少し照れながら自慢されていました。東大時

代、実験装置や器具の移動に必要だったとかで免許制度初期に取ら

れたようです。その時は院生の一人が運転しました。車は先生のご

趣味の一つで初代の愛車は発売されたばかりのトヨタのパブリカで

した。ある時エンジンの調子がおかしいとのことでキャブレターを

分解掃除されたので皆びっくり、昔の車は壊れやすく分解掃除など

日常茶飯事だったとのこと、エンジンが元気になったのは言うまで

もありません。先生の口癖の一つに「人が作ったものは壊れても必

ず直せる」というのがあり、実験に使用していた水浴や融点測定器

などは百瀬勉先生時代からの手製の器具が多く、よく壊れました。

壊れると先生に修理の仕方を教えて頂きました。勿論、遊びばかり

でなく実験、研究においても教室員一人一人に適切なアドバイスや

時には叱責も頂きました。実験班の卒研生二人と私にコクヨの200

頁の実験ノートを渡され記録の仕方を伝授されました。今も３冊書

棚に残っています。

　田口胤三先生が学部長時、福岡で薬学会第85年会（昭和40年４月）

が開催され先生は総括責任者として、当時完成したばかりの福岡市

民会館をメイン会場に、見事に取り仕切られました。熊本で行われ

た分析化学会も完璧な大会運営だったと記憶しています。

　私は先生のご退官後大分に転任しましたが、困ったときには先生

だったらどうなさるだろうかと自問自答しながら対処してきたよう

に思います。以上、私が想った先生の懐かしい思い出です。終わり

に当たり厳しくも心から優しかった先生のご冥福を祈念し追悼の言

葉に代えさせて頂きたいと思います。
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大倉洋甫先生を偲んで

現福岡大学薬学部教授　山　口　政　俊（20回生）

　薬品分析化学講座教授の大倉洋甫先生が平成27年２月12日に急逝

されました。享年84歳でした。衷心よりお悔やみ申し上げます。

　大倉先生は、九州大学医学部薬学科（第２回生）をご卒業後、薬

学研究科に進学し、助手、助教授を経て、昭和47年に教授に昇任さ

れました。昭和63年から４年間九州大学評議員、平成４年から２年

間薬学部長、薬学研究科長の重責を担い、大学、学部、研究科の運

営に多大の寄与をなされました。

　先生は薬学部創立時よりその発展に大きく貢献されてこられまし

た。私は、大倉先生が前任の百瀬教授から講座を受け継がれたころ

から、先生の活躍を目の当たりにしてきました。当時、研究の新た

な方向性について苦慮され、飲みに誘われたこともありました。常

に教育・研究に真摯に向かい合い、教室全体で前進することを心掛

けておられました。薬学の分析化学分野における最先端研究に鋭意

務められ、優れた人材を育成されました。特に、微量生理活性物質

の高感度分析に関する研究を行い、クロマトグラフィー、ルミネッ

センスを利用する臨床化学分析において、第一人者として活躍さ

れ、昭和60年度に日本分析化学賞を受賞されました。国内外で研究

交流され、特に中国との関係を大事にされていました。退官後も各

種研究機関、JICAなどで仕事を続けられました。

　先生は、容姿端麗で、おしゃれが似合う、同教室には珍しい先生

でした。教室の和を大事にされ、教室員との食事会も頻繁に実施さ

れ、すき焼き大会で大いに盛り上がったことが昨日の様に思い出さ

れます。正月の大倉宅での新年会も恒例でした。奥様や３人のお子

さんを交えて大賑わいでした。次々に各方面の来訪者があるため

延々と宴が続き、帰るに帰れなかったことも思い出されます。大倉

先生ご夫妻の仲の良さは有名で、お互いに「洋（よう）ちゃん、裕

（のぶ）ちゃん」と呼びかけ合い、耳慣れないフレーズに周りの我々

が気恥ずかしい想いをしたこともありました。

　心温かく教室員の面倒を見ていただいた大倉先生、本当にありが

とうございました。ご冥福をお祈り申し上げます。

近　況　報　告

国立医薬品食品衛生研究所

室長 　出　水　庸　介

　九大薬友会会員の皆様方におかれましては、益々ご清祥のことと

お慶び申し上げます。

　私は2006年まで薬物分子設計学分野に在籍しておりました出水庸

介です。現在は、国立医薬品食品衛生研究所（国立衛研）に有機化

学部第二室長として勤務しております。

　国立衛研は1874年に発足したわが国で最も古い国立試験研究機関

で、東京都世田谷区の住宅街の中にありまが、2017年に神奈川県川

崎市（キングスカイフロント）への移転を予定しています。国立衛

研では、医薬品・食品のほか、生活環境中に存在する多くの化学物

質について、その品質、安全性及び有効性を正しく評価するための

試験・研究・調査を行っています。有機化学部は、厚生労働省所轄

の研究所の中で唯一の有機化学を研究分野としている部であり、有

機合成化学・計算機化学・メディシナルケミストリー・ケミカルバ

イオロジー・機器分析化学を基盤として、基礎的研究分野からレ

ギュラトリーサイエンスに関する幅広い研究をおこなっています。

他にも日本薬局方の作成に関わる業務などもおこなっており、最近

は自分で手を動かして実験できる時間が少なくなってきています。

研究を充実させるために、所内外のアカデミア研究機関と共同研究

をおこなったり、関東の大学（今年は東京工業大学・工学院大学・

東京薬科大学・日本大学）から数名の大学院生・学部生を受け入れ、

若い学生さん達と熱いディスカッションを重ね刺激を貰いながら研

究に取り組んでいます。もちろん関東以外の大学からの学生受け入

れも大歓迎ですので、薬友会会員ご本人は勿論、お知り合いの方に

も勧めていただけると幸いです。

　２年後の川崎移転も控えているため、ますます研究業務に集中で

きないことが増えてくると思いますが、薬友会のさらなる発展に微

力ながらも貢献できるよう頑張って行きたいと思います。

出水庸介（後列右から２番目）

支部だより支部だより

（関東支部）　　　　　　　　　　　　
関東支部長　柴　田　重　信（25回生）

　薬友会会員の皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平成27年５月17日に開催されました九大薬友会関東支部総会で、秋

田支部長の後任として推薦され、支部長を引き継ぐことになりまし

た。九大薬学部の卒業生も年々増え、関東支部の会員数も1,000名

を超す大所帯となってきました。関東支部は昭和30年代の初めに発

足し、活動が開始されました。その後、星野　修氏（第８回生）が

引き継ぎ、次いで平成13年度からは故伊田喜光氏（第13回生）が引

き継がれ、平成19年に秋田弘幸氏（第17回生）が引き継がれました。

今回、私が引き継ぐことになりましたが、関東支部会は50年以上の

歴史を刻み今日に至っていることになります。同窓会組織は「同じ

学校の出身者が集まった集団」ということで、実際には活動に対し

て好意的に理解を示し、参加して頂ける人達の集まりです。最近15

年間ほどは、より多くの方々に集まって頂けるよう、総会担当幹事
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を「回生ローテーション制」に変え、年度毎に総会担当幹事を順送

りにする方法を取り入れてきました。その結果、担当幹事はまず同

級生に連絡を取り合い、責任体制ができ立派な総会を開催していた

だくことが定着してきました。毎年、総会担当幹事が変わりますの

で、担当幹事のアイデア、個性（感性）が発揮でき、楽しい意義あ

る総会が開催されています。さすが九大薬友会のＯＢ・ＯＧ組織だ

けあって、若手からシニアの会員諸氏が種々の方面で活躍されてお

り、このような会員にお願いし、総会のプログラムの一環として講

演会が行われています。講演会は薬剤師研修センターの認定の研修

会としても位置付けられており、講演会目当ての会員の方も多々お

られます。

　関東支部は数年前から九州大学東京同窓会主催のSummerFesta

パーティにも橋本光紀氏を中心に多くの会員が参加しています。本

年度（平成27年８月29日（土））は九大薬学ＯＢで、現在、九大副

学長の井上和秀先生も参加され、九大薬友会の存在感を示し、大い

に盛り上がりました。現在、支部長、副支部長の川久保　弘氏（第

26回生）：庶務・会計担当、向山レイ氏（第15回生）：関東支部ホー

ムページ担当、橋本光紀氏（第13回生）、黒木　淳氏（第30回生）：

会計監査、年度総会担当幹事代表、卒業年度幹事の皆様の協力のも

と関東支部会が運営されています。会員の皆様におかれましてもど

うぞ関東支部会の活動にご理解・ご協力下さいますようにお願い申

し上げる次第です。

　さて、総会幹事の吉光　透氏（34回生）を中心として、本年度（平

成27年５月17日）の支部総会・講演会・懇親会が開催されました。

総会においては、前年度・本年度の決算予算、さらに、前年度・本

年度の事業の承認がありました。また、新しい支部長と副支部長が

選任されました。講演会は、以下の３演題でした。１）「薬剤師の

アンチ・ドーピング活動とスポーツファーマシスト」原　博氏（13

回生）薬学共用試験センター顧問。ドーピングの定義、歴史、事例

に加え、薬剤師による防止活動およびアスリートや関係者への啓発

活動、世界で初の認定制度として生まれた我国のスポーツファーマ

シストについても話題提供がありました。２）「革新的バイオ医薬

品創製に向けたファージライブラリによる機能性抗体・ペプチドの

デザイン」伊東祐二氏（34回生）鹿児島大学大学院理工学研究科

生命化学専攻・教授。標的抗原の枯渇や、抗体作用機序の限界、細

胞内や脳内といった抗体医薬の不適応領域の問題等から一歩抜け出

した革新的バイオ医薬品創製に向けた取り組みについて紹介してい

ただいた。３）「生体触媒と有機合成」秋田弘幸氏（17回生）東邦

大学名誉教授。多くの不斉中心を有するポリオキソ系マクロライド

の合成を目途として、微生物（酵素）の持つ物質変換機能を利用し

て有用光学活性原料を合成し、これより多くの生理活性を有し、且

つ光学活性の天然物を合成したことについて話していただいた。懇

親会は秋田支部長の開会の辞、関口様（特別会員、東大教授、元九

大教授）の乾杯で、和やかに始まりました。懇親会では久しぶりの

再会に互いに笑顔を交わす方も多く、盛会となりました。

（関西支部）　　　　　　　　　　　　
関西支部事務局　江　頭　　　啓（43回生）

　薬友会会員の皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

現在、九大薬友会関西支部は設立されてから31年目となり、会員数

は約450名で、関西圏の製薬企業、大学、医療機関等において様々

な分野、職種で活躍されています。

　関西支部ではホームページの運営、年３回の幹事会、および親

睦会を兼ねた年１回の総会を主体とした同窓会活動を行なっていま

す。本年度は、９月25日（金）にガーデンシティクラブ大阪におい

て第31回総会・同窓会を開催させていただき、33名の方にご参加い

ただきました。

　総会では、支部長挨拶の後、前年度の活動報告および会計報告、

本年度の活動計画および予算案、次期支部役員候補の紹介および承

認が行なわれました。そして支部運営費の減少傾向に対する対策と

して総会案内状送付における電子メールの利用の現状をご報告いた

しました。昨年、支部からの案内状を郵送から電子メールに移行す

ることの可否を支部会員のみなさまに直接ハガキにて確認を取り、

ご賛同いただけました会員の方は今年度からメールでご連絡させて

いただきました。メールでの送付は170通、郵送での配送数は270通

となりました。引き続き、総会案内のメールへの移行を進めて参り

たいと考えております。役員選出に関しましては、長年幹事長とし

てご活動いただきました尾崎　通さん（31回生）と会計の早瀬　真

生さん（57回生）が退任され、谷本恵美さん（59回生）と松田健作

さん（55回生）の２名が新たに役員として支部活動に加わっていた

だくことになりました。また、江頭（43回生）が新たに幹事長を務

めさせていただきます。総会幹事一同（34回生）

九州大学東京同窓会summer Festa 2015

総会会場の学士会館前にて
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　総会に続く毎年恒例の講演会では、九州大学薬学研究院　臨床育

薬学準教授、臨床薬学教育センター・副センター長の島添　隆雄先

生にお越しいただき、「九州大学薬学部の現状」というタイトルで

ご講演いただきました。現在の九大・薬学部をはじめ、病院、薬剤

部や大学周辺の多くの写真をご紹介いただき、また、現在の６年制

および４年制教育の現状について実際の授業の写真を織り交ぜなが

ら詳しくご説明いただきました。九大薬学部における教育が、薬学

部だけではなく医学部や病院および薬剤部などとの連携により進め

られており、すでにチーム医療を意識した教育が展開されているこ

とに聴講された会員のみなさんから注目を浴びていました。

　講演会のあとは、恒例の青木顧問のご発声・乾杯で懇親会が始ま

り、島添先生をはじめ参加者の皆さんにゆっくりご歓談いただきま

した。また、懇親会には毎年新入会員をご招待しておりますが、今

年度は８名の新入会員の方にご参加いただき、自己紹介を行ってい

ただきました。終会前には恒例の抽選会で盛り上がったあと、最後

は参加者全員揃っての記念撮影を行ない、盛会の内に総会を終える

ことができました。

　最後に、関西支部のホームページ（http://yakuyu.info）に今年度

の総会写真を掲載しております。また、これまでの総会写真や支部

便り等も掲載しておりますので、総会・同窓会に参加いただけなかっ

た卒業生のみなさまも、ぜひともホームページにお立ち寄り下さい。

　九大薬友会関西支部では会員相互の親睦の輪を広めるとともに、

かつて共に学んだ母校の発展のために、少しでもお役に立てること

を願って活動しております。そのために、関西支部会員のみならず、

九大薬友会全員の皆様の一層のご支援を賜りますように、今後とも

よろしくお願いいたします。

　関西支部会員の皆様へのお願い：メールでのご連絡にご賛同いた

だける方は、関西支部メールアドレス（info@yakuyu.info）までご

連絡ください。

（福岡支部）　　　　　　　　
福岡支部長　野　田　浩　司（７回生）

　今日は2015年の11月１日、この原稿を書いています。最近好天気

が続いていますが、今日は霧雨混じりの曇天でうすら寒く感じま

す。薬友会の皆さまにはお変わりなきことと存じます。昨日は雲一

つない快晴でしたので、急に思いついて太宰府へ行ってきました。

毎年訪れている光明禅寺の紅葉はまだまだでした。帰宅して日記を

見ましたら、例年11月の中旬頃に最盛期の紅葉を見に行っていまし

た。光明禅寺は太宰府天満宮に入る右側の道をしばらく行ったつき

あたりにあり、庭園の紅葉が素晴らしい静かな寺院です。天満宮は

大勢の参拝客で賑わっていましたが、聞こえる会話はさまざまな中

国語で溢れかえっていました（２ヶ月程前もそうでした。日本人は

声が小さい）。彼等は大きなお金を落としていってくれることもあ

り、消費が右下がり傾向にある日本にとって大切にお迎えしなけれ

ばならない有り難いお客様だと思っています。

　さてよか薬会（薬友会福岡支部）の活動は、毎年11月の第二土曜

日に開催する総会・講演会・懇親会が主なものです。昨年（2014年）

は11月８日に福岡ガーデンパレスで開催しました。総会では庶務お

よび会計報告の後、薬学研究院院長に就任された大戸茂弘教授（院

30回生）から「九大薬学の現状」と題して、活発に研究・教育が行

われている九大薬学の現状、および新研究棟の建設などについての

報告がありました。特別講演は、九大薬学を卒業したのち母校を離

れさまざまな分野で活躍中の同窓生に積極的に声をおかけしようと

いう方針に今回も沿い、産業医科大学医学部微生物学教室教授の谷

口初美氏（21回生：1972年微生物薬品科学教室卒、および同修士課

程）にお願いしました。演題は「細菌叢解析の環境及び臨床検体へ

の応用～東北震災後の感染リスク評価を含む～」。谷口氏は、平成

11年（1999年）福岡県で発生した処分場における硫化水素ガスによ

る労災死亡事故を契機に構築した有毒ガス発生予知法、および感染

リスク対策を目的とした土壌細菌叢の分子遺伝学的解析法を駆使し

て得られた各種処分場、東北のがれき、へどろ、原因不明の臨床検

体の症例を中心に、豊富な研究・教育および社会的活動に関わる貴

重なお話しを提供してくださいました。

　本年度（2015年度）のよか薬会総会・講演会・懇親会は、昨年ま

でのガーデンパレスがホテルの方針で食事や飲み物のサービスを取

りやめることになったため、急遽会場をアークホテルロイヤル福岡

天神に替えて11月14日（第二土曜日）に行うこととなりました。総

会では、大戸茂弘教授から九大薬学部の研究・教育の現状紹介を戴

き、次いで福岡市保健福祉局の古野和之氏（28回生：1979年卒）に「福

岡市役所でのお仕事－トリビアな話を交えて－」というタイトルで

特別講演をお願いしています。古野氏は放射性薬品化学教室（前田

稔教授）を卒業後、一貫して福岡県の「衛生管理」畑の仕事を専門

とされ、現在は保健福祉局生活衛生部長の要職で活躍しておられま

す。古野氏は講演要旨の中で『「屋台」「銭湯・温泉」「産廃」「火葬」「動

物愛護」など……日常生活にはあまり役に立たない行政現場からの

雑学』をお話しする、と述べておられますが、いずれもまさにわた

したちの日常生活に密着している極めて重要なテーマです。お話を

聞きつつ『へー、そうなんだぁ』と＜目から鱗＞の思いをするのは

間違いないだろうと、原稿を書きながら期待に胸を膨らませている
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ところです。

　卒業生と大学教員との円滑な交流を図ることは、平成12年（2000年）

に講座名が大幅に一新したため旧制度の卒業生にとって母講座とし

ての連続性と親近感を感じにくいこともあり、現実的になかなか困難

な状況にあると思われます。加えて若い卒業生の同窓会活動への参

加がほぼ皆無に近い。このような中でのよか薬会の役割あるいは責

任はとても大きいと思っています。よか薬会行事への新旧会員のみな

さま方、とくに薬学部現教員の方々にふるってご参加いただき、若い

卒業生の出席を促していただければ大変有り難いと思います。それ

により将来にわたりよか薬会をより密度の高い会員相互交流の場とし

て活用してくださることを、心より願っている次第です。

よか薬会（九大薬友会福岡支部）役員

会長野田浩司（７回生）、副会長黒木賀代子（11回生）、副会長米

澤和明（24回生）、庶務山下正義（28回生）、会計一木孝治（48回生）、

監査江森節子（16回生）、監査千々和勝己（27回生）、尾石瑩子（10

回生）、末宗洋（22回生）、古賀信幸（25回生）、麻生真理子（33回生）、

江頭義満（34回生）

2014年度　よか薬会（九州大学薬友会福岡支部）総会
2014年11月８日　　於 福岡ガーデンパレス

（長崎支部）　　　　　　　　　　　　
長崎支部長　淀　　　光　昭 （31回生）

　九大薬友会会員の皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し上げま

す。

　長崎支部では、平成26年度の支部総会を平成27年３月14日（土）に

JRハウステンボス駅前のホテルローレライで開催しました。平成25年

度は開催しておらず、２年ぶりの開催となりました。

　支部運営において大事な仕事の一つが、会員名簿の管理です。支

部総会の開催に向け、まず長崎支部所属の会員情報を薬友会本部よ

り新たに入手し、前支部長から引き継いだ支部会員名簿を更新しまし

た。名簿上では139名が長崎支部の所属になっていても、20名近くは

県外在住で、実質的な長崎在住の支部会員は120名強でした。大学勤

務の会員27名には電子メールで、その他の会員95名には往復はがきで

開催案内を送付しました。半数の方から返信はがきが届き、出席でき

ない多くの方からは近況報告や激励のメッセージをお寄せいただきま

した。この場を借りて、これらの方々に厚く御礼申し上げます。

　支部総会には19名の参加が得られました。内訳は、長崎国際大学の

教員14名、長崎大学の教員２名、佐世保市の薬剤師３名で、全員男性

でした。支部会員の半数近くが女性であるにもかかわらず、女性の参

加が得られなかったのは残念で、参加者増加を図る上で今後の課題と

なりました。

　さて、支部総会では、報告事項として、①支部長交代、②平成26

年度九大薬友会評議員会報告、③会計報告を行いました。特に、②

では薬友会運営費減少に対する対策案や薬友会あり方の改革につい

て詳細な報告を行い、参加者に理解を求めました。また、協議事項と

して、①長崎支部運営資金の運用、②支部会員間の情報交換、③平

成27年度の支部総会の開催（時期と場所など）について議論しました。

②については、九大薬友会ホームページ（Biki taシステム）の支部

別コミュニティページを紹介し、その活用について話し合う予定でし

たが、参加者にBiki taシステム自体がまだ十分に認知されていない

状況でした。③に関しては、平成27年度は２月中旬に佐世保市で開催

することになりました。ただ、支部総会が長崎市では平成22年11月を

最後に開かれておらず、平成28年度は長崎市で開催しても良いのでは

と考えています。

　支部総会に引き続き、宴会場に場所を移して懇親会を行いました。

参加者の大半が長崎国際大学の教員で、姫野勝先生（14回）、山本経

之先生（院18回）をはじめ、お酒の大好きな方々ばかりで、懇親会は

大いに盛り上がりました。

　平成27年度の支部総会は、平成28年２月13日（土）にホテルローレ

ライで開催します。できるだけ多くの支部会員の方にご参加いただき、

今後の支部総会のあり方や支部活動について忌憚のないご意見をいた

だけたらと考えております。

　末筆ながら、会員の皆様の益々のご健勝とご多幸をお祈り申しあげ

るとともに、長崎支部へのさらなる発展へ向けご支援をお願いし、ご

挨拶といたします。

（大分支部（豊薬会））　　　　　　　　
大分支部事務局　菅　田　哲　治（41回生 薬製&植化）

　大分支部は、かつて大分県が豊後（ぶんご）と呼ばれていたこと

に因み、「豊薬会（ほうやくかい）」の愛称で活動しています。豊薬

会は、会員約130名（名簿上）の会であり、県内に薬学部や大きな

製薬会社がないこともあり、多くの会員は、保険薬局、病院、行政

等に勤務しています。

　当会では、この１年間に大きなことが２つありました。一つは、

会長が、赤嶺佳子先生（15回生、分析）から局伸男先生（22回生、

薬剤）に交代されたことです。赤嶺先生は、在職中の10年間、常に

後進に対して薬剤師として人としてあるべき姿を説いてこられ、ま

た、若手が参加したくなるような同窓会づくりに尽力されました。
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このたび、10年の節目を期に次の世代へとの思いで全幅の信頼を

もって局先生へバトンタッチされました。もう一つは、平成27年春

の叙勲において、赤嶺佳子先生が旭日双光章を受章されたことで

す。大分県薬剤師会の役員として、また、身近な町の薬剤師として

長きにわたり活躍されてこられたことが高く評価され、このたびの

受章となりました。このことは、私ども後輩にとって誇りであり、

また励みでもあります。

　会の活動としては、平成27年１月に若手・中堅親睦会、３月に定

例会、11月に赤嶺先生受章祝賀会をおこないました。若手・中堅親

睦会（13名参加）では、20代から40代前半の会員を中心に、さらに、

局先生、松木千恵先生（23回生、物化）にもご参加いただき、様々

な情報交換を通じて親睦が深まったと感じました。定例会（19名参

加）では、九州大学臨床育薬学講座准教授の島添隆雄先生にご来県

いただき、薬学教育、病院薬剤部業務、馬出キャンパス周辺の近況

などをご講演いただきました。また、県内で活躍している３人の先

生　小河正雄先生（別府大学食物栄養科学部、25回生、生理）、藤

岡孝志先生（大分大学病院薬剤部、院55回生、薬剤）、小生（西田

病院）より現在行っている業務等について紹介がありました。受章

祝賀会（22名参加）は、遠方の会員も参加できるよう当会では初め

てランチ形式で開催いたしました。また、井上和秀九州大学副学長

にご来県いただき、大学、薬学部の近況等についてお話しいただき

ました。

　豊薬会は、今年から体制も変わり、局新会長の下、益々発展して

ゆきたいと考えています。薬友会の皆様の変わらぬご支援・ご協力

賜りますようお願い申し上げます。

（鹿児島支部）　　　　　　　　　　　
鹿児島支部長　魚　住　太　志（31回生）

　九大薬友会会員の皆様、お元気でご活躍のこととお慶び申し上げ

ます。

　今年の支部総会で４代目支部長を拝命することになりました魚住

太志と申します。

　坂元昭夫先生（２回生）、有村勝男先生（10回生）、北園正人先生

（17回生）の各支部長がこれまで築いてこられた同窓会活動を更に活

性化するために、微力ながら尽力してまいりたいと思っております。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

　当支部では、毎年、支部総会を「お盆明けの日曜日」に開催して

おります。今年は８月23日の日曜日に20名の会員が集まりました。

総会では、九大薬友会評議員会及び支部会計の報告があり、その後

講演会と懇親会を開催しました。

　今回は、九州大学　大学院薬学研究院 機能分子解析学 准教授　

山田健一先生（第43回生）が２つの演題について講演してください

ました。

　演題「脂質ラジカル検出のための蛍光プローブの開発と応用」に

ついては、検出方法が確立されていない生体内で生じる脂質ラジカ

ルに関して山田先生のグループが、脂溶性環境下において脂質ラジ

カルを検出できる新規プローブを開発したというものでした。

　演題「九州大学薬学部の現状」については、医学部薬学科として

発足した当時のスライド等を交えて薬学部の歴史と現状について話

してくださいました。過去を懐かしく思うとともに、さらなる活躍を

期待させる姿を垣間見ることができＯＢとして誇らしく感じました。

　懇親会では、各自の近況報告もあり、楽しいひと時を過ごすこと

ができました。

　最後にお忙しい中時間を割いてお越しくださった山田健一先生に

深謝するとともに、現役教官派遣について尽力してくださいました

薬友会事務局へ厚く御礼申し上げます。

■■■　薬物動態学分野　■■■

　卒業生の皆さま、いかがお過ごしでしょうか。現在、薬物動態学分

野は家入一郎教授、廣田豪助教のお二人のご指導の元、楽しい研究

室生活を送っております。

　最近の研究内容として、実験系では薬物代謝酵素・トランスポー

ターの個人差要因解明に向けて遺伝子多型、エピジェネティクス、

microRNAに着目した検討を行っています。解析系では、臨床試験、

TDMデータの解析に加え、臨床検査値のみを用いたPK/PD解析を

行っています。

　教室メンバーは、博士課程がD４の深江さんに、D３の五反田さん、

加唐さん、D２の田中さん、桑原さん、藤田さんとD１の武居君。また、

薬剤師免許取得コースに進学したD２の舞さんとD１の徳本さん。さ

らに、社会人博士課程の７名を加えた計16名が在籍しています。

　修士課程はM２の木下さん、安井君、山本君、M１の江頭君、坂井

君、玉城さんです。創薬科学科の４年生の上高さん、河野君、松原君

は来年度、修士課程に進学します。

　臨床薬学科の６年生、小野さん、柏原君、舘村さん、鶴山さん、馬

場さん、前田さんは12月に卒論発表および卒業試験、来年３月に薬剤

師国家試験を控え、大学６年間の集大成の時期となりました。５年生

の江口さん、崎山君、白石さん、三木君、村木君は現在病院・薬局実

習中で、４年生の井上君、竹中さん、繁昌君は授業の合間に研究を進

めながらOSCEとCBTに向けて日夜勉強に励んでいます。来年度か

らは、柏原君が博士課程に進学する予定です。この他、解析ゼミもこ

れまで通り活動中です。

　研究室のメンバーや最近の写真、研究室の業績については動態の

ホームページに随時更新していますので、ぜひご覧になってください。

（http://doutai.phar.kyushu-u.ac.jp/参照）卒業生の皆さま、お近くに

お越しの際は、ぜひ研究室にお立ち寄りください。最後になりました
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が、皆さまのご活躍とご健勝を一同心よりお祈り申し上げます。

■■■　臨床育薬学分野　■■■

　卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょうか？臨床育薬学分野は今

年で７年目を迎え、現在、島添隆雄准教授、窪田敏夫准教授、小林

大介助教の御指導のもと、日夜研究に勤しんでおります。ご存知か

とは思いますが、先生方は九州大学病院での実務実習の指導も行っ

ておられ、相変わらずお忙しいご様子です。

　当分野の新たな博士課程大学院生として、今年度４月より太田さ

ん、中村さんが加わりました。これにより、当分野に所属している

博士課程大学院生は、小栁さん、一木さん、俵口さん、岩田さん、

山川さん、Eppさん、村上さんを含め９名となりました。学部生は

臨床薬学科６年の大園、岡、河野、瑞慶山、土持、三浦、５年の浦

山、坂本、須本、玉田、藤木、山室、４年の梅田、窪田、松林、丸山、

宮城の17名です。また、昨年度博士課程を修了したMahyさんも研

究員として所属しており、総勢30名の非常に賑やかな研究室となっ

ています。

　毎年恒例の行事となりつつある臨床育薬学分野同門会の第４回目

が６月に開催されました。研究室の教員、卒業生、在学生がお互い

の近況を報告し合い、親睦を深めることができました。また、８月

には鹿児島県霧島市で行われた霧島神経薬理フォーラムに参加しま

した。例年通り他大学の学生と活発な議論・交流により、研究に対

するモチベーションを高めることができました。また、当分野から

は大園と土持が演題発表し、大園は優秀発表賞をいただくことがで

きました。

　研究室のメンバーや最近の写真、研究室の業績については臨床育

薬学のホームページに随時更新していますので、是非ご覧ください。

（http://ikuyaku.phar.kyushu-u.ac.jp/参照）

　卒業生の皆様、近くにお越しの際には是非お立ち寄りください。

最後になりましたが、皆様の益々のご活躍とご健康を心よりお祈り

申し上げます。

■■■　薬剤学分野　■■■

　薬剤学分野の卒業生の皆様には、益々ご健勝のこととお慶び申し上

げます。

　薬剤学研究室は、2005年４月より大戸茂弘教授が着任し、｢体内時

計の分子機構を基盤にした創薬・育薬研究｣とのテーマのもと、日々

実験に取り組んでいます。また、2016年11月16日（水）〜18日（金）

には、第29回日本動物実験代替法学会を九州大学医学部百年講堂で

開催する予定で、研究のみでなく学会運営も研究室一丸となって励ん

でいます。

　現在、薬剤学研究室は教授の大戸茂弘、准教授の小柳悟、助教の

松永直哉の３名に加え、大学院生博士課程11名、修士課程７名、学部

学生10名から構成されています。

　続いて、メンバーの近況をお知らせします。博士課程３年の赤嶺、

原、アディラ（留学生）は、研究室のリーダーとして自身の研究・後

輩の指導に取り組み、研究室を牽引しています。博士課程２年の白水、

１年の緒方（社会人）、権藤、鶴田、鶴留、ヌル（留学生）は研究者

としての能力を磨くため日々研究に全力を注いでいます。薬剤師免許

取得コースの博士課程２年の佐々木、１年の片宗は講義や実習に加え

国家試験の勉強を行いながら、研究室の運営に携わっています。創薬

科学科修士課程２年の金光、木村、谷口は修士論文発表に向けて追

い込み中です。修士課程１年の荻野、金堂、橋川、松田は自身の研究

に加え、研究室行事の企画・運営と、充実した毎日を過ごしています。

創薬科学科４年の田仲、中尾、村上は自身のテーマが決まり、先輩方

の指導のもと卒業論文に向け取り組んでいます。臨床薬学科６年の清

水、吉田は12月には卒業論文発表、３月には国家試験と多忙な中研究

を行っています。臨床薬学科５年の加藤、東は病院実習・薬局実習で

研修中です。臨床薬学科４年の神田、羽山、森田は講義・共用試験等

で必死に勉学に励んでいます。

　各々がそれぞれの研究テーマを持ち、日々奮闘している一方で様々

な行事にも積極的に参加しております。2015年の春に行われたソフト

ボール大会では２年ぶりの優勝を果たしました。2016年は文武両道の

精神の元、２大会連続の優勝にチャレンジしたいと思います。

　これからも「薬剤学教室」の伝統を継承しつつ、創薬・育薬の観点

から新しい研究分野の開拓に邁進して参ります。卒業生の皆様も近く

にお越しの際には是非気軽に当研究室にお立ち寄りください。また、

当研究室のホームページを随時更新しておりますので是非ご覧くださ

い（http://yakuzai.phar.kyushu-u.ac.jp/）。

　最後になりましたが、皆様の益々のご健康とご活躍をお祈りいたし

ます。

■■■　薬効安全性学分野　■■■

　卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。

　現在、薬効安全性学分野は黒瀬等教授、仲矢道雄准教授、長坂明

臣助教の指導のもと、学生12名（博士３名、修士７名、学部生４名）

の計17名が、心疾患や死細胞の貪食などのテーマを中心に日々実験

に取り組んでいます。

　黒瀬教授は講義や学会などでご多忙な日々が続いておりますが、

ミーティング等を通して学生とのコミュニケーションを大切にして
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くださっています。研究に対する情熱もご健在で、様々な実験方針

をご提案していただいています。仲矢准教授は現在、論文の執筆等

で非常にご多忙な日々を送っておられます。お忙しい中であっても、

学生への指導を熱心にしてくださり、力強く研究室を引っ張ってく

ださっています。長坂助教は日々学生の指導及び研究室生活のサ

ポートに尽力してくださっています。新たに娘さんもお生まれにな

り、公私ともに充実の毎日を送られています。

　博士３年の渡さんは、進路も決まり、卒論に向けてこれまでに培っ

た手技と知識をフルで活かし、多くの実験をこなしております。修

士２年の大原さん、梶木さんも進路が決まっており、卒業を控え、

より一層研究に取り組んでいます。大場さん、松田さんは博士課程

への進学が決まっており、自身の実験に加え、後輩の指導にも熱い

情熱を注いでいます。修士１年の小野、寺脇、中山はそれぞれの実

験テーマも軌道に乗り始め、幹事学年としての仕事にも責任をもっ

て取り組んでいます。学部４年の高山、堀井、湯地、劉は研究室生

活にも慣れたようで、テーマに真剣に取り組んでいます。

　以上、少数精鋭で世界トップレベルの研究を目指し研究室一丸と

なって日々頑張っています。卒業生の皆様方、お近くにお越しの際

は研究室まで是非お立ち寄り下さい。ホームページも随時更新して

おりますので、是非ご覧ください。（http://chudoku.phar.kyushu-u.

ac.jp/）

　皆様の益々のご活躍とご健康を心よりお祈り申し上げます。

 （文責・中山壮志）

■■■　蛋白質創薬学分野　■■■

　蛋白質創薬学分野（旧免疫薬品学分野）を卒業された皆様いかが

お過ごしでしょうか。

　現在、蛋白質創薬学分野では植田教授、阿部准教授、白石助教の

ご指導のもと、抗体や受容体タンパク質、DNA複製系やアミロイ

ド線維といった多岐に渡るテーマで各自日々研究に励んでおります。

　教室メンバーは、研究補助員の吉富さん、下川さん、博士研究員

の井川さんに加え、博士課程：久保田、藤山、渡辺、修士課程：菊池、

香田、森谷、小田原、岸川、松原、学部生：徳淵、池田、伊藤、宮原、

助信、吉田といった教員を含めた総勢21名で構成されています。今

年度は学部４年生が５名配属されたこともあり、研究室の雰囲気は

より新鮮なものになり、今まで以上にエネルギーの溢れる環境のな

かでお互い良い刺激を与えながら日々過ごせているように思えます。

　また研究はもちろんのこと、スポーツ王国免疫という伝統もしっ

かりと受け継ぎ、テニス大会では昨年は準優勝、今年も現時点でベ

スト４進出という好成績を収めており現在は優勝を目指して実験の

合間に練習に取り組んでいるところです。更に毎年恒例の講座旅行

では山口の角島を訪れ先生方と学生達との親睦を深めていきました。

このように実験以外のところでも我々蛋白質創薬学分野一同は充実

した生活を過ごすことができているのではと思います。

　最後に、当研究室ではSNSの流行にあやかりフェイスブックの

ページを新設しました。研究室行事や学会などの度に更新を行って

おります。研究室のホームページからアクセスできますので興味の

ある方は是非ご覧になって下さい。今後も皆様の益々のご健康とご

活躍を心よりお祈り申し上げます。

■■■　病態生理学分野　■■■

　コラボステーションIの８階にある病態生理学分野では、准教授・

野田百美の下に現在、在籍している学生は、2015年秋から３名の中

国人学生が増えて、以下の通り、計11名となりました。

　博士課程１年２名（劉　佳黛、白　潔）、修士２年１名（井上　

太海）、修士１年２名（末松　史也、吉井　佑典）、創薬コース４

年１名（吉岡　優作）、臨床コース６年１名（福尾　彩香）、臨床

コース４年２名（山本　美樹、北園　幸大）、それに来年、院試を

受ける予定の中国人研究生２名（鄒　居琪・Zouさん、張　軍・

Zhangさん）。

　本研究室では、基本的に神経科学の分野で、神経保護に関する研

究を行っています。さらに、酸化ストレスによる皮膚障害に対する

保護効果についても研究を行っています。もっぱら、グリア細胞の

研究と、新規メディカルガス・分子状水素の神経保護作用の研究を

継続して行っています。水素水の方は相変わらず広く世間の関心を

引き付けているようで、問い合わせも多くあります。

　本研究室における教育活動としては、地道な神経科学・化学分野

の基礎研究に邁進するだけではなく、学生の（国際的）視野を拡げ、

世界で通用する人材育成を目指し、積極的に他の研究室との共同研

究、研究会参加、および海外への出向を推奨しています。今後、留

学生は増える一方でしょうから、是非、学生さんたちには、英語で

のコミュニケーションスキルも磨いてほしいと思います。日本へ来

る留学生が刺激になるでしょうし、日本人学生の留学を支援するプ

ログラムがいろいろあります。また、起業を目指して新たなプログ

ラムが立ち上がっているようですし、社会人を目指す人たちにとっ

て、これからは会社に就職するだけではなく、いずれ自分たちで何

か始めようという気概を持つのもいいのではないでしょうか。

　卒業生の皆さま、お近くにお立ち寄りの際は、どうぞお気軽にお

越しください。水素の話など、何でも質問にお答えいたします。
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病態生理学分野のメンバー（2015年9月29日）。
教室旅行でハウステンボスへ。

■■■　分子生物薬学分野　■■■

　卒業生の皆様はいかがお過ごしでしょうか。

　現在、片山教授、川上助教、加生助教のご指導の下、総勢17名が

一丸となって日々研究に励んでいます。今年、D３赤間がDnaBヘ

リカーゼの研究により博士号を取得し、卒業致しました。

　今年は、大腸菌の複製開始タンパク質DnaA、真核細胞の複製開

始タンパク質ORCについての論文がそれぞれ採択されました。さら

に、川上助教は生化学会九州支部会で、D１崎山は大腸菌研究会お

よびDNA複製ワークショップで優秀発表賞を受賞しました。複製

開始について多くのことが明らかになってきていますが、未だ未解

明の部分も残っています。より詳細な複製開始メカニズムの解明に

向け、引き続き研究を行っていきます。また今年の研究合宿（九重

山の家）は参加人数が例年より多く、多種多様な研究発表を聞き充

実した議論を行うことができました。

　今年の講座旅行では、宮崎を訪れました。あいにくの天候でした

が、伝統芸能や地酒を皆で存分に楽しみました。新しく入ってきた

４年生を含め、皆がより打ち解けることができたように感じます。

　これからも、皆で切磋琢磨し合い、日々邁進していく所存です。

最後になりましたが、卒業生の皆様のご健康とご多幸を心よりお祈

り申し上げます。お近くにお越しの際は、ぜひ研究室にお立ち寄り

下さい。

■■■　分子衛生薬学分野　■■■

　福岡にも冬の足音が聞こえはじめ、水炊きがおいしい季節となりま

した。卒業生の皆様はどんなお鍋を食べておられますか？さっそくで

すが、本年度の研究室紹介と近況の報告をさせていただきます。

　現在、当研究室は山田教授を筆頭に石井准教授と武田助教のご指

導のもと、「ダイオキシン類の後世代毒性」と「薬物代謝酵素の機能

的連携」を柱に、大学院生、博士課程７名（社会人博士２名を含む）、

修士課程４名、学部生８名（創薬４名、臨床４名）、テクニカルスタッ

フ１名の総勢23名で日々研究に邁進しております。今年も山田教授の

熱い指導は健在で、先日も「大敵に怯まず、小敵を侮らず」との言葉

で励ましてくださいました。また石井准教授は学生一人ひとりにじっ

くり向き合い相談に乗ってくださいます。武田助教は学生の指導から

研究室運営の諸事など多忙を極めており、本当に頭が下がる思いで

す。さらにテクニカルスタッフの神村さんはいつも明るく元気で、実

験で落ち込むときや進路で悩むときなど元気をもらっています。今年

もこのような恵まれた環境で私たちは研究生活を送っています。

　今年度の大きなイベントとしましては、山田教授が日本法中毒学会

の第34年会で年会長を務められたことです。当日は、研究室メンバー

全員で支え、沢山の方に御参加いただき、盛会のうちに終えることが

できました。また、学生メンバーの大黒柱であった宮内さん（H27.3

学位取得）が、５月にノースカロライナのNIEHSの根岸研にポスド

クとして飛び立たれました。寂しくはあるものの、さらに大きくなっ

て帰ってこられるのを楽しみにしています。さらに在学生の活躍も目

覚ましく、数々の場で賞を頂戴しております。詳しくは当研究室のホー

ムページをご覧ください。

　最後になりましたが、皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上

げます。

日本法中毒学会第34年会 （2015.6.27）

■■■　生体分析化学分野　■■■

　卒業生の皆様方には、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

本年度の生体分析化学分野について紹介させていただきます。

　当分野は、王子田教授の下、総勢19名で日々研究に勤しんでおり

ます。私たちはタンパク質、酵素、生理活性物質をはじめとする様々

な分子の機能を解析し、制御するための新しい分子を自らの手でデ

ザインし、クリエイトする研究を行っています。現在「機能性蛍光

プローブの開発と生体解析応用」、「タンパク質ラベル化技術の開発

と可視化解析応用」、「コバレントドラッグ創薬」という３本のメイン

テーマを軸に研究を行っております。機能性蛍光プローブの開発に

おいては、ヒスタミン、硫化水素、過酸化水素をはじめ、生体で重

要な機能を発揮する化学種に対する蛍光プローブを開発し、生細胞

でのイメージングに成功しています（内之宮助教を中心とした研究）。

タンパク質ラベル化研究においては、タンパク質を特異的にラベル化

する新しい技術を開発して、膜タンパク質を電子顕微鏡を用いて超

高解像度で可視化する研究に取り組んでいます（田畑助教を中心と

した研究）。コバレントドラッグ創薬においては、タンパク質と共有

結合を形成することでその機能を阻害する化合物の開発を行ってお

り、独自の発想に基づいた大学発の創薬研究を目指しています（進
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藤特任助教を中心とした研究）。

　メンバーは、王子田教授、中園助教、田畑助教、内之宮助教、進

藤特任助教の先生方に加え、秘書の北田さん、学生はD４の押川さん、

D１の川越さん・渕田さん、M２の青山さん・鐘ヶ江さん、M１・B

５の小澤・初山・三浦・岡本、B４の倉重・高田・細川・大澤が在籍

しており、日々研究・授業・実習に励んでおります。

　ホームページ（http://bunseki.phar.kyushu-u.ac.jp）には研究成果

を含め、最新情報を更新しておりますので、ぜひご覧ください。最

後になりましたが、皆様の益々のご活躍を心よりお祈り申し上げます。

■■■　環境調和創薬化学分野　■■■

　卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。

　2010年４月より始動した当研究室は今年で６年目を迎えました。

大嶋教授を筆頭に、教員・スタッフ６名、博士課程８名、修士課程

６名、学部生５名の総勢25名で研究に励んでおります。現在、当研

究室では環境調和型触媒反応の開発・不活性官能基の活性化・生物

活性化合物の合成を軸に研究を行っています。学会発表や執筆活動

も活発に行い、先輩方から引き継いだ成果が着実に形となってきて

います。

　さて、続いて研究室の近況を述べさせて頂きます。大嶋教授は今

年度から新たに始動したグリーンファルマ研究所の教授を兼任され、

授業や出張などで多忙を極める一方で、11月に開催される福岡マラ

ソンに参加されるなど、あらゆる事に全力で取り組んでおられます。

生き字引のように豊富な知識を誇る森本助教は、科学的な見地から

学生の研究に多くのアドバイスを与えて下さるありがたい存在です。

学生を背中で引っ張る矢崎助教は、毎朝誰よりも早く出勤して研究

に勤しんでおり、多くの学生の目標です。渡辺特任助教は、今年の

５月に結婚式を挙げられ、幸せいっぱいな新婚生活を送られており、

男子学生から嫉妬されています。秘書の有村さんは、研究室の雰囲

気をふんわりと和ませてくれる貴重な存在です。一風変わった趣味

を数多く持つ技術員の沓脱さんは珍しい話をよく聞かせてくれます。

　一方、学生は皆で協力し、切磋琢磨しながら研究生活を送ってい

ます。就職が決まった皆の兄貴分D３渋谷、清水、B６田村、努力家

D２森崎、李、林、Das、後輩教育係D１澤、野下、勤勉なM２中武、

堀河、向井、独特なM１君島、徳益、米嵜、フレッシュなB４田中、

谷之口、出口、久保。新顔が増え、研究室も大変にぎやかになりま

した。

　以上、簡単ではございますが、環境調和創薬化学分野の近況を報

告させていただきました。最後になりますが、卒業生の皆様も近く

にお越しの際は、研究室までお気軽に足をお運び下さい。

■■■　生薬学分野　■■■

　寒さが肌をさす今日この頃ではございますが、卒業生の皆様はい

かがお過ごしでしょうか。今年も教室便りをお届けする時季となり

ました。

　現在、生薬学分野は森元聡教授、田中宏幸准教授、坂元政一助教

授をはじめ、博士課程はマダンさん（D３）、常浦さん（D２）、フィ

ンチさん（D２）、中島さん（D１）の４名、修士課程は河野さん（M２）、

長光さん（M１）、山本さん（M１）、吉村くん（M１）の４名、臨床

薬学科は橘川さん（B５）、川上くん（B４）の２名、創薬科学科の

学部生は小松くん（B４）、丸山くん（B４）、和田くん（B４）の３名、

さらにタイから留学生を３名迎えて総勢19名のメンバーで構成され

ています。

　先生方の熱心な御指導の下、霊芝育種法確立に向けたganoderic

acidAの迅速定量法の開発、イムノアッセイによるホモハリントニ

ン迅速分析法の開発、ヒヨス由来Ⅲ型ポリケタイド合成酵素（PKS）

の機能解析、ニコチン生合成酵素に関する研究などの幅広い分野の

研究を展開しており、学生も互いに協力し合って日々研究に励んで

おります。

　研究だけではなく、メンバーの仲を深めるために様々な行事を行っ

ております。今年の八月末に行われた講座旅行では、長崎県佐世保

市に行ってまいりました。佐世保バーガーを堪能し、海きららや森

きららで、かわいらしい動物やクラゲと触れ合い、研究室生活とは

また違った楽しいひと時を過ごしました。また、10月下旬にバーベ

キュー大会を行った際には、さまざまなタイの料理や、バーベキュー

ならではの料理に舌鼓を打ちました。

　最後になりましたが、卒業生の皆様のますますのご活躍を心より

お祈り申し上げます。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い

いたします。また、近くにお越しの際はぜひ研究室にお立ち寄りい

ただいて、ゆっくりお話しができればと思っております。簡単では

ございますが以上で教室便りとさせていただきます。

■■■　細胞生物薬学分野　■■■

　卒業生の皆様、お変わりなくお過ごしでしょうか？

　細胞生物薬学分野一同は、田中嘉孝教授のご指導の下、日々実験

に励んでいます。現在は、１）膜タンパク質の輸送および分解の分

子制御機構の解明、２）癌細胞表面抗原の細胞内動態に関する研究、

３）リソソーム生合成調節機構の解明４）メラノソームの形成機構

に関する研究（美白の科学）、５）皮膚老化の研究　などを行ってい

ます。

　さて、以下に簡単ながら研究室のメンバーを紹介させていただき

ます。教授の田中先生は、授業に、研究アイディアの捻出にと夜遅

くまで忙しい日々を過ごされています。実験報告会での的確なご指

導には研究室一同身がひきしまる思いです。准教授の西村先生は、

授業に、実験にと精力的に仕事をされています。助教の廣田先生と

藤本先生は、学生の指導に実験に大忙しの日々を過ごされています。

特別研究員の栗原さんは、化合物ライブラリを用いたスクリーニン

グをされており夜遅くまで実験をされています。修士２年の中島さ

んは修士論文へ向けて猛烈に実験をされています。臨床６年の佐藤

さん、末弘さん、徳重さんは、11月末の研究発表会に向けた準備の

真っ最中です。臨床５年の野田君と早田さんは、病院・薬局実習が

ない期間に少しでも研究を進めるべく、遅くまで実験を頑張ってい

らっしゃいます。創薬４年の小沢君、竹田君は、少しずつ実験にも

慣れてきて、これからといったところでしょうか。臨床４年の真栄

里君、宮永君は、授業が詰まっていてなかなか腰を据えて実験がで

きないようで、来年以降の頑張りに期待したいところです。今年の

10月から、研究生の袁さんが仲間入りしました。来年の院試合格を

目指して勉強しつつ、実験もやる気満々で頑張っています。このよ

うなメンバーで今後も研究生活に邁進し、研究室をもり立て、細胞
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生物学の分野に多少なりとも貢献できるよう日々邁進していく所存

であります。お近くにお越しの際はぜひ、当研究室にお立ち寄り下

さい。

　最後になりましたが卒業生の皆様におかれましては、ますますの

御繁栄をお祈りすると共に、今後ともご指導ご鞭撻を賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。

■■■　機能分子解析学分野　■■■

　卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。今年度は代表して修士

１年石田・進藤が機能分子解析学分野の紹介をさせていただきます。

　現在、山田健一准教授のもと、14名で研究に取り組んでおります。

昨年まで現役でご活躍された酒井先生がご勇退され、助教の安川先

生は第一薬科大学で准教授に就任されました。また、山崎さんはご家

族そろってフランスへ留学され、忙しい日々を送っていらっしゃるよ

うです。先生方を見送り、少し寂しくなりましたが、今年は３人の４

年生を迎え、明るく楽しい研究生活を送っております。

　さて、研究室のメンバーを簡単にご紹介いたします。D３のトンさ

んは、卒業に向け研究や論文執筆に没頭しつつも、実験のことから日

常生活のことまで後輩へ熱心な指導をしてくださいます。D３の松岡

さんは実験や後輩の指導の傍ら、バンド活動にも取り組んでおられま

す。M２の雜賀さん、式町さんは就職活動を終えられ、修士論文に向

けて精力的に実験をされています。B６の中村さんも就職先が決まり、

国試勉強に励んでおられます。同じくB６の日下部さんは博士課程へ

の進学を決め、実験に国試勉強にと忙しく過ごしておられます。私た

ちM１は幹事学年の仕事に追われつつも学会など目標に向かって実験

を進めています。B５の榎木くん、藤木さんは薬局・病院実習の合間

に実験や勉強をこなしています。創薬４年の多田さん、三倉さんは無

事院試を終え、先輩方の指導の下、精力的に実験に取り組んでいま

す。臨床４年の大塚さんは忙しい授業の合間を縫って実験に励んでい

ます。４年生は３人とも個性的なキャラクターで研究室を明るくして

くれています。

　この夏、講座旅行で熊本にでかけ、阿蘇では牧場へ、人吉ではラ

フティングを楽しみました。自然豊かな牧場でかわいい動物たちに癒

され、旅館でゆっくりとしたひとときを過ごしました。ラフティング

では全員ずぶぬれになりながら、普段味わうことのないスリルに大は

しゃぎしました。

　これから年度末に向け、それぞれ卒業や進級、国家試験など目標に

向けてより一層努力してまいります。卒業生の皆様におかれましては、

ご多忙な日々をお過ごしのことと存じますが、近くにお越しの際は是

非当研究室にもお立ち寄りください。

■■■　創薬育薬産学官連携分野　■■■

　卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。創薬育薬産学官連携

分野は昨年度に浜瀬准教授（前生体分析化学分野）が分野長に就か

れてから２年目になります。本分野は浜瀬准教授の下、総勢19名で

日々熱心に実験に取り組んでおり、現在、微量分析法の開発を通し

て新しい研究領域を開拓しキラルアミノ酸を切り口とする創薬・育

薬の展開や早期診断法の開発、機能性食品の開発、アンチエイジン

グ研究などを行っております。今年度の11月には第26回クロマトグ

ラフィー科学会議の主催をさせていただきました。日本中から御参

加いただいた方々と同分野の研究について議論できたことは非常に

貴重な経験になりました。また浜瀬先生は今年度も日本を飛び越え

て世界中を飛び回り、ご多忙な毎日を過ごされています。ご当地の

お土産がハイセンスであるため、研究室メンバーもつい世界を飛び

回っている気持ちにさせられます。

　一昨年から就任されている特任助教の三次先生は、学生の些細な

相談にも快く乗って下さるラボには欠かせない唯一無二の存在です。

また学生陣はいつもお美しいD４の古賀さんを筆頭に、リラックマ

大好きな薬剤師Dの米永さん、サングラス常時装備・M２年の石郷

さん、国家試験に向けて猛勉強中のB６の高吉さん、岡崎で頑張っ

ている重松さん、永井さん、松金さん、最近ジムに通い始めたM１

の才津さん、常にムキムキ佐藤さん、必死で自転車を漕ぐB５の全

力小林さん、実は細マッチョ前田さん、今年度から新メンバーとし

てB４のリアルゴールド大好き植木君、M２をいじる寺尾さん、フル

マラソン・伊豆君、極ゆる・筒井さん、ラボの良心・小川さんが加

わりラボがより一層賑やかになりました。

　最近の話題としては、D４の古賀さんが九州分析化学奨励賞を、「第

33回九州分析化学若手の会」でM１の才津さんと佐藤さんが九州分

析化学若手賞を受賞されました。教室の詳しい様子はHP（http://

soyaku.phar.kyushu-u.ac.jp/）でもご覧になれますのでこちらも宜し

くお願いします。以上、研究室の紹介をさせて頂きました。お忙し

いとは存じますが、お近くにお越しの際はお立ち寄り下さい。

■■■　ライフイノベーション分野　■■■

　蒸し暑かった夏も終わりを告げ、涼しげな虫の声に秋色を感じる時

分となりました。卒業生の皆様はいかがお過ごしでしょうか。

　ライフイノベーション分野は、平成26年６月に設置されました新し

い研究室で、研究にも飲み会にもレジャーにも全力投球する個性豊か

なメンバーが集まっています。津田教授を筆頭に、齊藤准教授、新婚

ほやほやの高露助教のご指導の下、チーム一丸となって日々研究に励
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んでおります。増田先生は、ドイツへ留学しさらに研鑽を積んでいらっ

しゃいます。薬理学分野の井上教授は九大の理事・副学長も務められ

多忙を極める中、馬出キャンパスに来られた際は、学生たちに優しく

心配りをして下さいます。山下特任助教は、化合物関連の多数のプロ

ジェクトを抱え、テクニカルアシスタントの嘉川さんとともに、精力

的に創薬研究に勤しんでおられます。ポスドク２年目の林（白鳥）さ

んは、最近論文がNatureMedicine誌にアクセプトされ、ラボをます

ます勢いづけて下さっています。秘書の末宗さんはいつもにこやかに

みんなをサポートして下さり、産休中の福迫さんも今年度から復帰予

定で、さらに賑やかになりそうです。

　臨床薬物治療学からの研究指導委託による３名も加わり、９チーム

総勢32人の大所帯は、薬学部２号館４階に加え、2015年２月に馬出

キャンパス内に竣工したばかりのシステム創薬リサーチセンター「グ

リーンファルマ研究所」の１階と３階で、実験に打ち込んでおります。

　ライフイノベーション分野は、異常感覚（疼痛及び掻痒）の発症メ

カニズムの解明と革新的な治療薬開発につながるターゲットの発見に

向けて、視野を広く持ち、さまざまな技術を用いて、研究を進めてお

ります。将来の薬学の発展につながることを願って、一致団結して教

室をいっそう盛り上げていきたいと思っております。

　諸先輩方、もし大学にお越しになる機会がございましたら、是非教

室にお立ち寄りください。

■■■　生物有機合成化学分野　■■■

　寒さも厳しくなってきましたが卒業生の皆様いかがお過ごしでしょ

うか。今年度の生物有機合成化学分野では、新しく設立されましたグ

リーンファルマ研究所へ谷口先生と親衛隊がお引っ越しされました。

それに伴い研究室が編成し直されフレッシュな気持ちで研究生活に勤

しんでいます。

　昨年、還暦を迎えられた佐々木先生の研究に対する情熱は衰える

ことなく、セミナーやグループミーティングはもちろんのこと、学生

のいる部屋まで来ていただく機会も増え、各地で白熱したディスカッ

ションを繰り広げられています。

　さて一研では、阿部先生が産休から研究に復帰されました。D３の

江田さん、D２の村瀬さんは、長年の懸案の分子に近づき、ますます

実験に没頭し、B４の野口、研究生の吴（呉）さんが加わり、新しい

低分子グループができました。二研では、佐々木先生がかねてより望

まれていた実験室と居室のパーティションが行われました。そんな新

二研では、熱男の渕助教（婚約済！）を筆頭にD３の實崎さん、渡部

さん、M２の大林さん、M１の福田、B４の松本、研究生の楊と個性

派ぞろいで、酸化グアノシンプローブとRNA修飾プローブグループ

となっています。D２の川良さんは左巻きDNAに夢中です。三研では、

３本鎖の大家D３の岡村さん（既婚！）がドイツ留学が決まり、博士

論文の最後の仕上げ中です。D１の大城さん、M２の菊田さん、M１

の高崎の官能基転移グループに王（博士入学予定）や趙さんらが加わ

りストイックに実験と勉強を進めています。グリーンファルマ研究所

の新四研では、准教授の谷口先生のご指導のもと新しい抗がん剤を目

指してD１の菊川さん、M２の和田さん、M１の石、宮崎、B４の重松、

真方ら、楽しく一生懸命研究にはげんでいます。

　今年も学内のテニス大会は決勝トーナメント進出、ソフトボール大

会ではベスト４と研究以外の行事も全力で楽しんでいます。また、九

重登山や能古島ハイキング、講座旅行や学祭などでは、先生、学生と

もにめいっぱい楽しむことで研究室内での親睦を深め、めりはりのあ

る研究生活を送っています。

　最後になりましたが、卒業生の皆様ご来福の際には是非研究室にお

立ち寄りください。

■■■　薬物分子設計学分野　■■■

　卒業生の皆様には、ますますご活躍のことと存じます。

　薬物分子設計学分野では、末宗教授、麻生准教授、臼井助教と、

修士、学部学生で１）機能性核酸分子の設計と合成、２）新規ヘリ

セン分子の合成とその機能性開発、３）蛋白質への部位特異的機能

導入などのテーマで研究に取り組んでいます。今年４月に加わった

創薬科学科４年生３名はそろそろ一人で実験が進められるようにな

り、今後の成長が期待されるところです。臨床薬学科４年生３名も

忙しい授業の合間を効率よく生かしながら、実験に取り組んでいま

す。今年のニュースとしては、６月には臼井先生の結婚式が華やか

に執り行われ、公私ともにますます充実して頑張っておられます。

ヘリセン分子の研究で着実に成果を挙げ、論文発表も進んでいます。

またD３の楊さんが秋に学位を取得しました。半年間の研究生を含

め５年半の間、核酸グルーブの中心として研究を進め、蛋白質を用

いた実験にも取り組み、成果を出すことができました。いま中国に

戻り活動していますが、楊さんの行動力と精神力には後輩も見習う

ところがたくさんありました。講座行事では５月は今年も恒例の能

古島ハイキングで、バーベキューと“のこのこボール”を行い、夏

の講座旅行では熊本で、果物狩り、球磨川下りを楽しみ、親睦を深

めることができました。修士２年３名もそれぞれ進路が決まり、修

論作成のため、実験に頑張っているところです。

　現在も、末宗先生の情熱ある、そして特に厳しい指導と、優しい

励ましを受け、みんなで頑張っていますが、末宗先生は今年度３月

で退職のご予定です。卒業生の皆様も、あの実験のやり方は先生に

教わった、あの時こういう話をされた、講座旅行では一緒に………
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など思い出されることも多いと思います。改めて感謝申し上げます。

話は変わりますが、卒業生間のネットワークづくりに多くの方に協

力をいただいています。今後もいろいろなご助言いただきますよう、

よろしくお願いいたします。

　最後になりましたが、卒業生の皆様のご健康とご活躍をお祈り申

し上げます。

■■■　医薬細胞生化学分野　■■■

　卒業生の皆様いかがお過ごしでしょうか。研究室の近況を修士１

年の行弘がご報告させて頂きます。当分野では藤田教授、宮本准教

授、田中助教、杉本助教、吉田助教のご指導の下、「染色体機能制

御の分子機構解明とその制がん研究への応用」及び「分子標的薬を

含めた創薬のリソースとしての天然化合物研究」のテーマの元で、

日々研究に励んでいます。今年度は、本研究室から新規抗がん剤に

ついての論文が発表されました。他にもいくつかの論文が出版され

ており、大きな発展があったと言えます。

　それでは簡単に研究室のメンバーを紹介させて頂きます。藤田教

授、宮本准教授、田中助教授、杉本助教授、吉田助教授、D４が１

名、D２が２名、D１が１名、M２が３名、M１が３名、B５が１名、

B４が４名の総勢20名です。D４の會澤さんは博士論文と投稿論文を

執筆中でとても忙しそうです。D２の渡邉さん、ホイさんは休日返上

で実験に取り組んでおり、渡邉さんは投稿論文の執筆準備中でもあ

ります。D１のキンケラさんは博士課程へと進学し、ますます活発

に天然物の研究に励んでいます。M２の嘉山さん、國吉さん、倉重

さんはそれぞれ有名企業への就職が決まり、現在は修論の作成に向

けて昼夜実験に取り組んでいるのに加え、投稿論文の執筆に励んで

いる方もいます。M１の比嘉、廣中、行弘は実験を進めつつ、就職

活動にむけて勉強しています。さらに、比嘉は論文投稿中であり海

外での学会発表を経験しました。また、廣中も投稿論文執筆中です。

B５の森は現在薬局実習に励んでおり、その後には病院実習を控え

ています。B４は串山、高藤、都築、森井の４人で、個性的なキャラ

クターを発揮しつつ、それぞれが自分のテーマのもと積極的に実験

に取り組み、日々成長しています。

　研究だけでなく、夜などは都合が合えば食事に出て、将来の事に

ついて語り合ったり、休日にはテニスに取り組んだりと充実した研

究室生活を過ごすことが出来ています。また、夏の講座旅行では、

台風に遭遇したものの、熊本、大分への旅を心から楽しみ、素晴ら

しい思い出を築きました。

　私たちは今後とも、日々研究に力を注ぎ、自らを高めていく所存

です。これからも当研究室をよろしくお願いいたします。

■■■　機能分子合成化学分野　■■■

　卒業生の皆様いかがお過ごしでしょうか。今年は修士１年の荒木健

が研究室紹介をさせて頂きます。今年は古賀先生が教授に就任されて

20年目の節目にあたる記念すべき年です。最高の１年間を送ることが

できるよう、研究室一同、全力で研究に取り組んで参りました。

　当研究室は現在、古賀教授、唐澤准教授、秋田助教の３名に加え、

学生10名の総勢13名のメンバーで構成され、磁性・蛍光・超分子の３

つのテーマで研究を行っております。博士３年の村島さん、修士１年

の森君、学士４年の安仲君が「磁性」を、修士２年の萩原さん、修士

１年の廣田さん、学士４年の秋山君が「蛍光」を、修士２年の岡本さ

ん、研究生の竪山さん、学士４年の森下君と私、荒木が「超分子」の

研究を行っております。

　さて近況報告ですが、９月に愛媛県松山市にて開催されました基礎

有機化学討論会に参加致しました。学外の研究者の方々との活発な討

論に加え、最先端の研究報告についても聴くことができ、大変貴重な

経験をさせて頂きました。今年度の12月には、ハワイで開催されます

国際学会にも参加する予定です。海外ということで不安と緊張はあり

ますが、最高の発表ができるよう現在、研究データと奮闘していると

ころです。論文に関しまして、萩原さんの発光変化を伴った単結晶―

単結晶相転移に関する論文がRSC出版CrystEngComm誌の表紙に

掲載されました。機会がありましたら是非読んでみて下さい。

　話題は変わり、４月に毎年恒例の能古島へハイキングに行きました。

今年のノコノコボールも白熱の試合になり僅差で唐澤准教授が優勝さ

れ、試合の後はバーベキューで親睦を深めました。11月には講座旅行

で佐賀県の武雄、有田へ行きました。紅葉と焼き物の風情に心癒され

ながら、温泉で英気を養い、教授も楽しげなご様子でした。

　最後になりましたが、卒業生の皆様のご健康とますますのご活躍を

心よりお祈り申し上げます。お近くに来られた際には是非、研究室へ

お立ち寄り下さい。

■■■　臨床薬物治療学分野　■■■

　卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。当研究室は、昨年度

より、分野名が医薬品情報解析学から臨床薬物治療学へと変更にな

り、スタッフは増田教授、江頭および医学研究院助教の梶原先生で、

研究に取り組んでおります。現在、当研究室の主な研究内容は、薬

効・毒性のバイオマーカー探索と臨床応用、薬物毒性の発現機序解

明と対策法確立、ファーマコゲノミクスと個別化投与設計法の確立、

および薬物治療における変動要因の解明で、医療現場における諸問

題の解決や薬物による有害反応のメカニズム解明を通じて、医薬品

の適正使用法確立を目指して研究を行っております。

　簡単な紹介となりましたが、最後に、どうぞこれからも、皆様か

らのご支援とご指導をお願いすると共に、皆様の今後益々のご健勝

を心よりお祈り申し上げます。
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平成27年度

九大薬友会　評議員会議事録

【日　時】　平成27年５月23日（土）12時30分より14時50分まで

【場　所】　九州大学薬学部　会議室（中央棟２階）

【出席者】　評議員定数：役員17名、クラス評議員69名の合計86名

　　　　　出席者数22名、委任状49名

役　　員：大戸茂弘会長、谷口陽祐庶務理事（新）、山田健一庶務理

事（旧）、松永直哉会計理事

支 部 長：秋田弘幸（関東支部、柴田重信支部長代理）、尾崎　通

（関西支部、永繁昌二支部長代理）、古賀信幸（福岡支部、

野田浩司支部長）、局　伸男（大分支部長）、北園正人（鹿

児島支部長）

クラス評議員：菅沼佑子、占部美子、江森節子、小川建志、山口政俊、

樋口　駿、飛松雅代、小野容子、森元　聡、伊藤祐二、

阿部義人、菅田哲治、柴田智博（順不同敬称略）

　会議に先立ち、大戸茂弘会長より九大薬友会会則第19条１項の評
議員会の定足数について説明があり、評議員会が成立したことが述
べられた。
　また、同条２項に基づき本会の議長は会長であることが説明され
た。

【報告事項】
１．平成26年度事業報告
　　資料に基づき報告がなされた。
　　また、平成27年４月にグリーンファルマ研究所の開所式が執り

行われたこと等、九大薬学研究院で現在行われている改革につい
て報告がなされた。

２．各支部の活動状況の報告

　　関東支部、関西支部、福岡支部、大分支部、鹿児島支部、の活
動状況報告、並びに今年度の活動計画について報告がなされた。
また、長崎支部、および熊本支部の活動状況については、提出さ
れた資料を代読した。

【議　題】
１．役員の改選

　平成27年度の役員、支部長、評議員について資料に基づき説明
がなされ承認された。

２．平成26年度九大薬友会会計報告
　平成26年度の会計報告がなされ、加筆・修正・確認の上、承認
されることとなった。

３．平成27年度九大薬友会事業計画（案）
　資料に基づき、平成27年度九大薬友会事業計画案が説明され、
計画が原案のとおり認められた。

４．平成27年度九大薬友会予算（案）
　平成27年度予算案の説明が行われ、加筆・修正・確認の上、承
認されることとなった。

５．薬友会在り方の改革について資料に基づき説明がなされ、後進
の育成（学生支援）、および若手会員の薬友会への参加促進につ
いて今後議論していくこととなった。

６．その他
　・各支部総会への先生方の参加をお願いしたい。
　　（各支部総会の日程をご連絡いただき、派遣教員を選出する）
　・各支部大会の参加者の増員を図るため、開催幹事を毎年学年

ごとに担当するなど工夫する。
　・会計のフォーマットを作製し、備考欄に詳細を記載すること

となった。その際に、できるだけ大きな文字で見やすい資料
とする。

　・他機関の運用状況などを参考に、薬友会のHPを充実する。
　・名簿発行費用の算出根拠を提示すること。
 以上

■■■　創薬腫瘍科学講座　■■■

　皆様いかがお過ごしでしょうか。

　私共の創薬腫瘍科学講座は平成19年５月に開講して以来、早９年

目となりました。我々の研究室は、①血管新生や炎症性細胞浸潤、

リンパ管新生などの“がんの間質応答”を標的としたがんの悪性進

展を抑制する創薬研究と　②分子標的薬の個別化治療の基礎基盤を

構築する上で薬剤の獲得耐性のメカニズムに関する分子腫瘍学研究

の２つをメインテーマに日々研究を進めています。

　本年３月で小野教授が御退官されましたが、４月からは特任教授

にご就任され現在もこれまでと変わらず論文作成や実験指導、授業、

さらに国内外の学会活動に多忙な毎日を送っておられます。現在の

教室員は特任教授１名、准教授１名、博士４年１名、博士２年２名、

研究員１名、秘書１名の総勢７名となりましたが、皆毎日懸命に研

究に励んでおります。博士課程４年の柴田智博君は本年度より日本

学術振興会特別研究員に採用され、研究、学会発表、論文作成など

日々忙しい毎日を送っております。博士課程２年の２名は薬剤師に

なることを目指し病院での実習に励んでおります。

　創薬腫瘍科学講座の研究の目標は、ベンチでの成果をがん患者に

反映させる基礎臨床融合の研究連携体制のもとに研究を発展させる

ことです。現在、がんの悪性進展に関与する標的分子を“がん微小

環境を構成する非がん細胞”と“がん細胞自身”の両方に注目して

研究を行っております。すなわち、がんの悪性進展や薬剤耐性に関

与するメカニズムを明らかにしながら、独自の標的分子や標的細胞

を明らかにすることでがん治療に貢献することを目指して研究を推

進しております。さらにがん悪性進展に関する我々の分子腫瘍学研

究に加えて、分子病理学や臨床腫瘍学、さらにバイオ統計学の研究

分野と協力して臨床的に有用性のある標的分子を同定して創薬へ結

び付けていくところが、私共のがん創薬研究の大きな特徴です。

　再来年の2017年６月14日（水）〜16日（金）に九州大学医学部百

年講堂および同窓会館で開催されます第21回日本がん分子標的治療

学会学術集会で小野教授が会長になられることが決定いたしました。

教室員全員で力を合わせて学会を成功させようと準備に取り組んで

おります。

　どうぞこれからも、皆様方からの“創薬腫瘍科学講座”と“第21

回日本がん分子標的治療学会学術集会”へのご支援とご指導を宜し

くお願い申し上げます。
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九 大 薬 友 会 会 計 報 告
平成26年度　九大薬友会会計報告

【収 入】

薬友会入会金（6,000円×67口） 393,890円

年会費（3,000円×973口） 2,919,000円

UFJニコスカード（3,000円×72口） 186,269円

預金利息 172円

小　計 3,499,331円

前年度繰越金 2,929,062円

合　計 6,428,393円

【支 出】

年会費通知発送費 644,716円

球技大会補助費 20,000円

薬友会誌発刊費 815,799円

薬友会名簿発刊費 0円

インターネット同窓会システム導入初期費用 324,000円

インターネット同窓会システム利用料およびホームページ管理費 129,600円

九大薬学部祭費 160,000円

卒業祝賀会記念補助費 200,000円

支部支援金 820,000円

支部講演会支援金 150,000円

会議費 189,120円

通信費 3,574円

事務用品費 354円

金融機関手数料 6,846円
予備費 0円

小　計 3,464,009円

繰越金 2,964,384円

合　計 6,428,393円

九 大 薬 友 会 予 算
平成27年度　九大薬友会予算

【収 入】

薬友会入会金（6,000円×70口） 420,000円

年会費（3,000円×900口） 2,700,000円

UFJニコスカード（3,000円×67口） 201,000円
預金利息 150円

小　計 3,321,150円

前年度繰越金 2,964,384円

合　計 6,285,534円

【支 出】

年会費通知発送費 480,000円

球技大会補助費 40,000円

薬友会誌発刊費 400,000円

薬友会名簿発刊費 0円

インターネット同窓会システム利用料およびホームページ管理費 200,000円

九大薬学部祭費 160,000円

卒業祝賀会記念補助費 200,000円

支部支援金 800,000円

支部講演会支援金 200,000円

会議費 165,000円

通信費 25,000円

事務用品費 1,000円

金融機関手数料 30,000円
予備費 100,000円

小　計 2,801,000円

繰越金 3,484,534円

合　計 6,285,534円

ニュース
SkinHydratesAccordingtotheClock　TheWallStreet
Journalに研究成果が紹介された。　2014/5/26（薬剤学）

薬事日報に掲載　官能基の反応性の逆転を可能とする多
核金属触媒の開発〜環境にやさしい医薬の合成法の開発
を目指して〜　2014/10/20（環境調和創薬化学）

朝日新聞に掲載　朝日新聞 教育面 「ひらけ！進（新・針）
路」にキラルアミノ酸の産学連携研究が紹介されました。
2015/5/24（創薬育薬産学官連携）

NatureMedicine 誌に掲載　アトピー性皮膚炎に伴う慢性
的な痒みに関する論文が NatureMedicine 誌に掲載され
ました。　2015/7/21（ライフイノベーション）

平成27年度　九州大学大学院薬学府修士課程 奨学特別選抜 合格者一覧
橋川　健一 （薬剤学） 山口　千春 （薬理学） 廣中　研介 （医薬細胞生化学）
荻野　敬史 （薬剤学） 桂木　龍一 （薬理学） 君島　　匠 （環境調和創薬化学）
松田　将希 （薬剤学） 比嘉　允宣 （医薬細胞生化学） 進藤　早紀 （機能分子解析学）
橘　　和志 （薬理学）

平成27年度　日本学術振興会　特別研究員　採択者
DC1 松田　烈士 （ライフイノベーション） DC2 五反田圭介 （薬物動態学）
DC1 服部友紀子 （分子衛生薬学） DC2 柴田　智博 （創薬腫瘍科学）
DC2 加唐誠剛東 （薬物動態学） DC2 實崎　大地 （生物有機合成化学）

（氏名、配属分野は順不同）　
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受 賞

教員・学術研究員

松永直哉（薬剤学）：第21回日本時間生物学会奨励賞　
臨床・社会部門　2014/11/9　生体リズムの分子機構を基
盤とした臨床薬剤学

ToshihideYamasaki（機能分子解析学）：AsiaPacific
EPR/ESRSymposium2014,YoungInvestigatorAward　
2014/11/16　Towardsthestructuraldesignofpiperidine
nitroxidesforinvivomeasurementprobe

渡辺賢司特任助教（環境調和創薬化学）：天然有機化
合物討論会奨励賞（第56回天然有機化合物討論会）　
2014/11/14　「白金触媒による直接的アリル位アミノ化反
応を活用した、(–)–カイニン酸の短工程大量合成法の開発」

矢崎亮助教（環境調和創薬化学）：宇部興産研究企画賞　
2015/2/5　「デザイン型アミノ化反応による側鎖に多様な
炭素骨格や官能基を有するαーアミノ酸合成法の開発」

野口泰徳（分子生物薬学）：日本遺伝学会第86回大会
BestPapers賞　2015/2/20　異種融合型DnaAによる複製
開始複合体中のDnaA分子の配向性解析

川上広宣（分子生物薬学）：平成27年度日本生化学会九
州支部学術奨励賞　2015/5/16　染色体DNA複製開始複
合体の分子機構の解明

白鳥美穂（ライフイノベーション）：HermanHandwerker
Prize (8thWorld Congress on Itch)　2015/9/29　
Astrocyticlipocalin-2inthespinaldorsalhornisrequired
forchronicitch

学生

赤嶺孝祐（薬剤学）：第３回くすりと糖尿病学会学術大
会優秀発表賞　2014/11/4　糖尿病性末梢神経障害痛に対
するプレガバリンの至適投薬タイミングに関する検討

岡村秀紀（生物有機合成化学）：ISNACOutstanding
OralPresentationAwardforYoungScientist in2014第
41回国際核酸化学シンポジウム　2014/11/6　Specific
recognitionofCGbasepairsbynovelpseudo-cytidine
derivativesinantiparallelDNAtriplexes

濱村賢吾（薬剤学）：第21回日本時間生物学会学術大会
優秀発表賞　2014/11/9　慢性腎不全モデルマウスにおけ
る肝代謝酵素発現日内変動変容機構の解明

上杉修平（環境調和創薬化学）：第106回有機合成シンポ
ジウム2014年【秋】優秀ポスター賞　2014/11/7　「アミ
ノ基共存下におけるヒドロキシ基選択的触媒的Michael付
加反応」

松岡悠太（機能分子解析学）：第53回電子スピンサイエ
ンス学会年会優秀発表賞　2014/11/16　Developmentof
fluorescentprobeforsensitivedetectionofascorbicacid

白水智則（機能分子解析学）：第53回電子スピンサイ
エンス学会年会合同国際会議（APES-IES-SEST2014）,
　学生優秀研究賞　2014/11/16　Development ofMRI
probelinkingwithnitroxide

濱村賢吾（薬剤学）：第８回次世代を担う若手医療薬科
学シンポジウム優秀発表賞　2014/11/16　慢性腎不全モ
デルマウスにおける分子時計機構の腎-肝−腎連関を介し
た新規腎機能悪化機序の解明

松田翔一（薬効安全性学）：第67回日本薬理学会西南部
会優秀発表賞　2014/11/23　心肥大時に生じるアポトー
シス細胞はMFG-E8を介して除去される

松金良祐（創薬育薬産学官連携）：第67回日本薬理学会
西南部会優秀ポスター発表賞　2014/11/23　末梢循環障
害を改善する新規TRPC3/6選択的阻害薬の同定

松田烈士（ライフイノベーション）：第67回日本薬理学
会西南部会優秀発表賞　2014/11/23　侵害刺激時におけ
る脊髄アストロサイトシグナリングのinvivoimaging

井手皐月（機能分子解析学）：第31回日本薬学会九州支
部大会優秀発表賞　2014/12/7　肝癌発生初期に精製する
脂質ラジカルの検出及び構造解析手法の開発

小宮由季子（分子衛生薬学）第31回日本薬学会九州支部
大会優秀発表賞　2014/12/7　ダイオキシンによる肝ロイ
コトリエンB4蓄積と炎症促進／肝障害との関連性．

澤　真尚（環境調和創薬化学）：第31回日本薬学会九州
支部大会優秀発表賞　2014/12/7　「ケチミンに対する
直接的触媒的不斉アルキニル化反応の機構解析と基質一
般性の拡張」

堀河力也（環境調和創薬化学）：第31回日本薬学会九州
支部大会優秀発表賞　2014/12/7　「高活性鉄触媒によ
るエステル交換反応の開発」

河野俊享（生薬学）：The1st InternationalConference
onHerbalandTraditionalMedicine (HTM2015) Best
PosterPresentation　2015/1/30　Development of an
indirect competitive enzyme-linked immunosorbent
assay(icELISA)usinghighlyspecificmonoclonalantibody
againstganodericacidA

大場悠生（薬効安全性学）：日本薬学会第135年会学生優
秀発表賞　2015/3/28　GRK5はBMPシグナルによる骨形
成を抑制する

服部友紀子（分子衛生薬学）：日本薬学会第135年会学生
優秀発表賞　2015/3/28　ダイオキシン母体曝露による出
生児の成長遅延：胎児期成長ホルモン低下の寄与.
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村瀬裕貴（生物有機合成化学）：日本薬学会第135年会学
生優秀発表賞　2015/3/28　協同効果による集積を期待し
た新規DNA結合低分子の開発

岡村秀紀（生物有機合成化学）：日本薬学会第135年会学
生優秀発表賞　2015/3/28　CG障害部位を選択的に認識
する擬シチジン誘導体の合成と３本鎖形成能の評価

永井直杜（創薬育薬産学官連携）日本薬学会第135年会学
生優秀発表賞　2015/3/28　有機水銀の親電子性を利用し
た新規心不全治療薬の同定

原田　元（薬物動態学）第32回日本TDM学会優秀論文賞
（大日本住友製薬賞）　2015/5/24　アミオダロンとそ
の代謝物の母集団解析および推奨投与量の検討、TDM研
究、Vol.31,No.4,93‐100

松岡悠太（機能分子解析学）：第68回日本酸化ストレス
学会学術集会学生最優秀発表賞　2015/6/12　アスコル
ビン酸の迅速かつ高選択的な検出に向けた長波長蛍光プ
ローブの開発

﨑山友香里（分子生物薬学）第12回21世紀大腸菌研究会
優秀口頭発表賞　2015/6/12　DNA複製を開始するDnaA
複合体の二重鎖開裂における機能構造動態

大場悠生（薬効安全性学）：九州大学QRECアカデミッ
クチャレンジ2015に採択　2015/6/23　受容体キナーゼの
骨形成における役割

伊豆本和香（分子衛生薬学）：九州大学QRECアカデ
ミックチャレンジ2015に採択　2015/6/24　環境因子によ
る出生児発育障害の新規基盤構築を目指して：母乳に着
目した解析

村瀬裕貴（生物有機合成化学）：第52回化学関連支部合
同九州大会最優秀発表賞　2015/6/27　結合サイト数依存
的に親和性を増大させる新規DNA結合性低分子の開発

君島　匠（環境調和創薬化学）：第52回化学関連支部合
同九州大会優秀発表賞　2015/6/27　「Late-stageC−H
functionalizationを指向した酸化的Heck反応の開発」

服部友紀子（分子衛生薬学）：第42回日本毒性学会学術
年会優秀研究発表　2015/7/1　ダイオキシン母体曝露が
出生児の発育に及ぼす影響：胎児期の成長ホルモン低下
に着目した解析．

澤　真尚（環境調和創薬化学）：PosterAward (7th
International Conference onGreen and Sustainable
Chemistry (GSC-7) and 4th JACI/GSCSymposium)　
2015/7/8　「DirectCatalyticAsymmetricAlkynylation
ofKetimines」

栗田歩実（分子衛生薬学）：大学院生合宿研修　優秀者
（第10回九州薬科学研究教育連合　大学院生合宿研修）　
2015/7/20

古賀鈴依子（創薬育薬産学官連携）：九州分析化学奨励
賞　2015/7/25　NMDA類縁化合物の二次元HPLC一斉分
析法開発と生体内含量の解析

佐藤　裕（創薬育薬産学官連携）：九州分析化学若手賞
2015/7/25　アミド型リンカー及び疎水性アミノ酸を有す
る新規Pirkle型キラル固定相の設計・開発とNBD-アミノ
酸の光学分割能評価

才津裕子（創薬育薬産学官連携）：九州分析化学若手賞
2015/7/25　青色LED蛍光検出器を装備した省エネルギー
型二次元HPLCシステムの開発と食品中キラルアミノ酸の
含量解析

松田翔一（薬効安全性学）：生体機能と創薬シンポジウ
ム2015優秀発表賞　2015/8/27　心肥大時に生じる死細胞
はMFG-E8を介して除去される

松田翔一（薬効安全性学）：次世代を担う創薬・医療薬
理シンポジウム2015優秀発表賞　2015/8/29　心肥大時に
おけるMFG-E8の役割解明

武居宏明（薬物動態学）：Grobal Education Seminer
P re s en t a t i o n  Award  2 015  (The  Academy  o f
Pharmaceutical Science andTechnology, Japan)　
2015/9/12　ExpressionmechanismsofSGLT2gene in
humans

伊豆本和香（分子衛生薬学）：日本薬学会　環境・衛生
部会　優秀若手研究者賞（フォーラム2015：衛生薬学・
環境トキシコロジー）　2015/9/17　ダイオキシンによる
出生児成熟抑制の新展開：育児母体のプロラクチン低下
に基づく育児能力減退の寄与．

西田恭子（分子衛生薬学）：日本薬学会　環境・衛生部
会　実行委員長賞（新人）（フォーラム2015：衛生薬
学・環境トキシコロジー）　2015/9/17　ダイオキシン母
体曝露が発達児の視床下部に与える影響：低ゴナドトロ
ピン放出ホルモン体質に着目した解析．

中村有沙（分子衛生薬学）：日本薬学会　環境・衛生
部会　新人賞（フォーラム2015：衛生薬学・環境トキ
シコロジー）　2015/9/17　ダイオキシン母体曝露によ
る児のゴナドトロピン低下および性未成熟の機構；aryl
hydrocarbonreceptor欠損ラットを用いた解析．

川良健祐（生物有機合成化学）：ISNACOutstanding
PosterAward in 2015　第42回国際核酸化学シンポジウ
ム　2015/9/24　Thedynamic andsynchronized chiral
inductionsystembetweenDNAand[5]heliceneligand

﨑山友香里（分子生物薬学）：第23回DNA複製・組換
え・修復ワークショップ優秀発表賞・ポスター部門　
2015/10/21　大腸菌複製起点で形成されるDNA開裂複合
体の中枢構造と形成制御の解明



22　九大薬友会誌　第39号

髙嶋　一平　H27.2.28　九州大学大学院薬学府（医療薬科学）

Xanthene誘導体を用いた新規蛍光レシオプローブの開発と細胞イ

メージングへの応用

満井　哲也　H27.3.25　九州大学大学院薬学府（医療薬科学）

Cytochrome　P450　3A4　トランスジェニックマウスを用いたヒ

ト薬物動態の新規予測法の開発

中村　仁美　H27.3.25　九州大学大学院薬学府（創薬科学）

日本に棲息するクサリヘビ科マムシ亜科毒ヘビの毒成分遺伝子の発

現メカニズムと新規毒成分に関する研究

尹　　貽貞　H27.3.25　九州大学大学院薬学府（創薬科学）

SynthesisandEvaluationof8-halogenated-7-deaza-2'-deoxy-guanosineas

8-oxo-2'-deoxy-guanosineanalogues

（8-オキソ-2’-デオキシグアノシンのアナログとしての8-ハロゲン化-7-デ

アザ-2’-デオキシグアノシンの開発研究）

牛尾聡一郎　H27.3.25　九州大学大学院薬学府（創薬科学）

オキサリプラチン誘発末梢神経障害における脊髄内グルタミン酸の

関与と治療薬の探索

北島　直幸　H27.3.25　九州大学大学院薬学府（創薬科学）

局所Ca2＋シグナルによる心臓線維化の分子制御機構の解明

宮内　　優　H27.3.25　九州大学大学院薬学府（創薬科学）

UDP-グルクロン酸転移酵素とのタンパク質間相互作用によるシト

クロムP4503A4活性の制御

江口　駿介　H27.3.25　九州大学大学院薬学府（創薬科学）

ヒト　CYP3A4　遺伝子発現の個人差要因の解明を目指したエピ

ジェネティック制御機構に基づくゲノム構造解析

濵村　賢吾　H27.3.25　九州大学大学院薬学府（創薬科学）

Novel aggravationmechanismof renal functionsmediatedby

molecularclocksworkinginkidney-liver-kidneyaxisinmicewith

chronickidneydisease

（慢性腎臓病モデルマウスにおける分子時計機構の腎-肝-腎連関を

介した新規腎機能悪化機序の解明）

山本　耕介　H27.3.25　九州大学大学院薬学府（創薬科学）

らせん構造内部置換型[5]ヘリセン誘導体の合成及びジヒドロ[5]ヘ

リセニルホスフィンを用いた不斉反応への応用

GabrielAdeyemiFrancis　H27.3.25　

九州大学大学院薬学府（創薬科学）

Isolation andCharacterization ofNovel BiologicallyActive

PolyacetylenesfromtheMarineSpongeHalichondriasp.

（Halichondria科海綿の新規生物活性ポリアセチレン類の単離と構

造決定）

井川　達弘　H27.3.25　九州大学大学院薬学府（創薬科学）

ラットP2X4受容体に対する機能的抗体の調製とラットP2X4受容体

ヘッドドメインの構造と機能に関する研究

大山　　翼　H27.3.25　九州大学大学院薬学府（創薬科学）

高感度高選択的二次元蛍光HPLC-タンデム質量分析法を可能とする

新規試薬の設計とキラルアミノ酸分析への適用

マヒタブ エルセイド　H27.3.25　九州大学大学院薬学府（創薬科学）

Synergistic antitumor effects of bisphosphonate and statin in

humanpancreaticcancercelllines:Aninvitroandvirostudies

（ヒト膵がん細胞に対するビスホスホネートとスタチンの増殖抑制

効果の増強作用に関する研究）

藤本　景子　H27.3.25　九州大学大学院薬学府（創薬科学）

Intracellulardynamicsand fateofahumanizedanti-interleukin-6

receptormonoclonalantibody,Tocilizumab（TCZ）

（ヒト化抗インターロイキン-6受容体モノクローナル抗体（トシリ

ズマブ）の細胞内動態）

楊　波　H27.9.25　九州大学大学院薬学府（創薬科学）

リジン反応性ケージド人工核酸の開発と標的生体分子の部位特異的

修飾への応用

赤間　勇介　H27.9.25　九州大学大学院薬学府（創薬科学）

大腸菌の複製開始複合体によるDnaBヘリカーゼの進行阻害と一本

鎖DNA結合タンパク質SSBによる阻害解除

博士（後期）課程　学位授与者一覧

（H26.11月　〜　H27.10月）
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人　事　異　動

異　動　日 所　　属 異動内容 氏　　名 職　名 異動前の職業又は異動後の職業

平成27年１月１日 ライフイノベーション 昇　　任 齊　籐　秀　俊 准教授 薬理学分野助教から

平成27年１月１日 生 体 分 析 化 学 採　　用 田　畑　栄　一 助　教
九州大学大学院薬学研究院生体分析化学分

野年俸制助教より

平成27年１月１日 ライフイノベーション 採　　用 増　田　隆　博
助　教

（年俸制）

九州大学大学院薬学研究院薬理学分野学

術研究員から

平成27年３月31日 機 能 分 子 解 析 学 退　　職 安　川　圭　司 助　教 第一薬科大学准教授へ

平成27年３月31日
（寄 附 講 座）

創 薬 腫 瘍 科 学

雇用期間

満了退職
小　野　眞　弓

教　授

（寄附講座教員）

九州大学大学院薬学研究院創薬腫瘍科学

講座（寄附講座）特別教員へ

平成27年４月１日
（寄 附 講 座）

創 薬 腫 瘍 科 学
採　　用 渡　　　公　佑

准教授

（寄附講座教員）

九州大学大学院薬学研究院創薬腫瘍科学

講座（寄附講座）助教（寄附講座教員）

平成27年４月１日 シ ス テ ム 創 薬 学
育児休業

復　　職
田　畑　香　織 助　教 育児休業期間H26.10.24～ H27.3.31

平成27年４月１日 生物有機合成化学
育児休業

復　　職
阿　部　由紀子 助　教 育児休業期間H26.6.24～ H27.3.31

平成27年６月30日 ライフイノベーション 退　　職 増　田　隆　博
助　教

（年俸制）
フライブルク大学留学（ドイツ）

平成27年７月１日 ライフイノベーション 採　　用 高　露　雄　太
助　教

（年俸制）

九州大学大学院薬学研究院薬理学分野

学術研究員から

平成27年９月１日
創薬育薬研究施設

統 括 室
採　　用 田　畑　栄　一

助　教

（年俸制）

九州大学大学院薬学研究院生体分析化

学分野助教より

平成27年９月１日 ライフイノベーション 採　　用 高　露　雄　太
助　教

（有期教員）

九州大学大学院薬学研究院ライフイノ

ベーション分野助教（年俸制）から

平成27年９月１日 生 体 分 析 化 学 採　　用 内之宮　祥　平
助　教

（有期教員）

九州大学大学院薬学研究院生体分析化

学分野学術研究員より

平成27年９月１日
創薬育薬研究施設

統 括 室
採　　用 西　田　基　宏 教　授

自然科学研究機構 岡崎統合バイオサイ

エンスセンター教授より・クロスアポ

イントメント制度適用
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　薬友会の皆様いかがお過ごしでしょうか。2015年は「会長挨拶」にもありますように、新研究棟「グリーンファル
マ研究所」が始動し、薬学研究や教育の新たな一歩を踏み出しました。一方で、九大薬友会のホームページ（Bik i ta）
も一新し、日々躍進しております。ホームページでは在校生や卒業生に向けた様々な情報を今後配信していこうと
思っておりますので、是非ログインして頂き、同窓会など新たなコミュニティの場としてご利用下さい。（https://
www.bikita.jp/class/index.php?cl=f029e7）
　これまで九州大学薬学部、薬学研究院を力強く引っ張って頂いた三名の先生方が、今年度末をもちまして定年とな
られます。私も学部一年生の時に受けた講義の印象が今も忘れられません。懐かしく思われる方も多いのではないで
しょうか。２月には最終講義記念講演会が開催されますので、楽しみにしておいてください。
　最後になりましたが、今回の薬友会誌の作成にあたり、薬学研究院各分野の先生方、ならびに学生係等の職員の
方々、薬友会各支部の方々にご協力頂きました。この場を借りて御礼申し上げます。今後も薬学研究院、薬友会への
変わらぬご支援をよろしくお願い致します。また、会員の皆様方からのご意見・ご要望を頂ければ幸いです。
　　〒812-8582　福岡市東区馬出３-１-１　九州大学大学院薬学研究院九大薬友会事務局
　　E-mail：yakuyu@phar.kyushu-u.ac.jp　　　　　　　　　　　　庶務理事：谷口陽祐

● ● ● ● ●　編集後記　● ● ● ● ●

同窓会公式ホームページのご案内
同窓会員の皆様の日常的なコミュニケーションの場となるSNS形式のホームページを運用中です。
懐かしい再会、新しい出会いの場として楽しくご利用ください。

あなたが登録した内容が表示されます。(変更可)
友達の名刺を、名刺一覧から探してみましょう。

友達の名刺からメッセージが簡単に
送れます。
受信通知をEメールに転送できます。

広くお知らせしたい情報は掲示板に書き込
みできます。操作はとっても簡単。作成内容
はすぐに確認でき、後から修正もできます。

コミュニティは会員が自由に参加・コメント・開設
できるグループ掲示板です。同じ回期・クラス・部
活動・同じ趣味の人などで交流を深めよう！

QRコードから
https://www.b
ikita.jpにアクセ
スします。

自分で話題を作り、メンバーから書き込
んでもらうトピックに、日時や場所を加
えて出欠確認ができます。

母校・同窓会の情報が満載！

https://www.bikita.jp

ＰＣ・スマートフォンから

会員の皆様に確実に情報をお届け
し、会員でない方との区別をする
ためログインIDを交付します。
ID･PASSについては同封の振込用
紙宛名面をご覧ください。

初めてログインすると会員登録画
面となりますので必要事項を入力
し登録完了してください。会員登
録をすると会員限定の記事が表示
され、右の機能をご利用いただけ
ます。

九大薬友会　Bikita

転勤・引っ越し・
結婚などで住所
やお名前に変更
がある場合はセ
キュリティフォー
ムメールからお
知らせください。

住所変更

ID･パスワードが
分からない場合
はフォームメール
からお問い合わ
せいただけます。

ID発行申請

バックナンバー

あなたのホーム
ページにリンクし
ます。詳しくは「広
告について」から
フォームメールを
送信してくださ
い。

バナー広告
募集中

薬友会誌、評議員
会議事録のバック
ナンバーを電子化
し掲載しています。

※同窓会コミュニティサイトBikitaは小野高速印刷(株)が運営管理し、薬友会事務局と正式に利用契約を結んでいます。会員のご利用は全て無料です。(通信料は利用者負担です。)

携帯・スマートフォンから


