日本薬史学会 2018 年会
新 潟
年会長 寺田 弘
（新潟薬科大学）
2018 年 10 月 27 日（土曜日）

日本薬史学会 2018 年会 新潟
【日

時】 2018 年 10 月 27 日（土） 10:00 ～（受付開始 9:30）

【会

場】 新潟日報メディアシップ 2 階 日報ホール
〒950-8535 新潟市中央区万代 3-1-1
URL：http://niigata-mediaship.jp/facility/f03_hall/

【学術研究発表】口演 及び ポスター

【特別講演】
・小林 力 日本薬科大学教授「サルファ剤：忘れられた奇跡とその影響」

【特別講演・公開市民講座】
（非会員の方の参加も歓迎）
・櫻井 浩治 新潟大学名誉教授「良寛さんに学ぶ-心身医学の立場から-」
【情報交換会】
日

時：2018 年 10 月 27 日（土）メディアシップ 6 階

18：00 ～

参加費：5,000 円
【良寛の里ツアー】
（非会員の方も参加できます）
日

時：2018 年 10 月 28 日（日）9：00 ～ 16：00

参加費：10,000 円

※ 詳細は、巻末に記載してあります。

【特別講演】小林 力

日本薬科大学教授

小林力先生は、長年製薬企業で創薬研究に携わって来られ、
現在は日本薬科大学で教授として活躍されておられます。小
林先生が注目されるようになったのは、トーマス・ヘイガー
の「サルファ剤、忘れられた奇跡」を翻訳され中央公論新社
から出版されたからです。この書籍は、
“知的興奮と驚きの事
実に満ちた素晴らしい本である。眠ることができなかった”
とレビューされたほどの名著であり、その感動を余すことな
く伝えることができたのは小林先生の優れた翻訳力があった
からです。
かつて一世を画した「抗生物質」であるサルファ剤がどの
様にして生み出されたか、またその社会的な影響はどの様な
ものであったのかを時代的背景とともにお話しして下さる予
定です。

【特別講演】櫻井 浩治

新潟大学名誉教授

櫻井浩治先生は、著名な精神科医で長らく新潟大学医療技
術短期大学部の教授をされ、現在は新潟大学名誉教授として
ご健在です。櫻井先生は良寬さんのゆかりの地である新潟県
燕市の地蔵堂でお生まれになられたこともあって、長年良寬
さんの生き方を精神医学・心身医学の見地から研究を重ねら
れて来られました。その集大成を「乞食（こつじき）の歌慈愛と行動の人・良寬」
（考古堂）として上梓されました。こ
の書は、第五回新潟出版文化賞優秀賞に輝いた大著でありま
す。
ご講演では、良寬さんの生き方を医療の視点から紹介され、
私たちの生と老いを論じて下さるものと期待しております。

《学術研究発表演題募集》
【研究発表】
・口演 15 分（予定）
・ポスター
※発表者は、本学会会員に限ります。入会手続きをお願いします。
【発表演題申込み】
「発表演題申込書」にご記入の上、年会事務局にお送り下さい。
（記載事項）
 研究発表演題名
 発表者並びに共同研究者全員の氏名および所属
 連絡者の氏名、所属
 住所
 電話番号、Fax 番号
 電子メールアドレス
 発表形式希望（口演・ポスター・どちらでもよい）
※電子メール送信件名に「薬史学会 2018 演題申込み」 とご記入ください。
【発表演題申込締切】
2018 年 9 月 20 日（木）
※参加登録も同時にお願いいたします。
【研究発表要旨】
・用紙：A4
・余白：上下左右 30 mm
・文字サイズ ：（表題）MS 明朝、Times 15 ポイント
（発表者氏名、所属）12 ポイント
（本文）MS 明朝、Times 10.5 ポイント、一演題 4 枚（片面刷り）まで
・ファイル形式：PDF および Word の 2 つのファイルをお送りください。
・テンプレート参照
【ポスター】
用紙：A0（幅 84.1 cm×高さ 118.9 cm ）
【要旨提出締切】
2018 年 10 月 9 日（火）

《年会参加申込み》
【申込み】
参加申込書にご記入の上、年会事務局にお送りください。
電子メールの件名には「薬史学会 2018 参加申込み」 とご記入下さい。
FAX ：0250-25-5021
e-mail：onita@nupals.ac.jp
【事前登録】
～2018 年 10 月 10 日（水）
※ 10/10 日（水）までにお振込みください。
【事前参加費振込先】
＜ゆうちょ銀行口座からお振込みの場合＞

ゆうちょ銀行

記号：11290

番号：41852801

名義：ニホンヤクシガッカイ

＜ゆうちょ銀行口座以外の金融機関からお振込みの場合＞

ゆうちょ銀行

店名：128（読み イチニハチ）
店番：128
普通預金
口座番号：4185280
名義：ニホンヤクシガッカイ

【参加費】
・会
員 ： 事前登録 4,000 円、当日登録 5,000 円 (学生会員 無料)
・非 会 員 ： 当日登録 6,000 円 （学生非会員 1,000 円)
・情報交換会 ： 5,000 円（学生 1,000 円）
※ 非会員、学生非会員は、当日登録のみです。ご了承ください。
【アクセス】
□ 新潟駅 万代口から
タクシー：約 5 分
徒歩：約 10 分
□ 新潟空港から
バス（新潟駅万代口まで）：約 25 分
タクシー：約 15 分

【年会事務局】
大仁田 香織（新潟薬科大学 事務部）
TEL : 0250-25-5390
FAX : 0250-25-5021

e-mail：onita@nupals.ac.jp

《良寛の里ツアー》
・日 時：2018 年 10 月 28 日（日）9：00～16：00
・集合及び解散場所：新潟駅南口
・参加費：10,000 円（バスガイド同行、貸切バス利用）
・参加申込:学会参加申込書「良寛の里ツアー（10/28）」
□に✓（チェック）を入れてください。
＜行 程＞
新潟駅南口(9:00)→良寛記念館(10:30-11:20)→道の駅良寛の里わしま(11:30-12:10)
→角上魚類 寺泊本店(12:30-13:40)→国上寺・五合庵(13:55-14:50)→新潟駅南口 (16:00)
良寛記念館
良寛さん生誕の地。遺品・遺墨多数展示。にいがた景勝百選一位当選の地です。

道の駅・良寛の里わしま
築 180 年の古民家を移築したお食事処での郷土料理や地元の新鮮野菜や山菜の販売、
長岡市和島地域でのみ飼育されているガンジー牛の乳製品やガンジーソフトクリーム
をお楽しみいただけます。

寺泊・魚のアメ横
東京・上野の『本場のアメ横』に負けないくらいの活気で賑わっており、店内は茹で
たてのカニや地元の新鮮な魚介類が満載です。

良寛（1758～1831） （出雲崎町観光協会ホームページより）
越後出雲崎に生まれ、詩人・歌人・書家としても知られる江戸時代後期の禅僧。良寛は俗名、号
は大愚。幼名は山本栄蔵、15 歳で元服し文孝と名乗りました。生涯無欲恬淡な性格で、生涯寺を持
たず、諸民に信頼され、良く教化に努めました。良寛自身、難しい説法を民衆に対しては行わず、
自らの質素な生活を示す事や、簡単な言葉（格言）によって一般庶民に解り易く仏法を説きました。
「子供の純真な心こそが誠の仏の心」と解釈し、子供達を愛し積極的に遊んだと云われ、高名な人
物からの書の依頼は断る傾向がありましたが、子供達から凧に文字を書いて欲しいと頼まれた時に
は喜んで書いたと云われています。
また、戒律の厳しい禅宗の僧侶でありながら般若湯（酒）を好み、良寛を慕う民と頻繁に杯を交
わしたそうです。これも形に捉われない良寛の魅力ではないかと思われます。すべての生きものに
愛をそそぎ、老若男女、富者貧者を問わず等しく交流し、人としてどうあるべきかを常に問いかけ
た良寛の心は、現代にも共通する心として多くの人に共感をあたえています。

