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平成20年度入学式

理事長式辞

しっかり勉強していかないといけません。
皆さんの中にも新しい医薬品を研究開発して、これ
からのさらなる進歩に繋げていける、そんな方も出て
くることと思っています。人生というのは「志」が大切
です。それをぜひ持ってください。立派な薬剤師にな
るんだ！とか、新しい薬を作るんだ！と思えば、必ず
皆さんの若い力が実現して、社会をよくして、そして
国をよくして、世界をよくしていく、そういうことに
繋がっていきます。ぜひ頑張って下さいね。
皆さんが星薬科大学を選ばれたということは、逆に
言えば希望しながら入れなかったという人もいるわけ

理事長

大

谷

ですので、その人の分も、ぜひ頑張って下さいね。

卓

男

皆さんは十数年前に、やはりこのような桜並木の
ところを、そのときはお父さまやお母さまに手を引か

新入生の皆さま、入学おめでとうございます。また、

れて、小学校の入学式というのを迎えたわけです。た

ご父母の皆さま、おめでとうございます。そして大学

くさんの愛情をご両親、それから周りの方、これまで

院に進学される方は、新たなステップを踏まれること

勉強してくる中でも中学、高校と、たくさん受けてこ

に、心よりお祝い申し上げます。

られました。星一先生は「親切第一」と申しております

学校法人を代表いたしまして、皆さま方を心より歓

が、ぜひ皆さんが受けた愛情を、これからは周りの方

迎いたします。

に、そして社会に還元していけるように頑張って下さ

新入生の皆さん、勉強を頑張りましたね。そして受

いね。

験、この星薬科大学に入学と、本当に頑張ったと思い

一日一日、あるいは一時一時を大切にしてくださ

ます。よかったですね。

い。大学に入りますと新しいことに出会う、新しい人

星薬科大学、この学校が創られたのが明治44年なの

に出会う、新しいものを見つける、人、もの、事という

ですが、あと 3 年ほどで100周年ということになりま

のでしょうか、それは毎日たくさんあります。それら

す。星一先生という方が創られた学校です。

の一つ一つに感謝の心をもって、あるいは困難なこと

星一先生は実業家、政治家、そして教育家でござい

があれば立ち向かうという努力をもって、日々を前進

まして、星薬科大学は、星製薬という製薬会社の教育

して下さいね。

機関として創られました。
「世界に奉仕する人材育成の

これからの大学生活、ぜひ充実した楽しい時を送っ

揺籃
（ようらん）である」
、それを建学の精神として創

ていただきたい！そして新しいことを学んで、社会の

られたわけです。皆さまには社会でお役に立つように

お役に立てるように、ぜひ頑張っていただきたい！

頑張って勉強しなさいね、社会でお役に立つんだとい

大学院に進まれる方は新たなステップを、一層の努力

う心をしっかり持ってくださいね、ということででき

の下に大成していただきたい！と願っております。

た学校でございます。

皆さま、本当におめでとうございます。ぜひ、これ

先ほど中嶋学長先生が告辞としてお話しされました

からも頑張って、しっかり勉強して下さい。おめでと

けれども、これからの薬学の世界というのは日進月歩

うございます。

で、また大切な人の命を預かるわけですから、本当に

（平成20年4月6日に本館メインホールで行われた入学式に
おける理事長式辞をテープ起こししたものを掲載）
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平成20年度入学式
物実験で作用が確かめられた段階ですので、ヒトに使
えるかどうかわかりません。次に、人に使えるかどう
かながい年月をかけて臨床の試験をします。これを開
発といいます。同時に、この医薬品を大勢の人にいつ
でも使ってもらえるように工業的に大量に生産できる
方法つくりだします。これらを全てクリアーして厚生
省に認可申請をして許可を受け、はじめて医薬品とし
て認められます。最後に、このような新薬を含めて、
世に出回っているすべての薬を適切に管理することは
薬剤師にとって大事な職務です。繰り返しますが、医
薬品は使い方を間違えれば副作用がでます。

学長

中

嶋

暉

皆さん方は高校時代には、化学、物理、生物のよう

躬

に縦割りの授業をうけてきたと思います。大学でも勿

新しく星薬科大学に入学された皆さん、ならびに大

論このような基礎科目はありますが、薬学のカリキュ

学院に進学された皆さんを迎えるにあたり、心からお

ラムをご覧になれば一目瞭然ですが、例えば、
「薬の作

めでとうと申し上げます。

用と生体内運命」、｢薬になる天然資源｣、などのよう

本日ここに、御来賓、ならびに御父兄御参列のもと

に、いままで習ってきた科目が相互に繋がった講義が

に、平成20年度入学式を挙行できますことは、慶びに

沢山でできます。このように薬学の勉強は集約された

たえないところでございます。教職員一同を代表して

サイエンスを学ぶことにあります。

こころからお祝いと歓迎の意を表する次第です。

皆さん方は今日から薬について人から頼られる立場

さて、フレッシュマンの皆さんはこれからクスリに

に一歩踏み込んだことになります。｢薬との関わりを

ついていろいろなことを学ばれ、この分野のプロにな

終生もつことによって、人の健康、ひいてはいのちを

られるわけです。

救う薬剤師になる｣、あるいは、｢将来すばらしい薬を

クスリというのはどんな薬をみても世に出るまで長

世にだしてやる｣

いサイエンスの物語をもった物質であります。開発当

という決意を新たにして勉学に励

んでいただきたいとねがっております。

初にはこれはよい薬だと思われていても、市販されて

皆さんの今後のご健闘を期待しつつ、学長からのお

から予期しない有害な副作用のため消えていった物質

いわいの言葉とさせていただきます。

は数えきれません。いま市販されている医薬品でも使
い方を誤れば必ず有害な副作用がでます。薬剤師を目
指して薬学科に入学された方はもちろん、新しい薬を
創る側の創薬科学科に入学された方も、薬学を学ぶ人
はこのことを肝に銘じておいてください。
医薬に携わる者の使命は薬の創製、開発、生産、管
理にあるといいます。すなわち、まず、新規な作用を
持った医薬品のたまごを新しく、創り出すこと、これ
を医薬品の創製といいます。この医薬品のたまごは動
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中嶋学長の再任に伴い、学生部
長に任命されました。よろしくお
願い致します。私にとり学生部の
経験は皆無に等しく、前任のベテ
ラン学生部長の瀬山先生には比べ
ようもありませんが、大学そして
学生のために微力ながら努力した
いと考えております。本学は女子
学生も多いことから指導時の便宜
を考え、学生部長補佐には女性の
河野先生にお願いしました。学生部の窓口である事務には、
これまでと同様に市川課長補佐を中心に清野、増田職員の
３名体制で日常業務に当たるとともに、学生寮には末永寮
監が常駐し、日夜女子学生の世話に当たっております。
幸いなことに、現在学生部が喫緊に取り組むべき事案は
ありません。しかし、今後も日頃学生部が心掛けて学生指導
に当りたい事項が３つあります。それは本年度４月に新１
年生にお願いした事項でもありますので、ここで再度全学
生の皆様にお願いしたいと思います。
１）飲酒は１、２年生は未成年者であることを基本原則とし
て行動をして下さい。間違っても
「一気飲み」のような
事故に繋がる行為は強要せず、また行わない自覚を持
ち続けて下さい。
２）喫煙も１、２年生はまだ未成年者であること、健康上の
問題が指摘されていること等を十分に考えて下さい。
喫煙は定められた喫煙場所を使用し、喫煙場所の美化

には注意を払って下さい。尚、新星館前の喫煙場所に
配置されていたベンチは利用者の態度について学内外
から見苦しいとのご指摘、ご叱責もあり学内手続きを
経て７月末に廃止 ・ 撤去しました。喫煙場所を廃止し
たわけではなく、今後の愛煙家のマナー向上に期待す
るところです。
３）戸越銀座駅周辺からの通学路での学生の行動について
近隣よりクレームが寄せられています。これは学生皆
さんの責に帰することはできない側面もあることは理
解しています。即ち、大学までの道幅並びに信号待ち
の際の中原街道歩道幅が狭く朝の始業時間間際に多く
の学生が集中する等、物理的に問題があることです。
友人同士でおしゃべりして楽しく歩きたいのは理解で
きますが、近隣住民や通勤者等にとり生活、通勤、通学
道路の通行の妨げとなっていることも事実です。どう
ぞ、大学の正門に入るまでは、一般の歩行者とは譲り
合いの気持ちを持ち整然とした歩行をお願いします。
大学事務局との協議の上、６月−７月の前期定期試験
前の月、水、金の週３回通学時の事故防止のため試験
的に交差点に警備員の配置を行いました。学生の皆様
のご理解と協力を願っております。
教育は学生が第一です。学生部、学生部委員会
（全10名の
教員で構成）
は学生を支え、皆様のご協力によって大学を安
全で学びやすい場にしていきたいと思っております。学生
部へのご理解とご協力の程を切にお願いしご挨拶といたし
ます。
（薬品物理化学教室教授）

本年４月より、福井哲也教授の
後任として就職部長を務めさせて
頂いております。薬学教育の大き
な変革期にあたり就職支援の形態
も複雑になり、ますます重くなる
責任を痛感する３か月でした。
新教育制度も３年目を迎えまし
た。新課程の薬学科
（６年制）の学
生の就職はもう少し先になります
が、創薬科学科
（４年制）
の学生に
とってはそろそろ就職活動をスタートさせる時期となりま
した。創薬科学科３年生に対し先日行ったアンケート調査
では、大学院への進学希望者が多く、今年度に就職活動を
行う学生は必ずしも多くないようですが、旧課程の学生や
大学院生を含めると、全学ではかなりの人数が就職活動を
始めることになります。また、２年後に予定される薬学科学
生の就職支援の準備期間としても大切な時期になることが
予想されます。
新課程への移行に伴い新卒薬剤師が激減するいわゆる
「空白の2年間」
のために薬剤師の求人／求職バランスは
「売
り手市場」
に傾くことが予想されるので、この間は薬剤師と
しての就職には特に心配はないと思われます。しかし、医薬
品メーカー、治験関連企業
（CRO ・ SMOなど）
、公務員など
薬剤師資格と直接関連のない業種への就職が増えている最

近の傾向や創薬科学科学生および大学院生の就職支援を考
慮し、医薬品以外にも、化学、香粧品、食品等のメーカーや
検査研究機関についても就職支援の範囲の拡大を推進して
いるところです。
今年度の就職支援としては、６月下旬より開始した５回
シリーズの就職ガイダンス、揺籃会のご援助を頂き夏期休
暇中に開講する公務員試験対策講座、TOEICの学内試験を
始めとして、学内LANにリンクした就職活動支援システム
の充実を図るとともに、８月には薬学部５大学
（星薬大，北
里大，慶応大，東大，千葉大）
合同企業説明会、９月には学内
での企業説明会を企画し、就職に関しての的確な情報と機
会を提供したいと考えております。
本学の学生は、卒業後には薬のプロフェッショナルとし
て社会に奉仕するという大切な役割を担うことになります。
最近、企業の人事採用担当の方々とお会いして感じるのは、
薬についての専門知識に加え、コミュニケーション能力を備
え仕事への意欲溢れる人材が求められていることです。こ
のような潜在能力の発掘にも重点を置きながら，前途洋々
たる学生さんの船出をお手伝いしていきたいと思っており
ます。補佐役を快くお引き受け頂きました森下真莉子先生、
また就職部の佐藤担当部長、森谷さん、布川さんのお力添え
を頂きながらこの重責を果たしていきたいと存じます。皆
さま何卒よろしくお願い申し上げます。
（微生物学教室教授）
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本年４月より図書館長を勤めさ

も空転してしまうに違いないでしょう。大学とは学生が向

せていただくことになりました。

上心を持って自主的に勉学に励む場であり、決して授業等

想い起こしますと以前にも平成９

における知識の詰め込みだけの場所ではありません。興味

年４月から平成13年３月まで、図

を持った事柄や問題を自ら調べ、学習することにより、そ

書館長を勤めさせていただいた

れらが真の意味で活きた知識となって身に付くものと思

ことがありますが、当時は図書館

われます。そして、その努力を最大限に補助する場として

の蔵書予算を如何にスリム化する

存在するのが図書館です。欧米と日本の大学生の学生生活

かで苦労をしたことを思い出しま

における大きな違いは、図書館の利用時間に見られるとい

す。雑誌価格の高騰と為替レート

うことがいわれています。日本の学生の図書館利用時間は

変動などが主な理由であり、止む無くかなりの数の学術雑

欧米の学生と比して大分少ないのは事実です。本学の図書

誌の講読を中止した経験があります。それから10年弱が経

館は、単科大学にしては比較的多くの蔵書を保管し、かつ

ちますが、図書館のスリム化は継続的な事項になっている

ゆったりしたスペースを有する恵まれた環境にあります。

ように思います。質の高い研究支援には蔵書類の充実は必

教育と研究は大学の両輪であり、どちらが欠けてもいけな

須かつ不可欠のことと考えられますが、薬学教育が大きく

いものですが、この両輪を積極的にサポートするのが図書

変化している現状を鑑みますと大学の予算措置としてこれ

館業務であり、今後も出来うる範囲で学術資料の確保 ・ 整

以上は望めない状況でもあり、図書館も可能な範囲内で環

備等を充実させたいと考えています。また、教職員や院生・

境を整備する必要に迫られています。

学生の皆さんが満足するような環境作りにも配慮するつも

ところで、大学における図書館の存在意義は、あらゆる

りでいます。
「自主的学習サポートの場」として、学生の皆

情報を一ヵ所で提供しうる
「ワンストップサービス」機関

さんには試験期間のみならず日常から活発に図書館を利用

であり、職員がそれを利用者の求めに応じて案内するとこ

し、充実した大学生活を過ごしてもらいたいと心より願っ

ろにあると言われます。しかしながら、学生の積極的な利

ております。

用姿勢がなければ、図書館におけるこのようなサービス

ほそや

細谷

（薬品製造化学教室教授）

いまい

たかひろ

今井

孝博

まさひこ

正彦

生薬学教室助教
４月より生薬学教室の助教
に着任しました。学生への教
育と研究の両立を目指し、力
の限り努力していきたいと思
います。よろしくお願いいた
します。

病態機能制御学研究室助教
4月より病態機能制御学研
究室の助教に着任いたしまし
た。伝統ある星薬科大学の名
に恥じぬよう努力していく所
存です。宜しくお願い致しま
す。

くずまき

やまぐち

葛巻

なおこ

山口

直子

し

づ

こ

志津子

保健管理センター看護師
4月より保健管理センター
の看護師に着任いたしまし
た。学生、教職員の健康の維
持、増進のため保健業務に努
めていきたいと思います。よ
ろしくお願い致します。

薬品毒性学教室助教
4月より薬品毒性学教室の
助教に着任致しました。自身
の可能性に挑戦し、科学、医
療の発展に貢献できるよう、
精一杯努力する所存です。宜
しくお願い申し上げます。
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本年４月１日より、哲学研究室

本年４月１日より、医薬品化学

の准教授として赴任いたしまし

研究所 ・ 病態機能制御学研究室

た。これまでの主な研究分野は、

の准教授として赴任致しました。

「メルロ−＝ポンティに代表され

哲学研究室 准教授

重

野

豊

隆

私は平成４年から約６年間、
（ 株）

る現代フランスの現象学的哲学」

日本ロシュ（現 ・ 中外製薬）
鎌倉

と
「哲学の立場からの生命倫理

研究所にて抗癌剤の開発及び自

学」です。これらを踏まえて、赴

然発癌モデル動物作出を目的と

任後の研究テ−マとして、
「 現代

した遺伝子改変マウス作製と解

心身論
（薬学を含めた人間科学と
哲学との対話の試み）
」と
「ヒュ−

病態機能制御学研究室
准教授

マニズム教育の基礎
（ヒュ−マニ

高

ズムに基づく薬剤師の職業観）
」とを構想中です。昭和54年

橋

勝

彦

析に従事していました。更に、本
年３月までこの約10年間、昭和大
学薬学部の教職員として薬学部
生と薬学系大学院生の生化学 ・

３月国際基督教大学教養学部哲学専攻を卒業し、昭和62年

分子生物学の講義・実習を担当すると同時に医療薬学系大

３月東洋大学大学院文学研究科哲学専攻博士後期課程（単

学院の実務実習 ・ 演習指導を担当しておりました。私が薬

位取得満期退学）を終了。同年４月からの東洋大学文学部

学教員になってから今日に至るまで、薬学部は教育制度が

を手始めに、北里大学一般教育部、共立薬科大学
（現在の

6年制に移行する真っ只中にあります。カリキュラムの整

慶応大学薬学部）
、星薬科大学
（平成13年４月から本年３月

備も実施され、薬学生は薬・病態・生体に関する専門知識

まで）
、東京農工大学農学部の各非常勤講師として、また看

の統合的理解と技能をこれまで以上に要求されてきたよ

護学校などの医療系専門学校の非常勤講師として、主に哲

うに思われます。奇しくも私は、平成14年12月に本学で開

学 ・ 倫理学関係の一般教養科目を担当して参りました。こ

催された薬学教育者ワークショップ（星薬科大学 ・ 明治薬

の間、さまざまなタイプの学生さんと巡り会い、概ね楽し

科大学共催）に昭和大学から参加させて頂きました。本館

くかつ教えられることの多い刺激的な日々を過ごして参り

の前での参加者の集合写真や報告書を近日改めて眺めてお

ました。またときには学生との意思疎通に苦労する貴重な

ります。このワークショップではこれからの薬学教育の問

経験も積むことができました。こうした経験から、本年度

題点として、学生の評価法、講義形態、学生実習の位置づ

で３年目を迎える薬学部
「モデル・コアカリキュラム」で強

けなどが挙げられていましたが、中でも大きな問題点の一

調されている
「ヒュ−マニズム教育」
を一層充実させるため

つとして卒業年次の卒業研究と薬剤師国家試験対策とのバ

に、近年の学生さんの全般的な特徴として２つの気がかり

ランスが指摘されておりました。薬科大学では薬剤師国家

点があります。あくまでも私の限られた教育経験からみた

試験対策は不可避の課題ですが、同時に卒業研究の充実化

個人的な感想の域を出ませんが、次のようなタイプの学生

も薬学生の育成に必要と考えます。本学の目指す 医療人

が近年増加しつつあるように感じています。この点は薬学

としての薬剤師の育成と創薬を担う研究者の育成 を実現

生とて例外ではありません。第１に、ただちに答えだけを

するためにも、薬学教員として学部学生が国家試験対策も

求め、そこで思考を停止させ、丸暗記が勉強だと思い込ん

卒業研究も偏ることなく充実して取り組める環境を提供で

でいるタイプ。第２に、自分とは異なったものに直面する

きるバランス感覚を日々鍛えることを心掛けています。教

と、そこで思考を停止させ、異なったものを始めから排除

職員の一人として薬学教育制度の転換期に薬学教育に携わ

もしくは無視しようとするタイプ。この二つのタイプは、

る事に緊張感を覚えております。本学の学生が薬の専門家

現実の人間社会ではまったく通用しません。実際の人間社

として常に社会の変化や個々人の立場に求められる自己研

会では、何が問題なのかさえ分からないことが多く、また

鑽を臨機応変に行なう事ができる職業人となれる様に努め

異質な他者や理解の困難な言動や思想で溢れています。問

ていく所存です。微力ではありますが、星薬科大学教職員

題発見能力 ・ 問題解決能力がまず問われます。幸いなこと

の一人としてまた薬学出身者の一人として、変革期にある

に、星薬大の学生の多くは学習習慣が十分に身に付いてお

薬学教育の将来の創造に携わっていきたいと希望していま

り、素直に人間を信じられる育ちの良さがあり、教員の工

す。今後も、本学教職員として薬学教育に研究に日々精進

夫次第で潜在能力を発揮しやすいと確信しております。大

を重ねていく所存ですので、ご指導ご鞭撻の程、何卒宜し

変微力ですが、今後ともご指導の程、宜しくお願い申し上

くお願い申し上げます。

げます。
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本年４月１日付で、英語研究室
２に講師として着任致しました。
本学では2003年より非常勤講師と
して勤務させていただいておりま
したが、この度、専任教員として
職務を行う機会をいただき、心か
ら感謝しております。私は、高校
のとき米国ニューヨーク州に渡

英語研究室2 講師

吉

澤

小百合

り、数学と音楽の同時専攻で大学
を卒業した後帰国し、国際基督教
大学大学院にて教育方法学・英語

教授法で教育学修士を取得致しました。その後23歳で短大
の非常勤講師を始めてから10か所の大学で、科学英語、実
用英語、英会話、時事英語、ビジネス英語、コンピュータ、
異文化理解などの講座を十数年にわたり担当して参りまし
た。また、これまでは英字新聞の記事や総合英語教材、資
格試験対策教材、英会話教材、事典等の作成に携わり、こ
こ数年は医学系論文の日英翻訳、生体材料の研究にも参加
しております。この様に多岐に亘る分野に関わって参りま
したが、英語を専門とする学生から苦手意識の強い学生ま
で様々な学生を教えたこれまでの経験は、個々の学生が何
を求めているのかを見極めるのに大いに役立つのではな
いかと思います。英語はどの分野でも重要視されています
が、近年、特に薬剤師や薬学研究者にとっても大変重要に
なっており、医薬情報の収集や検索、薬学に関する文献の
理解や成果の発表、海外の製薬会社や研究施設とのやり取
り、国内の臨床試験でも英語力は必要不可欠です。薬学を
学ぶ学生の為の英語教育においては、基礎的な英語運用能
力の向上 ・ 習得に加え、専門分野の論文の読み書きに必要
とされる語彙や構文の習得も必須ですが、他国の人に対し
て模範となるような日本語を使って自己表現する様に努力
させることを念頭においた教育も行いたいと思っておりま
す。最近日本人の母国や母語に対する知識や意識の低下が
指摘されておりますが、使用言語に関係なく、ただ通じれ
ばよい訳ではないことを学生に認識させ、楽しみながら正
しい言語習得をする手助けができれば幸甚に存じます。大
学院入試や製薬会社への就職にも英語力が必須になってい
ることや、薬剤師としての現場でも英語に触れる機会が増
えていることも踏まえ、ますます進む国際化に対応できる
ような人材を少しでも多く輩出できる様、
「教育および研究
活動を通して、真に社会と患者に奉仕する精神を培い、世
界に貢献する人材育成」を理念とする本学の教育に微力な
がら貢献したいと考えております。誠心誠意、全力で努め
させていただきますので、御指導御鞭撻を賜りますよう何
卒宜しくお願い申し上げます。
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平成19年12月3日 中嶋学長から
辞令を頂き、母校である本学にお
世話になることになりました。
明治製菓での定年退職を数ヵ
月後にひかえたある日、会社に一
本の電話がありました。
本学 野球部のOBであるN大先
輩からです「佐藤君、もうすぐ定
年だって、定年後 何か仕事は決
まっているの、仕事が決まってい
就職部担当部長
ないのだったら星薬の就職部に
佐 藤 隆 雄 勤めないか、今 就職部は退職し
た人の後任がいなくて大変なのだよ、母校のために頑張っ
てくれないか。」という内容でした。私自身、定年後は少し
充電期間を設けたいと思っていましたので、即答はしませ
んでしたが「星薬の担当の人に必ず電話を入れて話しを聞
くだけでも良いから、会いに行ってくれよ」と言われ、私も
人に頼まれるとなかなか嫌と言えないタイプですので、数
日後 話だけでも聞いてみようと いうつもりで、星薬に足
を運びました。その後、話がとんとんと進み、星薬にお世
話になることになりましたが、N大先輩からのお話があり、
大学を訪問した時、すでに星薬の為に何かできることがあ
るならば力になりたいなと思っていたのかも知れません。
私は、昭和46年3月に本大学を卒業し、4月に明治製菓株
式会社に入社し、約32年間営業一筋で過ごしてきました。
その間、公正競争規約の設定、再販制度の撤廃、女性MRの
進出、医薬分業の促進、急性期医薬品から慢性期医薬品へ、
EBMに基づいた情報提供等 医薬品業界は激しく移り変わ
りました。医薬品営業担当者であるプロパーも医療の一端
を担う者としてMR（医薬情報担当者）と呼称が変わり業
務そのものも大きく変化してきました。私の営業での経歴
はプロパー歴19年、MR歴2年、そしてMRの管理及び支店・
営業所の経営者として11年間となります。私にとってその
11年間が今までの人生の中で、1番 勉強した時期、いえ勉
強をさせて頂いた時期でした。中でも、自分が見る
（感じて
いる）自分自身と他の人が見る自分自身が大きく違ってい
るのには驚きました。改めて他の人は意外と厳しく見てい
るなと実感した次第でした。営業で大宮、東京、仙台、相模
原、厚木、広島、名古屋と転勤し、その後 関東支店
（大宮）
の学術で2年、本社（京橋）の市販後安全管理部門で3年を過
ごしました。市販後安全管理部門では、薬事法を遵守した、
有害事象報告、使用成績調査の企画、実施、調査票の回収・
チェック、使用成績調査のまとめの作成等営業と全く異な
る業務を経験させて頂き、自分自身にとって大変勉強にな
りました。明治製菓での営業を中心とした経験を、星薬科
大学就職部でどのように生かして行けるかわかりません
が、日々 学生の就職についての様々な情報を収集 ・ 分析
し、どのような支援が学生にとって良いのかを勉強し、少
しでもプラスになるよう努力していきたいと考えていま
す。最後に、趣味は将棋、囲碁、旅行等です。今後とも、よ
ろしくお願い致します。
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名誉教授
薬学専門科目の外にあるいわ
ゆる教養科目を担当してきて思
うことは、定年退職するまで極
めて困難な道のりを歩んできた
んだなというのが本心である。
しかも、いわゆる教養科目は
総合科目と言いかえられ、さら
に現在の新教育課程においては
薬学準備教育科目と呼称が変化
しているのであるが、これらの
名称の意図することが時代の変化に伴って細分化し断片
化した知識を丸ごと包み込んで総合化して理解すること
を意味しているとしたらなおさらのことである。こんなこ
とを30年以上も生業にしてきた自分自身に驚いていると
ころであります。
教養とは自分自身を耕すこと、つまり実在する自分自
身を一歩でも高めるという人格主義を意味することだと
考えると、群盲象を撫でるような情況に愕然とせざるを
得ないのである。そのような中ですくなくとも、日々生起
する日常のばらばら状態にある出来事に関心をよせなが
ら、なぜそうなるのかということをその底流にまで掘り
下げていき、それを統一的に捉える姿勢を養っていくの
が最小限望ましいことなのかもしれない。こういうスタ
ンスで駆け抜けてきて気がつけば65歳になっていたとい
うのが偽らざる実感なのであります。
ところが、平成14年に中央教育審議会が出した
「新しい

並

洋

介

時代における教養教育の在り方について」の答申書を見
て、長年、問いかけてきたことがそれほど逸脱していな
かったことを知ったのである。何を、いつ、どのようにし
て教え、どのように身につけさせるかは最大の課題であ
るが、社会に出るまでの青年期は自らのアイデンテイテ
イ
（主体性）
を確立するとともに、自然や人間、文化、社会
との関わりを深める中で、人生観、世界観の基礎を培う
ことが一層重要であると考えます。もっともこの普遍的
な理念がどのくらい実学に生かされているのか気にな
るところではありますが…。
今後は
「毎日一年生」
の気分で老人教養の涵養に努めた
いと念じているところであります。このような私を育てて
いただいた星薬科大学と関係の皆様方に心から感謝とお
礼を申しあげると同時に、今後ますます二極化が進む大
学社会において本学が他校とは一味違った校風の構築に
邁進されることを祈念する次第です。長い間、お世話にな
り、誠にありがとうございました。
（経済学研究室前教授）
■略歴
昭和17年５月27日 京都府出生
昭和44年３月
関東学院大学大学院経済学研究科修士課程修了
昭和46年４月
星薬科大学講師
昭和54年４月
星薬科大学助教授
平成３年４月
星薬科大学教授
平成７年７月
学校法人星薬科大学評議員及び理事
平成20年３月
星薬科大学定年退職
この間、学生課長、教務部部長補佐、教養科長、入試実行委員
長、茶道部顧問等々歴任

名誉教授
ドイツ語担当教員として赴任
して以来37年、時代の変遷を身
をもって体験した思いがいたし
ます。創立者の星一先生がドイ
ツに関わりをもたれてから一世
紀近くになるのですから、当然
の成り行きかもしれません。今
では外国語教育といえば、医療
関係にかかわらず、世はもっぱ
ら英語一色の世界になりつつあ
ります。そんな中でドイツ語を学ぶ意義は絶えず問い直
されてきました。着任当時は４学年にわたってほとんど
必修に近かったものが、今は選択必修で１年次に入門課
程を残すのみです。その間に世界情勢はかなり変化いた
しました。米国流の金融中心のグローバリズムが世界を
席捲するなか、EUの台頭は新しい時代の到来を予感させ
る勢いがあります。しかし薬学の文献をドイツ語で読む
必要性も少なくなり、ドイツ語の習得目的も様変わりし
て久しいといえます。因みに、この十有余年、ドイツ語教
育における私の担当部分が減少するにつれ、教育の比重
は西洋文学と、その背景となる社会史 ・ 文化史の講義へ
と移りました。ヨーロッパ共通教科書を基本に、世界史上
のいくつかの時代の転換点を採りあげ、欧米文化による

榎

吉

田

国

臣

グローバルな近代化の功罪と、そこに生きる人々の人生
を、さまざまな資料をもとに考察して来ました。毎回の講
義終了時に書いてもらう簡単なコメントを通じての学生
諸君との意見交換も楽しいものでした。
本学に入学してくる学生諸君の、将来世のため人のた
めに役立ちたいという気概は頼もしいものです。そうし
た薬学生の修得すべき学問分野は実に幅広く、他の理系
の大学に比べ随一の広範さだと思います。人間を中心に
すえた学問に求められる当然の姿でしょう。そんな学生
たちの期待に少しでも副えたらと思い、私自身の研究 ・
教育の領域も広げてきました。とかく答はただひとつと
思いがちな学生に、全員の異なる答が正しい可能性があ
ると言い、驚きの目を見張られ、人文系の学問を伝える意
義を改めて認識することもありました。多様な思考の育
つ場、大学とはそういうものであると思います。幸い星薬
科大学には、様々な可能性を発見できる環境が維持され
ているようです。私自身もその恩恵に与った者の一人と
して心より感謝しています。星先生の建学の精神がなお
生きている証といえましょう。
永年にわたる皆様のご厚情に御礼申し上げるとともに、
星薬科大学と皆様のますますのご発展をお祈りいたします。
（ドイツ語研究室前教授）
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保健管理センター前看護師
平成20年3月末日をもって定
年退職を迎えることになりま
した。
都心にありながら緑豊かな
この、星薬科大学で17年３ヶ月
の間、仕事が出来ましたこと
を、大変幸せなことと思ってお
ります。
平成２年の夏、義母の介護の
ために、一時期、医療の現場を離れていた折に、今は亡
き河内佐十先生とめぐり合い、先生のご紹介で本学にお
世話になることとなりました。
その当時は、本館の和室にベッドが二つあるだけの医
務室であり、私は学生部医務係として、学生部の仕事が7
割、後の3割が医務係の仕事という状態でした。
『いません
着任した時、
「前任者はどなたですか？……」
『ありません』
よ』
「過去の記録などは？……」
、
こんな会話
を交わしたことを、記憶しております。
朽ちてブカブカの畳に、めり込むように配置された二
つのベッドを見て、私は、ここで何をどのように進めて
いけばよいのかと、大変悩んだものです。
しかし、学生部の仕事をしながら学生さんと話し合う
中で、学生さんの心のケアは出来るということに思い至
り、救護の傍ら、相談業務を中心に進めてきました。学
生部の仕事をさせて頂いた事は、後々、多くの面でプラ
スになりました。
平成12年4月に吉田 正教授
（病態生理学 ・ 学校医）が
着任されたことにより、学生及び教職員の健康管理を中
心とした保健室業務が見直されるようになり、平成14年
４月１日から、
「保健管理センター」が設置され、独立し
て運営されることになりました。
何の設備も無い中から、衛生面の環境を整えることや
学生さんのケアに必要な物品を揃えること等々、長年の
要望が少しずつ実現してゆき、平成16年10月、第2新館の
完成に伴い、現在の施設に落ち着きました。

酒

巻

保

子

この間、学生さんのメンタルヘルスに関して費やされ
る時間も多くなり、その問題点も多様化し、専門家の導
入が切望されておりましたが、平成14年より、精神科医・
臨床心理士をお招きして、学生 ・ 教職員の心理相談を受
け持っていただくことになりました。
大学保健管理の目的は、健康を守り、増進させること
のみならず、医療人としての健康認識を高めていけるよ
うに、また健康面の自己管理が出来るように健康教育 ・
支援が重要です。
折々の個別面談を通してできる限りの保健指導・生活
指導に力を注いできたつもりです。学生さんにとって心
の問題 ・ 身体的問題いずれにせよ、
「ここへ来てよかっ
た」と思っていただけるようにと心がけて参りましたが、
力不足で充分に行き届かなかった点はどうぞご容赦くだ
さい。
昨今は、感染症対策、病院実習に対する関連業務等々、
医療関連事務が日ごとに煩雑になり、増え続けており、本
来の学生さんとの対話に充分時間を割くことが出来なく
なり、一人職場としての悩みの種となっています。今以上
にきめ細かい学生対応のためには、医療職員の増員が待
たれます。
大学に隣接している我が家では、学内で見かける鳥た
ちがよく姿を現します。
また見覚えのある植物が何種類か、ベランダの片隅で
育っております。多分鳥たちが運んできた、大学からの
プレゼントかな、と思っております。退職しましても、
今後は近隣住民としてのお付き合いということになりそ
うです。
センター長 ・ 同補佐の両先生、及び多くの先生方、職
員の皆様のご指導、ご協力のおかげで、大過なく過せま
したことを、心より御礼申し上げます。医学的観点から
見ても、当センターは、まだまだ発展途上にあるといえ
ます。今後ますます充実されることを希望し、また同時
に星薬科大学のますますのご発展をお祈りいたします。
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河内名誉教授を偲んで
衛生化学教室 教授

福

井

哲

也

河 内 佐 十 名 誉 教 授 は 平 成19年10月

イトルで、ご自身の公害防止管理者お

29日に逝去されました。享年77歳でし

よび環境保全センター長としてのご経

た。ここに謹んで哀悼の意を表します。

験をふまえた講演を行われました。ま

河内先生は昭和26年に星薬科大学を

た、衛生化学教室の教授として北海道

ご卒業後、衛生化学教室の副手、助手、

から沖縄まで全国各地の衛生研究所、

講師、助教授を経て昭和45年からは教

衛生試験所、政令指定都市の薬務課等

授として、定年退任される平成7年ま

と交流があり、最新の衛生行政や環境

で一貫して星薬科大学に勤務され、教

等に関する諸問題、さらには環境汚染

育と研究に携ってこられました。その

物質の新しい分析方法等について、常

間、学内では星薬科大学評議員、公害

に情報収集を心掛けておられました。

防止センター（現環境保全センター）

特に地元の神奈川県立衛生研究所と

長、公害防止管理者、教務部長、図書

は、共同研究等を通じて深いパイプを

館長、衛生薬学科長等を歴任されまし

お持ちになっていました。

た。また
「星薬科大学八十年史」の編纂

私は河内先生の後任として、他大学

においては、委員として星薬科大学の

から星薬科大学に赴任してまいりまし

歴史の証拠である大変貴重な文書や写

たので、学内で先生と仕事の上でのご

真等の資料を、星一先生のご実家や星

指導を頂いた経験はありませんが、同

製薬株式会社の倉庫などから多数発掘され、星薬科大学の

門会の集まりでは何度かご一緒させていただき、衛生化学

歴史を後世に残すための大きな貢献をされました。さらに

教室の運営方法についても色々お教えいただきました。そ

学外では日本薬学会衛生化学調査委員会委員、日本毒科学

の際、初対面の時すぐに、先生の穏やかで暖かい人柄に感

会評議員、日本薬学会評議員、日本食品衛生学会評議員等

銘を受けたのを覚えています。先生は衛生化学教室の教授

を歴任されました。

として、卒論学生や大学院生の研究の指導や就職について

近年、地球環境の危機が大きな問題としてクローズアッ

大変親身になってご指導されたとうかがっております。先

プされてきたため、現在では、大学人であるなしを問わ

生が学生達をご自身の家族のように大切に思い、ひとりひ

ず、広く一般に環境保護・浄化を尊重する意識というもの

とりの個性を見極め、学生達の立場に立ってご指導されて

が形成されつつありますが、河内先生が星薬科大学の教授

いたことは、多くの学生達が卒業後に先生のもとを訪れて

に昇任された頃までは、大学人といえども、そのような問

いたことからも伺えます。土曜日の午後など、教授室で訪

題意識を持つ人は少なく、各大学でも実験排水や廃棄物に

れた卒業生達とさまざまな話題で談笑されてたいたこと

対する取り組み方はかなりいい加減なもので、むしろ研究

もかなり頻繁にあったそうで、先生の穏やかで親しみやす

のやりやすさに重きを置く傾向にあったようです。先生は

いお人柄が偲ばれます。しかし、大変懐が深く、他人の意

早くからこの環境問題に着目してこられました。特に、地

見をよく聞き、必要なことは進んで受け入れるという柔軟

域環境にも影響を及ぼす大学の環境意識 ・ 姿勢を重視さ

な姿勢を示しておられた一方、先生はご自身の信念につい

れ、1984年の
「私立大学環境対策協議会
（現私立大学環境

ては譲らないという一本気なところもお持ちになってお

保全協議会）
」
の設立に早稲田大学、芝浦工業大学、東京薬

られたことは、同門の多くの卒業生の方々のお話しからう

科大学等の先生方とともにご尽力されました。さらに先

かがえます。特に「私立大学環境対策協議会」の設立時、お

生は同協議会では1988年から副会長、1990年からは第4代

よびその会長時代に頑として自説を強調され、それが同協

会長として、同協議会の拡大と発展に手腕を発揮されま

議会の発展に大きく貢献したというエピソードからは、先

した。またそれと同時に、星薬科大学の公害防止管理者と

生のまた別な一面を伺うことができます。

して、都市型大学の本学にとって重要な課題である環境対

先生にはまだまだ星薬科大学のためにご活躍頂けたで

策の基盤を構築されました。星薬科大学を退任された1995

あろうと思うと、痛惜の念に耐えません。ここに先生の御

年3月の上記協議会第11回総会では、
「星薬科大学における

遺徳を偲び、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

実験排水 ・ 実験廃棄物および毒劇物管理の現状」
というタ
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「キトサン及びキトサン誘導体と抗炎症薬との結合体を用いた新規炎症治療システムの開発」
達システムは、このような欠点を改善するために研究され
てきました。潰瘍性大腸炎の場合には、大腸の疾患部位を
標的とした大腸送達システムとして知られています。薬効
を最大限に引き出し、副作用をできるだけ軽減するには、
患部近傍で薬物を高濃度に長時間供給し、かつ全身循環へ
の移行を抑えることがキーポイントとなります。本研究で
は、高分子プロドラッグ化による安定した放出、微粒子化

医療薬剤学教室准教授

大西

による患部粘膜における滞留性の向上、これらに伴う全身

啓

吸収の低下をコンセプトとして、剤形開発を行いました。
キトサン−サクシニルプレドニゾロン結合体は、胃ではほ

この度、大谷記念研究助成金の賞を賜りましたこと、大

とんど薬物を放出せず、消化管下部で徐放性を示しまし

谷卓男理事長ならびに中嶋暉躬学長に心より感謝申し上げ

た。また、液中乾燥法で１ミクロン前後のサイズの粒子を

ます。また、審査していただいた吉田正運営委員長、高山

得ることができました。これを腸溶性コーティングするこ

幸三運営委員長代行を始めとする運営委員の先生方に厚く

とで経口微粒子剤形を開発しました。実際、潰瘍性大腸炎

御礼申し上げます。

モデルラットにおいて、薬効の向上、副作用の改善が、薬
理学的、薬物動態学的に確認されました。

抗炎症薬は、様々な炎症性疾患に対して使用されてきま
した。中でもステロイド薬は代表的な抗炎症薬として様々

現在、水溶性キトサン誘導体を用いて高分子プロドラッ

の疾患に使用されています。難治性疾患に指定されている

グ型の抗炎症治療薬システムの開発を試みています。この

クローン病や潰瘍性大腸炎のような腸炎疾患は、ステロイ

剤形は静脈内投与可能で、関節炎のような疾患に有用であ

ド薬の使用により死亡することは稀となり、大きな福音と

る可能性が見出されました。さらに、高分子プロドラッグ

なりました。しかしながら、有効性の反面、ステロイドは

をベースにした本手法は、微粒子タイプ、水溶性タイプい

長期あるいは大量使用によって、骨粗しょう症、糖尿病、

ずれに対しても、強力抗炎症薬に拡張することで、さらに

緑内障、白内障、免疫力低下、動脈硬化、そううつ病のよう

優れたシステムが得られる可能性が考えられます。これら

な様々な副作用を起こしやすく、使用が制限されてしまう

を検討することで、抗炎症薬を有効利用できる優れたシス

ことが問題となっています。抗炎症薬の患部への特異的送

テムを創出していきたいと考えています。

「実用的ルテニウム触媒を用いたアレニルアルコールの環化カルボニル化反応」
したがって、できるだけ短工程で効率的に目的物を合成す
る事が求められています。その解決策の一つとして、金属
触媒をはじめとする種々の触媒反応が開発されています。
すなわち、原料と少量の試薬を用いて目的とする化合物を
得る方法です。その結果として、反応させた際に生じる廃
棄物が少なくなるため、環境負荷が少なくなります。以上
の観点から金属触媒を用いた反応は精力的に研究がなさ

薬品製造化学教室助教

高橋

れ、非常に魅力的な方法となっています。しかしながら、

万紀

そのような反応の中には反応条件が過酷であり、大量ス
ケールで行うのが困難であるために天然物あるいは医薬品

この度、大谷記念研究助成金を賜りまして、誠にありが

合成に用いられない例が少なくありません。

とうございました。大谷卓男理事長をはじめ中嶋暉躬学

カルボニル基を導入するのに最小の単位は、一酸化炭素

長、運営委員長代行の高山幸三教授並びに運営委員会の先

です。一酸化炭素は窒息などの危険性から取り扱いが難し

生方に厚く御礼申し上げます。

いように思うかも知れませんが、換気さえ行えばそれほど

近年、有機化学では化学物質の排出による健康被害や資

危険ではありません。したがって、一酸化炭素を温和な条

源の枯渇などから環境への配慮が強く求められています。

件で利用できたのであれば、非常に優れた方法であると考
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大谷記念研究助成金は、故大谷孝吉名誉理事長より本学に寄せられた奨学寄付金を基に、本学の研究振興に資する目的で
1998（平成10）年に制定されました。助成金は、学内外の評価に耐えうる優秀な研究業績をあげた者又はあげる可能性のある者
を対象として授与する研究奨励金と、若手研究者の学外との研究交流に対する助成から成ります。受領者は、三科長および教授
の代表1名、准教授 ・ 講師の代表2名からなる研究助成金運営委員会において応募者より選考されます。平成10年度から平成20
年度まで毎年2〜4名に授与されています。

えられます。2000年、高橋らは一酸化炭素をカルボニル炭

ンの合成を報告しています。以上の知見から、添加剤ある

素源とし、高圧
（10気圧）条件下、ルテニウム触媒を用い、

いは溶媒の選択によって、反応性を変えられる事から常圧

５並びに６員環不飽和ラクトンの合成を報告しています。

条件下、一酸化炭素挿入反応が行えることが期待できまし

しかしながら、本反応は高圧条件を必要とするため、高圧

た。反応条件を種々検討した結果、溶媒を変更することに

に耐えることができる反応装置
（オートクレーブ）を用い

よって、常圧条件下、一酸化炭素挿入反応を達成すること

なくてはなりませんでした。そこで本研究では、常圧条件

に成功しました。併せて、本反応を用いることによって、

下による一酸化炭素挿入反応を開発する事を目的としま

効率的に天然物の合成を達成することができました。今

した。2001年高橋らは、溶媒を変更する事によって一酸化

後、さらにルテニウム触媒を用いた反応に適用できないか

炭素気流下、５気圧条件下で７並びに８員環不飽和ラクト

と考えています。

「弾性線維形成におけるﬁbulin-5の機能解析」
ても、エラスチン遺伝子異常と類似した弾性線維形成不全
が報告されました。私はこのFBLN5に注目し、弾性線維形
成におけるFBLN5の役割について検討しました。
まず、FBLN5特性を検討する為、F B L N 5 とウシT E
（BTE）およびBTEの部分配列の組換えタンパク質を作成
し、TEとの分子間相互作用の検討したところ、FBLN5と

臨床化学教室・
博士課程後期3年

野中

BTEとの結合にはTEの特定の配列を介すのではなく分子
全体の立体構造が重要である可能性が示唆され、両者の結

里紗

合が架橋形成に関与する可能性を見出しました。次に、弾
性線維形成におけるFBLN5の役割を検討する為、FBLN5

この度は、星薬科大学大谷記念研究助成金を賜り、誠に

安定発現細胞株を作製し、沈着及び成熟度を比較したとこ

有り難うございました。大谷卓男理事長、中島暉躬学長並

ろ、FBLN5の過剰発現はTEのMFへの沈着に大きな変化

びに御審査いただいた高山幸三委員長代行を始めとする運

を与えず、成熟度を有意に増加しました。よって、FBLN5

営委員の諸先生方に厚く御礼申し上げます。

は成熟化を促進する役割があると考えられます。

弾性線維は、動脈、皮膚、肺などの組織に弾力を与える

現在は、TEのオルタネイティブスプライシング産物を

重要な役割を担っており、組織の形態維持にも重要である

用い、更なる弾性線維形成機序の解明を行うと共に、生体

と考えられています。また、加齢や疾患による弾性線維の

内における弾性線維再生法の確立を目指し、生体内におけ

減少は組織や器官の機能不全を引き起す為、生体内におい

る弾性線維の再生に有益な条件の探索を行い、加齢や疾患

て弾性線維を形成する方法を確立する事が、これら患者の

による弾性線維機能低下の予防や治療法に役立てたいと考

QOLの改善に重要であると考えられます。現在、弾性線維

えております。

は、その主要成分であるエラスチンが、前駆体のトロポエ
ラスチン
（TE）
として細胞外に分泌され、自己集合し、マイ
クロフィブリル
（MF）やエラスチン結合タンパク質と分子
間相互作用した後、リジルオキシダーゼにより分子間架橋
を形成し、成熟化すると考えられています。しかし、エラ
スチン線維はその不溶性の性質のため研究が遅れており、
生体内における成熟化の機構について未だ詳細に解明され
ていません。
近年、エラスチン遺伝子欠損マウスを用いた報告によ
り、エラスチンが生命維持に必要不可欠なタンパク質であ
ることが証明され、さらに、エラスチン結合タンパク質の
一つであるﬁbulin-5（FBLN5）の遺伝子欠損マウスにおい
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星一先生ゆかりの話
昭和25年度卒
（旧制８回）

栗

原

忠

聖

当時、父の仕事関連などもあって、医師になりたい
と思い、中学４年の時、医科大や医学部を受験しまし
たが、合格できませんでした。中学五年一学期に入っ
て、医学部を有する私立総合大学の他学部予科に、補
欠募集で合格し入学しました。その大学の医学部に転
部するつもりでした。
しかし、父が病気になり、医学部への転部費用や学
費その他経済的なことを考えると、とても医学部に進
学することは無理と考えるに至りました。そこで、医
療関連で、薬学が近い領域で学習期間も短いので、薬
学へ進路を変更しようと考えたのです。
本稿は平成20年1月18日
（金）青山霊園にて開催され
働きながら卒業できるところと聞いて

た
「星一先生墓前祭」で話させていただいた
「星一先生

働きながら卒業できるとPRしていた医学部が群

ゆかりの話」の内容に、関連事項を追記しまとめたも

馬 に で き る と か、 薬 学 で は 既 に そ の 体 制 を と っ て

のです。

いると当校がPRしていたのです。所謂、SSC ： Self
Supporting Collegeです。そこで、下宿、通学等種々

はじめに
ただ今御紹介いただきました、専門学校第8回･昭和

状況を勘案して、医学関連の薬学を選ぼうと考えた次

25年度（1950年度）卒の栗原忠聖で御座います。本日、

第です。当時は、薬学の大学は、東大、京大で、薬学は、

星先生の御墓前にお招きいただき、星先生にお礼を申

薬学専門学校でした。勿論、受験資格は、中学五年卒

し上げ、関連あることをお話させていただく機会を与

です。

えていただき、光栄でございます。御配慮いただいた
皆さんは、それなら受けたらと思うでしょう。

中嶋学長、河村先輩はじめ大学関係の皆様に、厚くお

しかし、ここで、又難問があるのです。五年生一学

礼申し上げます。

期に補欠募集で入学した大学学部予科一年生の学生で
したので、専門学校を受験する為には、予科一年修了

星先生にお目にかかって
丁度、60年前（昭和23年）
、星先生に、初めてお目に

見込みの証明書の提出が必要です。しかし、その理由

かかることが叶い、当校を受験することが出来たので

だったら、証明書の発行は難しく留年になるかもしれ

す。きっと、このような経験をして、入学した学生は

ないといわれました。大学予科一年修了予定の証明書

いないでしょう！このことが、私にとって、薬学に進

がないと、中学五年卒と同等にならないので、薬学専

み、今日も活動させていただいている出発点です。

門学校の受験が出来ません。

何故お目にかかったのか？

星先生への紹介状をもって

お目にかかれたのか？

それでは、何故、星先生にお会いしたのか、お会い

伯父にこの様な話をしていたら、星先生に面識が

できたのか。何故その様なことをしたのか。多少、当

あるので、紹介状を書いてやるから、星先生にお会い

時の背景を申し上げないとお判りにならないと思いま

して、じかに御相談してみたらどうかといわれたので

す。

す。ただし、条件は、誰の手助けも受けずに、全部自分

私達の時代は、所謂、旧制大学、高等専門学校制の

ひとりで手配し、星先生に直接お会いしてお願いする

最後の時代に当たっていました。中学は五年制で、高

ことでした。ですから、勇気をだして星製薬の秘書室

等学校や大学各部予科は、四年生からも受験でき、五

に電話して、紹介状を持参するので星先生にお目にか

年生になっても受験できるシステムでした。ただし、

かりたい旨お伝えして、数日後の空襲で焼けたビル
（今

高等専門学校は五年卒のみ受験できるのです。

のTOCの前身）の星製薬 ・ 社長室でお目にかかりまし
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た。星先生は、私の話を静かに聞かれて
「事情は判っ
たので、学校事務所に言っておく」とご指示を下され
ました。早速、学校事務所に伺い、案内書一式をいた
だき、受験手続をいたしました。その時、応対してく
ださった事務所の白衣姿の男性が、後で知ったのです
が、後の薬理学教授になられた柳浦才三先生でした。
結果的に、合格後、関連手続きを行って入学させてい
ただいたのです。
入学は空襲で焼けた星製薬の工場内の仮校舎です。
入学時は、今の校舎は米軍に占領されていました。
何時返還されるかは勿論不明でした。当時の校舎は空

SSCでの関係

襲で焼けた星製薬の工場で、ベニヤ板の仕切り、床は

先程申し上げたSSCでは、働く機会は実際にはな

焼けたままでデコボコ、雨漏りがする様な教室でし

かったので、色々なアルバイトをしました。例えば、

た。工場の入り口に、星薬学専門学校の表示がありま

米軍モータープール（今の築地魚市場）、空軍基地
（立

した。入ると御稲荷さんの社（親切稲荷様）があり、星

川・旧陸軍）での土方仕事や米軍婦人将校宿舎ビル
（今

先生が時々お参りしておられるのを拝見したことがあ

の皇居前 ・ 大東京海上火災）での命がけの窓ふき作業

ります。お会いすると、学生に頑張れよと声を掛けら

等のアルバイトでした。そして、一生懸命勉強して、

れたことを記憶しています。今の校舎は、当時周囲が

奨学生となり、病身の父や母、姉の支援、協力も得て

殆ど焼け跡で、そこに立派にそそり立っていて、旧校

卒業することができました。それでも、星先生のアメ

舎屋上から時々眺めていました。昭和24年9月に、今の

リカでのご努力、ご苦労の数分の一であると、思って

校舎に戻りました。本当に素晴らしい建物で、戦前に

います。SSCでは、働く為に自動車免許を取らせて頂

こんな立派な建物がどうして建てられたのか驚いた次

き（昭和25年9月30日）、現在でも有効に活用させてい

第です。昭和24年にいただいた、
「星一評伝」で、星製薬

ただいています。1月1日が誕生日なので、丁度数日前

の創立の歴史を読み、星先生の先駆的な事業展開のさ

に更新したばかりです。

れ方を知り理解できた次第です。

星先生、ペルーご視察、ご他界されて

「星一評伝」について

昭和25年11月17日に、階段教室で在校生にこれから

昭和24年後半にいただき、いまでも大事にしており
ます。その中に書かれている先生の生き方について、
特に、先生の渡米前の日本全国無銭旅行、渡米しての
12年間苦学された様子、帰国後、製薬会社を創立され、
先駆的なアイデアを駆使して、日本一に育て上げ、そ

ると、一生懸命ご挨拶された様子が今でも目に浮かび
ます。途中で、昭和26年1月19日、ロサンゼルスにてご
他界され、ご遺体でご帰国、大学の講堂で昭和26年2月
23日お通夜、24日ご葬儀がありました。私は三年生で

の結果、国際的にも種々貢献されたことなどなど、常

参加させていただきました。しかも、講堂の同じ場所

に前向きな先生のご活躍ぶり、生き様を、何回も読ま

で、数日後の3月4日卒業式で卒業生を代表して縷々と

せていただき、その度に、感動し、勇気づけられまし

答辞を述べさせていただきました。このことが、縁と

た。先生のなされた事の偉大さを今でも痛感しており

申せましょうか、今でも、星先生に一生頑張れと言っ

ます。

ていただいた様な気がしてなりません。

少し余談になりますが、つい最近、朝日選書から発
刊された「毒ガス開発の父ハーバー

ペルーに所有している四国位の土地を視察に行ってく

三年間の学生時代、前半は星製薬工場の焼け跡校舎

愛国心を裏切ら

で、後半はドームのある本校舎で、正しく、星先生の

れた科学者」と題しての著書の中に、星先生のことに

ご加護の下で勉学させていただき、見守っていただき

ふれている広告が出ましたので、早速購入して読んで

ながら社会へスタートをさせていただいた訳で、大変

みました。著者は東大医学部薬学科出身の宮田親平さ

感無量でございました。

んという文芸春秋社におられた方ですが、
「 星一伝」は

私は、今、先生が渡米された年と同じ77才になって、

勿論、当大学関連資料も引用して関連事項も記してい

当時、お年を感じさせない先生の前向きな行動、生き

ました。

様、本件への対応の意気込みやその凄さを、再度実感
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させていただいています。それは、当時の男性の平均

と感じていることがあります。

寿命は58歳であり、平成18年現在は79歳であることと

（1） 武田薬品で、昭和43年発売した、消炎酵素剤
「ダー

比較したらうなずけることでしょう。また、先生の示

ゼン」の開発を担当しました。その関係の武田研

された「親切第一」については、大学の講堂前にも示さ

究所担当部長磯野正雄氏（現 ・ 明治屋 ・ 監査役）

れており、大学に伺うたびに拝見し、すべてについて

が、星先生ご令息親一先生の東大農学部の同級

その通りに行動できているか反省しきりです。

生でしたので、良くしていただきました。親一先
生ご存命の時にこのことを申し上げましたが、最
近、同氏に再会出来たのも不思議な縁です。

就職で当校の製薬界での関連がわかりました。
昭和26年3月卒業ですが、全くの就職難でした。当

（2） 第四代学長の亀谷先生は、武田薬品の関係会社

時、当校は武田薬品の就職指定校でもなく、勿論、お

「グレラン製薬」の研究を指導されていたので、そ

声がかかることは全くありません。恩師の涌井先生

のときお目にかかりました。後で本学の学長にな

や姉の努力で、やっと受験出来、東京での試験に合格

られるとは夢にも思っていませんでした。

し、大阪本社での学科試験、面接を受けました。印象

（3） 第五代学長の粕谷先生については、武田薬品時代

に残っていることは、面接で、専務が
「何故、星製薬へ

の上司の同級生が、当時の東大薬学部 ・ 薬品作用

行かないのか？星製薬の学校ではないのか？」といわ

学教室・高木敬次郎教授で種々実験をお願いしま

れたことです。したがって、受験させてくれただけで、

した。その助教授が粕谷先生でした。更に、粕谷

合格できないと自覚させられましたが、合格した次第

先生の奥様が武田関連会社社長のご令嬢で、筆者

です。

は時期が異なりますが、その会社の役員を拝命し
たことがあり、その関係が判りました。

薬剤師国家試験（学科試験）
で全国１番に・・・

（4） また、武田薬品関連会社に勤務していた時、広川

武田薬品工業株式会社に入社し、大阪で受験した第

書店発行の「医薬品の開発」に共著で、書かせてい

3回 ・ 薬剤師国家試験
（学科試験）
で全国一番と薬業事

ただきましたが、編集委員に、現学長の中嶋先生

報
（昭和26年5月30日）に報道されました。このことが

のお名前があることを知り、正しく縁とは不思議

社内でも有名になって、予定されていたセールス的仕

なことと思っています。

事でなく、数少ない学術教育担当、新薬の臨床試験担
当に配属され、会社生活がはじまりました。かなり後

人生は、生涯学習であるとの生き方を、星先生に教え

になって、この国家試験の情報を入手された記者が先

ていただきました。

輩であって、母校のことであるので、記事にされたと

地域で市民活動を行っていく上で、健康、福祉、自

伺いました。本当に有難いことです。

治法などの関連課題の学習の必要性を実感し、関連課

先輩の一人も居ないところですが、星先生伝での

目を放送大学で勉強しました。いつの間にか五十数科

種々なる御教えを帯して、すべてのことに対して、常

目の単位を取って、4年前に教養学士をいただきまし

に、前向きに対応する様に心がけ、萎縮せずに一生懸

た。所謂、専門学校卒がやっと大学卒になったのです。

命、自分なりに努力したつもりです。結果的に上司に

目下、さらに必要な大学院科目を勉強中です。

可愛がられて、便利なやつと評価されたと思っていま

星先生の種々なお教えと「親切第一」を心して、これ

す。ほとんどの領域の新医薬品の研究開発、大衆薬の

からも元研究開発マンの心意気を忘れず種々と活動を

開発にかかわり、多くの新製品の誕生に立ち会えまし

続けていく所存です。

た。

まさしく、星薬はわが母校であり、人生航路に例え

更に学会の著名な多くの先生方にもお目にかかるこ

れば「母港」………母なる港と言えましょう。

とが出来、3年ばかり前には、その中のある有名な先

どうぞ、これからもよろしくお願い申し上げます。

生が、自宅まで来て下さったりし、今でもご連絡をい
星薬科大学同窓会史
（平成17年3月31日発行）
座談会で専門学校
時代の司会をしています。星先生との関連、今日お話ししたこと
なども記載しています。是非ご覧いただきたいものです。
また、仲間と最近の活動などをまとめた二冊の随筆集を大学図
書館に寄贈してあります。薬に関することにも触れていますので、
ご笑覧いただければ幸甚です。
②
「ライフアップをめざして〜私たちの雑記帳〜」
②
「続・ライフアップをめざして〜私たちの雑記帳〜」
生涯現役ときわ会・ライフアップ・サロン編 （万能書店）

ただき、本当に光栄に思っております。これも本学に
入れていただき、星先生のお教えの賜物と心から御礼
申し上げます。
縁は不思議なものです。
幾つか本学に関連あることで、次の様な不思議な縁
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日本結合組織学会・学会賞｢大高賞｣を受賞して
臨床化学教室准教授
この度、平成20年度日本結合組織学会 ・ 学会賞｢大高賞
｣を平成20年5月31日、こまばエミナースで開催された第40
回日本結合組織学会学術大会・第55回マトリックス研究会
大会合同学術集会にて受賞しました。｢大高賞｣は、日本結
合組織本学会の創設者で、初代会長として長年学会の発展
に寄与された大高裕一先生の栄誉をたたえて設けられたも
のであり、本会会員のうち結合組織研究の進歩に寄与する
顕著な研究を発表し、なお将来の発展を期待しうるものと
して、平成4年度から開始された学会賞であります。受賞対
象論文となりました｢Distinct steps of cross-linking, selfassociation, and maturation of tropoelastin are necessary
for elastic ﬁber formation. J. Mol. Biol., 369, 841〜851
（2007）｣は、私が米国ワシントン大学医学部
（Dr. Mecham
研究室）
に留学してから今日にいたるまで実施してきた弾性
線維形成に関する研究内容が評価されたものです。以下に、
本論文成果に至った経緯についてご紹介させて頂きます。

① in vitro エラスチン線維形成モデルの確立 ： エラスチン
線維形成のin vitro研究は、エラスチンの前駆体である
トロポエラスチンを産生し、不溶性のエラスチン線維を
形成する軟骨芽細胞や平滑筋細胞などの初代培養細胞が
用いられてきました。初代培養細胞を用いた研究からエ
ラスチン線維の構成成分の調節、産生におけるいくつか
の重要な知見が得られましたが、このモデルではトロポ
エラスチンがどのように細胞外マトリックスに組み込ま
れ、どのように線維を構築するかなどエラスチン線維構
築に関する詳細な解明が不可能でした。そこで、トロポ
エラスチン遺伝子を組み込んだ哺乳動物細胞発現ベク
ターを網膜色素上皮細胞
（PE）に遺伝子導入しエラスチ
ン線維を形成させるin vitro線維構築モデルを開発しま
した。さらに、構造の異なるトロポエラスチンが構築し
たエラスチン線維を比較定量するため、大腸菌組換えト
ロポエラスチンをPE細胞の培養上清に添加するモデル
も開発しました。
②弾性線維形成におけるトロポエラスチン分子内領域の
検討：トロポエラスチン遺伝子には36個のエクソンが存
在し、疎水領域を架橋領域が交互に存在しています。C
末端領域には塩基性アミノ酸が多く認められています。
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輪千

浩史

我々は、このC末端領域がエ
ラスチン結合タンパク質であ
る糖タンパク質のﬁbrillin-1や
ﬁbulin-5と相互作用し、トロ
ポエラスチンの細胞外への沈
着に必須である事を明らかに
し、16番目および30番目のエ
クソンが線維状の構造をとる
ために必須である事も明らか
にしました。
③トロポエラスチンと糖タンパク質との相互作用：エラス
チン線維形成に重要な糖タンパク質としてﬁbulin-5が同
定されました。我々は、トロポエラスチン分子全体の立
体構造がﬁbulin-5との分子間相互作用に重要である事を
見出し、ﬁbulin-5の過剰発現がトロポエラスチンの成熟
化を促進する事を明らかにしました。
④トロポエラスチンの沈着と成熟におけるリジルオキシ
ダーゼの関与 ： リジルオキシダーゼという酵素は、トロ
ポエラスチン分子内のリジン残基に作用し、分子間およ
び分子内架橋形成によるトロポエラスチンの成熟化に重
要な働きを持つと考えられてきましたが、この酵素がト
ロポエラスチンの沈着にも重要な役割を果たしている事
を明らかにしました。
これらのことから、弾性線維形成機構が明らかとなり、
弾性線維の再構築に応用可能であると考えます。生体の
組織は、幼児期では非常に弾力性のある柔らかい組織です
が、加齢とともにこの弾力性は失われ、固い組織へと変化
します。加齢に伴って失われる組織の弾性は、弾性線維と
いう細胞外マトリックスが担っていますが、弾性線維の断
裂や劣化は、高齢者の主要疾患である動脈硬化、動脈瘤、
慢性閉塞性肺疾患、肺気腫などで病理学的に観察され、組
織や臓器の機能障害の要因となります。動脈や肺などの弾
性線維は主に胎児期で構築されますが、成人以降で再生さ
れることはありません。再生医学とは、我々の体を構成す
る細胞や組織がもつ潜在能力を利用する新たな医療とし
て注目されています。生体臓器の再生は幹細胞を用いた移
植法が主流ですが、欠損部に幹細胞だけを補充したとして
も、それだけでは機能的な組織構築は起こらず、大規模な
組織再生を可能にするためには、細胞を取り巻く細胞外マ
トリックスによる環境づくりが必要であると思われます。
本研究成果が、加齢や病態によって失われた弾性組織の再
生医療だけでなく、様々な組織の再生や人工臓器の開発を
はじめとする再生医学に貢献する事を期待しています。
今回の受賞は、学生時代 ・ 留学時代に多くの先生方にご
指導頂き、共同研究として展開してきた研究成果ならびに
本学着任以来精力的に研究を推進して下さった臨床化学教
室のスタッフ、院生、卒論生の皆様のご支援によるもので
す。心より厚く感謝申し上げます。
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EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND BIOPHARMACEUTICSの
Most Cited Paper Award for 2004を受賞して

森

薬剤学教室准教授

下

真莉子

この度私は、International Association for Pharmaceutical

EG）の基本的物性は本原稿最後

TechnologyのOfﬁcial Journalである表記ジャーナルから、

に 示 し ま す が、tetraethylene

Most Cited Paper Award for 2004を受賞いたしました。対

glycol dimethacrylateを

象となった学術論文タイトルは
『Development of acrylic-

架 橋 剤 と し てmethacrylic

based copolymers for oral insulin delivery』
であり、本学

acid （MAA） とmethoxy-

の姉妹校である米国テキサス大学オースチン校のNicholas

terminated poly （ethylene

A. Peppas教授との共著として2004年に本ジャーナルに

glycol）monomethacrylateとを

掲載されたものです。この度の受賞は、３年間のcitation

フリーラジカル連鎖重合させて

surveyの結果選ばれたもので、この期間に46論文に引用さ

合成します。フィルム状、ディ

れたということです。Drug Delivery Systemの研究領域

スク状、あるいはナノサイズの

において短期間でこの数が引用されたということは、大変

粉末状に自由に成型することが可能です。この度の受賞の

嬉しく光栄に思いますし、これからの研究の良い励みにな

対象となったのは、ナノサイズに成形したものです。

るものです。以下に簡単に対象論文の研究概要をご紹介さ

これら一連のデリバリーキャリア開発の知見を基にし

せていただきます。

て、バイオ薬物のための優れた経口デリバリーシステム開
発が現実のものとなり、一日も早く患者さんのもとに届く
ことを心から願ってやみません。
最後になりましたが、本研究の遂行にあたり、懇切なご
指導およびご助言を賜りました米国テキサス大学薬学部
Nicholas A. Peppas教授、ならびに本学薬剤学教室教授
高山幸三先生に厚く御礼申し上げますとともに、研究を支
えて下さいました大学院生の皆様に深く感謝致します。
P（MAA-g-EG）の基本的物性 ： P（MAA-g-EG）は分子内
複合体を形成することにより、環境下のわずかなpHの変
化にもすみやかに応答した膨潤挙動を示す。酸性条件下
では、バックボーンチェインであるpoly methacrylic acid
（PMAA）のカルボン酸のプロトンとグラフトチェイン

Peppas教授との共同開発によるスマートハイドロゲ

poly（ethylene glycol）
（PEG）のエーテル基との間での水

ルpoly（methacrylic acid）grafted with poly（ethylene

素結合により、分子内で安定な高分子複合体が形成され、

glycol）
（P（MAA-g-EG）
）を用いた製剤化技術は、これま

高分子が高度に収縮する。この状態では、高分子ネット

での一連の基礎研究の成果から、代表的なバイオ薬物 ・ イ

ワークのメッシュサイズが非常に小さくなるため、取り込

ンスリンの経口送達を可能とするまでに至っています。こ

まれた薬物の有効拡散面積が減少することになり、薬物は

のスマートハイドロゲルは、それ自身が

1）
優れた薬物放

容易に拡散することが出来ない。また、中性から塩基性で

出制御能力、２）
タンパク分解酵素阻害作用、３）
粘膜付着

は、高分子複合体はイオン化して解離し、高度に膨潤した

性作用などのバイオ薬物経口送達に有利な機能を複合的

ハイドロゲルが形成される。この状態においては、取り込

に有しており、これまでに私たちはインスリン経口連続投

まれた薬物は高分子ネットワークから容易に放出される。

与による血糖値コントロールをこのキャリアを用いて成功

この膨潤収縮の変換は環境下のpHあるいはイオン強度の

させています。この研究は、J. Controlled Releaseの2006

変化に応じて非常に速やかにおこる。なお、この高分子の

年1/4期ダウンロードランキングでトップ10にランキング

メッシュサイズは最大に膨潤した場合、収縮時のほぼ3倍

されました。また、インスリン以外にも本キャリアを用い

となり約210Åになることが報告されている。

ることによりGLP-1、カルシトニン、インターフェロンお
よび牛血清アルブミンなどの代表的バイオ薬物の著しい
消化管吸収改善効果が認められています。このP（MAA-g-
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平成20年5月16日（金）午後１時30分より、本館メイ

でありたいとする仏教の教えを時折ユーモアを交え

ンホールにおいて品川区教育委員会との共催による星

てお話しいただいた。さらに、病気は仏道の入り口で

薬科大学公開講座「先端科学創造シンポジウム」
講演会

あるとされ、病気が治って、ありがたい、うれしいと

シリーズ12を開催した。今回の講演会には講師として

思うところが、道の入り口で、そこから奥にすすんで、

臨済宗円覚寺管長足立大進（アダチタイシン） 老師

日常一切のことをありがたく思い、生き死には神仏に

をお迎えして、
「心の世界」というテーマでお話をいた

まかせ、日々楽しみ暮らす、まことの信心をしなけれ

だきました。170名の品川区民の方々をはじめ、約1,000

ばなりませんとも説かれた。また、人が生きていく上

名の学部、大学院学生、教職員、さらに同窓生が参加

で大切なのは、いつも「おかげさま」という気持ちを

し、盛大な講演会となりました。

忘れずにいることであるとお話しいただいた。近年の

アダチ

演者の足立

タイシン

大進老師は1932年
（昭和７年）
大阪市横

医療現場において、医療に携わる者の医療人としての

堀に歯科医の次男として生まれられ、1946年
（昭和21

態度やコミュニケーション能力などを磨く必要性が謳

年）兵庫県朝来郡の臨済宗妙心寺派の寺で得度。1955

われ、薬剤師にとってもそれら能力の向上が求められ

年
（昭和30年）京都花園大学卒業。円覚寺専門道場に掛

ている。足立老師の説かれた「ありがとう」と「おかげ

搭。1969年（昭和44年）
円覚寺専門道場の師家代行にな

さま」の気持ちを常に心がければ、テクニックとして

られ、1980年（昭和55年）
より臨済宗円覚寺管長に就任

の態度やコミュニケーションでなく、心のこもった真

され現在に至っておられます。主な著書に、
「＜ありが

の医療人としての態度やコミュニケーションが可能に

とう＞の人生」
（春秋社）
「安心の道しるべ」
、
（春秋社）な

なるのではないでしょうか。心の世界と薬学とはいっ

どがあります。

けん、懸け離れたものと感じるが、薬を介して人の命

講演の中で足立老師は、仏教の根本の教えは
『縁起』

とかかわりをもつ薬学を学ぶ者にとって、今回の講演

の法則であるという観点から、命は点ではなく先祖の

は人の生き方という視点から「薬学」を見るために大い

ご縁のお陰であり、この身、一身に集まっている。生

に参考になったのではないでしょうか。

きているのではなく、限りない縁によって、生かされ

（文責：公開講座等企画委員会委員長

ており、最期は心残りなく
「ありがとう」
と言える人生
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OSCE実施委員会
現在、全国の薬科大学 ・ 薬学部では平成21年12月か

実務教育研究部門

一つに採り上げられた。

ら22年3月にかけて実施される薬学共用試験
（OSCE、

今回のトライアルは平成19年11月から12月に行わ

CBT）に向けてトライアルが行われている。本学でも

れた調剤学実習の実習試験を兼ねて行われた。表１に

平成19年12月8日に全教職員が参加し、薬剤師会、病院

課題ごとに正解であった学生の割合を示した。正解率

薬剤師会、他大学からの協力を頂いて2回目のOSCEト

が80%以上の学生が、処方鑑査では86.5%、調剤鑑査は

ライアルを実施した。今回のトライアルは学部3年生

95.9%、無菌調製が93.5%おり、いずれの課題の正解率

270名を対象にし、3課題9レーンで行った。

も高かった。このことは、学生が調剤学実習の内容を

当日は9時に中嶋学長の挨拶があり、9時30分より第2

正しく修得していることを示している。

新館７階の無菌製剤室、8階の新モデル薬局、セミナー

一方、評価については、学生の到達度を10数項目か

室を使用して、処方鑑査、調剤鑑査、無菌調製の3課題

らなるチェックリストの「はい（良い）」、
「いいえ
（よく

を行った。試験時間は各５分間であり、その後、評価

ない）」で評価をする細目評価と全体の印象で評価する

者によるフィードバックが1分間行われた。トライア

概略評価があるが、今回のトライアルでは細目評価に

ルは午前の部と午後の部があり17時30分に終了した。

比べて概略評価にばらつきが見られた。今後、概略評

各々の課題内容を示すと、調剤鑑査
（写真１）は散剤、

価については詳しいマニュアルの作成が必要であると

錠剤、外用剤の処方について薬袋、調剤薬の鑑査を行

考えられる。

い、無菌調製（写真２）
はクリーンベンチを使用し、ア

最後に、このトライアルは施設、設備、人員などに

ンプル製剤のカット、薬液のシリンジへの吸引など、

おける本学でのOSCE実施の可能性を評価し、問題点

注射剤の無菌的な調製を行った。処方鑑査
（写真３）は

の抽出を行い、更に薬剤師会、病院薬剤師会と本学と

添付文書を参考にし、処方せんの記載内容の誤りを見

の連携の下でOSCE実施の効率化を図ることも目的

つけ、医師に対して電話で疑義照会し、その変更内容

としている。今後は、今回のトライアルに参加して頂

を処方せんに記録した。処方鑑査については本学が独

いた皆様のご意見を参考にし、本学の薬学共用試験

自に行った新規課題であり、参加されたOSCE委員会

OSCEの円滑な運用のために改良を加えていく所存で

の委員からの評価も高く、その後OSCEの標準課題の

ある。

表1

細目評価の課題別成績分布※
正解率

100%

90%以上

80%以上

70%以上

60%以上

50%以上

処方鑑査

55.4

77.2

86.5

91.3

96.1

98.5

調剤鑑査

45.7

82.4

95.9

99.4

100.0

100.0

無菌調製

57.8

82.4

93.5

96.7

99.4

100.0

※正解率が該当％以上の学生の割合
（％）

写真1

調剤鑑査

写真2

無菌調整

写真3
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事務局長
新学生ホール
（仮称）について、これまでの検討

小

池

康

夫

た、品揃え豊富な自動販売機を設置します。なお、

経過、計画概要および平成20年７月中旬現在の進

厨房の設置は見送られました。

捗状況をお知らせし、完成へ向けて皆様のご協力

２階には、180席の教室を２室設け、可動間仕切

をお願いする次第です。

りにより、１室としての利用も可能としています。

本学では平成22年４月には薬学科の５年生が進

また、30席のセミナー室を４室設けます。

級し、定員ベースで260人の増員となり、更に翌年

３階には、180席の教室１室と茶道部部室および

にも定員ベースで260人の増員となり、６年制が完

和室、同窓会本部、自治会室、揺籃会室、会議室を設

成します。これらの増員を受け入れるためには、

けます。

食堂や教室等の増設が必須となります。

建物の外観は他の建物との調和を図り、清楚で

一方、本学は平成23年に創立100周年を迎えま

かつ清潔感が溢れる建物を想定しています。

す。

建物合計の総面積は約2,300平米です。

そこで、平成19年４月の理事会において、中長

これまでに株式会社日建設計による基本設計を

期計画策定委員会のもとに中嶋学長先生を委員長

基にした施工会社の入札が行われ、平成20年6月の

とする
「100周年記念事業委員会」の設置が承認さ

理事会において大成建設株式会社に決まり、今後、

れました。

株式会社日建設計と大成建設株式会社合同での実

この委員会では記念式典や祝賀会等の企画 ・ 検

施設計が開始されます。

討も行われていますが、新学生ホール
（仮称）の建

近隣の皆様への工事説明会も予定しています。

設も100周年事業の一環として取り進めることが

その後、確認申請を経て、平成20年末あるいは

提案され、理事会の承認のもと、計画案が審議さ

平成21年初に着工し、建設工事を平成22年１月末

れてきました。すなわち、創立100周年記念 新学生

で終了し、３月末までに什器類の搬入を完了させ、

ホール
（仮称）
となります。

４月の新年度に間に合わせる予定です。工期を約

また、より具体的な設備要件等については、事

13 ヶ月と想定しています。授業等の学校行事に妨

務職員を委員とする学内仕様要望策定委員会にて

げにならないように、また近隣の皆様に迷惑が掛

議論され、100周年記念事業委員会へ提案をして

からないように充分に配慮しながら工事を取り進

参りました。

める予定です。

新学生ホールは、鉄筋コンクリート３階建てで

実施設計が進捗し、建物外観の様子が明らかに

現在空き地となっている本館北側の旧２号館跡地

なった段階で、学内の皆様から建物の名称を募集

に建設されます。建物は北側の日影線の影響で一

しようという意見も出ています。

部は２階建となっています。

この建物が完成すると、第二新館との間の広場

この建物に収容される、食堂、教室等の概要を

が一段と賑わいを見せ、正門から本館の横を経て

紹介します。

この広場へ続く動線が本学のいわばメインスト

１階に約200席を収容する約500平米の広さの学

リートとなります。

生ホールを設け、食事場所として、また憩いの場

工事期間中は皆様には何かとご迷惑をお掛けす

所として利用し、昼食時にはお弁当、おにぎり、サ

ることがあろうかと思われますが、工事完成へ向

ンドイッチ等のテイクアウト品を提供します。ま

けて皆様のご協力を宜しくお願い致します。
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薬理学教室教授

三

澤

美

和

2008年6月7日
（土）および8日
（日）の二日間、星薬科大学
にて、
「第118回日本薬理学会関東部会」
と応用薬理研究会の
年会にあたる
「第10回応用薬理シンポジウム」
を合同学会の
形で両学会会長として開催した。これに加えて日本薬理学
会主催の
「市民公開講座」も開催した。一度に３つの学会を
したことになる。薬理学会の本学での開催は1976年に故柳
浦才三教授が第54回関東部会を主宰されて以来，実に32年
ぶりのことになる。幸いにも両日天気にめぐまれ関東部会
には423名、応用薬理シンポには147名、市民公開講座には
360名、合計930名という多数の方々の参加をいただいた。
関東部会の一般演題数は59、応用薬理シンポの一般演題数
は54、どちらも少なくともここ10年で一番多い数であり、
両学会における参加者数も同様であった。星薬科大学の本
館、新星館を駆使して実施したが、１年半も前から教室で
丁寧に準備を積み重ねてきたので、無事盛会に全学会を終
了し得たことは心より嬉しく、また参加者、発表者、学会
のお手伝いをしていただいた方々皆さんに感謝の念でいっ

市民公開講座「皆様の身近な薬剤師に！」は星薬科大学

ぱいである。

メインホールで開催された。星薬科大学学長で東京大学名

特別講演はアステラス製薬代表取締役社長・野木森雅郁

誉教授の中嶋暉躬先生と元日本病院薬剤師会会長で信州大

氏を招き、
「世界の製薬企業をとり巻く環境と創薬イノベー

学名誉教授、星薬科大学特任客員教授の全田浩先生のお二

ション」
というタイトルで，製薬企業としての創薬戦略，研

人に講演をお願いした。会場には一般市民の皆様のほか星

究活動の最新の動向について講演していただいた。野木

薬科大学や他大学卒業生、日本薬理学会および応用薬理研

森氏は東大薬学部薬品作用学教室で私の２年後輩であっ

究会両学会会員の先生や大学院生、学部学生など360名の

たが、まさか日本第二位の製薬会社社長になるとは思いも

方々が日曜の夕食時ではあったが賑々しく参集された。教

しなかった。薬理学の場に一時ではあったが帰ってきても

室員学生が品川区内の掲示板およそ150カ所にポスターを

らった。シンポジウムは４つのテーマを企画し、
「ゲノム創

貼ってまわったり、各大学の卒後教育や各種団体に市民公

薬の現状と今後の展望」のほか、薬理学会ではこれまで取

開講座の宣伝をくり拡げた。ファルマシア、都薬誌等々の

り上げられなかった褥瘡の薬理学の発展を促すべく
「21世

雑誌や朝日新聞にも広告掲載を依頼した。こうした地道な

紀の課題 ： 褥瘡の科学と予防 ・ 治療」
、さらには薬剤師の

活動が多くの方々の目にとまり、足を運んでいただいたも

今後の任務の飛躍を示唆する
「新展開する専門薬剤師への

のと思っている。

期待」
「薬剤師／薬局長、その夢を語る」をとりあげた。最
、

中嶋先生による講演「毒虫（ハチ、クモ、サソリなど）
の研

後のテーマは、現日本病院薬剤師会会長である堀内龍也先

究」では、先生ご自身が発見された数多くの生理活性天然

生をはじめ、同会副会長、前副会長、日本薬剤師会副会長

物のうち毒虫由来の神経毒について会場の市民の皆様にわ

といった日本の薬剤師の現場の動向に責任をもっていらっ

かりやすく解説していただいた。全田先生には先生の揺る

しゃる重鎮にお話しいただいた。いずれも昔から親しくし

がざる信念である 薬あるところ、薬剤師あり という題で

ていただいている方々である。それぞれに格調高い薬剤師

語っていただいた。薬剤師の使命と資質はいかに重いもの

像を描いて大勢の方に伝えていただいた。頼もしい限りで

であるか、薬剤師は今よりもっともっと薬について勉強し

ある。

責任をもつべきであるということを論じられた。市民公開

薬理学会関東部会は医・歯・薬・獣医・看護等の大学や

講座終了後、ちょうど今どき現れ清々しい光を放ってくれ

官民研究所および製薬会社の薬理学研究者に、応用薬理シ

る初夏の風物ゲンジボタルを参加者に1匹ずつお渡しした。

ンポは主として医療現場の薬剤師の先生に発表していただ

皆様嬉しそうに持ち帰られた。こうした試みも愉しい思い

いた。両学会では参加者が交互に綾なし、互いに交響的効

出となった。

果を生み出していた。現場薬剤師さんを薬理学関連の学会

本学会の模様は、
『薬事日報』平成20年6月13日号、
『日刊薬

に導き入れたことは名誉会員の先生からもメディアからも

業』平成20年6月11日号に掲載された。

高く評価された。懇親会には、重鎮の先生方をはじめとし

最後に、学会運営にあたり協力いただいた組織委員会の

て約100名の先生が列席され、学生も多数参加して、和やか

先生方や、心をこめて学会運営に当たってくれた薬理学教

な雰囲気のもと歓談いただいた。

室の教職員、大学院生、卒論生に厚くお礼申し上げます。
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薬化学教室は、仲嶋正一前教授が定年退官された後、平成７年に
当教室の河合賢一助教授が教授に就任してから13年目を迎えまし
た。平成13年に６号館から新星館７階に移転し、河合賢一教授を筆
頭に、細江智夫講師、板橋武史助手のスタッフと博士課程の院生１
名、卒論生11名で構成されています。
本教室は、
「官能基の性質と反応性
（二年次）
」、
「有機化合物の構造
と反応性
（一年次）
」
、の講義と
「化学系実習Ⅰ
（二年次）」を担当して
おります。
当教室の研究テーマは、膨大な種が存在する真菌類に着目し、新
薬もしくはそのシードとなり得る化合物の探索を抗真菌作用、細胞
毒性、血管新生阻害作用、免疫賦活作用等の生理活性試験を指標に
行なっております。その結果、種々の生理活性物質を単離 ・ 構造決

前列左より、細江講師、河合教授、板橋助手

定しております。最近では、ミトコンドリアの電子伝達系酵素であ
るcomplexⅣ
（cytochrome oxidase）
の阻害という非常に珍しい作用機序を有する新規マクロライドeushearilide を子嚢
菌Eupenicillium shearii.から得ており、今後の展開が期待される化合物の一つであります。
また、我々は、真菌アレルギーに関する研究も行っており、ハウスダスト中に多量に生息する好乾性真菌Aspergillus
restrictusに着目し、気管支喘息との関連性を示唆するデータを得ており、現在その原因アレルゲンタンパクの特定分
離を検討中であります。
さらに、菌類と植物の共生関係にも興味を持ち、研究テーマを展開しております。その１つが「コムギ赤サビ病菌の
冬胞子形成誘導物質の探索」
です。コムギの疾患原因菌であるコムギ赤さび病菌は、夏胞子・冬胞子・担子胞子・精子・
さび胞子の５つの胞子世代を有します。その中で、活発な活動状態の「夏胞子」から休眠状態の「冬胞子」への世代進行を
早める
「冬胞子形成誘導物質」
の探索を行い、新しい環境保全型農薬の開発を目指しております。
当研究室は、院生中心に卒論生指導を行っていることから、穏やかな自由な雰囲気であるものの学生自身の観察力 ・
創造力をより高めるような教育を心がけ、色々な分野で社会貢献できる人材育成に努力しております。

生薬学教室は、平成17年４月に森田博史教授が就任してから今年
で４年目を迎えました。教室は新星館７階にあり、現在、森田博史
教授、平澤祐介助教、細谷孝博助教のスタッフ３名と、大学院生11
名、研究生３名と卒論生11名で構成されています。国際交流で、留
学生を受け入れ、国際色豊かなメンバーで研究を進めています。森
田教授を初め、スタッフ一同若く、エネルギッシュに富んだ教室で
す。
講義科目は、森田教授による２年次の
「薬になる天然資源Ⅱ」、３
年次の
「薬になる天然資源Ⅲ」
「化合物の構造決定」および３年次の
、
化学系実習Ⅲ
（生薬学実習）
を担当しています。
当教室では、植物に含まれる天然由来成分に関する研究 を軸に
研究を進めており、天然物ならではのユニークな骨格を有する化

前列右から3人目、平澤助教、森田
（博）
教授、細谷助教

合物の単離 ・ 構造決定、また薬のリードとなり得る制がん性天然物や生活習慣病の予防や改善に有用なハーブやサプ
リメントの評価を行っています。東南アジアなどの熱帯地域の研究機関と共同で未利用植物の開拓や伝承民間薬の調
査を行っており、年に数回、スタッフおよび学生が現地に入り、自ら研究材料を調達し、フィールド研究から実験室で
の研究を一貫して行っています。当教室ではこれまで多数の新しいアルカロイド、テルペノイド、ペプチドなどを発見
してきました。最近では、インドネシアで採取したマメ科植物より強力な抗マラリア活性を有する化合物の単離に成功
し、合成研究や更なる活性評価の研究を行っています。一方、食品や漢方に含まれる機能性天然物にも興味をもって研
究に取り組んでいます。
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生薬は、近代医学が発展するより以前、人類の経験によって創り出したもので、薬学の原点にあたります。私たちは
これら証を科学的に証明し、人の健康に天然物を通して寄与するべく研究を行っています。研究分野の範囲は、生薬学、
有機化学、薬理学、生化学、漢方など多岐に渡っています。大学院生と卒論生を中心に自由な雰囲気のなか、個人が独
立した研究テーマを持ち、セミナーを通した厳しい指導により複眼的な視野を養い、その上で世界に通用する人を育て
ています。研究志向の学生はもちろん、薬剤師として生薬 ・ 漢方や食品に含まれる機能性天然物の知識は、益々重要に
なっています。生薬学教室一同、自然が創り出す化合物の神秘さや偉大さに日々感動しながら、自然界に眠る未知の財
宝を探求するトレジャーハンターとなり、古くも新しい生薬・天然物化学を思考する教室として、今後の在り方を探っ
ています。
（生薬学教室助教

細谷

孝博）

薬品製造化学教室は、平成９年７月に本多利雄教授（前有機合成
化学研究室教授）が赴任してから今年で12年目を迎えました。現在、
津吹政可准教授、高橋万紀助教のスタッフと研究生２名、大学院生
11名、卒論生14名で構成されています。講義科目は本多教授による
三年次の生体分子のコアとパーツ、津吹准教授による二年次の官能
基の導入・変換および四年次の医薬品化学、またその他に二年次の
化学系実習Ⅱを担当しています。
市販されている薬の多くは有機化合物であり、我々の生活に欠か
すことができません。しかしながら、病気に対してとても良く効く
薬であっても、非常に高価であったら広く利用されることは少ない
と思います。また、望ましくない作用
（副作用）が強すぎたり、体内
への吸収・分布
（体内動態）
が悪かったりする場合には、薬としての

前列左5人目より、津吹准教授、本多教授
最後列右1人目、高橋
（万）
助教

価値は半減するどころか無価値になってしまいます。
古来より人類は、草木や動物等から有用なものを薬として使用してきました。その後、それらに含まれる薬理活性化
学物質を同定し、その構造を基に合成医薬品が開発されてきました。現在使用されている医薬品においても天然物ある
いは天然物を化学修飾する事によって得られた化合物（誘導体）が大きな位置を占めています。しかしながら、それら化
合物の中には自然界から極微量しか得られないものや、極めて有効な薬理作用を示しながら副作用のため医薬品にな
らない化合物が多々あります。
当教室では、有用な薬理活性を示す天然物の合成を基盤として、より活性の強い化合物の探索、副作用の軽減や体内
動態の向上した化合物の開発を目指しています。ある化合物の合成法が確立できれば、種々の誘導体合成も可能にな
り、天然物を超える医薬品の開発に繋がる可能性は飛躍します。これらの合成の過程において新しい反応の開発や新規
合成法の確立、さらにはより効率的かつ環境調和型の合成研究を行っています。
薬のほとんどが有機化合物であることから、医薬品を正確に理解するためにも有機化学は重要な科目の一つです。医
薬品の創製を将来の職業にしたいと志している学生はもとより、薬剤師を目指す学生にもより深く有機化学に興味を
持てるような教育を心がけています。また、研究を通じて自分で考えて物事を展開していく力を養うトレーニングとし
て、大学院生だけでなく卒論生も一人一つの研究テーマをもって実験を行っています。今後も創造性豊かな、社会に貢
献できる薬学のプロフェッショナルの育成に教室員一同努力していきます。
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●スキー＆ボード部
私達スキー＆ボード部は、現在総勢58人で活動していま
す。冬のスポーツなので、全体的に活動は少ないですが、
夏にも山へ遊びに行ったり、昨年は東京湾クルージングに
行くなどみんなが仲良くなれる様企画を立てています。ス
キー場には冬と春の2回行きます。初めは初心者の1年生に
滑り方を教えますが、春にはみんな滑れるようになりま
す。現在の2、3年生も、ほとんどが初心者でしたが、今は
全員が滑れるようになりました。今年は夏に山中湖でウェ
イクボードと富士Q、冬は苗場のスキー場へ行く予定に
なっています。ボードの技術向上はもちろんですが、全学
年が仲良く楽しく過ごせる部活を目指しています。

●サッカー部
サッカー部は、毎週1〜2回、火曜日と金曜日の19時から
隣の中学校で練習を行っています。出場する大会は年に3
回あり、春期医歯薬獣大学リーグ、秋期関東薬学連盟サッ
カー大会、冬期医歯薬獣大学トーナメントがあります。今
年の春期大会では5部に昇格することはできませんでした。
秋期大会では2連覇がかかっているので8月に合宿を行いま
す。プレーヤー、マネージャーともに仲が良く活発に活動
しているので、楽しくサッカーをしています。サッカーが
好きな人、興味のある人は是非部室に立ち寄ってみて下さ
い。

習内容としては、形と組手があり、試合も2つ別々に行われ
ます。基本的には両方を練習してもらいますが、どちらか
片方だけの参加も大歓迎です。
大会は年2〜3回、全国泊親会大会や薬学生だけが集まる
薬連大会などに出場し、準優勝やベスト4といった輝かし
い成績をあげています。
部員は2年生3人、1年生7人の10人で、練習後にみんなで
ごはんを食べに行ったり、部室でおしゃべりをしたり、と
てもアットホームな部活です。

●陸上競技部
陸上部は毎週金曜日の授業終了後に大学近くの林試の
森公園で活動しています。部員は全部で39人。学年に関係
なく仲の良い部活です。試合にも積極的に参加し、全日
本薬学生対抗陸上競技大会では男子は4×100mR2位 ・ 4
×400mR2位。女子は100m4位・400m2位・800m5位・4×
100mR3位 ・ やり投1位。また、全関東医歯薬獣陸上競技大
会でも女子400m6位、1500m4位と、好成績を修めました。
今年の夏合宿は千葉の白子に行き、10月の大会に向けて練
習してくる予定です。練習は自分のペースでできるので、
走りこみたい人でも軽く運動したい人でも大歓迎です。興
味のある方は、金曜日の授業終了後に7号館4階の部室に来
て下さい。
●弓道部
弓道部は、部員の大半が大学から弓道を始めた初心者
で、経験者を中心に、技術の向上、段位の取得、毎年春・秋
に行われる関東医歯薬系学生弓道大会で良い成績を残すこ
とを目標に、月・木・土曜日の毎週3回の定期練習、春・夏
の長期休暇に合宿を行っています。また、毎年春 ・ 秋には

●野球部
準硬式野球部は、平日の昼休みの練習を中心とし、休日
にはグラウンドを借りて全体練習をしています。星薬科大
学には野球場がないため、限られたスペースでしか練習で
きませんが、それを補って余るほどのやる気と熱意を持っ
て部員一同練習に励んでいます。今年は新入部員を9名加
え、26名一丸となり仲良く元気良く活動していきたいと思
います。
今年の春の大会では、2部優勝という素晴らしい成績を
残すことができました。これに満足せず今後の大会でも優
勝できるように頑張っていきたいと思います。
野球が好きな人なら誰でも大歓迎です。野球好きばかり
なので、きっと仲良く楽しくできると思います。
●空手道部
空手道部は、火、木、土曜日、道場で練習しています。練
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昭和大学弓道部、不定期でその他の大学と親善試合を行う
ことで、他大学の学生と交流を深めています。今春に行わ
れた関東医歯薬系学生弓道大会では、昨秋に行われた同大
会に引き続き、女子団体4位の成績を修めることができま
した。男子団体も同大会で予選通過を果たしています。今
後も大会での上位入賞を目標に、部員全員で頑張っていき
たいと思います。
●バドミントン部
私達バドミントン部は、毎週火水土の3回練習を行って
います。現在は3年生18人、2年生5人、1年生29人の52人で
楽しく活動しています。春には新歓合宿、夏には合宿があ
り、楽しく技術を身に付けることができます。また、他校
との練習試合も定期的に行っています。大会は春と秋の年
2回、関東薬学連盟バドミントン大会があります。今年の春
は、女子団体戦優勝、女子ダブルス優勝、女子シングルス
準優勝 ・ 3位、昨年は男子団体戦3位など成績もよく着実に
実力をつけている部活です。これからも、部員皆で力を合
わせ、技術を向上させ、良い成績を残せるように頑張って
いきたいと思います。

●漢方研究部
私達、漢方研究部では前期に漢方の勉強会を行い夏合宿
で口頭試問を行い漢方についての知識を定着させます。ま
た、実際に生薬を配合させ葛根湯や紫雲膏を作ったりもし
ています。後期には各学年、テーマを一つ決めそれについ
て調べ、星薬祭での展示と年に一度開かれる全日本漢方研
究会連盟総会で発表します。今年は本学での開催となって
おり、顧問の森田博史教授の協力の下、準備を進めており
ます。
私達の部活は先輩 ・ 後輩の仲も良く、部活動以外の時間
も楽しく過ごしております。これからも知識の向上と、漢
方研究部の発展のために活動を続けていきたいと思いま
す。
●薬理研究部
薬理研究部は毎週金曜日の昼休みに部会、土曜日に第二
新館の第一実習室で活動しています。顧問の三澤教授のご
指導のもと自分達で立てた実験計画に従って前期中に予備
実験を、夏休みの合宿で本実験を行っています。昨年度の
実験テーマは「分岐鎖アミノ酸の単回経口投与による疲労
回復効果〜マウス質量負荷強制遊泳試験を用いた検討〜」
でした。この実験では市販飲料を用い、とても身近なもの
でした。毎年実験結果は、星薬祭 ・ 十二月に主催される東
日本薬理学連合の発表会で発表しています。現在は三年生
6人・二年生7人・一年生6人で楽しく活動しています。

●バレーボール部
私達バレーボール部は、毎週火金の2回練習を行ってい
ます。現在男子18人、女子17人、マネージャー 4人の39人で
仲良く活動しています。大会は薬連と医歯薬連がそれぞれ
春と秋にあり、この4回の試合で良い結果を出せるように
日々練習しています。女子はOB ・ OGの方々に来ていただ
いて練習をみてもらい、男子は経験者のプレイヤーを中心
に各々技術を向上させ強いチームになれるよう努力してい
ます。
バレー未経験のプレイヤーもたくさんいるので、バレー
に少しでも興味のある人、やったことのないスポーツに挑
戦したいと考えてる人はぜひバレー部に!!
●ギターフルート部
ギターフルート部は個々の予定に合わせて自由に活動し
ています。毎週月、木曜日にはゼミ室を借りてクラシック
ギターの指導者の下練習しています。私達の部活ではほか
にフルート、ホルン、バイオリン、クラリネット、マンドリ
ン、サックス、ピアノ奏者も在籍していて先輩後輩関わら
ず教え合っています。普段はそれぞれ自分が弾きたい曲を
練習していますが文化祭が近づくと合奏の練習など発表会
に向けて楽しく活動しています。初心者大歓迎です。現部
員もほとんどが初心者から始めました。音楽が大好きなら
絶対上手くなります。ぜひぜひ音楽好き、楽器好き、少し
でも興味のある方は見学にきて下さい。音楽サイコー！

●薬学研究部
薬学研究部は現在、3年生13人、2年生12人、1年生11人で、
藥祭での展示等様々な活動を展開しています。
夏休みには藥祭のテーマに関連した実験を行なったり、
これまでに顧問の中澤裕之 ・ 薬品分析化学教室教授先生
に東京都健康科学センター等の公的機関、サントリー等の
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企業の見学を実施してきました。今年は顧問の特別講演を
行い、8月末には
（財）畜産生物科学安全研究所を30名で見
学する予定です。これらの施設見学はどこの部活でもでき
るというわけではなく、実際にそこで働いている方々様々
なお話が聞けるのでとても貴重な機会です。薬学研究部と
いうと堅苦しいイメージがあるかもしれませんが、毎週木
曜日の昼休みにある部会では、部員みんなでお昼を食べた
り、グルメ好きの顧問を交えた情報交換会
（飲み会です）
と、アットホームな雰囲気の中で活動しています。

活動は春 ・ 夏の長期休暇に1〜2週間を使い医薬品の合
成、香料の抽出等を行っています。また高校生を対象とし
たSPPという 高校生に化学実験を体験してもらおう など
の試みを行っています。昨年度はSPP活動を評価されて、
揺籃会から表彰をうけました。
実験初心者でも、先輩の丁寧な指導の下、基礎実験を行
うので、実験技術もかなり上達します。実験に慣れてくれ
ば2年生から行う実習にも役立ちます。
有機実験に興味のある方は、是非7号館4階の有機化学研
究部の部室の扉をたたいてみてください。
●吹奏楽同好会
吹奏楽同好会では、今年は多くの新入部員を迎えて、星
藥祭で行うミニコンサートに向けて準備を進めています。
担当楽器のバリエーションも豊富になったので、多くの方
に楽しんでいただけるよう様々なジャンルの曲に挑戦し
ていこうと思っています。これから練習も本格化していき
ますが、楽しいステージをお送りできるよう頑張りますの
で、星薬祭では是非足をお運びください。
尚、部員はまだまだ募集中ですので、私たちと一緒に演
奏してみたいと思っている方は、七号館4階の部室まで遊
びに来てください。お待ちしています。

●有機化学研究部
有機化学研究部は、現在1年生25名、2年生18名計43名で
活動しています。

軟式テニス部
私達ソフトテニス部は現在、
3年生16人、
2年生28人、今年新たに20人もの1年生を迎え、計64人で活動しています。学内にコー
トを持つという恵まれた環境下にあるため、週に一度（土曜日）の全体練習の日はもちろん、平日も多くの部員がコートに集
まり常に活気にあふれています。練習では、先輩が率先して後輩の指導を、同学年においては経験者が初心者に教えるなど縦
の繋がりにおいても横の繋がりにおいても良い関係がみられ、お互いに競争心や向上心を持って日々の練習に取り組んでい
るため、とても雰囲気が良いです。
また、OBOGの方との繋がりが強く、6月に開催されたOBOG会には引退した4年生、院生のみならず多くの卒業された先
輩方が遠方からはるばる駆け付けてくださり、大変盛り上がりました。先輩方が引退するのを見送るのはとても寂しいです
が、OBOG会を通じて先輩方が関わり続けてくださることは、とてもうれしいです。
出場している大会は、東日本薬学生ソフトテニス大会（春・秋）、関東理工学部ソフトテニス大会（春・秋）、全日本ソフトテ
ニス大会
（夏）
、東日本医歯薬ソフトテニス大会
（秋）
とかなり多く、成績もしっかり残しています。5月末に千葉県の白子で開
催された大会では、男子団体A（杉浦、中村、玉野、永原、工藤、白戸）3位、女子団体A（川田、田中、中谷、吉田、中村、松本）
4位という成績を収めることができました。残念ながら天候に恵まれず部員それぞれに悔いの残る大会となりましたが、苦し
い中でのギャラリーの声援が大きな力になることを示した大会でした。それぞれが白子に残してきた思いは、今後の練習や
大会に繋がるでしょう。
今回、揺籃会会長賞
（団体）
を受賞できたのは日々努力している部員はもちろん、支えてくださるOBOGの皆さん、先生の存
在があったからであり、部員一同感謝しています。
ソフトテニスが好きな方、関心をもたれた方は是非体育館横のコートに立ち寄ってみてください。お待ちしています。
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薬草園だより24
園内の雑草
耕作地には雑草がつきもので、薬草園でも除草には多くの労力が注がれている。特に梅雨が明けると、そ
れを待っていたかのように急速に草丈がのびだす。アルバイトで草取りの対応をしているものの追いつか
ず、炎天下ではかなりの重労働だ。なかでも園内で最もやっかいな雑草はアズマネザサであった。関東に多
いササの一種だが、いくら刈り取っても次々伸びだすしろもので、まるでもぐらたたきのようであったが、
ここ数年来ようやく姿をみせなくなった。雑草のなかには薬用にするものもあり、どれを雑草とみなすかは
その時々で揺れ動く。多くは帰化植物であるが、なかにはハエドクソウ、フタリシズカ、ヘクソカズラ、バラ
イチゴ、ドクダミなどの在来種も雑草化している。重要な薬用植物であるマオウなども雑草化の兆しがある。
これらの中には栽培目的でわざわざ外部から導入した植物もあるが、期待をこめて導入した植物であって
も、それが必要以上に繁茂して雑草化すると、はじめのワクワク感は失われ、いつの間にか敵に回った憎ら
しい存在になる。我々もずいぶん身勝手だ。
ところで2001年竣工の新星館をはじめとした学内建設工事が続いたためだろうか、あらためて園内の雑草
は見渡すと、その種類がかなり遷り変ってきたように感ずる。なかでも従来からの見慣れた雑草が、いつの
間にかよく似た別の帰化植物に入れ替わる例が目に付く。そのひとつがカタバミだ。カタバミそのものは庭
先など、いたるところでごく普通に見られる植物だが、園内のカタバミはよく似たオッタチカタバミという
帰化植物に入れ替わってしまっている。コミカンソウはナガエコミカンソウに、チチコグサモドキはウラジ
ロチチコグサに、ハキダメギクもコゴメギクに替わりつつある。疎ましくもあるこうした雑草達ではあるが、
ルーペで拡大してよくよく見つめてみると実に美しい花であることにも驚かされる。写真の草は牧野富太郎
によってハキダメギク
（掃溜菊）
などと不憫な名を付けられた上述の植物であるが、なかなかかわいい花であ
る。拡大写真を載せてその不運さをいささか弁護しておきたい。
薬用植物園園長補佐

ハキダメギク
（頭花の径は約5mm）

カタバミ
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