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平成16年に薬学教育6年制が認可され、平成18
年から本学は、薬剤師教育のための薬学科（6年
制）、および、医薬品の創製、生産など、医薬品を
生み出すための教育をする創薬科学科
（4年制）を
併設、改組された。新しい薬学科では4年次まで
にCBT、OSCEなどの仮免許試験を経て、5年次
には病院、薬局等での実務実習が新たに課される
ことになり、本学もそのための教員体制を完成さ
せ、さらに、設備の充実等その準備を着々と進め
ている。一方、創薬科学科の学生には医薬品の創
製、生産に関わる教育体系をとるために、早期か

学長

ら研究室に配属させる方針をとり、平成19年度か
ら試行することとした。

中

嶋

暉

躬

度を諮ることには異論もあろうが目安になること

しかしながら、本来、薬学教育は医療のみなら

もたしかである。この活性度から視れば、教員は

ず、医薬に対する全方位的な教育が必要なことは

研究 ・ 教育を第一としており、薬剤師教育を自覚

自明の理である。従って、両学科の学生に対し最

している人と、自覚していない人がいるのは致し

初から専門的な偏った教育をしないために、初期

方ない。大学の講義というのは高校の授業とは違

には薬学科、創薬科学科共通の薬学基礎科学を学

い、寺子屋式に判っていることのみ一方的に教え

ばせ、高学年に進むにしたがってそれぞれの学科

るのではなく、長年に亘る先生方の研究に基づく

の特徴を鮮明にしたカリキュラムを履修させるよ

専門領域の新知見や評価を議論することで、はじ

う心掛けている。

めて生きた講義になるものと思っている。それが

さらに、本学は新しい時代の薬科大学、とりわ

ないと大学は決まりきったことのみを学生に伝え

け地域に密着した都市型大学として、卒業生の

る寺子屋になってしまう。そうならないことを祈

みならず地域の方々の生涯教育、生涯学習にも寄

るばかりである。しかし一方、6年制になってよ

与する役割と責任がある。品川区教育委員会と共

り高次な機能を備えた薬剤師を世に送り出すこと

催で公開講座や薬草園見学会を開催したり、同窓

になると、これから普及するであろう最新の医療

会と共催で卒後教育講座などを開催している。ま

知見を見据えた講義も含め、教員側の薬学教育に

た、昼夜開講大学院には社会人の受け入れも視野

対する意識改革も必要になってこよう。学生側に

にいれている。

とっても、よく聞く話であるが、薬学博士の学位

自明のことではあるが、歴史のある薬科大学

を取ってから、何か尋ねられて知らないと答える

は旧来の薬学の教育機関であった。ご承知のよう

と、
「お前学位まで取ってそんなことも知らないの

に、本学の先生方の発表論文数は他の薬科大学と

か」。これと似たようなことが、
「お前6年制の薬学

較べて群を抜いており、総合大学と較べても上位

教育を受けているくせに」と云われないようにし

に位置している。研究論文の数で大学の質 ・ 活性

たい。
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生薬学教室教授

森

こ の 度、

田

博

史

抗腫瘍活性成分の中に、植物

平成20年度

由来の新しいオリゴペプチドを

日本生薬

見出し、抗がん剤の開発研究を

学会年会に

行ったことがきっかけとなり、

て、日本生

植物由来のペプチド研究へと

薬学会学術

展開してきました。現在でも植

貢献賞を受

物由来のペプチドの存在とその

賞いたしま

重要性は意外に認識されておら

し た。学 術

ず、今後、新たな天然物資源と

貢 献 賞 は、

して期待できると考えておりま

生薬学において、学術上特に注目すべき内容を有すると認

す。

められたものに送られる名誉ある賞で、大変光栄に思いま

現在、熱帯圏の植物にも興味を持ち、インドネシアの

す。受賞タイトルは、
「多環性含窒素骨格を有する植物由来

島々およびマレー半島の未利用植物調査研究を進めており

の機能性分子の探索研究」であり、北海道大学在任時に着

ます。マレーシアでは、マラヤ大学（UM大）、プトラマレー

手して星薬科大学生薬学教室で行っている研究が評価さ

シア大学（UPM大）、マレーシア理科大学（USM大）
、マレー

れ、大きな喜びを感じております。以下に、受賞内容の研

シアイスラム大学（UiTM）、UKM大学、UTAR大学など

究の経緯について、紹介させていただきます。

数多くの薬学部、理学部の研究者とフィールド研究から科

人類は、自らの臨床経験を通して多くの薬用植物を見い

学的研究まで共同で行っております。さらに、星薬科大学

だし、これらの薬物知識が基になり、ケシからモルヒネ鎮

の姉妹校であるインドネシアのアイルランガ大学の協力も

痛薬、インドジャボクからレセルピン血圧降下薬など多数

得て、また、本学生薬学教室の大学院生も参加して、毎年、

の含窒素医薬品が開発されてきました。このような事実に

現地のジャングルに入り、未利用植物の調査、同定、活性

基づき、フィールドでの植物との出会いが新規医薬品開発

スクリーニングと膨大な作業を行っております。そのなか

の鍵になると考えて探索研究を行ってきました。

からも数多くの研究成果が生まれております。特に、マラ

まず、北方系に特有の植物資源に着目し、全く新しいタ

リアに特異的に作用する機能性分子や血管作動性物質の探

イプの多環性アルカロイドを単離し、構造研究を行い、国

索を行っており、現地の民間薬として使われているマメ科

際学術誌に報告してきました。特に、ユズリハ科、ヒカゲ

Cassia siamea より、強力な抗マラリア活性を有する新し

ノカズラ科、イヌガヤ科、イチイ科に属する北方系植物よ

い環骨格のアルカロイドを発見し、新しい天然機能性シー

り、様々な新しい環骨格を有する天然分子を発見しまし

ズの開発へと展開しています。本植物は、アフリカでも民

た。これらの化合物は様々な生物活性が期待されており、

間薬として用いられており、複数の研究グループと競合し

生命現象を分子レベルで解明するためのツールとして、あ

ましたが、我々がいち早く研究成果を発表することができ

るいは、医薬資源のシードとして期待されています。研究

ました。

対象を北海道に密着した生薬を中心として、フィールド研

植物を対象として行われてきた天然物の探索研究におい

究から実験室での研究までを一貫して学生とともに行って

て、新しい骨格を有する有機化合物の発見は減少傾向にあ

まいりました。アイヌの伝統医療は、採薬の原点を提示し

ります。このような中で、我々は、数多くの新規骨格を有

ていると考え、民族学的にも興味深いものがあります。イ

する多環性アルカロイドを未利用植物資源より発見しまし

チイ、ハイイヌガヤからは、臨床で抗がん剤として使われ

た。また、本研究を通して国際交流も推進できたことも大

ているタキソールや米国で臨床試験が行われているホモハ

きな成果であると考えております。これらの地域は、世界

リングトニンなどの関連化合物で、新規な物質を数多く発

的にみても全植物の10%が集中するメガダイバーシティー

見して、それらの抗腫瘍活性を評価しました。特に、チュー

センターとして注目されています。この豊富な熱帯雨林に

ブリンタンパクに作用する抗がん剤の探索を行い、チュー

ある植物の研究は、現地の様々な研究機関と共同研究して

ブリンを精製するために、畜産屠殺場から獣医学部までを

いく予定にしております。さらに、この路線に沿って生命

駆け回り、新しい物質を発見したときの喜びもひとしおで

科学を基盤とする薬学の発展に貢献できる学生の育成に努

した。また、空き地の雑草から、ビンブラスチンの活性を

めたいと思っております。

上回る新しいチューブリン重合阻害活性を有するペプチド

今回の受賞は、海外の共同研究者はもとより、本学着任

を見つけたのも、想定外の発見でした。これらは、細胞骨

以来、精力的に研究を展開して下さった生薬学教室のス

格を分子レベルで解明するためのツールとして期待されて

タッフ、大学院生、卒論生の皆様のご支援によるものであ

います。

ります。心より厚く感謝申し上げます。
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薬理学教室助教

酒

井

寛

泰

人持ちで、汎用な数多くある試薬や溶液も全て自分で作ら
なくてはなりません。従って、研究を始めた当初は試薬を
作製し始めると、その作業で一日が終わってしまうという
生活が続いていました。また、一流な論文に投稿している
方々が身近におり、その方々が考えている研究内容やアイ
デア（時にはプライベートな事）等を教室および研究室セ
ミナーで聞けたり、自分の考えていることを気軽に話せた
りすることは今後滅多にない経験だったと思います。さら
に、大学主催等の規模の大きなセミナーでは世界各地から
超一流研究者が来て下さり、ユニークな最先端の研究を紹
介してくれ、とてもその先生達を身近に感じることができ
ました。
Ikebe研究室メンバー

2006年10月から2008年9月末日まで、アメリカ合衆国マ
サチューセッツ州のウースターにあるマサチューセッツ医
科大学
（UMASS Med）
生理学教室
（Ikebe 研究室）
に博士研
究員として研究留学する機会に恵まれました。この二年間
の体験の一部をご紹介させていただきます。
渡米した早々、UMASS Medの教授の一人であるクレ
イグ・C・メロー博士
（Dr. Craig Cameron Mello）
が RNAi
現象の発見でノーベル賞を受賞しました。UMASS初の
ノーベル賞だったので、盛大なセレモニーがあり、凄い人
数のパーティーでしたが側により写真を撮らさせてもら
いました。その後も、キャンパスを普通に歩いているDr.
Mello をしばしば見かけました。
お世話になった研究室は生理学教室ということですが、
研究室の実験系はほとんど生化学や分子生物学が主体で
す。Ikebe 教授の大きなテーマとしてミオシン等のモー
タータンパクの研究および平滑筋収縮機序の研究に大別
でき、私は平滑筋収縮機序の研究に従事しました。この
Ikebe 研究室は生理学教室のなかではかなり大きな研究室
で生理学教室が設けられている建物の4階部分をかなり占
有しています。私は、星薬科大学薬理学教室でも気管支平
滑筋の収縮反応機序の研究の一端を行っていたので、とて
も研究内容が重なっており、とても有意義な研究をするこ
とができました。未発表のデータも沢山あるので研究内容
をあまり詳しく述べることはできませんが、単離すること
ができた平滑筋収縮に関与する興味深いタンパク質のノッ
クアウトマウスの作製や、平滑筋収縮時のそれらのタンパ
ク質動向
（リン酸化、localization、他のタンパク質とのイ
ンターラクション等）等を研究しました。日本で研究をし
ていた時とはかなり環境が違い、とても刺激になる事ばか
りで、とても勉強になりました。研究室の研究者達は出身
分野が医学部、理学部、工学部
（生命工学科）
等様々で、い
ろんなアプローチで研究をしています。それを側で見る
ことができるということもかなりの勉強になりました。ま
た、当薬理学教室での研究では卒論生や大学院生と、共有
試薬の作製や機械のメンテナンスは分担作業で行ってい
るのですが、Ikebe 研究室では種々の試薬やピペットは個

ノーベル賞を受賞したDr. Mello

さて、日常ですが、このウースターという町はボストン
から車で西に約1時間に位置するとても自然が多く、周り
を見渡すととても緑が目立つのどかな町です。こちらに来
た当初は、近くのスーパーマーケットまで、歩いて買い物
に行っていました。ルート 9 という道をまっすぐ歩いて買
い物をして返るだけですが、往復に約三時間もかかってい
ました。見た目にはとても近くに感じるのですが、かなり
の距離を歩いていたようです。そのような些細なことでも
広大な車社会のアメリカを感じていました。しかし、しば
らくたって車を手に入れることができ、かなり行動範囲が
広がり、いろいろな所に足を伸ばせるようになりました。
また、半年遅れで妻も渡米することとなり一緒に生活す
ることができました。妻が来てくれる前は、研究のことば
かり考えていたので、精神的および肉体的にも辛い生活を
送っていたのですが、妻の渡米後、明るい性格を持つ妻の
おかげでとても有意義な生活ができ精神的にも助かりまし
た。とても感謝しております。こちらの気候ですが、留学
前の話によると、
「冬はとても寒く外に出られないくらいだ
よ」、と聞いていたのですが、まさに話の通り、極寒でした。
雪も多く、朝の雪かきに時間を多くとられた経験も今では
良い思い出として残っています。
最後になりますが、今回の留学にあたり、このような機
会を与えていただきました中嶋暉躬学長、三澤美和教授な
らびに薬理学教室の諸氏、さらには星薬科大学の教職員を
はじめ大学関係者の皆様に心より御礼申し上げます。
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私は平成20年6月から7月までの約2 ヶ月間、本学が姉妹
校として提携している米国のテキサス大学オースティン校
に第三期留学生として派遣されました。
まず、私を選出してくださいました中嶋暉躬学長、国際
学術交流委員委員長の本多利雄教授、ならびに国際学術交
流委員会の大西啓准教授、成田年准教授に心より感謝申し
上げます。また、今回の留学の許可を与えてくださいまし
た微生物学教室の辻勉教授、奥輝明助教に深く感謝致しま
す。
テキサスは全米でアラスカに次ぐ面積を誇る人口約
2,200万人の州です。メキシコとの国境に位置し、町中でも
メキシコ料理屋やスペイン語の看板などを頻繁に見かけ
ることができます。またテキサス生まれのメキシコ料理

Pharmacy building

「テックスメックス」を体験することができます。そのテキ
サスの州都でほぼ中央に位置するのがオースティンです。

本的な手法は似ているものの、ウィルスや動物組織を扱う

オースティンはヒューストン、ダラスなどに比べると人口

ことが初めてであったため、新鮮ではありますが悪戦苦闘

も少なく、大きなビルなども見かけませんが、とても緑豊

の日々でした。毎週水曜日の朝にはセミナーが行われ、各

かで静かな都市です。そのオースティンの中心を成すのが

自1週間の実験の進行状況を報告し合います。英語でプレ

テキサス大学オースティン校です。テキサス大学はオース

ゼンテーションを行うことはとても大変でしたが、ここで

ティン以外にもダラス、ヒューストン、サンアントニオな

の経験は今後、大いに役立つであろうと実感しました。

どに分校を持っていますが、その中でもオースティン校の

また休日は寮の友達とショッピングモールや映画館に

教育水準の高さは有名です。

行ったりと、研究以外の時間もとても楽しく過ごすことが

今回、私はMaria A. Croyle助教が所属されている薬学部

出来ました。

薬剤学教室で勉強させていただきました。Croyle助教のラ

テキサスに着いてからは姉妹校のコーディネーターであ

ボでは遺伝子治療の研究を行っており、生体内導入効率が

るPatrick J. Davis教授に大変お世話になりました。今回の

高く、免疫応答を起こしにくいウィルスベクターの開発、

Pharmobility International Exchange Programには本学か

またウィルスベクターの導入により引き起こされる薬物代

ら2名、そしてイギリスから2名の学生が参加しており、毎

謝酵素の発現変化を調べています。私はCroyle助教のご指

週水曜日にはランチョンミーティングを行いました。イギ

導のもと
「ラット肝臓でのRXR-αタンパク質発現に及ぼす

リスからの留学生は私たちよりも臨床的な内容のプログラ

ウィルスベクターの影響」について実験を行いました。基

ムに参加していたので、毎週訪問した医療機関での話や、
お互いの国での薬剤師・薬学部の制度についてディスカッ
ションをしました。また月に一度、テキサス大学に留学中
の研究生の集まりもあり、他分野の研究生とも交流を持つ
ことができました。
2 ヶ月という短い期間ではありましたが、毎日が刺激的
で日本にはない多民族国家ならではの様々な考え方に触れ
ることができました。また語学留学でなくアメリカで研究
をしたという貴重な経験も、私の将来に活かしていくこと
が出来ると思っています。今後もこのような素晴らしい機
会を学生に与え続けて頂きたいと強く思います。
最後になりましたが、今回の渡航に際し、星薬科同窓会
より「若手研究者育成奨励費」をいただきました。市川俊明
同窓会会長ならびに同窓会会員の皆様に、この機会をお借
りして厚く御礼申し上げます。

ラボメンバーとのランチ
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医療薬剤学教室 修士課程 2 年
2008年6月から8月までの3 ヶ月間、アメリカのテキサス
州にあるテキサス大学オースティン校に交換留学をさせ
ていただきました。わずか3 ヶ月という短い期間でしたが、
一生の思い出になるような経験をすることが出来ました。
最初にテキサス州について紹介したいと思います。テキ
サス州はアメリカ南部の州でメキシコとの国境の上に位
置します。面積は日本の2倍、人口は約2,100万人の州で、近
年電子産業が急速に広がってきており、そのため日本から
転勤で来ている日本人も増えてきているようですが、他の
都市に比べれば日本人はかなり少数です。テキサス州にあ
る大きな都市と言えば、ダラス、ヒューストン、サンアン
トニオ、そして私が通ったテキサス大学のある州都オース
ティンなどです。私は幸運にも週末などを利用してこれら
すべての都市を訪問することができました。私が滞在して
いた時は真夏でしたので、毎日気温が40度近くもありまし
た。建物の中は冷房が非常に強くむしろ半袖では寒く、そ
の反面外は猛暑であまりに日本と違いが大きすぎる環境で
あったため、慣れるまでは非常に苦労をしました。
テキサス
大 学 は、 全
米の中でも
最大規模を
誇る大学で
す。 オ ー ス
ティン校だ
け で も16学
部あり、約4
万8千人の学
生数を有し
Dr. McConvilleと研究室の学生達
ています。ま
た、キャンパスの周りはテキサス大学の学生が数多く暮ら
しており、オースティンにはテキサス大学の学生で溢れか
えっています。キャンパスも広大で、星薬大のおよそ80倍
もの敷地があり、キャンパス内およびキャンパス周辺を無
料のシャトルバスが走っています。写真にあるUTタワー
はオースティン校のシンボルであり、スポーツ、特に一番
人気のあるアメリカンフットボールの試合で勝利した時な
ど、写真のように大学のカラーであるエンジ色に染まりラ
イトで文字が映し出されます。私も何度かその姿を見るこ
とができました。
私の通っていたCollege of Pharmacyは2棟あるPharmacy
Buildingの中にあり、キャンパスの北西部に位置します。研
究室は本学の研究室よりも規模が小さく、数はたくさんあ
ります。私を受け入れてくださった研究室はDr.McConville
の教室で、主にDDSの研究をされています。私が今回行っ
た研究は新しい処方の口腔内崩壊錠の開発でした。錠剤の
実験は全てが初めてのことで、基本的な事から全て英語で
学ばなければならず、今回の留学で最も苦労した事の一つ
です。しかし、わずかな知識しかない私に先生自身も丁寧
に教えてくださり、他の学生の皆さんも自分の時間を削っ
て親切に指導してくださいました。その結果、先生にも納得
していただけるような結果を出すことができました。また
実験だけではなく、テキサスに来て最初の頃、右も左もわか
らない私にオースティンや大学を案内してくれるなど、研

徳

安

彩

UTタワーから見たオースティンの
ダウンタウン

子

テキサス大学オースティン校の
UTタワー

究室の皆さんには本当に良くしていただきました。研究室
では毎週ミーティングが行われ、研究室全体のことについ
て話し合います。さらに週に一度は個人のミーティングが
行われ、実験の経過を報告し、今後の計画について話し合
います。また、学生と講師の部屋は離れた場所にあり、ミー
ティングの時以外は基本的にはメールでやり取りをします。
日本では多くのの大学院生が修士課程であるのに対し、ア
メリカの薬学部の大学院では大多数が博士課程前期と後期
をあわせたPh.D.の学生で、様々な国から学びに来ており5〜
8年かけて修了するようです。このように本学とは異なる点
が数多くあることもわかりました。
そしてこの度、薬学部の交換留学のコーディネーターで
あるDr. Davisにも非常にお世話になりました。私の他に星
薬から来た方とイギリスから来た2人と計5人で週に一度の
ランチョンミーティングを行い、それぞれの国の薬学教育
や薬剤師業務、文化や趣味に至るまで様々な話をしました。
ネイティブスピーカーとの会話を理解することだけでも精
一杯でしたが、非常に良い時間を過ごすことが出来ました。
テキサス大学は留学生も多いので、留学生の交流プログ
ラムなどもあり、休日や夜を利用してテキサス大学に通う
アメリカ人の友人を数多く作ることが出来ました。現地の
文化や人々に触れ合うことができ、その事も私にとっては
大切な思い出となりました。
今回、私はこのようは貴重な経験をさせていただき、多
くの方々に感謝すると同時に、今後も若い学生が海外に目
を向け、広い視野を持って学んでいく機会が増えることを
願っております。今回のこの経験を活かし、今後より一層
飛躍していきたいと考えています。
最後になりましたが、今回私を選出してくださいました
中嶋暉躬学長、及び国際学術交流委員委員長 本多利雄教
授、並びに国際学術交流委員会の諸先生方に深く感謝致し
ます。また、留学の機会及び許可を与えてくださいました、
医療薬剤学教室 町田良治教授、大西啓准教授に心から感
謝致します。そして、今回の渡航に際し、星薬科大学同窓
会より「若手研究者育成奨励費」をいただきました。市川俊
明会長ならびに同窓会会員の皆様にこの場を借りて厚く御
礼申し上げます。
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CBT実施委員長

細

川

友

和

薬学共用試験の一つであるCBT（Computer-Based

にとの意図から携帯電話を身につけていること自体が

Testing；コンピュータ支援基礎学力試験）
の平成20年

不正行為として取り扱われるなど、一般の筆記試験と

度トライアルを11月21日、22日の2日間にわたって実

は異なる内容となっている。また、CBTは各大学の教

施した。今回のトライアルは平成21年度からはじまる

職員だけで実施できるわけではなく、他大学からモニ

CBT本格実施前の最終トライアルであるとともに、本

ター員が派遣され、受験生の本人確認、実施状況など

学にとっては新星館3階に新設されたCBTルームのシ

を細かく監視される。

ンクライアントシステムの検証を兼ねた重要なトライ

今回のCBTトライアルの受験対象者は現4年生で

アルであった。お陰さまで、コンピュータシステムに

あったが、試験室、使用コンピュータ等は来年の本格

問題もなく、また多くの教職員の方々のご協力のもと

実施と同じ体制で行うことができた。新設されたCBT

に無事終了することができました。

ルームを第1試験室、従来からの学生コンピュータ室

CBTは、薬学共用試験センターのセンターサーバー
から本学の中継サーバーを経由して

を第2試験室とし、学生を半分に分け2日間で実施し

それぞれの受験

た。学生は8時50分入室、17時に終了という一日がか

用コンピュータに問題が送られ、学生はモニター上の

りの試験である。今回は来年の本格実施前の最終トラ

問題に対してマウスの操作だけで解答するもので、一

イアルということで、薬学共用試験センターから
「パ

般の筆記試験とは基本的に異なる。試験のタイムテー

ニックテスト」と称した各種トラブルへの対応が課題

ブルは、午前のゾーン1、午後のゾーン2、ゾーン3か

として設けられ、トライアルの間中緊張を強いられる

らなっており、各ゾーンそれぞれ105問、105問、100

ことになった。本学では結果的に「問題ダウンロード

問の合計310問が出題される。試験時間は各ゾーン2時

の失敗」が課題として課せられた。トライアルの問題

間であり、したがって1問を約1分で解答することにな

は前日にセンターサーバーから本学の中継サーバーに

る。ログイン画面で「受験ID」
「 氏名
、
（カタカナ）
」、
「パ

送られてくることになっているが、問題のダウンロー

スワード」を入力することにより試験が開始される。

ドが出来ないという「パニックテスト」であった。幸い

学生の受験用コンピュータのモニターに出る問題はラ

トライアル前日のことだったので、学生に混乱を来た

ンダムに出題されるため、隣の受験生のモニター上に

すことなく「パニックテスト」も無事終了することがで

は異なった問題が出ることになる。監督者は監督者用

きた。

コンピュータのモニター上で、受験生一人一人の解答

今回の最終トライアルは2日間であったが、来年度

状況など試験全体の進行具合を確認できるようになっ

以降の本格実施では試験回数も増え、体験受験、本

ており、遅刻、一時退室、中途退室の処理などもすべ

試験、追再試験と延べ日数も5日間となることから、

てコンピュータ上で管理する。さらに、不正行為につ

CBTの円滑な実施に向けて、今後とも皆様方のお力添

いても受験中に問題画面を撮影することのないよう

えをお願い致します。
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●薬剤学教室
教
⁝
室
⁝
紹
⁝
介
⁝

薬剤学教室は、 山幸三教授、森下真莉子准教
授、小幡誉子助教、大貫義則助教
（現在、米国ジョ
ンズ・ホプキンス大学に留学中）
の4名のスタッフ
と大学院生19名
（博士課程5名）
、研究生/研修生4
名、旧課程卒論生18名、創薬科学科卒論生4名で
構成されています。卒論生は、夏の教室旅行や秋
の薬祭への参加を通して親睦を深め、研究の面で
は、週一回の卒論生セミナー、卒論中間発表会お
よび本発表会を通してDDSの基礎知識とプレゼ
ンテーション能力が鍛えられています。
前列左3人目より、小幡助教、 山教授、森下（真）准教授、大貫助教
当教室が担当している授業科目としては、三年
次に
『製剤材料の性質』
と
『剤形を作る』
、四年次に
『薬物送達システム概論』
（選択科目）
があり、6年制が導入されたことから、
さらに
『リード化合物の創製と最適化』
『
、バイオスタティスティックス』
『
、グローバリゼーション』
など、新しい科目も担当し
ています。
当教室の研究は、一貫して医療に貢献する優れたDDSの開発を目指しており、基礎及び応用の両面から総合的な研究を
進めています。当教室の特色として、スタッフは研究分野としては
『DDS』
というキーワードで共通していますが、個々の研
究テーマは完全に独立していることが挙げられます。高山教授は
『インシリコ予測による製剤設計の効率化とレギュレー
ションへの対応』
、森下准教授は
『経口バイオアベイラビリティを改善する次世代ストラテジー』
、小幡助教は
『角層細胞間
脂質の構造解析と経皮吸収型製剤の開発』
、大貫助教は
『新規ヒドロゲルの創製と消炎鎮痛外用剤基剤への応用』
が主研究
テーマです。このシステムは、DDSの最新情報、また幅広くかつ深い知識を得られるという点で、大学院生へのメリットが
大きいと考えています。
当教室は現在、米国テキサス大学およびドレクセル大学、国内では東京大学大学院薬学系研究科、群馬大学生体調節研
究所、理研や産総研、また、多くの製薬会社とも共同研究を行っています。異なるバックグラウンドを持つ研究者との共同
研究は予想以上の相乗的成果が得られることはしばしばあり、学生にとっても他大学の研究者と触れ合うことで知識のみ
ならずプレ社会人としての意識が飛躍的に成長することが多くあります。また、海外のラボの学生との交流は、国際性を直
に学べるとても良い機会になっています。このように薬剤学教室は、未来のサイエンスを切り拓くことを目標として、明日
の研究を担う大学院生の指導にも精一杯のエネルギーを注ぎつつ、今後も研究を進めて行きたいと考えています。

●薬品物理化学教室
薬品物理化学教室は、昭和47年に当時助教授であられた山口良二教授が教
室名を掲げられて誕生しました。山口教授は講義の難解さと試験の厳しさに
定評がありましたが、人柄に惹かれて集まる学生も多く、教育熱心な先生で
いらっしゃいました。山口教授の御定年後には、京都大学を定年退官され本
学の物性物理化学研究室の教授であられた中垣正幸教授を客員教授に迎え、
当時薬剤学教室講師でありました上田先生が移籍され学部講義を担当されま
した。中垣教授は日本の薬品物理化学の第一人者であり当教室でも熱心な研
究指導をなされました。平成4年に中垣教授が御定年されて上田先生が引き
継ぎ現在に至ります。現在は上田晴久教授を筆頭に、遠藤朋宏准教授、長瀬
弘昌助教、小川法子助教のスタッフと大学院生2名、卒論生18名で構成されて
います。
当教室は上田先生による1年次の
「物質の状態Ⅰ」
、2年次の
「物質の変化」
、
遠藤先生による1年次の
「物質の状態Ⅱ」
、2年次の
「物質の構造（放射性物質
の部分）
」
の講義と2年次の
「物理系実習Ⅰ」
を担当しています。
研究面では、シクロデキストリン
（CD）
の基礎的、応用的な研究やトレハロー
スをはじめとする糖類の蛋白質保護作用の機構解明について研究しています。
前列左より、遠藤
（朋）准教授、上田教授、
CDは環状糖類でありグルコース数が6、7、8個のα-、β-、γ-CDが広く知
小川（法）助教、二列目右1人目、長瀬助教
られています。当教室では上田先生、遠藤先生を中心として特に9個以上のグ
ルコース単位からなる大環状CD（LR-CD）
の単離、精製、基礎物性の検討に
ついて研究してきました。これらの純粋品を持っている研究室は世界でも数少なく、これまで約40種のLR-CDを解明してい
ます。現在はLR-CDの効率的な調製方法の検討および様々な医薬品との相互作用について検討しています。
トレハロースはα-グルコースが1, 1結合した2糖類であり、アフリカのネムリユスリカの幼虫は乾燥状態になるとこのトレ
ハロースを合成して、細胞膜や細胞内の蛋白質を乾燥から保護すると考えられています。当教室では長瀬先生を中心とし
てトレハロースの基礎的物性および蛋白質保護作用のメカニズムについて研究してきました。新たにトレハロース無水結
晶の構造を明らかとし、昨年3月にはこの一連の研究で長瀬先生は東京工業大学より学位を取得されました。
昨年4月に山口教授、中垣教授が相次いで御逝去されましたことは悲しみに耐えません。両教授の御遺志を引き継ぎ、今
後も研究を通して創造性や洞察力を身に付け様々な分野で社会貢献できる人材の育成に教室員一同励んで参ります。
（薬品物理化学教室 助教 小川法子）
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今年の星薬祭は、11月1日から2日にかけて

ます。

行われました。入念に下準備に取り掛かり、

準備段階でいくつかの困難に見舞われる
ことになりましたが、無事星薬祭当日を迎え

り、夏休みに入ると、休日であるにもかかわ

ることができました。本番の日、私のミスに

らず広報担当者がパンフレットやポスターの

より当日になって連携がうまくいかず、ス

打ち合わせや実際の作成のために大学に来て

タッフのみんなには大変な迷惑をかけること

いました。夏休みが終わり10月に入ると、よ

になってしまいました。そんな悪い状況のな

りいっそう準備が活発になり、模擬店担当者

か、星薬祭のスタッフたちや先輩方の協力の

は星薬祭参加団体を束ね、装飾担当者は星薬

おかげでなんとか乗り越えることができまし

祭を彩る準備を始め、各企画担当者たちは星

た。これはお互いの仕事を理解し、自分がど

薬祭に来場していただく方々に楽しんでもら

のように動けばよいのかわかっていたからこ

第

前期テストの前には渉外担当者の仕事が始ま

いたいという気持ちで入念に企画を考えてい
きました。今年の星薬祭実行委員会の2年ス
タッフは総勢17名いたのですが、誰か1人で
とはできなかっただろうと、星薬祭が終わっ
た今、改めて実感しています。

38

そして、今年から新たに星薬祭実行委員会
の仲間に加わった1年生にもとても感謝をし

が合わず、一緒に活動することがあまりでき
ての仕事も経験したことがなく、右も左もわ
からないにもかかわらず、私たちが期待した
以上に仕事をしてくれ、とても感謝していま

総一郎

ませんでした。彼らは星薬祭実行委員会とし

本

期間にも2年生は実習があり、1年生とは時間

山

ています。今年も昨年と同様に星薬祭の準備

第 回星薬祭 実行委員会委員長

も欠けていたら今回の星薬祭を成功させるこ

回 星薬祭を終えて

38

そ成し得たのだと私は思います。
無事星薬祭を終え、片づけを始めると、星
薬祭を終えた直後には感じることのなかった
達成感を味わうことができました。しかし、
それと同時に自分達の星薬祭が終わってし
まったという寂しさがこみ上げてきました。
これもみんなと協力して一生懸命仕事に取り
組んできたからこそ感じることができたのだ
と思いました。
こうして私たちの星薬祭は終わりました
が、また来年も後輩達にこの星薬祭を大いに
盛り上げてほしいと思います。
最後になりましたが、この星薬祭は大学関
係者や揺籃会の皆様など、多くの人に支えて
いただくことにより運営することができまし

す。これもまた、1年生の協力なくしては今

た。ここに代表して厚く御礼を申し上げさせ

回の星薬祭の成功はなかっただろうと思い

ていただきます。
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●水泳部

ベスト4、女子が優勝、また同大会の個人で女子が1、2位に

水泳部では5月から8月までの火 ・ 金曜日の週2回、学校

入るなど、今年は素晴らしい結果になりました。男女とも

のプールで練習をしています。練習内容も初心者から経験

に仲良く、雰囲気が良い中で練習していますので、興味が

者それぞれに合わせて作られているので自分に合った練習

ある方、テニスが好きな方は是非、弓道場横のテニスコー

が出来ます。また、夏休みに入るとすぐに合宿に入ります。

トにお越し下さい。

合宿が終わると部員全員で海へ旅行しに行き夏を締めくく
●軟式テニス部

ります。
大会は六団体戦、東日本医歯薬看護学生水泳大会、薬連

私達ソフトテニス部は現在、３年生16人、２年生28人、

の年3回。またOBとの交流を深めるOB戦があります。今年

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

度の薬連では、昨年度に続き男子優勝、女子準優勝という

す。学内にコートを持つという恵まれた環境下にあるた

成績を残しました。

め、週に一度（土曜日）の全体練習の日はもちろん、平日も

現在では3年生17人、2年生6人、1年生13人の36人で活動

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。

しています。

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

●バドミントン部

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

私達バドミントン部は、毎週火水土の3回練習を行って

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

います。現在は3年生18人、2年生5人、1年生24人の47人で

囲気が良いです。

楽しく活動しています。春には新歓合宿、夏には合宿があ

また、OB、OGの方との繋がりが強く、6月に開催され

り、楽しく技術を身に付けることができます。また、他校

たOB,OG会には引退した４年生、院生のみならず多くの卒

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

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、

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

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

は、女子団体戦優勝、女子シングルス準優勝 ・ 3位、秋は女

とても寂しいですが、OB、OG会を通じて先輩方が関わり

子団体戦3位、男子新人戦3位、女子新人戦準優勝など成績

続けてくださることは、とてもうれしいです。

もよく着実に実力をつけている部活です。これからも、部

出場している大会は、東日本薬学生ソフトテニス大会

員皆で力を合わせ、技術を向上させ、良い成績を残せるよ

（春 ・ 秋）、関東理工学部ソフトテニス大会（春 ・ 秋）
、全日

うに頑張っていきたいと思います。

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OB,OG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。

●硬式テニス部
私達硬式庭球部は、現在男子10人、女子11人の21人で活
動しています。活動日としては毎週水曜日、土曜日の週2日
で活動していますが、部員の大半は活動日以外でも自主的
にテニスをしています。部員全員に向上心があり、初心者
も経験者もどんどん上達しています。とても活気のある部
活です。試合も年に4回公式戦があり、練習試合も積極的に
行っています。成績も、男子が東日本薬学科連盟の団体で
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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

夏の長期休暇を利用して、アスピリンやリドカインなどと

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。

いった有名な医薬品の合成をしたり、ルミノール反応など
の現在日常で利用されている化学反応を行ったりしていま

●弓道部

す。またSPPという 高校生に化学実験を体験してもらお

弓道部は毎週火、木、土の週3日大学の弓道場で活動して

う という試みも行っており、昨年度はこのSPP活動への

います。部員の大半が初心者で上級生、経験者の指導の下

支援を評価されて、揺籃会から表彰をうけました。毎年星

練習に励み技術を高めています。技術レベルを認識するた

薬祭にも参加し、模擬店をだすとともに展示も行い、これ

めに昇段審査を受けて段位を取得しています。今年は弓道

までの研究成果を発表しています。実際に皆で行う実験は

部初の四段を取得した人もいます。試合に関しては春 ・ 秋

基礎的でかつ安全なものばかりなので初心者でも大丈夫で

に行われる関東医歯薬系学生弓道大会へ参加し良い成績を

す。興味がある人は7号館4階有機化学研究部まで遊びにき

残すことを目標としています。また他大学との親善試合を

てください。

通して交流の幅を広げています。部内の交流も、通常日の
●薬理研究部

練習に加え、春と夏に行う長期休暇中の合宿を通して深め
ています。弓道部はもうすぐ創設40周年を迎えるので代々

薬理研究部は毎週金曜日の昼休みに部会、土曜日に第二

続く伝統を大切にして、楽しく弓道をしていきたいと思い

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

ます。

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「ℓ−メントールに鎮痒（ちんよう）作用があ
るか？」でした。一般にメントールと聞くと、ただスーッと
するだけの成分だと思われるかもしれませんが、この実験
ではそれ自体にかゆみを抑える効果があるという事を実証
しました。毎年実験結果は、星薬祭、十二月の東日本薬理
学連合の発表会で発表します。現在は総員19人で楽しく活
動しています。興味のある方は7号館3階薬理研究部へぜひ
遊びに来て下さい。
●フットサリスタ同好会

●バスケットボール部

フットサリスタは、毎月1回程度活動しているフットサ

私達バスケットボール部は月木土の毎週3回練習を行っ

ルサークルです。大学内に活動場所がないため、学外の

ています。部員は現在、男子15人、女子6人、マネージャー

コートを借りてゲーム形式の練習をしています。

4人で活動しています。春夏秋に薬学部で集まって試合を

フットサルはサッカーを縮小した様なスポーツで、その

する薬連の大会に出場しています。この秋、男子は3位、女

手軽さから初心者や女子でも気軽に楽しめ、今やサッカー

子はベスト8と好成績を残しています。これからは優勝を

の競技者人口をもしのぎます。フットサリスタにも16名の

目指して練習を重ねていきたいと思っています。

女子が在籍し、男子も半分は初心者という構成です。蹴球
好きな男女は是非参加を！楽しもう！！！

●ギター・フルート部

また、20年度から他大薬学部との交流試合を取り入れ、

私達ギター ・ フルート部は毎週月木にゼミ室を借りて

21年度には星薬が中心となり薬学リーグの設立・開催を目

練習している他、個々の予定に合わせて自由に活動してい

指しています。

ます。私達の部活ではギターやフルートのほかにバイオリ
ン、チェロ、クラリネット、サックス、ホルン、マンドリン、
ピアノ奏者も在籍していていろいろなジャンルの曲を演
奏しています。普段は各自がやりたい曲を練習しています
が、文化祭や発表会が近づくとそれに向けた練習をしたり
しています。現在部員のうちの多くはギター奏者ですが、
そのほとんどが未経験者です。経験者、未経験者問わず音
楽好き、楽器好き、少しでも興味を持った方はぜひ見学に
来てください。私達と一緒に楽しく音楽を創りましょう。
●有機化学研究部
有機化学研究部は、現在3年生7人、2年生18人、1年生29
人の計54人で活動しています。基本的な活動としては春 ・
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●生協学生委員会

た企画など発表し合ってお互いの企画を高め合うようにし

私達生協学生委員会は週1回月曜の昼休みに部会を行っ

ています。星薬祭では模擬店でやきそばを売ったり、チャ

ています。活動としては新入生に対して大学について先輩

リティバザーを行い、売上金を盲導犬協会に募金をしたり

からのアドバイスが書いてある冊子を作ったり、新入生全

しました。これから活動をより良くできるよう頑張ってい

体の歓迎会をやったり、本館案内などをしています。また

きます。

他大にある生協学生委員との交流があり、大学ごとにやっ

漢方研究部
私たち漢方研究部は、現在3年生13名、2年生15名、1年生39名で日々活動しています。部内の雰囲気はと
てもアットホームで、学年の壁を超えて先輩後輩共に仲の良い部活です。
活動としては、4月にサクヨウツアー、5月に勉強会を行います。この勉強会では、先輩方から漢方の知
識について教えていただきます。また、実際に漢方薬づくりも行います。例年、火傷薬である紫雲膏を作っ
ています。ときどき甘草茶など漢方由来のお茶もつくります。
8月には合宿を行ったり、全漢連の発表準備をします。また、毎年OB・OGの先輩方がいらっしゃり、卒業
した先輩方ともなお、交流が盛んです。
毎年11月〜12月に、全日本学生漢方研究会連盟総会（全漢連）を行っています。この行事は、他大学の漢方
研究会と合同で開催する発表会です。本年度は我が校が主幹となり開催し、計5校の参加となりました。学
術発表ではどの校もすばらしい発表でした。また、ゼミ発表において、私達は東京薬科大学と漢方について
熱い議論を繰り広げました。その後、外部の講師の先生による講演会を開催しました。テーマは『風邪と漢
方』についてでした。この日は、漢方について深く知ることのできる充実した一日となりました。
いつもは、7号館3階にある部室でのんびりとしています。部室の中は非常に快適なくつろぎ空間です。
また、部室の中にはたくさんの生薬や、漢方グッズもあります。少しでも興味のある方はぜひとも部室に遊
びに来て下さい。とても楽しい部活です。部員一同、お待ちしています。
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薬草園だより25

ハマギク
ほとんどの国では国花というものを制定している。国旗や国歌とちがい、多くは公式ではなく慣習で決
まっているようだ。国花というからにはその国民に愛され、その国を象徴する花ということになるが、国
花が薬用になる場合もあって問い合わせが薬草園に舞い込むことがある。各国の国花をあらためて眺めて
みると、先入観もあるだろうがいかにもその国らしいと感ずる例が多い。インド（ハス）、ギリシャ（アカ
ンサス）、スイス
（エーデルワイス）などがその例であろうか。逆にマダガスカル（ポインセチア）など意外
な組み合わせと思える場合もある。近隣国では中国（ボタン、キク）、韓国（ムクゲ）、北朝鮮（モクレン）で
あるが、韓国はトラジ
（キキョウ）
で、北朝鮮はチンダルレ（カラムラサキツツジ）だと思っていた人も多い
のではなかろうか。国花を通じてその国の気候風土や伝統・民族性を思い描くのも面白い。
ところで日本の国花は習慣上サクラとキクとされている。それを聞いて頷く人も多いだろうが、この2
つを併記することこそ、わが国の自然とそれを謳う国民性を象徴しているようにみえる。サクラは冬の厳
しさから目覚め、うららかな陽をあびて咲く花であり、多少乱れても動じないおおらかさがあり、思いが
内から外に向かう花である。一方、キクは冬に向かう晩秋の花である。菊花展などでは、冷気が漂う色づ
いた木々の中で少しの乱れも許さない、まさに研ぎ澄まされた審美感で見る花だ。思いが外から内に向か
う花であろう。サクラとキクの対比は四季が豊かな日本の中にあって、人々の花に寄せる思いをも鮮やか
に対比させている。
キクの中には日本を象徴するような学名をもつ植物が存在する。ハマギクがそれでNipponanthemum
nipponicumという学名をもち、文字通りわが国の特産種として北関東から東北の太平洋岸に自生する。花
の雰囲気が皇室の菊花紋に似ているのも特産種としての誇りの表れだろうか。薬草園のハマギクは日当た
りに恵まれず精彩を欠いているが、自生地の海辺では、秋に見事な懸崖咲きの群落をみることができる。
薬用植物園園長補佐

ハマギク
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