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星薬科大学大学院薬学研究科総合薬科学専攻の設置

教務部長

平成18年4月から薬剤師教育の6年制が新たに始ま

士課程の修了者には、
「修士

り、本学でも薬学部では
「臨床の現場における実践的

（薬科学）」の学位が授与さ

な能力を持った薬剤師の養成」を主目的とした修学年

河合賢一

れる。

限6年の薬学科（入学定員260名）と
「薬学領域における

さらに、2年後の平成24

企業の研究・開発・医薬情報提供部門、薬事行政担当

年4月には大学院薬学研究

者等創薬にかかわる人材の育成」を主目的とした修学

科総合薬科学専攻（修士課

年限4年の創薬科学科
（入学定員20名）を創設し、現在

程）の上に博士後期課程（博

まで薬学教育を実施してきて最高学年が4年生になっ

士課程）を設置する予定で

ている。薬学科は病院 ・ 薬局実務実習を5年次に実施

あり、また、薬学科を基礎とした新たな4年制博士課程

するための準備として学内における事前実習が実施

（医学部と同様）の専攻を設置する予定である。

され、共用試験（OSCEおよびCBT）の準備が進んでお

今回設置された「総合薬科学専攻（修士課程）
」は、従

り、学報が発行される頃には無事終了している予定で

来と同様に本学における学術研究の中心としての役割

ある。また、創薬科学科は卒業年次を迎え、3年次後期

とともに、薬学部の創薬科学科を基礎とした大学院で

から始まった特別実習もまとめの段階に入っている。

あり、
「医薬の創製からその適正使用に向けた生命にか

一方、大学院は薬学研究科に
「薬学専攻」および
「医療

かわる物質及びその生体との相互作用を対象とする統

薬科学専攻」の2専攻を設置し、現在までに1200名を超

合的な教育 ・ 研究」を実施し、従前から継続した大学

える薬学修士あるいは修士
（薬学）を、また、論文博士

院教育を施すとともに、もって、
「薬学領域を中心とす

も含めて300名を超える薬学博士あるいは博士
（薬学）

る大学の教員・研究者、製造企業の研究・開発担当者、

を輩出し、現在、修了者は製薬企業、公務員、病院、薬

薬学 ・ 医療領域で活躍できる公務員等の人材の育成」

局等広い分野で指導的役割を果たす立場で活躍してい

を目指して、社会の要請に応えるものである。また、

る。

進学者として本学の創薬科学科出身者はもちろんのこ

星薬科大学大学院の歴史を少しひもといてみると、

と、他大学薬学部４年制学科出身者や薬学部出身者以

昭和44年4月に薬学研究科
「薬学専攻」の
「博士前期課

外に理学部、農学部、工学部出身者からも広く人材を

程」
（ 以下「修士課程」と称する。入学定員16名）として

求めて大学院として充実する予定である。

設置が認可されたことに始まり、昭和50年4月からは

本学大学院では、平成12年4月から「社会人の現職教

博士後期課程（入学定員8名）を増設設置してきた。そ

育への貢献」を趣旨として大学院修士課程の科目のう

の後、昭和60年4月には修士課程の入学定員を28名と

ち医学関係者を講師とした科目を中心に夜間にも講

する定員増を行った。平成7年4月からは大学院薬学研

義を開講し（昼夜開講制）、大学院科目等履修生をはじ

究科薬学専攻に従来の研究室における基礎研究及び応

め、修士課程の学生にも広く知識を教授する機会を設

用研究を中心とするコースのほかに、修士2年次に6 ヶ

定してきた。今回の総合薬科学専攻設置にあたって

月の病院実務研修を義務付けた
「医療薬学コース」
（後

も、その趣旨と有用性を踏襲し、社会人（主に病院・薬

に
「臨床薬学コース」と改称）を創設した。平成12年4月

局で働く薬剤師）の生涯教育の一環として、これまで

には薬学研究科に新たに
「医療薬科学専攻」
（ 入学定員

の夜間授業科目を再編し、引き続き卒業生や社会人

25名）の設置が承認され、本学の大学院薬学研究科が2

等、薬学に携わる方々に医学の観点から見た薬学につ

専攻になり、現在に至っている。

いての講義を提供していくこととした。また、それら

創薬科学科の学生が卒業年次を迎えた平成21年6月

の科目については修士課程の学生はもちろん薬学科

に創薬科学科を基礎とする星薬科大学大学院薬学研

の学生にも選択科目として受講を可能にする予定であ

究科
「総合薬科学専攻
（博士前期課程
（修士課程））」
（入

る。

学定員16名）の設置を届出申請し、8月末日に届出が受

将来の研究等薬学・医療領域における中心的な人材

理され、平成22年4月からは従来の薬学研究科薬学専

の養成の場として、本専攻への入学者が増え、優秀な

攻および医療薬科学専攻の修士課程にかえて新たに薬

人材が続々と輩出されることを期待する。

学研究科「総合薬科学専攻
（修士課程）
」が設置され、学

（薬化学教室

生募集をすることとなった。なお、総合薬科学専攻修
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全田浩先生を偲ぶ

薬動学教室

教授

杉山

清

全田浩先生は2009年6月7日に

す。事前に全田先生から電話があり、齊藤教授の性格、好み、人

ご逝去されました。享年71歳で

間性、宗教、生い立ち等について詳細に尋ねられました。これ

した。創設に砕身努力された薬

だけでも驚くべきことですが、私が「齊藤教授は大変まじめな

剤師6年制教育の完成を見てい

方です」と申したところ、当日は、全く酒を飲まず、極めて真摯

ただくことができなかったこと

な態度で斉藤教授とお話しされ、無事に儀式が終了したことを

は、非常に残念です。

覚えております。この時以降では、素面の全田先生を見たこと

全田先生は、東京大学薬学部

は一度もありません。感謝と恐縮の思いでいっぱいです。

助 手 を 経 て、1968年4月、30歳

薬動学教室は臨床と接点のある基礎研究を行う研究室にした

の若さで助教授として静岡薬科

い、というお考えを全田先生は常に持っておられました。2001

大学・薬剤製造学教室に着任さ

年10月、私が助教授として星薬科大学に着任すると同時に、現

れました。坊主頭、大きな声、熱狂的なタイガースファン、自称

場の薬剤師のことをよく知る必要があるとの思いで、私に対し

バンザイ同盟会長等々、どれをとっても名物先生になるのに多

て、多くの病院薬剤師の先生方を紹介してくださり、最初の1年

くの時間を要しませんでした。私は先生が35歳の時に卒論生と

間は薬剤師の業務について学ぶ機会を与えてくださいました。

して薬剤製造学教室に配属されました。全田先生は私の直属の

現在、実務教育研究部門の部門長を務めさせていただいており

指導教員ではなく、実習室も別のところでしたが、先生が大学

ますが、この時の経験や人脈が大きな財産となっております。

に来られると必ず学生を叱る大きな声が聞こえてきました。ち

全田先生からよく伺った言葉の一つに、
「学生を嫌いな者は先生

なみに、先生は朝3時頃に起きられ7時頃には大学に来られて研

になるべきではない」があります。全田先生は学生をこよなく

究をやっておられました。当時は確かスルガトキシンの研究を

愛し、暇を見つけては学生に対して、ご自分の人生経験や薬剤

やっておられたと思います。1 ヶ月に1度、研究室全体で行われ

師のあり方などを話されておりました。また講義をお願いした

るセミナーがありましたが、全田先生には完膚なきまで打ちの

折には、
「こんな年寄りの話なんか聞いても仕方ないだろう」と

めされたことを覚えております。学生を教育する上で、心から

言いつつも、大変喜んで引き受けていただきました。こんな次

叱ってくれる先生が減ったことは寂しい限りです。

第ですので、本心では定年まで星薬科大学の教授として奉職し

1979年12月、全田先生は信州大学医学部付属病院の薬剤部長

ていたかったものと推察されますが、2002年4月には定年を待

に就任されました。この際に、教授選考に必要な薬剤師免許書

たずして客員教授となり、病院薬剤師会の会長職に専任されま

を申請しておらず、推薦者の田村善蔵先生から大変お叱りを受

した。その後、2006年3月まで病院薬剤師会会長職をお務めに

けた話を何度となく先生から伺ったことを覚えております。こ

なられ、同年4月からお亡くなりになられるまでは、星薬科大学

こからは、基礎薬学の研究者に別れを告げ、薬剤師としての人

の特任客員教授および星薬科大学理事として本学のために語り

生へ転機したわけです。1998年、日本病院薬剤師会は臨時代議

尽くせない大きな貢献をされました。特に、実務教育に関して

員会で会長の不信任案が可決され、会長不在という未曾有の事

は多大なご指導を賜りました。実務教育研究部門では、2 ヶ月

態になりました。この事態を受け、会員の信頼を集め事態を収

に1度、部門会議を行っておりますが、客員教授でもあり部門長

拾できる人物として、全田先生が1999年4月に、日本病院薬剤

経験者でもある全田先生には毎回出席していただいておりまし

師会会長に就任された次第です。会長に就任されてからは所轄

た。会議の席でも大胆不敵のスタンスを崩さない先生でしたの

官庁、関係団体等に対して「頭下げ行脚」をなされ、大変ご苦労

で、時には大声で叱責されたこともありましたが、先生の会話

されたと伺っております。そんなおり、当時星薬科大学の学長

や発言には常に暖かいヒューマニズムに満ちたものがありまし

をなされていた南原利夫先生からお誘いがあり、翌2000年9月

た。実務教育研究部門を代表して深く感謝申し上げます。

には、薬動学教室の教授として星薬科大学に移られました。こ

2009年5月27日、全田先生の奥様から電話をいただき、10日

の間、私は全田先生とはほとんど接点はなく、全田先生が信州

ほど前に先生が段差でつまずき転倒され信州大学付属病院に入

大学で薬剤部長として、また病院薬剤師会会長としてどのよう

院されていること、出血が止まらずICUに入っておられ危篤状

に活躍していたかは全く知りませんでした。私の頭の中にある

態であることを知らされました。すぐに駆けつけましたが、そ

全田先生は研究者としての姿でしかありませんでした。2001年

の時にはすでに意識はなく、何一つ会話を交わすことはできま

5月、静岡での薬剤師会の講演のおり、たまたま全田先生と食

せんでした。奥様が全田先生に向かって大声で私が来たことを

事を一緒にする機会があり、この席で星薬科大学助教授の話を

告げた時、かすかに反応したような姿が今でも脳裏に残ってお

伺いました。全田先生とゆっくりお話するのは20年ぶりでした

ります。6月7日には、かつて薬剤部長をしておられた信州大学

が、酒の勢いもあり、私はその場で「よろしくお願いします」と

付属病院にて、帰らぬ人となってしまいました。私は星薬科大

即答致しました。後に家内から聞いた話ですが、全田先生は、

学に来てから約8年間全田先生と接してきましたが、この間、先

私が助教授から助教授に移ること、静岡から東京へ移ること、

生が私に対してお願いしたことも命令したことも一度もありま

先のことは全く保証できないことを心配されて、家内に確認の

せんでした。師弟の間柄、上司と部下の間柄ではありましたが、

電話をされたそうです。先生の心配性と非常に細やかな気配り

実に潔い先生でした。

には驚かされました。私が星薬科大学に移るに際して、もう一

福島県郡山に生まれ、親を敬い、人と酒をこよなく愛し、豪

つ忘れられない出来事があります。当時私は病態生理学教室の

放磊落に生きた先生はもはやおりません。今となっては、何一

助教授をしておりましたが、星薬科大学に移るに際し、私の上

つ伺うことも、お願いすることもできないことが残念です。こ

司の齊藤教授に挨拶に来ていただけることになった時のことで

こに慎んで全田先生のご冥福をお祈り申し上げます。
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国際学術交流委員長
平成21年10月27日
（木）から29日
（土）の3日間にわた

本多

利雄

とし、学術的な発表は主に face to face で議論でき

り、本学と姉妹校協定あるいは学術交流協定を締結し

るポスター発表を意識しました。

ている6大学が世界から集まり、本学医薬品化学研究
所・大谷記念ホールにおいて、 2nd Joint Symposium
on Future Prospect of Pharmaceutical Sciences, 2009
Tokyo と銘打った第2回Joint Symposiumが盛大に開
催されました。第1回Joint Symposiumが本学で開催
されたのは平成17年10月であり、以来丁度4年が経過
しました。前回は中国の北京大学、米国のテキサス大
学オースチン校、インドネシアのアイルランガ大学、
そして星薬科大学による4校のJoint Symposiumでし
たが、その後、スウェーデンのウプサラ大学、タイ王
国のチュラロンコーン大学、さらにマレーシアのプト

ポスター討論

ラ ・ マレーシア大学とも学術交流協定を結び、今回は

まず、10月27日の午前10時30分に外国からの参加者

計7校のシンポジウムになってますます国際色を増し

と本学国際学術交流委員が会議室にて一堂に会し、そ

てきました。外国の各大学からは3 〜 4名の参加者が

れぞれの自己紹介から会議はスタートしました。その

あり、また本学はほとんどすべての教室 ・ 研究室から

後、ラボツアー（研究室見学）を行い、充実した本学の

積極的に教員および大学院生が参加してくれましたの

施設や研究設備を堪能してもらいました。午後から始

で活気のあるシンポジウムとなりました。

まったシンポジウムでは開会宣言の後、シンポジウム

本学は世界に奉仕する人材育成の揺籃である とい

委員長の挨拶に続き講演会が始まりました。本シンポ

う建学の精神に則り、世界的規模で活躍可能な、また

ジウムは講演および討論が全て英語で行われ、外国か

世界的視野から判断可能な人材を輩出すべく、諸外国

らの多くの参加者とも相俟って、さながら国際学会そ

との国際学術交流を精力的に推進しているのは他の薬

のものといった熱気に包まれていたのが印象的でし

科大学には見られない本学の極めて大きな特徴であろ

た。

うと思います。また、教育は言う及ばず研究活動にも

初日のシンポジウム終了後、本学ステラにおいて歓

情熱を持ち実績のある本学だからこそ開催可能なシン

迎会が開催されました。ギター ・ フルート演奏部の奏

ポジウムではないかと自負しています。現在も本学の

でに随って、海外からの参加者をお迎えし、まず本学

国際学術交流事業の一環として、これら諸外国の各大

を代表して大谷卓男理事長に歓迎の辞となるご挨拶を

学とは学生の相互交換や共同研究を通して常に活発か

いただきました。今回、このように国際色豊かなシン

つ親密な交流を続け、互いのレベルアップを目指して

ポジウムを本学で盛大に開催することが出来ましたの

います。このような国際交流は、本学の学生が将来世

は、理事長を始めとする理事会の温かいご支援の賜物

界に飛躍するための第一段階として利用することも出

であり、また大谷理事長の教育研究に対する深いご理

来る意義深いものでありましょう。

解とご配慮によるものと改めて感謝申し上げる次第で

以下に今回のシンポジウムの概要を簡単に紹介しま

あります。次いで、大谷利勝理事から流暢な英語によ

すが、タイトルにもありますように特に限定したテー

るご挨拶があり、参加諸外国の言語も交えたスピーチ

マに限ることなく、逆に各大学の特色が出るような内

に対して参加者からも盛大な拍手喝采が寄せられまし

容のシンポジウムにすべく企画をしました。したがっ

た。今回、唯一の心残りであったのは中嶋暉躬学長が

て、口頭発表は各大学1演題に限り、講演時間と質疑応

腰痛のため急遽参加できなくなったことでしたが、学

答時間を充分にとって互いの理解を深めることを目的

長のメッセージが司会から読み上げられて海外から
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の参加者も安堵得心した次第です。続いてウプサラ大

の質問に立ち往生する場面も見られましたが、貴重な

学 ・ 学部長の Fred Nyberg教授から外国人参加者を

経験で良い想い出になったものと思います。

代表してスピーチをしていただき、乾杯の後、懇談会

最終日は本学を代表して武藤章弘准教授による講演

に入りました。英語と日本語が飛び交う歓迎会が和や

があり、またすべての講演終了後、小生の閉会の辞を

かな雰囲気の元に進行していきましたが、本学からは

もって成功裡にシンポジウムを終えることが出来まし

ほとんどの教員が参加し、もちろん大学院生の参加も

た。3日間にわたる第2回Joint Symposiumは終始活気

あって友好的かつ活発な交流がなされ、外国からの参

に溢れ、相互理解のうえでもまた世界の科学の進歩を

加者も心底喜びかつ楽しんでくれた様子が伺えまし

知る上でも大変有意義な機会でした。前回と同様に、

た。本シンポジウムの目的の一つであるグローバルな

シンポジウムの最終日は星薬祭の初日に当たりました

国際交流も存分に達成したのではないかと思っていま

ので、参加者も展示や模擬店を興味深く見学し、それ

す。第2回とは言え、本Joint Symposiumを全学的な行

ぞれ帰途につきました。外国からの参加者からは、帰

事と捉えて、教職員が協力体制を築いてくれた結果、

国後に心こもる感謝のＥメールが多く寄せられ、主催

今回のような学術的にも価値のある有意義なシンポジ

者側として胸を撫で下ろすと共に大変嬉しく感じてい

ウムを開催することができたと喜んでいる次第です。

ます。

実行委員会としても、本学関係者にはこのような機会
を利用して、教育研究に対する本学の姿勢を諸外国に
積極的にアッピールしてもらうと同時に、特に若い先
生方には外国の人達と自ら進んで接していただき、世
界に飛躍するステップにしてもらいたいと真に願って
おります。歓迎会の中盤には、諸外国からのゲストの
紹介と各大学からのスピーチがあり、さらにはゲスト
全員に対する本学からの記念品の贈呈を行いました。
本学と関係諸外国の大学が一段と親密さを増し、学術
交流が今後益々盛んに行われることと信じています。
エクスカーション（皇居前）

今回のシンポジウムは交際学術交流委員会が中心と
なり企画 ・ 実行したものですが、前回とほぼ同じメン
バーであったため各自が役割を把握しており、比較的
円滑に進行したのではないかと思っています。しかし
ながら、本シンポジウムは、講演や座長を快く引き受
けてくれた先生方、ポスター発表に積極的に参加して
くれた各教室 ・ 研究室の皆様、そしてシンポジウム進
行に献身的な奉仕をしてくれた助教 ・ 助手の先生、事
務職員、大学院生なくして開催することは出来ません
でしたし、ここまで活気のあるものにはならなかった

歓迎会
（代表スピーチ、Fred Nyberg教授）

シンポジウム2日目は、午前中に口頭発表があり、午

と思います。実行委員会を代表してここに改めて感謝

後は日本の典型的な雰囲気を楽しんでもらおうという

いたします。また、このような機会を通して大学教職

趣旨から、短い時間ではありますが、浅草、皇居、お台

員が一つになり、同じ方向を目指して前進することが

場へとエクスカーションに出かけました。皇居では二

出来れば本シンポジウムを開催した意義も極めて大き

重橋を背景に記念撮影を行い、しばしリラックスしま

いのではないかと感じています。

したが、日本情緒にゆっくり浸る時間もなく急いで大

最後に、同じ主催者側ということでお名前は割愛さ

学に戻り、夕方6時からポスター討論を行いました。今

せていただきましたが、シンポジウムを成功裡に終了

回のポスターは本学の各教室研究室も含めて54演題が

するため多大のご尽力をいただきました星薬科大学国

発表され、それぞれ活発な質疑応答が行われました。

際学術交流委員の先生方に心より御礼申し上げます。

発表者にはもちろん大学院生も含まれており、英語で

（薬品製造化学教室
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星一先生ゆかりの話
昭和25年度卒
（旧制８回）

佐藤

博

本稿は、平成22年1月19日
（火）青山霊園にて開催された
星一先生墓前祭における
「星一先生ゆかりの話」の内容で
す。
＜はじめに＞
只今ご紹介頂きました旧制8回生の佐藤博です。
私は、星一先生の墓前で、諸先輩についで、星一先生の
謦咳に接し得た最後の年代
（昭和6年生れ）
のひとりとして、
星薬大西村忠典理事の推せんで思い出等をお話出来る光栄
を与えて頂いたことに感謝申し上げる次第です。事前に星
先生ゆかりの話として、資料を頂き、成可く重複しない内
容をお話したいと存じます。偉大な星先生との接点は昭和
23年4月入学から昭和25年11月壮行の時迄2年有余の期間し

きドナウ」等歌劇団とバレー団の前座として出演出来た感

かございませんでした。同期の栗原忠聖氏が、同じ接点乍

激は今でも忘れられません。

ら、巾広い内容のお話を、上手にまとめられたので、私な
りに半世紀以上前の、苦しかった、貧しかったが明るい未

＜星一先生との出会い＞

来を目指し、校歌にもある
「新生の祖国と共に」
歩んだ青春

星製薬焼ビルで授業が始まったわけですが、白髪の星一

の思い出の中での星一先生とのご縁がお話出来れば、これ

先生が理事長として訓辞されたことは、建学の理想と敗戦

以上の幸せはございません。

からの復興の息吹きと、星製薬の窮状の訴えとが、混然一
体となって私の印象として残っています。星先生の講話の

＜星薬に入った動機＞

中で特に感動を受けたお話があります。それは、朝起床後

日本橋で理化学器械を扱っていた父が、関連して劇毒物

の小便の色を見て、1日の体調を判断しなさいと云うこと

の薬品を販売するため薬剤師を雇っていました。息子に薬

でした。確かに、元気発刺の時は小水は無色透明ですが、

剤師になって欲しいと望んでいましたが、戦災に罹い、終

着色の度合いが濃い時は疲れが出たのだから、無理をしな

戦後、当時流行った発疹チフスに父が罹患急死。私を頭に6

い様努めなさいとのご託宣でありました。この話を覚えて

人の子女をかかえた母が、疎開先
（長野）
から戻ることが出

いる同級生は少いと思いますが、何故か今でもしっかり思

来ず、当時3万円あった父の生命保険は会社再建のため使

い出し、私自身の健康管理のバロメーターとして、先生の

われ、進学を望んだ私は、自ら星薬専を選び、日本育英会

教訓として守って居ります。

の奨学金
（星薬入学を条件に）を得て、昭和23年3月上京し
ました。当時働き乍ら学べるSSC（セルフサポーティング

＜左書の努力＞

カレッヂ）構想があった星薬専が、私の最も頼れる進学校

講堂の入口に飾られていた「親切第一」の言葉について

であったわけです。

は、河村太郎先輩がお話しになって居られましたが、私に
は特にご署名の所に星一左書という文字が非常に印象的で

＜ドームの思い出＞

した。これは、ご自分の努力で左手で書かれたという証左

昭和24年7月15日在日米軍より、念願のドーム本館が返

であり、鍛え方で左でも書ける、今で言う不労委縮を避け

還されました。在校生が焼けビルの星製薬から机椅子等を

られた努力の表われと感銘した次第でした。

運び込んで、全校生一丸となって新たな門出を涙して喜ん
だものでした。壁画に関しては西村忠典理事より既にお話

＜SSCとの係わり＞

があったことと存じますが、当時まさかそのまま無瑕で返

昭和24年7月迄目前のドーム返還を夢見て、ゲタバキで、

還されるとは思いませんでした。その素晴しさに何もかも

雨の日は教室内で傘が必要だった授業も、目標があって楽

ペンキで塗りたくったアメリカ人にも手出しが出来なかっ

しい思い出でもありました。実験器具を父の後を継いだ従

たものと思われました。

兄の会社から仕入れ、同級生や学校に安く売って、生活費

ドーム講堂で藤原歌劇団と谷桃子バレー団及び本学コー

や小遣いを稼がせて頂きました。SSC構想が具体化し、ドー

ラス部共演の大イベントが、返還記念として開催され、星

ム校舎返還を機に、星一理事長より三台の水島（ミズシマ）

一先生も理事長として大喜びで観覧されました。当時コー

オート三輪車の寄贈がありました。急拠、先輩や免許を

ラス部に所属していた私も張切って、
「流浪の民」
「美しき青

もっている友人の指導で、車の免許を取るべく、15分の講
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習で運転技術を習得、数人の同級生と品川鮫州へ車持ち込

題に供しています。

みで受験、見事450円也で合格、免許を取得出来ました。79

壮大な星チェーン構想は幾多の変遷を経て、大正 ・ サト

才の今でも有効に免許証を使わせて頂いています。栗原忠

ウ ・ エスエスチェーンの形で残り、医薬品業界に先鞭をつ

聖氏（同期生）
も云われていましたが、実際にはあまり車は

けられました。現在の星製薬はTOCの一角で営業してい

役に立たなかったようでした。SSCではサッカリン・ズル

ますが、もっと多くの同窓生会員の薬局で「クスリはホシ」

チン ・ ポマード等学生が作り市場に売りに出、盛業だった

を取扱って頂きたく、星一先生の偉大な遺産星製薬のた

気がしました。

めに、いささかなりとも貢献出来ればと日々思って居りま
す。

＜星製薬のこと＞
星一先生のあまりにも偉大な施策を実行されたせいか、

＜クラス会の自慢＞

出る杭は打たれるたとえで、100年早く傑出した星一先生

私共23年入学の八星会は故河内佐十、今日お見えの大沢

が、アヘン問題等で時の官僚や製薬業界から締め出された

敬子本学名誉教授共々、栗原忠聖会長のもと、毎年クラス

経過は、伝記等で詳らかですが、当時の星製薬の窮状は、

会を開催しておりますが、それ以上自慢出来るのが昭和23

学生に自社株を買って欲しいと云った程厳しく、星製薬所

年12月結成したコーラス部を母体として発足した星桃会の

有のツルマーヨ
（ペルー）
の麻薬栽培地の返還交渉に、25年

存在です。毎年新年に集い、交流を深め、60年以上続いて

11月星一先生ご自身のご出立前の壮行会が階段教室で行わ

いるのも、星イズムのもと、同冠の士として、共に苦しみ

れました。その後、突然の悲報に接し、志半ばでアメリカ

に耐えて、健康で居られる今がある青春のあかしとして、

で、客死されたのが昭和26年1月19日、今日はその60回の忌

まだまだ続ける所存です。
（現在8名）
（会員は年令数え80才

日に当ると思います。ご遺体がアメリカよりドーム講堂に

以上です）

2月24日ご搬入され、ご対面出来たことが今でも強い印象
として残っています。
（写真が残っていたためかも知れませ

＜師と仰ぐ三人の方々＞

ん。ご柩の写真は当時不謹慎として門外不出でしたが、写

人生八十年、私には生涯の師と仰ぐ三人の偉大な方々が

真部員が撮られた一枚が手許にありました。
）
資料の一部と

居られました。今年の年賀状に「発心・実行・継続」
をモッ

して、三澤教授に進呈致しました。

トーに歩んで参りましたが、継続を止めた時、老（オイ）
が
やって来るといわれているので、未だ若い気持ちで、いろ

＜同窓会活動＞

いろな事を実行していると記しました。薬学を志し、今も

昭和26年卒業後国家試験合格を土産に、生れ故郷の日本

薬剤師として現場に居られるのも、星一先生に憧れて発心

橋本町の試薬会社に就職、化学薬品を取扱うことになりま

しました。二人目は漢方を学び、患者に触れるため、指圧

した。母校H型実験室に出入りし、母校同窓会との接触が

の道に入り、浪越徳治郎先生の弟子になり終生ご指導を頂

多くなり、久保義雄氏
（21年）
に請われて、名簿編さんに携

き、施しと母心の精神で現在も指圧治療に携わって居りま

わりました。その後同窓会活動に、武藤裕道
（25年同期生）

す。三人目が政治の師、元民社党衆議院議員和田耕作先生

事務局長を補佐し、その間学校評議員としても2期学校経

です。京大事件の弾圧にもめげず、是々非々主義で戦後の

営にも参画し、平成半ば迄同窓会幹事として協力しまし

復興に尽され、私の選挙にお力を頂き、その関係で今も選

た。その後清水製薬社長を引退された栗原忠聖氏と事実上

挙管理委員会関係の仕事を続けて居ります。後のお二人は

交替し現在に至っています。

100才近く迄お元気で活躍されて居られました。

＜選挙活動＞

＜おわりに＞

私事ですが、昭和56年7月、当時の民社党から東京都議会

まとまりのない話を聞いて頂き、感謝申し上げます。星

議員選挙に立候補したご縁で、星薬同窓会に政治連盟を発

一先生を知る方々が時代と共に少なくなって行くのは残念

足（会長大屋博氏22年）
。地方薬剤師議員として活動してい

ですが、歴史に残る偉人として、末永く奉賛出来ますよう

る同窓生への支援活動に努めました。このことは、柳浦才

願って居ります。

三氏（20）
伊瀬吉之助氏
（21）
等先輩方が当時参議院議員に最

ご静聴有難う存じました。

高点当選を果した星一先生の応援活動に努力された経緯を

（合掌）
平成22年1月19日

踏まえ、私の人生に色々アドバイスを頂いた次第です。

佐藤

＜新たに星製薬とのつながり＞

博（79）
（昭和25年度卒）

有限会社瀧島薬局・三法指圧所 経営
中野区明るい選挙推進協議会 会長
東京都薬物乱用防止推進中野地区協議会 会長
東京薬業協同組合連合会 常任理事
（一般法人）日本指圧協会 常任理事

昭和33年中野で開局、50年が過ぎました。只今ひょんな
ご縁で日本指圧協会物品販売委員会委員長として星製薬の
商品を取扱っています。それは、新たな
「コラーゲン」及び
大谷孝吉前社長と柳浦才三先生の産学共同開発の
「ホシ隈
笹」です。会社より星の赤缶胃腸薬を頂き、店頭に置き、話
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マレーシア・プトラ大学の生物科学研究所

天然物研究室のNordin Lajis 教授（右）とスタッフ

マレーシアの熱帯雨林を歩く
（生薬学教室のメンバー、筆者手前）

本学では、５つの海外の大学
（中国 ・ 北京大学、米国 ・

名）にも同行してもらい、彼らの知識をたよりに貴重な植

テキサス大学、インドネシア ・ アイルランガ大学、タイ ・

物の採集を行い、多くの収穫を熱帯雨林から得ました。ま

チュラロンコーン大学、スウェーデン ・ ウプサラ大学）と

た、UPM 大学内では、学術交流協定締結の記念に講演会

学術交流協定を結び国際交流を行っております。この度、

を開催して頂き、薬用植物をはじめとする天然植物資源の

国際学術交流活動の一環として、マレーシア ・ プトラ大

多様性と重要性に関して、様々な角度からの討論をして参

学の生物科学研究所と学術交流協定の調印が交わされ、正

りました。

式に両校の学術交流が開始されました。マレーシア・プト

1992年につくられた「生物多様性条約 (Convention on

ラ大学
（University Putra Malaysia ； UPM）
は1931年にマ

Biological Diversity; CBD)」は、生物の保全、持続的な利

レーシア農業大学として設立され、現在ではマレーシアの

用、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正な配分を目的と

名門大学の一つとなっています。学生数18000、大学院生

する国際条例であり、日本を含む190 ヶ国とECが締結して

9000人が所属し、医学、理学、工学、農業生物工学、社会科

います。生物多様性は人類の生存を支え、人類に様々な恵

学、情報通信技術などにおいて世界的に確固たる評価を

みをもたらすものであり、生物に国境はなく世界全体でこ

受けているエリート高等教育機関であります。現在、メイ

の問題に取り組むことが重要です。この条約には、先進国

ンキャンパスでは、16の学部、9の研究所からなり300以

の資金により開発途上国の取組を支援する資金援助の仕

上の分野にわたる大学院プログラムが開講されておりま

組みと、先進国の技術を開発途上国に提供する技術協力の

す。マレーシア・プトラ大学のなかでもはじめに創設され

仕組みがあり、経済的・技術的な理由から生物多様性の保

た代表的な生物科学研究所
（写真）と学術交流協定を締結

全と持続可能な利用のための取組が十分でない開発途上

いたしました。この研究所は、生物学分野における研究開

国に対する支援が行われることになっています。また、生

発を増進するために設立されたものであり、資源開発と科

物多様性に関する情報交換や調査研究を各国が協力して

学・技術力を強化しうる領域に焦点を当てております。

行うことになっています。

1200 ヘクタールもの広大なキャンパス内には、ゴルフ

多くの研究者により多様な植物資源を利用するために

場、乗馬場、駅などもあり、マルチメディア ・ スーパー ・

はメガダイバーシティセンターと呼ばれる生物資源の豊

コリドー（MSC）
内に位置しているばかりでなく、プトラ・

富な熱帯資源国にアクセスすることが有効であると認識

ジャヤ
（マレーシアの新行政府）
、マレーシアのシリコン ・

されております。インドネシア、タイと同様にマレーシア

バレーであるサイバー ・ ジャヤにも隣接しており、UPM

にも多くの伝承薬物や未利用植物などの天然資源が存在

の学生と IT 企業家、研究者間の知的交流機会が得やすく

することから、本学にとっても今後は重要な共同研究の

なっております。

場になるものと確信しています。グローバル化を迎えた昨

学術交流締結に先立ち、一昨年、生薬学教室の大学院生

今、教育研究を通しての諸外国との交流は重要な推進事業

（3名）とUPM 生物科学研究所のメンバーで、マレーシア

であります。国際交流を通して様々な複眼的な視点を身に

東海岸のテランガヌー地方の民間伝承薬の調査を目的と

つけることが、今後の学生の教育研究の大きな礎となり、

して熱帯雨林を探索して、様々な薬用植物を採集してまい

世界に奉仕する人材育成につながることを期待する次第

りました
（写真）
。研究所に所属する植物学者も同行して、

であります。

採集した珍しい植物の同定を行うとともに、原住民族（3
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Journal of Smooth Muscle Research
ベスト・ダウンロード賞 (2009) (Original Article 部門) を受賞して
薬理学教室 准教授 千葉 義彦
こ の 度、 日 本 平 滑 筋 学 会 のOfﬁcial Journalで あ る

用が相まって平滑筋収縮反応が惹起される、一般的な教科

「Journal of Smooth Muscle Research」に 掲 載 さ れ た 私

書にはこのような説明が記載されています。しかしながら

どもの論文が、
「ベスト ・ ダウンロード賞
（2009）
（Original

この PKC には10種類以上のisoformsが存在しており、さ

Article部 門）
」を 受 賞 い た し ま し た。対 象 と な っ た 論 文

らに、それぞれのPKC isoformの機能的役割についてはま

タ イ ト ル は
「Probable involvement of epsilon-isoform

だまだ不明な点が多いのが現状です。私ども薬理学教室で

of protein kinase C in rat bronchial smooth muscle

は「気道の薬理学的研究」の一環として、気管支平滑筋収縮

contraction induced by acetylcholine」で あ り、2008年 に

時のCa2+感受性亢進メカニズムの解明についても研究を

掲載されたものです。このジャーナルは学術雑誌としての

行っています。これまでに、PKCの下流ターゲットである

刊行のほかインターネットにて公開されており、いわゆる

CPI-17という比較的新しく発見されたタンパク質の活性

フリー ・ オンライン ・ ジャーナルとして世界中で閲覧す

化が、気管支平滑筋のCa2+感受性亢進に関与しており、こ

ることが可能です。本論文の掲載年である2008年の一年間

のPKC/CPI-17シグナリングの増強がアレルギー性気管支

で合計213回のダウンロードがあり、同年に掲載されたす

喘息時の気道過敏性発症に関与している可能性を示唆し

べてのOriginal Articlesのなかで最も頻回にダウンロード

てきています。今回の受賞論文では、このCPI-17の活性化

されて今回の受賞に至ったと学会より報告を受けました。

に関与しているPKC isoformがPKCεであることを初めて

2009年7月に名古屋にて開催された第51回日本平滑筋学会

証明しました。

総会の席で、本論文のcorresponding authorとして私が代

数多くのPKC isoformsの中には、正常生理機能に重要

表して賞を受けてきました。
本論文の研究内容は、薬理学教室教授

な役割を演じているisoformsも多くあります。現在までの
三澤美和先生

ところ、いわゆるPKC阻害薬が数多く開発されておもに研

のご指導のもと、酒井寛泰助教が中心になって行った研

究ツールとして用いられてきていますが、そのほとんどは

究成果をまとめたもので、気管支平滑筋収縮に重要な役

個々のisoformに対する選択性を有しておらず、このよう

割を担っているタンパク質の一つであるprotein kinase C

な正常生理機能にも影響を及ぼしてしまう可能性があり

（PKC）のうち、acetylcholine（ACh）による収縮反応には

ます。今回の研究成果より、PKC isoformsのうちPKCε

特にPKCε isoformが大きく関与していることを薬理学的

のみを選択的に抑制するような薬物の開発が、気道過敏性

に証明しました。星薬科大学ご卒業の皆さんも薬理学等の

を抑制するといったまったく新しいタイプの気管支喘息

講義で学んだことと思いますが、気管支平滑筋は主に副交

治療薬の開発につながる可能性が示唆されました。しかし

感神経の支配を受けており、遊離されたAChが気管支平滑

ながら、基礎研究におけるevidenceはまだまだ十分である

筋細胞膜上に存在するムスカリンM3受容体に結合するこ

とは言えません。この受賞を励みにますます研究を向上さ

とによりその収縮反応が惹起されます。このM3受容体に

せて、患者さんのために貢献できたらと考えています。

AChが結合すると、三量体GTP結合タンパク質Gqの活性

最後になりましたが、本研究の遂行にあたりご指導を賜

化を介してphospholipase C（PLC）が活性化されます。活

りました本学薬理学教室教授

性化されたPLCは、細胞膜リン脂質を基質として、inositol

申し上げますとともに、ご協力をいただきました山本麻希

1,4,5-trisphosphate（IP3）とdiacylglycerol（DG）の 産 生 を

さん（平成17年度本学修士卒、受賞論文の共著者）
をはじめ

2+

三澤美和先生に厚く御礼

促し、産生されたIP3が気管支平滑筋細胞内のCa 濃度を

とする多くの薬理学教室大学院生、卒論生の皆様に、深く

上昇させるとともにDGがPKCを活性化させ、これらの作

感謝いたします。
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平成21年度日本薬学会関東支部奨励賞を受賞して
創剤構築研究室 准教授

服部

喜之

この度私は、日本薬学会

-carboxyamidoethylene-N -hydroxyethylamine）を 用 い て

関東支部奨励賞を平成21年

調製した正電荷ナノ粒子製剤（NP）が、癌培養細胞ならび

10月3日に埼玉県の城西大学

に腫瘍内投与した担癌マウスの固形癌に対して、DNAの

薬学部で開催された第53回

高い遺伝子発現を誘導できることが判りました。さらに、

日本薬学会関東支部会にて

癌特異的且つ高効率に遺伝子導入するために、癌細胞で多

受賞致しました。奨励賞の

く発現している葉酸受容体のリガンドである葉酸をナノ

本題目は
「癌遺伝子治療のた

粒子製剤の表面に修飾した葉酸修飾ナノ粒子製剤
（NP-F）

めの非ウイルスベクターの

を開発しました。そして、NP-Fを用いることで、葉酸受容

開発」という癌遺伝子治療に

体を介して癌細胞に特異的にDNAを送達できることも明

用いる脂質から構成される

らかにしています。

遺伝子導入用製剤の研究開

開発したナノ粒子製剤が癌遺伝子治療に有効であるこ

発について、私が星薬科大学において行ってきた研究であ

とを示すには、癌細胞に治療用遺伝子を導入し、癌増殖抑

ります。本受賞は、私のみならず当研究室のこれまでの研

制効果を誘導できるかどうか調べる必要性があります。そ

究実績が評価されたと思い大変感激しています。以下に、

こで、NP-Fを用いて癌細胞を移植した担癌マウスの固形

受賞研究内容の概略を述べさせていただきます。

癌に直接、治療用遺伝子を腫瘍内投与し、癌増殖抑制効果

抗癌剤により治療効果を示さない難治性の癌に対する

が得られるかどうか検討を行いました。その結果、治療用

新たな治療法として遺伝子治療が期待されています。癌

遺伝子として自殺遺伝子治療のための単純ヘルペス由来

の遺伝子治療には、治療用遺伝子を癌細胞に送達するた

チミジンキナーゼ遺伝子や癌抑制遺伝子であるコネキシ

めの遺伝子ベクターが必要であります。これまで遺伝子ベ

ン43遺伝子を用いたところ、扁平上皮癌や前立腺癌担癌マ

クターとして、導入効率の高いウイルスベクターが多く使

ウスに対して高い抗腫瘍効果を得ることに成功すること

用されていましたが、免疫応答の惹起や白血病の発症など

が出来ました。

の副作用のため、安全性の高い非ウイルス性の遺伝子ベク

以上のことから、我々が開発した正電荷コレステロール

ターの開発が望まれています。非ウイルス性の遺伝子ベク

誘導体から構成される脂質ナノ粒子製剤は、癌治療用遺伝

ターの一つに、正電荷脂質から構成されるリポソームなど

子ベクターとして有用であることが明らかになりました。

の脂質ナノ粒子製剤が用いられておりますが、導入効率が

しかしながら、現在、静脈内投与により腫瘍へ集積し高効

低いという欠点があります。また、現在臨床応用されてい

率に遺伝子発現を誘導できるナノ粒子製剤の開発は成功

る非ウイルス性遺伝子ベクターは、前立腺癌やメラノーマ

されていません。今後は、臨床で使用できる静脈内投与可

など局所投与可能な部位への腫瘍内投与による治療方法

能な癌遺伝子治療用脂質ナノ粒子製剤の開発を目指して

しか確立されていません。

研究を進めたいと考えています。

我々は、安全性の高い脂質ナノ粒子に注目し、導入効

最後になりますが、本研究において多大なるご支援とご

率の高い遺伝子
（DNA）送達用ベクターの開発を行いまし

助言を賜りました米谷芳枝教授及び、ご協力くださいまし

た。DNAは負電荷を有することから、正電荷を有する脂

た川野久美助教、大学院生の皆様に感謝いたします。

質ナノ粒子製剤はDNAと混合することで安定な複合体を
形成し、癌細胞内に容易に遺伝子を導入することが出来
るようになります。まず我々は、脂質ナノ粒子を構成す
る正電荷脂質として正電荷コレステロール誘導体に着目
し、様々な種類の正電荷コレステロール誘導体を合成し
ました。そして、合成した正電荷コレステロール誘導体か
ら構成される約100nmの脂質ナノ粒子製剤を調製し、癌細
胞に対して高い遺伝子導入効率を示す製剤を探索しまし
た。その結果、ヒドロキシエチル基で修飾された2級アミ
ンを有する正電荷コレステロール誘導体
（cholesteryl-3β
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平成21年度日本薬学会関東支部奨励賞を受賞して
機能形態研究室 助教

松本貴之

この度、平成21年度日本

EDHFシグナルの改善、更には糖尿病性細小血管障害の改

薬学会関東支部奨励賞を平

善に有効であると考えました。実際、PDE3特異的阻害薬

成21年10月3日 に 城 西 大 学

の慢性投与によって、糖尿病時におけるEDHF障害が著し

で開催された第53回日本薬

く改善することを見いだし、cAMP/PKAシグナリングが

学会関東支部会において受

細小血管障害に対する治療戦略になりうる可能性がある

賞致しました。受賞対象と

ことを一連の研究で明らかと致しました。また、内皮由来

なった
「糖尿病性血管合併症

因子間のクロストークに焦点をあて検討したところ、2型

における内皮由来過分極因

糖尿病モデルラットにおいて、内皮由来因子のバランス変

子の重要性と治療戦略への

化、すなわちEDRF（特にEDHF）の減弱とEDCFの増加を

アプローチ」は、糖尿病性血

見いだし、2型糖尿病を長期的に罹患した状態の血管にお

管内皮細胞機能不全に関す

いては、酸化ストレスが増大し、cyclooxygense活性増大

る当研究室が長年行ってきた研究であり、本受賞は、私の

に伴って、血管収縮性prostanoidが増加していることに起

みならず当研究室のこれまでの研究の積み重ねが評価さ

因していることを明らかと致しました。更に、このような

れたと思い大変感激しております。以下簡単に、受賞対象

異常を生じている動物に対し、慢性的にメトフォルミン

となりました研究内容の概略を述べさせていただきます。

を投与すると、血中パラメータの是正よりはむしろ、血管

近年、糖尿病患者は激増しており、重大な社会問題にま

に直接的に作用し、血管収縮性prostanoidの放出を抑制し

で発展しております。糖尿病は、1型 ・ 2型糖尿病とに大

て内皮機能障害を改善することを見いだしました。また、

別され、いずれも合併症を誘発しQOLを著しく損ないま

長鎖n-3脂肪酸であるエイコサペンタエン酸を２型糖尿病

す。合併症に共通した病理学的特徴は血管障害
（大血管障

ラットに慢性投与し、血管内皮由来因子の反応性異常を是

害と細小血管障害）であり、換言すれば、糖尿病性合併症

正させること（NO, EDHFシグナルの改善、EDCFシグナ

は血管の病変であると考えられますが、その詳細な機序

ルの抑制）を明らかと致しました。

は、いまだ未解決の部分が多く、特に、血管内皮細胞の機

EDHFは、血管弛緩反応に関する役割をNOと分担して

能不全がその根底にあり、内皮細胞機能の是正が、糖尿病

おり、血管径の大きい血管の弛緩反応は主にNOにより制

性合併症の発症 ・ 進展の抑止に重要であると考えられて

御されておりますが、EDHFは、より細い血管において重

おります。血管内皮細胞は、弛緩因子
（EDRF）や収縮因子

要な役割を果たしております。従って、糖尿病性細小血管

（EDCF）を放出することで、血管緊張性を巧妙に調節して

障害に、EDHFを介した弛緩反応の障害が深く関与してい

おり、EDRFのうち、特に細小血管においては内皮由来過

ると考えられ、私の見いだしたこれらの知見は、糖尿病性

分極因子
（EDHF）が重要な因子であることが示唆されて

細小血管障害に対する治療的ターゲットになりうると考

おりますが、その本体、細胞内情報伝達機構、他の内皮由

えられます。

来因子とのクロストークは完全に明らかとなっておりま

最後になりますが、本研究におきまして多大なるご支援

せんので、この問題に関して私は研究を行ってまいりまし

並びにご助言を賜りました鎌田教授、小林准教授、及び御

た。

協力下さいました大学院生・卒論生に感謝いたします。こ

最近、私は糖尿病モデル動物を用いて細小血管におけ

の様な素晴らしい賞を受賞できましたこと、そして、今後

るEDHF様弛緩反応の減弱にcyclic AMP（cAMP）を分解

の研究への期待がされていることを肝に銘じ、更なる精進

す るphosphodiesterase（PDE）活 性 上 昇 を 介 し たcAMP

をしたいと思います。

シグナリングの障害が関与しているという全く新しい知
見を明らかと致しました。さらに検討を進め、同糖尿病モ
デル動物においてcAMPシグナリングの下流に位置する
protein kinase A（PKA）
活性も低下しており、これを介し
た血管弛緩反応も減弱していることを明らかとし、PKA
活性低下は、PKA subunitsの発現バランスの破綻に起因
することを明らかと致しました。さらに、cAMPシグナ
リングの上流に位置するadenylyl cyclase活性にも異常が
起こっていることを明らかとし、従って、糖尿病病態時
において、cAMPシグナリング系を活性化させることが、
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星薬科大学 薬剤学教室

大

義

則

2008年3月15日

与する微粒子製剤の処方検討を主に担当しました。分子イ

から2009年9月14

メージング研究は、薬剤学の分野でも最新トピックスの1

日 ま で、 米 国 に

つです。今回の留学で、そうした研究を経験できたことは、

て研究留学をす

とても幸運なことだったと思います。

る機会をいただ

Burgess研究室のメンバー
（Dr. Burgessご自宅での誕生パーティーにて）

貫

研究テーマ以外にも2つのラボには対照的な点が数多

きました。まず、

く あ り ま し た。

渡米直後からの

例 え ば、 コ ネ チ

8 ヶ月間をコネ

カット大薬学部

チカット州コネ

の あ っ たStorrs

チカット大学薬

キ ャ ン パ ス は、

学部 Diane J. Burgess先生のもとで過ごし、続いて帰国ま

広大な敷地にレ

での10 ヶ月間をメリーランド州ジョンズホプキンス大学

ンガ色の建物が

医学部 Yoshinori Kato先生のもとで過ごしました。

点 在 し て お り、

Burgess先生のラボでは、糖尿病患者の血糖値を長期間、

まさに典型的な

コネチカット大学のキャンパス風景

連続的にモニタリングするための皮下埋め込み型グルコー

郊外型の州立総

スセンサーの開発に従事しました。このプロジェクトは、

合大学といった佇まいでした。キャンパス全体は森に囲ま

薬学、化学、工学の3つのラボによる共同研究で、それぞれ

れ、新緑や、紅葉など、豊かな自然を身近に楽しむことが

の得意分野を生かした多種多様な研究
（センサー回路の設

できました。ラボの雰囲気は、メンバーの多くが大学院生

計、デバイスの開発 ・ 改良、動物実験によるセンサー機能

だったこともあり、業績重視と言うよりも、研究者の育成

評価など）が行われていました。検討の多くは博士課程の

機関といった面が強かったように思います。一方、ジョン

大学院生によって進められており、週1度の全体ミーティ

ズホプキンス大は、メリーランド州最大の都市 ・ ボルチモ

ングでは、教官との間で進捗状況についての熱心なディス

アのダウンタウンにある都市型の私立大学でした。研究レ

カッションが行われていました。このプロジェクトにおい

ベルは非常に高く、昨年のC.W.Greider博士をはじめ、これ

て、私は動物実験を担当し、センサーの寿命を延ばす試み

までに多くのノーベル賞受賞者を輩出していることでも知

を行っていました。

られています。こちらでの研究の担い手は、博士研究員以
ま た、Kato

上の自立した研究者であり、ビッグジャーナルへの成果発

先生のラボで

表を目指した活発な研究活動が行われていました。このよ

は、 核 磁 気 共 鳴

うな異なるラボでの経験を通して、様々な境遇で研究を続

イメージング

ける方々と知り合うことができました。彼らとの交流は、

（MRI）技 術 を

自分自身の研究の意義・価値を見つめなおすよい機会だっ
たように思います。

応 用 し た 新 規in
vivoモ ニ タ リ ン

研究以外では、休みを利用して、家族と各地へ出かけま

グ手法の開発に

した。コネチカット州Storrsは、ニューヨークとボストン

携 わ り ま し た。

のちょうど中間に位置しており、どちらへも車での日帰り

近 年、 ナ ノ サ イ

が可能だったため、しばしばこれらの街並みを散策しまし

ズの微粒子は癌化学療法に有効な薬物担体として広く研

た。特に、ニューヨークの喧騒は、訪れるたびに元気を与

究が進められています。効果的な治療効果を実現するため

えてくれるようでした。ボルチモアへ引っ越してからは、

には、微粒子を標的組織へ特異的に送達することはもちろ

ワシントンDCをたびたび訪れました。ホワイトハウスや

んのこと、標的組織に送達された微粒子から薬物が適切な

スミソニアン博物館などの観光名所はもちろん、満開の桜

挙動で放出されることが重要です。Kato先生のグループ

の景色を忘れることはできません。

Kato研究室のメンバー、筆者前列右側
（ボルチモアのレストランにて）

では、MRI技術を駆使し、非侵襲的にin vivoでの薬物放出

最後になりましたが、このようなすばらしい機会を与え

挙動をモニタリングできる手法を考案しています。私がプ

てくださるとともに、多大なご高配を賜りました中嶋暉躬

ロジェクトへ参加した当時は、癌モデルマウスを用いて、

学長、髙山幸三教授ならびに薬剤学教室の方々、星薬科大

その有用性を評価していました。こちらでは、マウスに投

学の皆様に心より御礼申し上げます。
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新学生ホール
（仮称）
工事の進捗状況について
学報での報告も3回目となり、いよいよ工事完了が
近づいています。前回報告以降、躯体工事に加えて設
備工事、内装工事他が予定通り進捗し、工事現場の周
囲を覆っていた安全板も撤去され、建物の概容が見え
て来ました。この建物の特徴の一つは、講義室の天井
高を維持すべく、梁を露出させた構造です。そのため
円筒形の換気ダクトが露出しており、本学の講義室で
は始めての構造となっています。2階の2つの講義室
は中間に設置された防音壁を撤去すると360人を収容
する大講義室へ変身します。また、一階のホールの床
材としてムクの硬質木材を採用し、快適性に加えて高
級感を醸し出しています。第2新館に面したスライド
ドアは全面解放することが出来、室内からウッドデッ
キを経て外部の植栽まで大空間を楽しむことが出来
ます。更に、エレベーターホールは3階までの吹き抜け
で、天井にしつらえられた天窓から明かりが一階まで

小池事務局長

降り注ぎ、幻想的
な空間となってい
ます。和室は館内
唯一の木造で内装
が施され、お茶室
として落ち着いた
雰囲気となってい
ま す。2階 の 屋 上
にはテーブルと椅
子を置き、昼食時
のみ開放し、皆様
に利用していただ
く予定にしていま
す。他にも種々工
夫がなされていま
すのでお楽しみに
して下さい。
1階から見上げる吹き抜けと天窓
この原稿が上梓される頃の、1月25日（月）には取り
扱い説明と、大学による検収が行われ、1月29日
（金）
には完成引渡しが完了している予定です。
昨年末には、大学関係者に対して館名募集が行わ
れ、多数の応募をいただきました。厚く御礼申し上げ
ます。慎重審議の上、12月の理事会にて、館名が最終
決定されました。3月4日（木）に予定されています竣工
祝賀会にて、館名のご披露に加えて、表彰式を行う予
定です。
最後になりましたが、近隣の皆様をはじめ関係各位
の工事に対するご協力に深く感謝申し上げます。

1階ホールとテラス

耐震補強工事の完了について

小池事務局長

はじめに、工事の進捗遅れや想定外の状況の発生等
により、耐震補強工事対象の一号館、七号館、体育館
の近隣の皆様を始め、利用者および関係者に多々ご迷
惑をお掛けしました事をお詫びすると共に、工事終了
までご協力いただきました事に深く感謝申し上げま
す。
昭和56年の建築基準法の改正により耐震基準が変更
になりました。それ以前に建築された建物については
耐震補強工事が望まれており、特に学校関係の建物の
耐震補強工事に対して文部科学省は補助金を交付して
推進しています。本学では、建築基準法改正前に建設
された建物について耐震強度の調査を専門家に依頼し
て実施しました。その結果を基に、上記3建物の耐震補
強工事が必要との結論に達しました。耐震補強工事の
様な建物の躯体に関わる工事は元施行会社に依頼する
のが妥当との基本方針、加えて、設計 ・ 監査 ・ 監理を
別の会社に依頼し万全を期することとしました。体育
館の元施行会社は大成建設でしたが、一号館、七号館

は建設当時の記録が無く、結局一括して大成建設に依
頼することとしました。なお、念のため相見積も取り
ました。また、設計 ・ 監査 ・ 監理を日建設計に依頼し
ました。工事期間として授業への影響や利用者への影
響を極力避けるために夏季休暇中としました。建物そ
れぞれの構造の違いにより耐震補強工事の内容も異な
りました。一号館は一部の壁の厚さを増すことで耐震
強度を向上出来ました。七号館は一部の窓を壁に改造
し、また一部の部屋内部に耐力壁を設置して耐震強度
を向上させました。体育館は内部空間が大きな建物で
すので、地震による柱の揺れを抑制するために、従来
の柱に太い鉄骨を抱き合わせたり、鉄柱をカスガイと
して斜めに設置し補強しました。最後に、文部科学省
からの補助金が当初予定通り交付された事をお知らせ
すると共に、近隣の皆様をはじめ、学内関係者、工事
関係者を含めた、関係各位のご協力に深く感謝申し上
げます。
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チェコ共和国上院議長夫人の来学について
平成21年11月30日にチェコ共和国上院議長夫人が来学さ
れました。今回の来学は、江田参議院議長の招待により上
院議長が11月30日から12月3日まで日本を公式訪問し、同
行した議長夫人がチェコとゆかりのある本館を見学するこ
とが目的でした。本館
（1924年竣工）は、チェコ出身の米国
人アントニン ・ レーモンドの設計によるもので、日本にお
ける彼の代表的作品の1つです。
当日は、議長夫人と共に、チェコ共和国駐日大使夫人、
同大使館一等書記官・チェコセンター所長等関係者数名も
来学しました。一行は、学長と挨拶を交わした後、メイン
ホールを中心に本館の内外を20分程見学しました。

ソボトコヴァー上院議長夫人
（右）
と、ノヴォトナー駐日大使夫人

本館は、チェコ ・ キュビズムの幾何学的デザインに影響
を受けたかもしれないとされています。キュビズムとは、
1900年代初めにピカソ、ブラックが中心となって起こした
美術活動を指しますが、チェコでは世界で唯一それが建築
デザインに応用され、1911年から14年の間にプラハを中心
とした各地にキュビズム建築が登場しました。議長夫人等
は、
「本館は、1920年代のチェコの建築物とデザインがよく
似ている」と感想を述べていました。
本館の見学の後、議長夫人は元看護師で医療にも関心を
持っているということで、モデル薬局等第2新館の実習施
設を案内いたしました。当日は、たまたま、長期実務実習
における実習施設の指導薬剤師を対象とした事前学習見学
会が実施されており、一行は、散剤の調剤等実習の様子を
興味深く見学していました。最後に、薬用植物園を南雲園
長補佐の案内により見学し、しばしリラックスした時間を
過ごしたようでした。
全体で1時間程の見学でしたが、議長夫人にとって来日
初日ということもあり、印象に残る訪問だったのではない
かと思います。上院議長一行は12月3日に全日程を終え帰
国しました。今回の本学の対応に対し、参議院から、
「一行
は離日に際し、我が国において受けた厚遇に対し深甚なる
謝意を表明されました」と文書にて報告がありました。本
館を縁として、両国の友好親善関係増進に本学もささやか
ながら寄与できたのではないかと考えます。
（総務部 佐藤 史朗）

本学が撮影協力した映画
「おとうと」
の公開について
平成21年1月、2月等に本学で撮影が行
エキストラとして出演しています。
われた吉永小百合さん主演の山田洋次
映画を見た本学関係者は、
「本学の銀杏
監督の映画
「おとうと」
（制作 ・ 松竹株式
並木が美しく撮影されていた」、
「 新星館
会社）が、約1年を経て平成22年1月30日
アトリウムが大学病院の喫茶室のように
（土）
に全国の映画館で公開されました。
撮影されていて驚いた」、
「 母性愛あふれ
映画は、東京の郊外で薬剤師として堅
る姉役が吉永さんのイメージにピッタリ
実に生きてきた姉と大阪で芸人に憧れ、
合っていた」、
「 自分の弟と重ねて感涙し
いつしか年齢を重ねてしまった傍若無人
た」等と感想を述べていました。
の弟の再会と別れを涙と笑いで描いた作
映画の公開に先立ち、平成21年10月に
品で、姉役を吉永さんが、弟役を笑福亭
滋賀県で開催された第42回日本薬剤師会
鶴瓶さんが演じています。
学術大会に山田監督と吉永さんが登場
映画を通して、現代における
「家族の
し、
「 映画『おとうと』に寄せて」と題して
絆」が改めて問われるともに、実在のホ
講演しています。その中で吉永さんは、
スピスがモデルとなった終末期ケアも描
講義見学等に関して星薬科大学の名前に
かれており、公開前から大変話題になっ
何度か触れたそうです。
C 2010「おとうと」
○
製作委員会
大ヒット上映中
ていました。本作品は、第60回ベルリン
映画終了時に出る字幕の「協力」欄に
国際映画祭のクロージング作品にも実写邦画映画で初
は、冒頭に星薬科大学の名前が掲載されています。日本
めて選ばれました。
を代表する監督と俳優によって制作され、薬剤師が主
本学で撮影された場面は、①本館を背景に黄葉した
人公となる映画に撮影協力したことは、本学の学生、教
銀杏並木、②卒後教育講演会の受講シーン
（本館第一
職員、同窓生だけでなく、薬剤師を始め多くの関係者の
ホール）
、③大学病院の喫茶室における会話シーン（新
間で語り継がれるのではないかと思います。
星館アトリウム）の３箇所で、卒後教育講演会のシーン
（総務部 佐藤 史朗）
では、松竹の依頼により、本学同窓生及び教員約40名が
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今年の星薬祭は、10月31日から11月1日に

の成功は無かったと思います。
どの役職も準備段階でいくつかの困難に見

ら活動を始め、少しずつではありますが、入

舞われ、その度に皆がそれぞれ試行錯誤し、

念に下準備に取り掛かってきました。前期の

他の役職とも助け合い、無事星薬祭当日を迎

テスト前には渉外担当者の仕事が始まり、夏

えることができました。私たちは準備万端で

休みに入ると、休日であるにもかかわらず広

本番を迎えたはずだったのですが、いざ当日

報担当者がパンフレットやポスターの作成 ・

になってみるとわからないことや、やらなけ

打ち合わせのために学校に来ていました。夏

ればならないことが次々と出てきて私は混乱

休みが終わり10月に入ると、よりいっそう準

してしまいました。しかしそんなときに助け

第 回 星薬祭を終えて

かけて行われました。私たちは4月の段階か

備活動が活発になり、模擬店担当者は星薬祭
参加団体を束ね、装飾担当者は星薬祭を彩る

39

準備を始め、本館、新星館での各企画担当者
もらいたいという一心で入念に企画を考えて

39

準備していきました。今年の星薬祭実行委員
会の2年生スタッフは総勢25名と、例年より
少し多かったのですが、誰か1人でも欠けて
なかっただろうと、星薬祭が終わった今、改
そして、今年から新たに星薬祭実行委員会
ています。今年も昨年と同様に星薬祭の準備
が合わず、一緒に活動することがあまりでき

飛

期間にも2年生は実習があり、1年生とは時間

快

の仲間に加わった1年生にもとても感謝をし

東

めて実感しています。

坂

いたら、この星薬祭を成功させることはでき

第 回星薬祭 実行委員会委員長

は星薬祭に来場していただく方々に楽しんで

てくれたのが3年生、4年生の先輩でした。1
年生、2年生スタッフの協力に加え、先輩方
にサポートして頂いたおかげで当日の困難も
なんとか乗り越えることができました。
無事星薬祭を終え、片付けも終えると、今
まで感じたことのない達成感を得ることがで
きました。次の日からいつものように授業が
始まり、いつも通りの生活に戻ると、星薬祭
が終わってしまった、という寂しさも多少あ
りましたが、学内を歩いていると、たくさん
の人に「お疲れ様」と言われ、改めて成功の喜
びを感じることができました。
最後に、共に仕事をやり抜いてくれた2年
生、どんな仕事でも文句無しに引き受けてく
れた1年生、困惑していた私たちを助けて下
さった先輩方、いつも私たちの要望に応えて

ませんでした。しかし彼らは、先の見えない

頂き、非常にお世話になった学生部 ・ 管財部

辛い単純作業が度重なろうとも、嫌な顔ひと

の方々、ご協力して頂いた大学関係者や揺籃

つせず2年生の指示に従い仕事をしてくれて、

会の方々、地域の方々、星薬祭を盛り上げて

時には指示が無くとも自分たちで考え、私た

くれた部活 ・ 研究室等の団体、全ての人に感

ちの期待以上の仕事をしてくれました。これ

謝の気持ちを贈りたいです。

もまた、1年生の協力なしでは今回の星薬祭

創立100周年記念事業のための募金について
本学は、創立者星一によって1911年
（明治44年）
に創立さ

総務部長

木戸達雄

（3）星薬科大学歴史資料館の整備

れ、2011年
（平成23年）
に創立100周年を迎えます。

本学が所有する貴重な歴史的資料を整理充実し、本学

本学では、この記念すべき節目を迎えるに当たり、学内

の学生、卒業生、ご父母、受験生、地域住民等本学へ来

に設置した創立100周年記念事業委員会で検討してまいり

訪される方々にもご覧いただける「星薬科大学歴史資料

ました次の3つの事業を中心とする計画が理事会において

館」として整備

承認され、実施することになりました。

本学では、記念すべき本事業を実施するにあたり、広く

（1）100周年記念新学生ホール
（仮称）
の建設

本学の関係各位のご理解ご支援を得て推進するため、寄附

平成18年4月から始まった薬学教育
（薬学科）6年制移行

金募集の事業を行っています。

による収容定員の増加
（1,640名、従来の1.5倍）に伴う学

○寄附金募集目標

生の福利厚生施設の充実及び整備

3億円

（2）星薬科大学奨学金制度の充実

○寄附金募集事業実施者

星薬科大学奨学基金を創設し、既に実施している
「星薬

星薬科大学創立100周年記念事業募金委員会

科大学奨学金制度」及び
「学生表彰規程に基づく特待生

○お問合せ先

（特別奨学生）
制度」
等の充実

星薬科大学総務部
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●医療薬剤学教室
教
⁝
室
⁝
紹
⁝
介
⁝

星薬科大学医療薬剤学教室は、平成5年、町田良

いようにする「マスキング」といわれる分野の研究

治教授のもとに医療薬学研究室として発足しまし

も行っています。このような研究から、学会発表は

た。平成22年1月現在、町田良治教授、大西 啓准教

年間20回以上、論文も年間約10報以上という実績を

授、笹津備尚助教の3名の教員をはじめ、客員講師

残しております。

1名、大学院非常勤講師1名、大学院生8名、研究生1

教室としては町田教授のお人柄によりオープン

名、大学院研修生6名、卒論生19名、計39名で構成さ

な雰囲気があり、土曜日になると病院薬剤師の先

れています。

生やメーカーの方が活発に研究をされています。そ

効力があるのに副作用が強く医療には使われな

のおかげで、より現場に近い方の意見やメーカーの

い薬。苦痛や不快な思いを与えてしまう薬。利便性

考え方を伺うことができ、充実したディスカッショ

が悪く廃れてしまう薬。医療が発達しても、こうし

ンが行える環境にあります。また、教授の
「よく学

た問題は残っています。また、がんや慢性疾患、生

び、良く遊べ」の精神により、コンパや卒論旅行、同

活習慣病などは長期的に薬の服用が必要であり、薬

窓会など、教室のイベントも大変多いことが特徴で

と患者さんの関係をより良好に保つことも重要な

す。

課題です。当教室は患者さんのQOLの向上を基本理

「今ある薬の剤形を変えることで、患者さんの

念とし、薬物送達システム
（DDS）
を利用した新しい

QOLを高め、薬の薬効や副作用を改善することで、

製剤開発を目指して研究しています。例えば、ナノ

日の目を見ない薬を再び世の中に出してあげられ

サイズの粒子の中に薬を封入する研究では、ある条

る。また、患者さんに喜んでもらえそうな実用化し

件を満たしたナノ粒子は血中に長く滞留し患部に

易い剤形を中心に研究しています。我々の研究して

集積する性質を現します。これを抗がん剤などに利

いるDDSはそういうことを可能にするのです」
（町

用すれば、薬効の改善と副作用の軽減が期待できま

田教授）

す。また、水分を制限されている患者さんなどのた

この町田教授の考え方を根本におき、これから

めに、少量の水、または水なしでも口の中ですぐに

も医療薬剤学教室は、研究と教育に邁進して参りま

崩壊して飲みやすい製剤を開発しています。このた

す。

（笹津備尚）

めには製剤の味も重要であり、薬の味を感じさせな

前列、右から4人目 町田教授、3人目 大西准教授
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後列、右から5人目 笹津助教
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●薬物治療学教室
教
⁝
室
⁝
紹
⁝
介
⁝

星薬科大学薬物治療学教室は、亀井淳三教授、大

性神経障害の数少ない薬物治療の重要な選択肢の

澤匡弘講師、朝戸めぐみ助手のスタッフ3名とス

一つとして、臨床の現場において応用されていま

ウェーデンウプサラ大学からの客員教授1名、客員

す。また、糖尿病が脳高次機能に対して影響を与え

講師1名、大学院生2名、卒論生14名
（4年生6名、3年

ることを世界に先駆けて発見しました。これは糖尿

生8名）、研究生1名、研修生3名の総勢25名で構成さ

病がうつ病や不安障害のリスクファクターである

れています。少人数ではあるものの、笑顔に満ちた

という最近の疫学調査の知見にも裏付けされてい

活気あふれる教室です。

ます。さらに最近では、肥満や糖尿病の成因におけ

当教室では、未だに治療法が確立されていない

る中枢神経系の役割の解明にも着手し、脳の機能障

疾患の中でも、呼吸器系の疾患、糖尿病ならびに肥

害がこれら代謝性疾患の原因の一部である可能性

満の発現機序とその合併症の成因の解明と、それら

を見いだしつつあります。このような研究成果を基

の薬物治療法の確立を目指して日々研究を行って

に、2008年には年間10報の英文原著を発表し、海外

います。呼吸器系の研究では、特に咳嗽反射に着目

の学会等も含めた数多くの学会において研究成果

しています。咳は、あまりに一般的な症状であるた

の発表をしています。

め、発症機序を含めその生体内制御機構が未解明で

研究以外の主な年間行事としては、お花見、野球

す。特に、気道炎症が原因となる慢性咳嗽は、選択

観戦、卒論旅行、忘年会などが挙げられます。研究

する鎮咳薬によっては全く効果が発現しない場合

に没頭するあまり、つい時間が経つのを忘れがちで

があります。このような臨床において緩解が困難な

すが、四季折々の行事を通して、季節の移り変わり

咳嗽の発症機序ならびに薬物治療法の解明を目指

を感じながら教室員全員で楽しんでいます。忘年会

しています。また、糖尿病の研究では、神経系機能

では、料理上手な亀井教授の指導の下、皆で鍋を作

への影響に着目しています。糖尿病は、循環器系臓

り、和気あいあいとした雰囲気の中で年末の節目を

器の機能障害が注目されていますが、神経系に対し

迎えるのが恒例となっています。

ても深刻な影響を与えます。感覚障害は古くから知

同じ釜の飯を食べる仲間として教室員一丸とな

られていますが、当教室では、抗不整脈薬であるメ

り、基礎研究の成果を臨床の現場に還元することを

キシレチンが糖尿病有痛性神経障害の症状を緩和

目指して、これからも日々研究に精進して参りたい

することを発見しました。この発見は、糖尿病有痛

と思います。

前列、左から3人目 朝戸助手

2列目、左から4人目 亀井教授
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3列目右端 大澤講師
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●硬式テニス部
硬式テニス部は現在部員が男子11名、女子17名で毎週水
曜日と土曜日の2回練習をしています。週2回の練習の他に
自主練をするなど、各自がそれぞれの目標を持ち、真剣に
テニスに取り組んでいます。
昨年の春の薬連では男子が準優勝、女子は優勝という成
績を残すことができました。また、秋の関東理工リーグで
は男子は第9部、女子は第4部に所属し、それぞれ昇格を目
指しています。
今年は春の薬連では男女アベック優勝、理工リーグでは
昇格を団体戦での目標として、これを達成できるように部
員全員が一丸となって練習に励んでいます。

●バスケットボール部
私達バスケットボール部は現在、マネージャーを含め男
子10人、女子12人の計22人で活動しています。毎週月木土
に練習があり、大会の前には練習試合、春には合宿と、充
実した部活動を送っています。春、夏、秋にある薬学連盟
大会に参加し、昨年の秋大会は男子準優勝、女子ベスト8
と好成績を残しています。また、何よりも雰囲気の良い部
活であり、先輩後輩の壁も無く男女仲もとても良いです。
コーチのいない環境の中、部員同士が士気を高め合い日々
の練習に励んでいます。未経験者もいますので、大学から
始めたいという方も大歓迎です。バスケットに少しでも興
味のある方は是非一度、体育館に足をお運び下さい。

●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2年生13人、1年生13人の26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。今年の春は男子ダブ
ルス3位、女子団体戦準優勝、シングルス優勝 ・ 3位、ダブ
ルス優勝、秋は男子団体戦3位、女子団体戦準優勝と成績も
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。

●水泳部
現在、プレーヤー 22人 ・ マネ3人でみんなで声をかけあ
いながら活動しています。練習は主に、5月〜6月末の火 ・
金の週二日ですが、それ以外で積極的に自主練をする人が
多いです。夏には合宿があり、伝統である百本ダッシュと
いうのがあります。シーズン中には7団体戦、医歯薬看、薬
連といった大会があります。
7団体戦は他大学との交流を目的とした大会で、医歯薬
看は東日本の医療系の大学が多く参加し、薬連は薬学部だ
けの大会で、毎年これらに出場しております。
今年から市民プールで、冬の活動も始めました。
学校生活でも先輩 ・ 後輩はとても仲良し!! 大学から始
めた人がほとんどで、教え合ったりして上達していきま
す。
●弓道部
今年度、星薬科大学弓道部は創設40周年を迎えました。
先日、3年生15名が引退し現在は男子9名、女子18名で日々
活動しています。昨年度は春、秋の両リーグ共に男女予選
敗退となってしまいました。次大会の第78回関東医歯薬系
学生弓道大会では我々が主管校となりました。我々一同、
今大会の運営が円滑に進むよう、また予選突破を目指して
頑張っています。
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●野球部
春期リーグ戦成績は6位と最下位になったため、入れ替
え戦を行い、敗戦してしまったため二部に降格。
秋期リーグ戦成績は1位と日頃の努力のかいあって優勝
することができました。入れ替え戦が行われたが、敗戦し
たため、来季も二部に在籍する。
平日の練習は、体育館横に新しく出来たグラウンドのよ
うな所と硬式テニスコートの横の空地で練習しています。
●ダンス部
私達、ダンス部は現在約50名の部員で仲良く活動してい
ます。経験者はもちろんの事、入部と同時にダンスを始め
た未経験者がほとんどです。練習は各ジャンルに分かれて
和気藹々としており、6月の公演や11月の星薬祭では講堂
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●コーラス部
私たちコーラス部は毎週火 ・ 金曜日に本館2階の第一
ホールを使って活動を行っています。入学式や星薬祭、卒
業式などの学校行事にも積極的に参加しています。
主なイベントは東京都市大学の混声合唱団との合同演奏
会です。この演奏会に向けて練習を行います。都市大とは
夏期休暇中に合同合宿にも行きます。他校との交流により
お互いに良い刺激を受けています。また外部の先生をお呼
びして更なるレベルアップを目指しています♪
部員は9名と少ないですが、皆で仲良く取り組んでいま
す。アットホームでほのぼのとした部ですのでコーラスは
初めてという方でも楽しめます。

で皆一致団結して取り組んでいます。年に4回の公演が主
な活動ですが、普段の練習も真面目に行っています。
練習を通じて、先輩後輩の間でコミュニケーション能
力が培われたり、ダンスによって健康な身体もつくられま
す。更に、勉学との両立をこなすことで日常生活にメリハ
リをつけられるようになり、部員全員が非常に充実した大
学生活を送っています。

●柔道部
私たちは毎週月・木に通常練習を行うほか、火・水の昼
休みに練習をしてみるなど人数が少ないなりに試行錯誤し
て頑張っています。
毎年、東日本薬科大学柔道連盟の柔道大会に出場してお
り、2009年の秋季大会では明治薬科大学と合同で主幹を務
め、男子団体戦も合同で出場しました。合同出場は人数の
都合上であり、その他の学校でも部員不足が悩みとなって
いるため、今後は合同練習も考えています。
また、今年度は部員2人が二段を取ることができました。
これからも部員一同、仲良く心身ともに精進していきたい
と思います。
●フットサリスタ
FUTSALISTAは部員53人のフットサルサークルです。
今年度は同好会から部活へと昇格しました。主に学内の体
育館と屋外コートで自由参加の練習をしています。今まで
ユニフォームが無かったので、今年度は青を基調としたユ
ニフォームを作製しました。
最近は女子の上達が著しく、11月に初めて一般の大会に
出場し、結果は準優勝と好成績でした。決勝戦では残り1分
でゴールを許してしまう惜敗でした。また、夏にはフット
サリスタ初の合宿を静岡 ・ 修善寺で、冬にはスノボ旅行を
長野 ・ 戸狩温泉で行いました。フットサルは老若男女問わ
ず気軽に楽しめるスポーツです。FUTSALISTAに興味を
持たれた方は是非遊びに来てね。

●ギター・フルート部
部の名称はギター ・ フルートですが、いつの間にか楽器
が増えました。今ではヴァイオリンやチェロ、クラリネッ
ト、ホルン、ユーフォニウム、ピアノ、ハーモニカなど、種
類も豊富になって楽器の幅もますます広がっています。み
んなで音楽を楽しもうと集まった部員の数も去年から50
人に増えました。また、月曜日と木曜日の活動日以外にも
各々集まって自主練を行っています。年に数回行っている
部活内での発表会や文化祭での演奏に向け部員一同頑張っ
ています。音楽が好きな方、学期に興味がある方、ぜひギ
ター・フルート部の演奏を聴きに来てください。
●漢方研究部
私たち漢方研究部は現在、1年32人、2年27人、3年15人
プラス4年、院生と、総勢92人で活動しています。
活動内容は、漢方に関する勉強会、夏合宿、漢方薬作り、
全漢連への参加です。全漢連は、12月6日に北里大学で開
催され、各大学ごと、漢方をテーマにした研究内容の発表
（私たちは「冷えと漢方」
「漢方とアロマ」でした）や懇親会を
通じて、他大の漢方研究部との交流を深めました。
今後は、さらに活動の幅を広げ、漢方をより身近なもの
としてとらえていきたいと考えています。

●薬理研究部
私達薬理研究部は今年で創部35周年となる非常に伝統の
ある部です。現在は1年生と2年生合わせて36名の部員が、
顧問の三澤教授の指導のもと活動をしています。平成21年
度は、その前年度のテーマである「l-メントールの鎮痒作
用」に続くテーマとして「dl-カンフルの鎮痒作用」の実験を
行い、星薬祭や東日本薬理学連合にて発表をし、好評をい
ただきました。さらに、昨年度の研究内容は学術雑誌
「応用
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薬理」に掲載されました。このように学生の部活である学
術部の活動業績としては異例の快挙を成し遂げました。平
成22年度の東日本薬理学連合は、星薬科大学で開催されま

す。また、創部35周年の記念イベント開催を予定していま
す。
●生協学生委員会
生協学生委員会は、現在（平成21年12月21日現在）1〜4
年合わせて40人で活動をしています。主な活動は入学式前
に行っている生協新歓の企画 ・ 運営です。例年200人以上
の新入生が参加する星薬生協最大級のイベントとなってお
ります。2010年度もこの新歓は開催するため只今学生委員
全員で準備を進めています。
また、生協のある他大学との交流も行っていて、2009年
度は首都大学東京・明治学院大学・東京経済大学などでの
活動に参加しました。

バレーボール部
私たちバレーボール部は、毎週火曜日 ・ 金曜日の週2
回に、それぞれ3時間活動しています。
星薬科大学の体育館は二面のバレーボールコートが
作れるので男子と女子で分かれて練習しています。体
育館にはトレーニングルームが併設されていて、自由
に自主トレーニングもできます。夏には合宿もあり、毎
年楽しみな行事の一つとなっています。
現在部員は2年生12人 ・ 1年生16人で、そのほとんど
が初心者なので上級生や経験者が率先して教えながら
練習しています。部員は男女ともに全員がコートの中
はもちろん、普段の学校生活から仲が良く、皆で一回一
回の練習を向上心を持って真剣に取り組んでいるので、
楽しみながら上達することができます。さらには4年生
や院生、卒業されたOB・OGの先輩方も練習に来て指導
して下さるので、初心者でも技術の向上が早く、横の関
係のみならず縦の関係も深くて、雰囲気もとても良好
です。

また、東日本医歯薬バレーボール大会と関東薬学連
盟バレーボール大会が、それぞれ春と秋にあり、年に4
回大会に出場し、他に練習試合も積極的に行っており、
他大学との交流も盛んです。昨年の秋には、男子は東日
本医歯薬バレーボール大会4部で優勝し、女子は関東薬
学連盟バレーボール大会で、Aチームは3位、Bチーム
は4位となることができました。部員全員が一つになっ
て、1年間頑張ってきた練習の成果が出せて勝ち取った
勝利はとても嬉しく、感動しました。この成績を収める
ことができたのも、大学やOB・OGの方々の協力があっ
たからです。本当に感謝しています。昨年末、3・4年生
の先輩方が引退されて、1 ・ 2年生の新チームの活動が
始動しますが、これからも試合で勝つことを目標に頑
張っていこうと思います。
初心者の方でも経験者の方でも関係なく、バレー
ボールが好きな方や興味がある方は、是非遊びに来て
下さい。部員一同お待ちしています。
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薬草園だより27
ハシリドコロ
薬草園のハシリドコロはふつう3月に咲き出

ズカケの花が咲いたという記事が新聞の片隅に

し、4月の新入生には何とか残り花を見せるこ

載った。この植物は四国 ・ 九州に分布する稀な

とに間に合う。ところが昨年は生長が極端に悪

植物で関東には自生しない。自然教育園は江戸

く全く花をつけなかった。

時代高松藩の下屋敷があり、５代藩主松平頼恭

本種は薬学生なら誰も知っているわが国特産

に起用された平賀源内がその一部を薬草園とし

の有名な植物であるが、芽生えが山菜のフキノ

て使っていた。源内がその当時故郷の香川から

トウやタラの芽に間違われることがあり、誤認

種子を運んで栽培したとみられ、その末裔が59

による中毒事故が毎年のように発生する。スコ

年ぶりに見つかり開花したと話題となった。

ポラミンなどを含むことから薬理的にも明確な

さて、冒頭のハシリドコロだが、その生育不

生理作用をもちながら、不思議なことにこのタ

良は いや地 と呼ぶ連作障害によるものであ

イプのアルカロイドを含む生薬は古典的な漢方

る。薬草園の植物は栽培むけに馴化されていな

薬には配合されない。強心配糖体を含む植物も

いため、いや地が非常に生じ易い。そのため種

同様であり、漢方薬というものの成立ちを考え

類にもよるが、3年に一度くらいは掘り起こし

る上で興味深い。

て場所を移動することになり、その労力はかな

本種の根茎をロート根
（莨

根）として初め

り大きい。いつも同じように見える薬草園の光

て紹介したのは平賀源内だという。源内は発明

景だが、いや地を避けるため栽培区画は毎年か

家・劇作家・画家・鉱山開発などで知られる多

なり変動している。薬草園に植物があるのは当

技多能な有名人だが、元来は本草学者である。

然と思われがちだが、それを毎年絶やすことな

江戸時代の宝暦年間には湯島で生薬展示会とし

く継続的に維持することは最も重要でしかも最

て
「東都薬品会」を主催した。この展示会はわが

も難しいことである。管理上、見る立場と育て

国初の物産展でもあり、その後の本草学発展に

る立場での認識に大きな違いが生ずるのも、こ

大きな影響を与えることになる。話はそれるが、

のいや地という現象が背景にある。

一昨年9月末に目黒の自然教育園でトラノオス

薬用植物園園長補佐

芽生え

ハシリドコロの花
根茎
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