星薬科大学報第72号（平成22年9月）

平成22年度入学式

理事長式辞

学は、やはり難しいのですね。年々難しくなっ
ていると思います。そういう中で、なお一層頑
張って社会に出たとき、新しい未来を背負って
いくのが皆さんです。そして薬学の中で社会の
お役に立ち、また、その中のトップに立つ者も
皆さんの中から出てくることでしょう。ぜひ頑
張ってください。
星一先生は、
「意志のあるところに道があり、
意志のないところには道はなし」と言われまし
た。意志の「志」というのは志（こころざし）と書
くわけですが、ぜひ志を持って、しっかり勉強
学校法人星薬科大学

大

谷

卓

してください。

理事長

学業には、なかなか思うように進まないこと

男

や、壁に当たることもあるかと思いますが、皆
さんが入学されたということは、逆に希望しな

新入生の皆様、入学おめでとうございます。
ご父母の皆様も、本当におめでとうございま

がら入学できなかったというたくさんの方がい

す。また、大学院に進まれる方、新たなステッ

るわけですから、ぜひその方たちの分も頑張っ

プを心よりお祝い申し上げます。学校法人を代

てください。大学生活は絶対楽しいです。毎日

表いたしまして、皆様方を心より歓迎させてい

充実すると思います。自らの志を掲げ、一日一

ただきます。

日を大切に、一時一時を大切に過ごして下さ
い。

新入生の皆さん、本当によく勉強して頑張り
ました。そして受験に合格して入学に至り、本

今日ここに来られるときに桜が咲いていまし

当によかったですね。
星薬科大学は来年で100年を迎えます。この

たね。皆さんが小学校に入るときも、桜並木の

講堂に入る前に、創設者の星一先生の胸像があ

中をお父様、お母様に手を引かれて入学式に行

ります。皆さんを迎えるにあたり、とても嬉し

かれたと思います。ぜひご両親に「ありがとう、

く温かな表情のように見えましたね。

おかげで大学に入ったよ！」と、もう一度感謝
を伝えてください。

星一先生は、星製薬という製薬会社を経営い
たしまして、その中に教育機関を設けたのがこ

未来は若い人、皆さん方が創っていくわけで

の星薬科大学の誕生の云われでございます。建

すから、ぜひ頑張って、社会のお役に立てるよ

学の精神は、パンフレットでもご覧になった

う勉強していただきたい。重ねて申し上げます

と思いますし、中嶋学長のお話で聞かれたよう

が、それが私からの心からのお願いです。

に、社会のお役に立ってくださいということで

皆様、それからご両親、ご父兄の皆様にお喜

設立された学校です。皆さんには、
「社会のお役

びを申し上げ、私からの式辞とさせていただき

に立つ」という建学の精神を必ず実践していた

ます。おめでとうございます。

だきたいというのが、私からのお願いでござい
（平成22年4月7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元に
掲載）

ます。
中嶋学長のお話にもありましたけれども、薬
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平成22年度入学式

学長告辞

新しく星薬科大学に入学されたみなさん、な

学長

中

嶋

暉

躬

とはこのことを肝に銘じておいてください。

らびに大学院に進学されたみなさんを迎えるに

薬学科に入学された方々にもうしあげます。

あたり、心からおめでとうと申し上げます。

みなさんも御承知のように薬学科は6年制にな

本日ここに、ご来賓、ならびにご父兄ご参列

りました。我々にとっても6年制ははじめての

のもとに、平成22年度入学式を挙行できますこ

経験です。5年次には約6カ月の薬局、および病

とは、慶びにたえないところでございます。教

院の実務実習が義務付けられています。実務実

職員一同を代表して心からお祝いと歓迎の意を

習を受けるためには、４年次に全国規模で行わ

表するしだいです。

れるコンピュータによる筆記試験、および、実

皆さんはこれまでの長い努力が実を結んで、

務のための外部からの試験官も交えた模擬試験

見事に栄冠を勝ち取られ、これから始まろうと

に合格しなければなりません。したがって、４

する新しい大学生活に向かって希望に胸をふく

年後にもう一度ある種の統一試験があることを

らませておられることと思います。私どもも、

念頭に置いて頑張ってください。今年ははじめ

未来の医薬関連社会を担う、あるいは薬剤師と

ての試験でしたが、本学の学生さんは全員合格

して今後の日本の医療を担う人、さらには、新

しています。

しい医薬品の創製に携わる人々の活躍を大いに

次に、創薬科学科に入学した方に申し上げま

期待しているところです。

す。本学では早くから研究の楽しさを経験する

本学は創設者星一先生の社会奉仕の精神「疾

ために、一年生の時から各研究室で行われてい

病で悩む人々に健康を与え、幸福と平和をもた

るいろいろな研究を肌で感じてもらうカリキュ

らす人材を養成したい」との理念のもとに、来

ラムを用意しています。創薬の研究開発を目指

年には創立100周年を迎える輝かしい歴史と伝

し、４年終了後は薬科学士として、さらに大学

統を持つ大学であります。本学のこのような土

院に進学され、より深い研究をされることを望

壌に育まれた人材は、今日、薬学、薬業等他分

んでおります。
「将来素晴らしい医薬品を世に出

野で幅広い活躍をしておられます。

してやる」という決意を新たにして勉学に励ん

さて、フレッシュマンのみなさんはこれか

でいただきたいと願っております。

ら薬についていろいろなことを学ばれ、この分

皆さん方の今後の健闘を期待しつつ、学長か

野でプロになられるわけです。クスリというの

らのお祝いの言葉とさせていただきます。

は、どんな薬をみても世に出るまで長いサイエ
ンスの物語を持った物質であります。開発当初
には
「これは良い薬だ」と思われていても、市販
されてから予期しない有害な副作用のため消え
ていったクスリは数え切れません。いま使われ
ている医薬品にして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、新しい薬を作る側の
創薬科学科に入学された方も、クスリを学ぶひ
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学長再任挨拶

学長

中

嶋

暉

躬

平成18年から本学はいよいよ6年制の新薬学

これに加えて、6年制の薬剤師教育に関して

科と4年制の創薬科学科の併設新体制でスター

はより高度な教育内容を課すといった漠然とし

トし、今年初めて創薬科学科の学生が卒業し

た表現が使われる場合が多い。より高度とは具

た。創薬科学科の学生には本学では早期から創

体的に見えにくい。独断と偏見で慮るに、新し

薬研究について学ばせるべく、早期体験学習の

く市販される医薬品の裏側まで見通せる力をも

プログラムを組み研究室での見学等をおこなっ

つこと、第4相に位置付けられる市販後調査の

てきた。第1回の創薬科学科卒業の学生達は殆

結果を的確に判断できる能力をもつこと等、ま

どの人が更なる研鑚を積むために総合薬科学専

た、単なる添付文書の受け売りやMRの云う事

攻の大学院に進学した。6年制の薬学科の学生

を鵜呑みにせず自身で新薬を評価できること、

は現在5年次であり、6年制薬学科に課された病

既存の市販品でも副作用情報を注意深くフォ

院薬剤部、および薬局での実務実習を履修中で

ローアップし、今後起こるかも知れない薬害を

ある。

いち早く察知できる能力を身につけること等、

病院薬剤部での実習は以前から行っているの

ちょっと想いを巡らせても沢山のことが出でく

で6年制のカリキュラムになっても予想がつく

るので、今後、実務実習の経験を生かして学生

が、薬局実務実習に関しては今回がはじめての

として学ぶことはいろいろあると思われる。

経験であり、かつ、一薬局に2名のみの派遣にな

人さまから真摯に頼られる薬剤師になっても

るので、薬局間のばらつきが実習内容に反映さ

らえることを願うものである。

れる懼れがあり、すべての実習学生に等しく均
等な実習が課せられることを望む大学サイドと
しては留意せざるを得ない点である。
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教務部長就任にあたり

教務部長

本年５月より、河合賢一教授の
後任として教務部長を務めており
ます。薬学教育の大きな変革期の
中で、教務関係の業務が質的にも
量的にも変化し、ますます重くな
る責任を痛感する３か月でした。
新薬学教育制度も５年目を迎
え、創薬科学科
（４年制）
では初め
ての卒業生が巣立ち、その多くは
大学院へと進学し修士課程１年次生となりました。薬学科
（６年制）
では５年次生が誕生し、病院および薬局での２か
月半ずつの実務実習も始まりました。両学科とも最高学年
の学生諸君はトップランナーとしての苦労も多いと思いま
すが、後に続く後輩の鑑とならんとする自負や責任感、また
パイオニアとしての経験はきっと将来の糧となると信じて
います。教務部としてもできる限りの支援をしていきたい
と思っています。
新しい制度の完成年度が近づき、締め括りの時期を迎え、
教務関係でもいくつかの課題があります。薬学科の学生が
約１年半後に受験することになる新制度の薬剤師国家試験
の概略が固まりつつあります。問題数、出題形式、出題領
域など多くの部分が変更になる予定であり、薬学教育セン
ターと連携を図りながら、新制度に対応していかねばなり

辻

勉

ません。昨年
（94回）
、今年
（95回）
と続いた国家試験の好成績
（新卒者合格率第２位）
を維持すべく学生達と共に精力を注
いでいく所存でおります。また、大学院の整備も課題の一つ
です。創薬科学科を基礎とする総合薬科学専攻では、主に
医薬品の創製 ・ 開発に携る高度な研究能力と深い学識を有
する人材の養成を目的とし、今年度から修士
（博士前期）
課
程が設置されましたが、再来年度からの博士
（後期）
課程
（3
年）
の設置を計画中です。これと並行して薬学科を基礎とす
る大学院博士課程
（4年）
の整備も課題となっています。
学生諸君は、薬学科と創薬科学科のいずれの学科であっ
ても卒業後には薬のプロフェッショナルとして社会に奉仕
するという重要な役割を担うことになります。本学は、6年
制・４年制の２学科を有する数少ない私立薬科大学であり、
両学科が車の両輪のように連携し互いに高め合いながら、
さらに大学院も含め、包括的に薬学界をリードしていく学
舎であってほしいと願っております。星薬科大学の新たな
歴史を切り開いていく学生諸君を教務の側面からサポート
して参りたいと思います。中嶋学長のもと、部長補佐を快く
お引き受け頂きました成田年先生
（薬品毒性学教室）
、輪千
浩史先生
（臨床化学教室）
をはじめとする教務部の皆さまの
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）

就職部長就任にあたり

就職部長

本年５月より、辻 勉教授の後
任として就職部長を拝命致しまし
た。薬学教育６年制がスタートし
て５年、また新たな創薬科学科も
1期生が大学院博士課程前期
（修士
課程）1年まで進み、正に薬学教育
改革の成果とも言える新たな人材
を輩出する一歩手前まで来ており
ます。製薬業界は2010年問題を抱
え、さらにリーマン・ショックの影響からも抜けきれていな
いような状況にあります。しかし、各企業のご努力により、
薬学研究科最後の修士に対する多くの求人と内定を頂いて
おります。そして、現在は薬学６年制初の卒業生に対する求
人に向け、新たな対策が検討されているところであると聞
いております。一方、薬剤師としての就職の場合は薬学教育
改革に伴う新卒薬剤師の激減、いわゆる
「空白の２年間」
の
ために、既に多くの求人のお話も頂いており、
「売り手市場」
と言えると思われます。従いまして、調剤薬局、ドラッグス
トア、さらに病院薬局への就職は恵まれた状況にあると考
えております。
就職部の取り組みとしましては、就職ガイダンス
（就職の
進め方、適性試験，模擬面接、企業説明会など５回シリーズ
で開催）
、インターンシップ
（製薬メーカー、病院、調剤薬局、

鈴

木

勉

ドラッグストア）
、ランチョンセミナー ・ リクルートランチ
（昼食をとりながらの企業説明会）
、TOEIC 学内試験
（年３
回実施、受講料の補助）
、公務員試験対策講座
（年２回講義
と模擬試験を実施）
、求人情報検索システム
（学内外のPCか
ら求人検索が可能）
、さらに薬学部６大学
（星薬大、北里大、
昭和大、慶応大、東大、千葉大）
合同企業説明会などの就職
支援を企画 ・ 遂行し、就職に関する的確な情報と機会を提
供したいと考えております。これまでの状況を見てみます
と、就職部の企画が十分に利用されているとは言えません。
是非、これらのチャンスを活かし、就職戦線を少しでも有利
に乗り越えて欲しいと念願しております。
本学の学生 ・ 院生は礼儀正しく、優秀であると良く言わ
れますが一方で、おとなしい、意見を言わないなどとも言わ
れます。是非、普段より思考力 ・ 洞察力を磨き、それに基づ
いた発言力も身に付けて頂きたいと思います。本学で長年
掛けて磨かれた人材を最適の職場に送り出せるように、お
手伝いを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遠藤朋宏先生、また佐藤担当部長、森
谷さん、布川さん、さらに就職部委員の先生方のお力添えを
頂きながらこの重責を果たしていきたいと思っております。
皆様方の就職部へのご理解とご協力を切にお願い申し上げ
ます。
（薬品毒性学教室教授）
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図書館長就任にあたり

図書館長

河

合

賢

一

本年5月より本多利雄先生の後

され、図書館経費を圧迫しているようです。現在のわが国の

任として図書館長を勤めさせてい

経済状態を考えれば、本学の図書館の予算の大幅な増額は

ただくになりました。大学は教育

望むべくもなく、研究上必要と購入を希望される学術雑誌

と研究の場であることは明らかで

がますます増えていく現状で、今後の図書館の運営が難し

あり、そのための知識 ・ 情報を提

いと感じています。特にここ数年でオンライン雑誌の割合

供する図書館の充実は学生と教職

がますます増加しており、今後もオンライン雑誌を主体と

員にとり常に望まれることと考え

して、冊子体の購読中止も視野に入れざるを得ないと考え

ます。幸い本学の図書館は平成13

ております。

年の新星館の完成にともない、その地下一階のワンフロア

さて、平成18年度から始まった新薬学制度も5年目をむか

に集約され、機能的に、かつゆったりとしたスペースを有す

え、薬学科5年生が誕生し、本学の学生数もここ2年でほぼ1.5

る恵まれた環境になっています。また、単科大学としては学

倍になります。この学生増に対応し、学生の利便性を高める

術雑誌を中心に比較的多くの蔵書を保管し、学生 ・ 教職員

ために、夏休みから9月にかけて90席ほどの閲覧席の増設を

の利用を待っています。大学院夜間講義開校日は開館時間

実施することになっています。本年度後期には完成する予

を午後9時30分まで延長しており、また、従来、教員および

定ですので、学生の皆様には試験期間のみならず、日常から

大学院生に認められていた図書館利用カードによる午後10

活発に図書館を利用して、充実した大学生活をすごしても

時までの入退館を、今年度から各卒論教室の教員の許可の

らいたいと心から願っています。

もと、薬学科の5年生、6年生にも広げましたので、学生の皆

今後も図書館を利用される皆様の忌憚のないご意見を参

様も図書の閲覧等図書館の利用に大いに活用下さい。

考に、図書館の職員とともに図書館サービスの充実に努め

私は図書委員をはじめとする図書館関係にはここ十年以

て参りますので、ご協力、ご指導をよろしくお願いいたしま

上直接的にはかかわってきませんでしたが、近年オンライ

す。

（薬化学教室教授）

ン雑誌を含む外国学術雑誌の値上がりが毎年のように実施

本年1月1日より、微生物学教室
の准教授として赴任いたしました。
私の主な研究分野は免疫学で、特
に抗体産生を担うB細胞をアウト
プットとする免疫記憶成立の分子
メカニズムの解析を行っておりま
す。免疫システムは、生体維持その
ものであり、すべての病態におい
て関与すると言っても過言ではな
い大事なホメオスタシスシステム
微生物学教室
です。この分子メカニズムの解明
准教授
を通じて、免疫システム制御の手
つい
じ
まこと
築 地
信 掛かりを得て、今後の創薬のター
ゲットとしての可能性を高めたい
と考えております。
私は、平成６年に東京大学薬学部を卒業し、引き続き大学
院薬学系研究科に進学しました。入村達郎先生の率いる生
体異物学教室にて、免疫学、腫瘍
（転移）
学、糖鎖生物学の重
要課題について幅広く勉強させて頂きました。当時、同じ研
究室にて辻勉先生からも助教授として公私ともにご指導い
ただいたことは、つい先日の様に思い出されます。その後、
博士課程２年目に中退し、平成10年1月から助手として引き
続き糖鎖免疫学、特にマクロファージ、樹状細胞に発現する
糖鎖認識分子の機能解析を行いました。平成15年２月に、そ

れまでの研究内容をまとめた論文にて博士号を頂き、その
年の４月から平成18年12月まで、米国ロックフェラー大学
のDr. Michel C. Nussenzweigの率いる分子免疫学研究室に
て、自己免疫疾患SLE患者と健常人を対象に、末梢血中の記
憶B細胞の解析を行いました。帰国後は、平成19年1月から
平成21年12月まで、東京医科歯科大学難治疾患研究所免疫
疾患分野にて特任講師として、遺伝子改変マウスを用いた
免疫記憶の解析と制御の研究を展開してきました。
これまでの経験を活かし、ここ星薬科大学では、微生物学
を中心とした講義を担当させて頂きます。微生物感染症は
人類の死亡原因の第一位であり、ワクチン、抗生物質、抗菌
剤なくして人類の健康は維持できません。人類の命と健康
について学ぶ薬学生にとって、微生物学を学び理解するこ
とは極めて重要です。さらに、本学の卒業生の活躍の場は多
様ですが、共通する使命は
「薬学者」
として、本学で学んだも
のを基礎とした日々更新される薬学的な知識と情報を、一
般の人々に伝え広めることであり、それを通じて社会全体
の薬学センスを高めることだと思います。このことは、星一
先生の建学方針
「世界に奉仕する人材の育成」
に沿うもので
す。そこでの私の使命は、微生物学のみならず薬学的な正し
い知識と情報を学生の皆様に伝えることと考え、日々精進
していく所存でおります。今後ともご指導ご鞭撻を賜りま
すよう宜しくお願い申し上げます。
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新任教職員等紹介
さと

里

ふみあき

しもかわ

史明 助教

下川

ようこ

陽子

助手

臨床化学教室
6月1日付で臨床化学教室の
助教として着任いたしまし
た。本学の発展に貢献できる
よう教育、研究に精進いたし
ますので、ご指導 ・ ご鞭撻の
ほど宜しくお願い致します。

生体分子有機化学研究室
4月より生体分子有機化学研
究室の助手に着任致しまし
た。教育と研究の両立を目標
として、本学の発展に貢献し
たいと思っております。よろ
しくお願い致します。

やまもと

さかもと ふ

山本

なおし

直司

助手

薬品製造化学教室
4月より薬品製造化学教室の
助手に着任致しました。自身
の研究活動と学生の指導を通
じて研究室を盛り立てていき
たいと思います。よろしくお
願い致します。

つねた

常田

櫻澤

きよし

すずき

清 課長補佐

けい

啓

お

担当課長

管財部
8月より管財部に担当課長と
して着任いたしました。本学
の施設・設備等に今までの経
験を活かし、精一杯頑張りた
いと思いますのでよろしくお
願いします。

鈴木

医療実習実務担当部
瀟洒な建物。きれいに整備さ
れたキャンパス。朝の元気な
挨拶。この様なきれいな環境
のもとで、新しい教育制度の
実務教育実習に携わることが
できうれしく感じています。
少しでもお役に立てる様努め
てまいりたいと思いますので
宜しくお願いいたします。

さくらさわ

じ

坂本不二夫

あきひろ

玲弘

職員

総務部
4月より総務部に着任致しま
した。本学のさらなる発展の
ため、精一杯頑張って参る所
存でございます。宜しくお願
い致します。

え だ の よういちろう

職員

枝野陽一郎

学生部
4月に入職し、学生部に配属
となった櫻澤と申します。少
しでも学生部の雰囲気が変わ
り、学生の皆様が利用しやす
い空間作りが出来ればと思っ
ています。よろしくお願いし
ます。

嘱託職員

薬用植物園
１月より薬用植物園に採用さ
れました。素晴らしい教育環
境づくりに貢献できることを
大変嬉しく思います。更なる
発展に努力して参りますので
宜しくお願いします。
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百年記念館の竣工について（第4報）
事務局長

小

池

星薬科大学報 第68号、第70号及び第71号に工事進捗状

康

夫

饅頭が配られました。

況をお知らせしましたので、今回は工事最終段階から竣工

この席で、建物の命名式が行われ、応募候補名から選ば

式を経た現在
（平成22年6月29日）の利用状況をお知らせし

れた「百年記念館」が紹介され、応募者の西村忠典理事 ・ 評

ます。

議員が大谷理事長より表彰を受けました。

前回の報告後、例えば、当初は分岐して利用する予定で

本年4月からの新学期では、月、水、木、金に講義 ・ ゼミ

あった既設の埋設水道管の劣化が著しく、そのままでは分

に利用され、薬剤師生涯学習支援室の講演会シリーズも開

岐出来ず、配管を更新せざるを得ない等の予想外の工事も

催されています。1階のホール及びテラスでは、学生及び

ありましたが、関係者のご尽力により工事は進捗し、予定

職員の利用が広がっています。３階の屋上も11時45分から

通りに昨年末から完成時検査が始まりました。

12時35分まで開放され、昼食に利用されています。

まず、大成建設の自主検査に始まり、監理者としての日

4月19日には、理事長と理事及び関係教員をお迎えして

建設計の竣工検査、更に消防署を含む官庁検査、日建設計

茶道部による茶室開きが行われました。自治会室、同窓会

による完成検査が行われました。

本部、揺籃会事務室への引越しも完了しました。

1月25日に大学への建物取扱説明と大学による検収が行

また、自動販売機も順次設置され、本学で初めてパン、

われました。1月29日には完成引渡しが行われ、1月末とい

お菓子やプリン等のデザートの自動販売機も設置され、夜

う当初の予定通りに完成しました。

間利用の便宜を図っています。

竣工式は3月4日に開催され、神事、定礎式、祝賀会が行

昼食時には、1階ショップスペースで、コミネベーカリー

われました。神事は、2階にて戸越八幡神社のご神官によ

によるパン類の販売と星薬科大学生活協同組合のお弁当販

り厳かに執り行われ、大成建設株式会社 代表取締役社長

売が始まりました。

山内隆司様、株式会社日建設計 代表取締役副社長 安昌寿

今後、星薬科大学生活協同組合によるコピー機の設置が

様はじめ両社の関係者に加えて、本学からは大谷卓男理事

予定されています。

長と理事・監事、大学役職者、事務管理職が出席しました。

今後、不都合な点は、総合的な観点から改善を図って行

その後、1階にて定礎式が行われ、定礎箱に最新の大学

く予定です。また、皆様のご要望もお知らせ下さい。

案内等、現在の本学を記念する品々が収められました。

最後になりましたが、百年記念館完成までに、近隣の皆

定礎式に引き続き、荏原消防署長や近隣５町会長をはじ

様のご協力に加えて、官公庁のご配慮、工事関係者のご尽

めご来賓の方々、教授会出席者および事務職次長以上が加

力、大学関係者のご協力をいただきましたことに厚く御礼

わり、1階ホールにて祝賀会が行われました。祝賀会に参

申し上げます。

加されなかった教職員の皆様へはお昼のお弁当と紅白のお

1階

2階

3階

百年記念館
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3階C31講義室

屋上テラス

2階C21講義室

２階ゼミ室

2階C21とC22講義室

1階ホール

1階吹き抜け天窓

1階テラス
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星薬科大学認定薬剤師研修制度
薬学教育研究センター 薬剤師生涯学習支援室 室長
日進月歩で高度化する薬剤師業務は、数年前の知識や技

亀 井 淳 三

現在、本校で開講している講座は以下の通りです。なお、

術ではすぐに使い物にならなくなってしまいます。そのた

詳細については、本学ホームページをご覧下さい。

め、薬剤師は自ら仕事のレベルアップを図るために、継続
した生涯学習をすることが重要になってきます。また、薬学

●薬剤師生涯学習コース

教育6年制の開始や、薬学部急増で将来薬剤師の増加が見込

講演会シリーズ

まれる等の事情から、今後薬剤師を取り巻く環境が厳しく

科学的根拠に基づくファーマシューティカルケアの実

なってくることが予想され、薬剤師には知識や技術の更な

践を目指して、薬剤師のスキルアップを図る事を目的と

る向上が求められるものと見られています。しかし実務で

し、基礎から最新のトピックスまでの知識修得に重点を

必要な知識、技能、心構えと全てを時代のニーズに合わせ

おいた講座

てタイムリーに学ぶための研修システムが存在しないこと

リフレッシャーセミナー

から、それらは大学における基礎教育、現場における実務実

「講演会シリーズ」のアドバンスコースとして、専門的

習、実務経験、および学習の継続などの連携を通じて身に

で高度な領域をより深く学びたいという方々のための、

つけることができると言われてきました。そして生涯一環

比較的少人数セミナー形式で行う講座
（メインテーマは緩

の学習と捉えられるようになり、現在多くの薬剤師に持続的

和医療の分野）

な学習、すなわち
「生涯教育」
の必要性が浸透してきました。

●社会人大学院
（夜間開講）
講義受講コース

一方、近年、薬剤師が医療の質や患者の安全をさらに向上さ

社会人の方のために夜間に開講されている大学院講義

せるために、特定の疾病領域あるいは特殊な技術分野の学

科目を聴講できる社会人聴講生
（大学院科目等履修生）
制

習に焦点を絞った専門研修会が広く行われるようになって

度を、生涯学習認定制度として活用した講座

きました。そしてそれらの研修会の質や基準の統一性をは

●生涯教育講座

かるため、2004年に
「一般社団法人薬剤師認定制度認証機

同窓会研修会シリーズ

構」
（認証機構）
が発足しました。認証機構では申請のあった

同窓会の企画運営により、従来から行われている卒後

研修 ・ 認定制度に対して第三者評価機関として客観的評価

教育 ・ 卒後研修会を継続した、医療提供の場で役立つ時

を行い、基準に適合することを認証しています。

代のニーズに即応した医学・薬学分野の講座

星薬科大学では生涯研修認定制度の実施機関
（プロバイ

●この他に、実務実習指導者研修コース、講演会および研

ダー）
として認証機構に認証申請を行い、審査を経て昨年6

修会などが計画されています。

月、同機構の基準に適合していることが認証され、本年4月
の本格的開講に至りました。本学で開講する薬剤師生涯教

薬剤師業務に対する
「信頼」
は、薬剤師の生涯研修による

育講座の受講者に対し、星薬科大学生涯研修の単位を認定

職能向上の実績から生まれます。日々進歩している現代医

し認定単位シールを付与します。その単位認定シールは、

療の中で、患者さんをはじめ周りの医療従事者からも
「この

従来からの日本薬剤師研修センターをはじめとする他のプ

人ならば」
と思ってもらえるような教養を身に付けていただ

ロバイダーが発行するシールと互換性があり、各プロバイ

けるよう、生涯学習支援室ではテーマや内容を入念に検討

ダーの規定内で単位として認められます。所定の研修を終

し研修講座を企画 ・ 運営してまいります。本学の卒業生を

了した薬剤師が本学の発行する薬剤師研修手帳に研修単位

含む全国の薬剤師の方々には是非本校の生涯教育制度をご

を記録して申請すると星薬科大学認定薬剤師として認定さ

利用いただき、信頼できる薬剤師の基礎となる最新医療の

れ、その認定証は自己資質向上の意欲を示す指標として社

専門知識を習得していただけるよう願いながら、皆さまの

会的に認められることになります。さらに、認定薬剤師を更

生涯学習にできる限りのご支援をさせていただこうと考え

新するためには単位の修得を継続する必要があることから、

ております。

薬剤師は文字通り生涯学習をすることになるわけです。
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（薬物治療学教室教授）
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山梨大学と学術交流協定を締結して
本学では、学術交流活動の一環としてこれまでに6つの海外
の大学（中国・北京大学、米国・テキサス大学、インドネシア・
アイルランガ大学、タイ ・ チュラロンコーン大学、スウェーデ
ン・ウプサラ大学、マレーシア・プトラ大学）と姉妹校協定ある
いは学術交流協定を結び活発な国際学術交流活動を実施してお
りますが、国内の大学については個々の教員が種々共同研究を
実施しているものの、大学間での学術交流協定等の締結は今ま
であまり例がありませんでした。このたび、本年５月下旬に国
立大学法人山梨大学と本学との間の「学術交流に関する協定書」
が、山梨大学前田秀一郎学長と本学中嶋暉躬学長の署名により
調印され、公式に両校の学術交流が開始されました。本「学術交
流協定」では教員及び研究者の交流、学生の交流、学術資料、刊
行物及び情報等の交流、共同研究 ・ シンポジウムの実施の4点
をうたっています。本協定が「医薬連携」のための実質的な学術
交流に進展するよう皆さんのご協力を是非お願いいたします。
山梨大学と本学の「医薬連携」についての話し合いは平成20年
から始まり、この間、メールによる意見交換のほかに3回ほどお
互いに学長を含めた交流を行ない、実質的に学術交流の端緒と
していくつかの交流を実施してきました。そのひとつは、山梨
大学医学部薬理学教室の小泉教授と本学薬品毒性学教室の鈴木
教授との間で始まった「ブシの疼痛抑制作用に関する作用機序
の解明」についての共同研究です。また、平成21年度からは大学
院の臨床薬学コースの6 ヶ月間の実務研修を山梨大学医学部附

学長特任補佐
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合

賢

一

属病院薬剤部長小口教授のもとで実施していただいており、本
年度も4月から9月まで、本学大学院生がお世話になっておりま
す。さらに、昨年は学術フロンテイア推進事業の研究発表会で
の山梨大学の先生に対するご講演等、着々と両学の交流を深め
ています。
今回の学術交流協定を両学の
「医薬連携」の実質的な第一歩と
するために、両学の教員によるシンポジウムを9月6日、山梨大
学において実施する予定です。本シンポジウムは、山梨大学の
小泉教授（薬理学）と本学の鈴木教授（薬品毒性学）が中心になっ
て進めており、これを今後の共同研究の進展及び薬学科を基礎
とした大学院博士課程での両学の協力体制の強化等を進めてい
く予定です。
今後も両学の
「医薬連携」を積極的に進めていく予定ですの
で、本学の教職員を始め、学生の皆様のご協力をよろしくお願
いいたします。
（薬化学教室教授）

台湾・嘉南薬理科技大学と学術交流協定を締結して
政治や経済のみならず学術分野でも「グローバル化」が叫ばれ
て久しい。大学においても全世界的に学術研究を展開し、また
教育を含めた学生交流の促進のために国際交流が活発に行われ
ています。この動向は薬学でも同様であり、単に学術面の向上
のみでなく医療に携わる薬剤師や薬学研究者のグローバルスタ
ンダード確立という意味からも重要な活動と言えるでしょう。
本学も研究活動 ・ 教育活動活性化の一環として、学術成果、研
究者の活動等を広く海外に発信するとともに、研究者や学生の
交流を促進すべく国際交流を活発に推進しています。このよう
な活動の一環として、今回、本学と嘉南薬理科技大学との学術
交流協定書調印式に出席すべく、鈴木勉教授と共に学長の代理
として台湾に出
張しました。本
学は既に北京
大学（中国）、テ
キ サ ス 大 学（ 米
国）、 ア イ ル ラ
ン ガ 大 学（ イ ン
ド ネ シ ア）、 ウ
調印式風景
プ サ ラ 大 学（ ス
ウェーデン）、チュラロンコーン大学（タイ）、及びプトラマレー
シア大学（マレーシア）と学術交流協定を結んでおり、嘉南薬理
科技大学が７番目の海外協定調印大学ということになります。
嘉南薬理科技大学は薬学専門学校を基盤として発展した大学で
あり、少し前までの卒業生が本学にも大学院生として６名在籍
していたことから、本学とは極めて関連の深い大学ということ
になります。因みに、今回の嘉南薬理科技大学の窓口となった
王四切准教授は私の教室出身者であります。また、薬理学教室
出身の范姜宏仁さんも台湾側の校友として今回の調印に多大の
努力をしてくれました。
ところで、現在の嘉南薬理科技大学は6つの学院（学部）から
構成されており、それぞれの学院には4 〜 6の系（学科）が含ま

河

国際学術交流委員長

本

多

利

雄

れ、合計28の系から成り立っ
ています。薬学は薬理学院の
一つの系に分類されています。
その他にも医薬化学、生物化
学、化粧品科学、食品科学、保
健栄養等々の人類の健康に関
する幅広い学問系が揃ってい
ます。興味あることに温泉産
業研究所も設置されており、
心身ともに包括的に健康を管 右から朱世徳准教授、王四切准教授、
理する保健総合大学と言える 本多教授、鈴木教授、范姜宏仁氏
かと思います。学生数は約17,000人ということですから、本学の
10倍規模の大学になります。
3月9日（火）の午前に行われた調印式では嘉南薬理科技大学
の学長を始め、理事や薬学部長などの要職にある人が一堂に
介し、和やかな雰囲気の元、厳か且つ盛大に式典が催され無事
調印式を終えることができたのは幸いでした。また、午後には
我々の講演会も催されましたが、ここには今一人の私の教室出
身者である台湾 ・ 大仁薬科大学の朱世徳准教授も駆けつけて
くれ、さながらに星薬科大学台湾支部同窓会といった趣きがあ
り、楽しいひと時を過ごすことが出来ました。
嘉南薬理科技大学の薬剤師養成課程は５年制であり、現在６
年制への移行を考慮中とのことで、日本の薬学６年制教育には
かなりの関心を持っていたのが印象的でした。総合大学という
こともあり、図書館等の諸施設は素晴らしく、また学生は意欲
的に勉学に取り組んでいるという印象を受けました。
嘉南薬理科技大学とは今後の交流が活発に展開していくもの
と思われますが、本学出身者が世界のいろいろな分野で活躍し
ているのは喜ばしい限りであります。また、将来的にもそれぞ
れが出来る範囲で協力し合い、学術面や教育面でお互いにレベ
ルアップして行ければ国際交流の意義も深まるものと考えてい
ます。
（薬品製造化学教室教授）
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「先端科学創造シンポジウム」講演会シリーズ14

肥満症／メタボリックシンドロームと市民生活
京都大学

内科学講座

教授

平成22年5月21日（金）に京都大学大
学院医学系研究

中尾

一和

先生

負の結果という 広義の脂肪毒性 を

内科学講座内分泌 ・

引き起こしているのではないかと解

代謝内科学分野の教授である中尾一

説されました。また、中尾先生は1994

和先生に、星薬科大学公開講座として

年のレプチンの発見以後、レプチン過

「肥満症／メタボリックシンドローム

剰発現トランスジェニック Skinny

と市民生活」と題してご講演をいただ

マウスなどの遺伝子操作マウスや疾

いた。約40名の品川区民の方々をはじ

患モデルマウスを用いてレプチンの

め、700名を超える学部、大学院学生、

臨床的意義を徹底的に解析した成果

教職員、さらに同窓生が参加し、盛大

を 踏 ま え て、2002年 か ら2009年 ま で

な講演会となりました。

臨床試験が継続されている最もレプ

演者の中尾一和先生は1973年 京都

チン感受性の高いヒトの脂肪萎縮性

大学医学部卒業後、同大学院医学研究

糖尿病を対象としたレプチン補充治

科に進学され、1984年に京都大学よ

療についてデータを示され、ヒト脂

り医学博士の学位を授与されました。

肪萎縮性糖尿病におけるレプチンの

その後、京都大学医学部内科学第二

長期に渡る劇的な有効性と安全性が

講座助手、講師さらに助教授を経て1992年同講座
（現 ：

証明されていることを解説されました。また、前臨床

内分泌 ・ 代謝内科学）の教授に就任されております。

試験では脂肪萎縮性糖尿病のみならず、1型及び2型糖

2007年より京都大学医学研究科副研究科長、2008年よ

尿病（非肥満及び肥満度Class1）、メタボリックシンド

り京都大学教育研究評議会評議員等の要職を兼務され

ロームを含む周辺疾患に対する効果も期待され、適応

ています。また、1988年度ベルツ賞
（一等賞）
、2004年

拡大が望まれるとのことでした。

日本医師会医学賞、2008年文部科学大臣表彰
（科学技
術賞）等、数々の賞を受賞されています。また、2008年
より内閣府先端医療開発スーパー特区の代表研究者と
して、その推進に尽力されています。
メタボリックシンドロームの中核をなすものとし
て、その上流には、肥満とインスリン抵抗性があり、
BMIが高まると高血圧、糖尿病が発症してくるが、日
本人の場合、糖尿病よりもまず、高血圧が早く発症す
るとのお話がありました。そして、血圧は肥満度と相
関する時代となり、我が国においても食塩摂取量はむ
しろやや低下し、それに代わる脂肪摂取量が増加した

糖尿病・肥満の一般的な知識から研究の内容・方向

ことや、自動車保有台数の増加に併行した運動不足の

性までの広範囲な内容を拝聴することができ、本学の

結果として、肥満者の増加が大きく影響していると考

学生や教員、品川区民までの幅広い聴衆に対して非常

えられ、メタボリックシンドロームの上流に肥満が存

に有意義な講演会でした。

在し、特に腹腔内脂肪
（内臓脂肪）の過剰な蓄積による

（薬剤師生涯学習支援室長
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名誉教授
本年３月末をもって、無事に
定年退職の日を迎えました。こ
の43年間、本当に多くの方々に
ご指導とご助力をいただいたこ
とを心より御礼申し上げます。
振り返りますと様々な出来事が
ありました。今でも懐かしく思
い出すのですが、出勤初日の朝
は、当時大正長屋と呼ばれてい
た二階建ての実習 ・ 研究棟の1
階奥にあった製剤実習室と研究室の掃除を済ませて教室
の先輩方をお待ちしていたものです。男子用のロッカー
室がなかったため、先輩方が私のために製剤実習室の片
隅に更衣コーナーを作ってくださったこともありました。
教育 ・ 研究環境に恵まれた現在では想像するのも難しい
かもしれません。
薬剤学教室では３人の教授の下で働かせていただきま
した。短期間に２度の教授交代を経験し、それぞれの教授
の専門領域が異なっていたため、そのたびに研究内容が
変わったうえ口に出せぬ苦労もありました。けれども今
になってみれば、怠け者の私が努力を回避できない状況
へと導かれることとなり、異なった分野の研究をかじっ
たことや身についたわずかばかりの知識が、後の新規製
剤開発に関わる研究の遂行と医療薬剤学教室の立ち上げ
の際に役立ったのではないかと考えています。

田

良

治

教育に関しては病院 ・ 薬局実習、調剤実習、製剤実習
にかかわり、医療薬剤学の講義を担当させていただきま
した。学生時代は２年次の夏期休暇に病院で調剤補助の
アルバイトを経験したものの、調剤にはあまり興味がな
かったため調剤実習にはまじめに取り組まず、病院実習
にも行かなかった私が調剤学とその関連分野で教育に携
わることになったわけですから、皮肉な成り行きと言うほ
かありません。薬剤師にとって調剤は基本的にしてもっ
とも重要な業務であり、これに関連する講義科目の履修
目的は、技術と知識の習得にとどまらず、薬剤師として備
えていなければならない特性、すなわち医療人としての
品性や患者さんに代表される他者を顧みることのできる
「こころ」を涵養することにあります。教育現場を離れた
今、そのような大切な科目を担当させて戴けたことを名
誉に思うとともに、知識を植え付けることだけを重視し、
学生諸君の心を引きつけるような講義のあり方を十分に
考えずにいたことを反省しています。薬科大学教員の大
部分は教育者になるための教育を受けていないのが実情
ですが、自らに与えられた大切な教育に携わる機会を無
駄にすることのないよう、授業評価の結果を率直に受け
止めて積極的に講義の改善を目指すことが必要なのでは
ないかと思います。
終わりにあたり、星薬科大学の益々のご発展と皆様の
さらなるご活躍をお祈り申し上げます。
（医療薬剤学教室前教授）

名誉教授
平成21年度末に、通算47年間
に亘る星薬科大学を大卒業致
しました。大学での年月は私の
人生の軌跡でもあり、その中で
色々な意味で、印象深い事柄を
振り返りたいと思います。私は
分析化学教室に就職し、微生物
学教室に配転しました。現在は
組織が解散している国立公衆衛
生院の専攻生として衛生微生物
部へ内地留学し、最新の知識を学ぶ機会を得ました。之
を基に同僚と共に微生物学実習の実習書を作りました。
実習指導は大変でしたが、学生との交流を通して大いな
る達成感がありました。講義では、近年学生が授業評価
を行っておりますが、私は講義の効果の指標を得たいと
考え、講義開始日と終了日に同じ設問の簡単な試験を行
いました。選択方式で、分からないという回答も設けま
した。講義開始前の得点は、10点満点で平均3前後、終了
時は5前後に上昇します。上がり幅は年度が変わってもほ
ぼ同じでした。講義前は分からない選択肢が多くの設問
で選ばれますが、終了時にはその選択肢を選ぶ人は流石
におりませんでした。得点分布は薬演試験の得点分布と
ほぼ同じ様なカーブとなり、データの比較解析で色々な
ことが読め、興味深かったです。昭和48年現入江名誉教
授が赴任され、真菌由来のリボヌクレアーゼについての
テーマで、本格的に研究活動を始めました。真菌由来の

町

扇

和

子

リボヌクレアーゼT2ファミリ酵素と命名された酵素群は
現在までの研究で哺乳類にも分布しており、細胞活動に
とって必須の酵素であると位置づけられております。多
くの卒論生、院生と共に分野の研究の一端に携れた事は、
教員としての誉であります。又海外留学や国内外の学会
に成果を発表する活動により充実した時を過ごしました。
最後の院生の成果を2008年アメリカの微生物学会で発表
でき、有終の美を飾れたと思っております。人生山あり谷
ありは人の常で、私にも千尋の谷が突然現れました。私
の職位に関し、所謂パワーハラスメントを受けたのです。
本人および私が指導していた身近な院生 ・ 卒論生への事
情聴取はなされず、機関決定であるという通告を受けま
した。私は納得できず、戦う事に致しました。幸いにも共
に戦って下さった方や励まして下さった多くの方々に支
えられ、応用微生物学教室の教授で定年を迎え、名誉教
授の称号も頂きました。学内外で支えて下さった多くの
方々に深く感謝しております。トラウマの様なしこりが
残り、終わり良ければ全て善しという心境に至るには今
少し時間が必要かと思っております。これがきっかけと
なり、NPO法人アカデミックハラスメントをなくすネッ
トワークに入会し、一時期相談員活動も致しました。ハラ
スメントの現況や人間について多くを学びました。これ
からは六十の手習いで始めた文化活動や奉仕活動等をマ
イペースで行い社会と繋がって行こうと考えています。
（応用微生物学教室前教授）
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「タンパク質翻訳阻害作用機構に基づく新規ながん治療薬の創製」

生体分子有機化学研究室
教授

津吹

政可

この度は、大谷記念研究助成金を賜りまして誠にあ
りがとうございました。大谷卓男理事長並びに中嶋暉
躬学長に厚く御礼申し上げます。また、本研究助成の
選考にあたられました東山公男運営委員長並びに運営
委員の先生方に感謝申し上げます。
壮年期から高齢者の悪性腫瘍の実態によると、男性
では肺がん、前立腺がんが増加する一方、女性では大
腸がんが著しく増えています。厚労省の地域癌登録研
究班の将来予測によれば，大腸がん患者の増加が著し
い。とくに女性では乳がん ・ 子宮がんを抜いて最も頻
度が高い悪性新生物疾患となっています。これは，や
はり高脂肪食の普及と大腸がん検診の進展に伴い発生
件数，診断件数ともに増加してきたものと考えられま
す。早期に、がん治療のためのＥＢＭの確立が必要不
可欠であります。
最近、真核生物の翻訳開始因子の一つeIF4A（RNA
helicase）の特異的阻害剤であることが明らかにされる
とともに、この因子を必要とするウィルスに対して阻
害作用があることが見出されています。八放サンゴ ・
ヤ ギ 類 の 一 種 Isis hippuris に 含 ま れ るhippuristanol
は、遊離のeIF4Aおよび複合体eIF4Fのどちらの状態
に対しても阻害活性を示す初めての物質であります。

この特異的な阻害作用と構造との活性相関は天然の
hippuristanolの類縁体及びそれらの誘導体を用いて活
発に検討されているものの、さらに多くのアナログを
用いた研究が必要と考えられます。
本研究では、大腸がん発生の初期イベントに深く
関与している真核細胞の翻訳開始因子であるeIF4A
に注目して、eIF4Aの特異的阻害剤である22,25-エポ
キシフロスタン骨格を有するポリオキシステロイド、
hippuristanolの合成並びに構造活性相関研究を展開す
るものであります。まず、eIF4Aの特異的阻害剤であ
るhippuristanolの合成法を確立します。Hippuristanol
の立体選択的な合成においては、22Rの立体配置を有
するスピロ環の立体選択的な構築が課題であります。
既に我々は、hecogeninを出発原料に用い、鍵中間体
である11β,16β-ジヒドロキシ-20-ケトステロイドを合
成するとともに、光学活性なジヒドロフラン誘導体と
の反応によりhippuristanolの合成法の確立に成功して
おります。
今後は、本合成法を基に誘導体合成を実施すると
と も に、 タ ン パ ク 質 合 成 に 関 わ るRNA helicase
（eIF4A）阻害活性を検討します。また、構造上類似
で強力な細胞毒性を有するcephalostatinやritterazine
類のエポキシフロスタン型側鎖部の合成並びにRNA
helicase阻害作用の検討も行う予定であります。さら
に、構造活性相関で得られた情報を基にリード化合物
の最適化を行うことで新規抗がん剤の創製を目指した
いと考えております。
本研究課題は、薬品製造化学教室在籍時より開始し
たものであり、研究の推進に当たりまして終始変わら
ぬ暖かいご配慮とご指導を賜りました本多利雄教授に
心から謝意を表します。

肥満に伴うケトン体代謝の変動がもたらす組織機能障害への寄与
申し上げます。
近年、肥満が大きな社会問題となっていますが、そ
の主たる原因は脂質中心の欧米風の食生活にライフス
タイルが変化したことにあります。この過剰に摂取し
た脂質が体内で消費される際には、代謝副産物として
ケトン体が生じます。また、糖尿病や飢餓の際にも体
内に蓄積された脂質の消費に伴いケトン体が多量に出
来ますが、これはケトーシスを引き起こし重篤な健康
被害をもたらすことがあります。これらのことから、
長年ケトン体は生体にとって不要な物質であると捉え
られていました。しかし、近年ケトン体が生体内で積
極的に利用されていることが明らかになりつつありま
す。始めに見出されたのはケトン体をエネルギー源と

衛生化学教室
准教授

山崎

正博

この度、大谷記念研究助成金を賜りましたこと、誠
にありがとうございます。大谷卓男理事長ならびに中
嶋暉躬学長に深く感謝いたします。また、東山公男運
営委員長を始めとする運営委員の先生方に厚く御礼を
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して利用する経路でしたが、我々は新たに細胞質に存
在するケトン体の利用酵素としてアセトアセチルCoA
合成酵素を単離することに成功しました。
この酵素は、脂質合成の盛んな脳・肝臓・脂肪組織
に強く発現していました。また、肥大化した脂肪細胞
において特に多く存在することを明らかにしました。
脂肪細胞の肥大化は、生活習慣病の発症や悪化を起こ
す引き金になることが知られています。実際、本酵素
は高脂肪食による肥満によって発現が誘導されていま
した。高脂肪食は血中ケトン体量も増加させることか
ら、脂肪組織では本酵素を介したケトン体の利用が亢
進することで代謝の異常が起きている可能性が考えら
れます。
また、本酵素が脳神経系にも広く発現しており、神
経細胞の軸索が成長していく際に発現が誘導されるこ

とも明らかにしております。更に、脳の発現は糖尿病
や遺伝性肥満の際に低下していました。これらのこと
は、ケトン体が神経の構成物質や伝達物質の合成に利
用され、神経の機能維持に寄与している可能性を示唆
しています。
このように、ケトン体は従来考えられていたような
不要な物質ではなく、様々な組織で合成基質として利
用されていると考えられます。更に、その利用酵素で
あるアセトアセチルCoA合成酵素の異常が肥満や生活
習慣病の病態と関連していると考えられることから、
本酵素とケトン体の生理的意義を解明することが、肥
満や生活習慣病の予防と改善に有用かつ新規な知見を
与えてくれると考え、今後も研究を進めていく所存で
す。

有痛性糖尿病神経障害時に見られる感覚異常に対するシンバスタチンの治療効果

薬物治療学教室
講師

大澤

匡弘

この度、大谷記念研究助成金を賜りまして、誠にあ
りがとうございます。大谷卓男理事長、中嶋暉躬学長、
東山公男運営委員長をはじめとする運営委員の先生方
に厚く御礼申し上げます。
糖尿病は高血糖ゆえに全身の機能障害を誘発する
疾患です。特に糖尿病神経障害は早期から認められる
微小血管障害であり、痛覚過敏やアロディニア
（通常
の触刺激が痛みとして感じられる状態）などの不快な
感覚異常が惹起されるために、患者の生活の質を低下
させる大きな要因の一つになっています。このような
種々の症状改善に数々の治療法が提供されております
が、既存の治療法では症状を完全に緩和することは困
難であり、新しい治療法の確立が課題となっています。
グルコース量の変化は血液中に含まれる物質の成分
量に対しても影響を与えることがわかっており、特に
脂質量の変化に大きく左右されます。脂質は生体のエ
ネルギー源として利用されるだけではなく、細胞内タ

ンパク質機能の調節因子として重要な役割を果たして
いることが明らかにされました。脂質がタンパク質に
結合する（脂質修飾）とタンパク質は活性化され、細胞
機能は変化します。その中でもタンパク質のイソプレ
ニル化は多くのタンパク質に見られる反応で、痛みの
伝達に重要と考えられている低分子量Gタンパク質の
RhoAの活性化に関わっています。私たちは、実際に中
枢神経系におけるRhoAタンパク質の活性化が糖尿病
時に起こっており、その抑制によって糖尿病にみられ
る感覚異常も改善することを見出しました。また、イ
ソプレニル化に必要な脂質であるイソプレノイド量を
低下させるシンバスタチンにより、糖尿病にみられる
RhoAタンパク質の活性亢進が抑制され、感覚異常も
改善すると突き止めることができました。このことは
糖尿病にみられる神経障害が、血中脂質の上昇による
神経系細胞のタンパク質脂質修飾により、引き起こさ
れており、イソプレノイドの生成を抑制するスタチン
系薬物が改善作用を有している可能性を示しておりま
す。
以上のように、全身のエネルギー状態の変化にとも
なう種々の細胞外環境の変化は、細胞機能を調節する
多くのタンパク質の活性を変化させます。今後、糖尿
病時における脂質修飾を受けるタンパク質の機能を解
析し、糖尿病のみならず神経障害が原因となっている
疾病（例えば抗ガン剤の副作用のしびれや神経損傷に
よる感覚異常など）の新規治療薬や薬物治療戦略の発
見を目指して研究を進めて参ります。

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22年度まで毎年2〜4名に授与されています。
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星一先生顕彰記念碑の建立について
星薬科大学創立者の星一先生を顕彰す
化学界に対し、外国人として最初に資金援
る記念碑が、生誕地福島県いわき市の勿来
助を行った星先生の貢献の大きさに触れ、
（なこそ）市民会館に建立され、平成22年4
星先生が物心両面において日独交流の懸
月24日
（土）に同会館で除幕式が行われま
け橋になられたこと、また、今後の日独の
した。
若い世代の友好関係推進に期待している
記 念 碑 は、 第 一 次 世 界 大 戦
（1914 〜
ことを述べられました。
1918）の敗戦で困窮したドイツ化学界に対
当日は好天に恵まれ、地元の方による
し、星先生が現在の金額で20億円以上の資
と例年より10日程遅く咲いた桜が満開で、
金を援助したことを顕彰するもので、建
今回の除幕式を祝福しているようでした。
記念碑の除幕をするアンナ・プリンツ公使
立費用は全額ドイツ政府が負担しました。
記念碑建立の件は、地元の新聞やテレ
記念碑の建立は、長年ドイツに駐在し、現在いわき市在住
ビでも取り上げられ、本学にもNHK福島放送局の取材があ
の元商社員の鎌田哲男氏がドイツ政府に働き掛け、同市在
りました。取材では、星先生とドイツの関係について三澤
住の本学卒業生を含む地元有志とともに実現したもので
美和教授が星一記念室でインタビューに応じました。
す。
今回の記念碑建立を機に、星先生が築かれた日独の絆が
勿来市民会館には星先生の胸像が昭和48（1973）年に建
深まるとともに、星先生の業績が広く伝えられていくこと
てられており、今回の記念碑は胸像の前方横に設置されま
が願われます。
した。記念碑は、縦80cm、横120cmのブロンズ製で、星先
最後に、記念碑に刻まれたシュタンツェル駐日ドイツ大
生の肖像のレリーフや、フォルカー ・ シュタンツェル駐日
使の言葉（原文はドイツ語）を掲載します。
ドイツ大使及び木村敬三元駐独日本大使の顕彰文が刻まれ
「第一次世界大戦後の困難な時期、多大な資金援助を
ています。
もってドイツの化学分野の研究を持続的に支えられた日本
除幕式は、午前11時から約1時間、記念碑前で行われ、ド
人実業家星一氏の功績を、ここに、感謝の念をもって顕彰
イツ大使館のアンナ・プリンツ公使、渡辺敬夫いわき市長、
します。星氏が、その支援により国境と海を越えて築かれ
星家親族を初め地元関係者等約100名が参加し、本学から
た日独間の友好と協力の架け橋は、末永く人々の記憶にと
は、小池康夫事務局長及び筆者が参列しました。プリンツ
どまり続けるものであります。星一氏は、1873年12月25日
公使から渡辺市長に記念碑の目録が贈呈された後、公使、
この地に生を受け、1951年、米国にて永眠されました。
市長等による記念碑の除幕が行われました。
2010年1月19日 駐日ドイツ連邦共和国大使フォルカー ・
プリンツ公使は挨拶の中で、第一次世界大戦後のドイツ
シュタンツェル」
（総務部 佐藤 史朗）

世田谷文学館「星新一展」への協力について
星薬科大学及び星製薬株式会社創立者の星一先生のご長
男で、作家の星新一氏
（本名 ： 親一、1926−1997）
の展覧会
が平成22年4月29日から6月27日まで、
（ 財）せたがや文化財
団 世田谷文学館で開催されました。
新一氏は、東京大学大学院在学中、星先生の急逝
（1951
年）により星製薬㈱を引き継ぎましたが、悪化していた経
営状況により会社を手放し、その後にSF作家として本格的
に執筆活動を開始しました。新一氏の作品は、原稿用紙10
数枚程度の
「ショートショート」と呼ばれる形式が中心で、
昭和58（1983）
年には前人未踏の1001話を達成しています。
本展は、没後10年以上経てなお人気の高い新一氏初の展
覧会で、創作のアイデアを書き込んだ無数の構想メモや細
かい字でびっしり書かれた原稿下書き、愛用品など創作過
程や人柄を偲ばせる資料約300点が展示
されました。会場には、新一氏が星一先
生のアメリカでの苦学など若き日の姿
を描いた
『明治 ・ 父 ・ アメリカ』
および
星製薬㈱の成功とその後の困難な状況
を描いた
『人民は弱し 官吏は強し』
（と
もに現在、新潮文庫から発行）の創作メ
モや原稿も展示されていました。
「星新一展」
展覧会には星一先生のコーナーも設

けられ、本学は、星先生が着用された星製薬㈱時代の制服
や星先生の友人で同社の顧問も務めていた野口英世博士
の顕微鏡等、主に星一記念室で展示している資料数十点を
貸し出しました。その中には、昭和9（1934）年に星先生が
欧米視察に行かれる際の約15分間の無声映像もあり、コー
ナーの一角で常時放映されました。
今回の展覧会では多数の関連イベントも行われました。
5月30日（日）には「星新一の父 ・ 星一の仕事と生涯」
と題し
て、本学の三澤美和教授が同館にて1時間の記念講演を行
い、約150名の参加者が熱心に聴講しました。また、6月5日
（土）には「星新一ゆかりの地を歩く−星薬科大学ほか」
と称
して、本学の見学会が開催され、約40名の参加者が本館の
メインホールや壁画、星一記念室等を本学職員の案内で1
時間程見学しました。
2 ヵ月間にわたる本展の総入場者数は
12,229人に及び、同館の他の展覧会と比較
しても大変盛況だったそうです。展覧会
では、関連資料として本学の大学案内も
置かせてもらいました。星新一展を通し
て、多くの方に星一先生の業績及び星薬科
大学についても知っていただけたのでは
星一コーナー
ないかと思います。
（総務部 佐藤 史朗）
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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

※2010年3月竣工。名称は、公募により
「百年記念館」に

○寄附金募集事業実施者

決定。

星薬科大学創立100周年記念事業募金委員会

（2）星薬科大学奨学金制度の充実

http://www.hoshi.ac.jp/home/100thAnniversary/

星薬科大学奨学基金を創設し、既に実施している
「星薬

souritu100.html

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

星薬科大学歴史資料館

完成予想図（外観）

星薬科大学歴史資料館

完成予想図（内部）
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教
⁝
室
⁝
紹
⁝
介
⁝

衛生化学教室は、本学が新制の薬科大学として発
足した昭和25年に、
「厚生鑑識化学教室」として開設
されました。その後、昭和38年に薬学科と衛生薬学
科への分科に伴って、教室名が
「衛生化学教室」へと
変更され現在に至っています。衛生化学教室は新星
館5階に位置し、職員4名、大学院生4名、および卒論
生28名で構成されています。
「生を衛る」
、すなわち
人の健康に直接かかわる化学として、古くは食品添
加物や環境汚染物質など食品衛生や環境衛生に関
する「物の毒性」
の研究から、近年の生活習慣病に関
する分子生物学的アプローチまで、多岐にわたる研
究を行っています。
当教室では衛生化学に関連した3コマの授業およ
び1コマの実習を担当しています。福井哲也教授が
「栄養と健康」を担当し、健康の維持増強を目的とす
る予防薬学の観点から、衛生化学の概念、栄養素と
人の健康に関する栄養科学、および生活習慣病に関
して講義されています。また、
「 生活環境と健康」を
担当し、生態系と環境因子、および人の健康に関す
る水と空気を中心とした環境衛生について、やはり
予防薬学的な視点から講義されています。山﨑正博
准教授は「食品の安全性」
を担当し、食品の品質と管
理および食中毒に関して科学的な理解を深めるこ
とを目的として講義されています。
三年生の後期には
「生物系実習Ⅴ」
があり、福井教
授、山﨑准教授をはじめとして、渡辺聡助教、長谷
川晋也助手および大学院生が学生の指導にあたり
ます。この実習では、学生たちは衛生化学の主要な
分野である食品衛生および環境衛生に関して「衛生
試験法」を中心とした試験操作を行いながら、栄養
素や食品添加物などの食品成分、および環境中の水
質・大気と人の健康との関係について考察し、学生
たちがそれまでの二年間で学んできた基礎的な知
識と技術について応用的に展開することができる
ようにする、ということを目的としています。
現在は四年制から六年制への移行期ということ
もあり、薬学科の五年生が13人、四年生が13人、ま
た創薬科学科の四年生が2人所属しており、研究を
行っています。この卒業研究では、教室のスタッフ
や大学院生と、研究の進め方、データの解析やまと
め方などについてディスカッションを重ねながら
学習できるようにと心がけています。薬学科の学生
は四年次に配属され、六年生の前期に卒論発表会を
行う予定ですが、これは二年半にわたる研究成果を
人に理解できるようにプレゼンテーションする能
力を身につける、ということを目的としています。
学生たちには研究背景を学び、自ら考え実行し、そ
の結果を評価 ・ 発表するというインプットとアウ
トプットを実践してもらうことにより、卒論という
枠組みにとらわれず、これからの社会生活に役立つ
教育をできればと考えています。また、創薬科学科
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の学生は、将来医薬品の開発に関わることのできる
スキルを身に付けるべく、一足早く三年生後期から
研究活動に勤しんでいます。
教室の現在の主要な研究テーマは、生活習慣病に
関連したものです。生活習慣病とは糖尿病や脂質異
常症および高尿酸血症など、生活習慣が主な原因と
なり発症する疾病を指します。糖尿病時に増加する
ケトン体や高尿酸血症時に増加する尿酸は、従来生
体内で産生された余分な代謝産物であり、生体に害
を及ぼすものと考えられてきました。しかし、近年
これらの代謝産物が、生体内において重要な生理的
役割を果たすことが明らかとなってきました。ケト
ン体は飢餓時や糖尿病時の脳においてグルコース
の代替エネルギーとして利用されるだけでなく、脳
虚血やパーキンソン病において神経保護作用を示
すことが明らかとなっています。さらに、生活習慣
病発症の主因である肥満に関する研究から、ケトン
体が性特異的・部位特異的に利用され、脂肪組織の
脂質合成機能にかかわっている可能性を見出して
います。また、尿酸もビタミンCやE、ポリフェノー
ルなどと同様に、過剰になった活性酸素を除去する
スカベンジャーとしての役割があることが明らか
にされています。以上のような生体内の代謝物の生
理活性に注目し、その役割を明らかにするために、
分子生物学および生化学的手法を用いて実験して
います。近年は、実験動物を使用したin vivoの実験
や細胞を使用したin vitroの実験を分割せず、統合
的に解析することが求められているため、細胞内の
タンパク質の詳細な役割の検討から実験動物の疾
患モデルにおける病態の解析まで、分子機構を総合
的に理解できるよう努力しています。
当教室は人の健康に密接にかかわる化学として
の広い分野をカバーする大きな視野を常に持ち続
けることを目指し、これからも多くの方々のご指導
やご鞭撻を頂きながら、研究と教育のより一層の展
開を志していきたいと思っています。
（衛生化学教室助手 長谷川晋也）

1列目右端長谷川助手、右から2人目山﨑准教授、
2列目左から5人目福井教授、最後列右端渡辺助手
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教
⁝
室
⁝
紹
⁝
介
⁝

生化学教室は、中陳静男教授、渡邉正忠助手およ

いることが次々に明らかにされつつあります。最近

び筆者の3名のスタッフと、学生19名
（薬学科5年生6

の研究から例を挙げると、男性脳への分化が女性ホ

名、4年生11名、創薬科学科4年生2名）
で構成されて

ルモンにより支配されているといった一見矛盾し

います。当教室教員が担当している講義等には、現

ているように思われる現象について、数年前に日本

在、一年次に「生体分子」
、二年次に
「生理活性分子

の研究グループが、実は女性ホルモンが脳の海馬領

とシグナル伝達」
、三年次に
「生体分子の立体構造と

域で独自に生合成され分泌されているとする画期

相互作用」、さらに学生実習として二年次の
「生物系

的な研究成果を発表し、これまで理解できなかった

実習I」があります。

謎の一つが解き明かされようとしています。また、

生化学は医学、薬学のみならず理学、農学や工学

ストレスホルモンとして知られる母体の糖質コル

に及ぶ理系全般に共通したきわめて広範な研究分

チコイドによる胎児への暴露が、現代の社会問題と

野を持つ学問です。私達の教室では、教育と研究

なっている出生後の学習障害や成人病といった疾

は大学における両輪であるとの基本認識の下、特

病の発症頻度と密接に関連することが明らかにさ

に「内分泌関連疾患および生体機能調節の解明を目

れつつあります。

的とした生化学的および内分泌学的研究」
「環境化
、

近年、理系離れや資格主義といった言葉を多く耳

学物質が生体機能に及ぼす影響に関する分子内分

にするように、学生の指向や大学の様子も大きく様

泌学的研究」を中心に分子生物学、分子内分泌学を

変わりしてきています。このような中で、生化学教

ベースとした基礎研究に力を注いでいます。近年

室では敢えて「無数に存在する生命現象に伴う疑問

の内分泌学は、上記二年次の講義科目名が表して

の解明に夢と情熱を持って挑戦する。」このような

いるように、古典的なホルモンの概念
（endocrine）

基礎研究に対するFrontier Spiritを大切にしていま

に と ど ま ら ず、 傍 分 泌（paracrine）
、自己分泌

す。筆者も、かつて若かりし頃に生命と生物学の神

（autocrine）といった生体の局所調節を含め、生命

秘に魅せられた一人として、生化学教室で研究する

現象の根源に広くまた密接に関連する物質および

学生には「なぜ?」を解決する日々の地道な努力を通

その現象を取り扱うようになりました。私達がこれ

して、考える力、科学する力を身につけてもらい、

まで注目し続けてきたステロイドホルモンに関し

幾多の困難を乗り越え生命の疑問を解決する喜び

ても、細胞の分化や多様な生体調節、すなわち性分

を味わってもらいたいと願っています。

化、癌細胞への分化と増殖、動脈硬化やメタボリッ

（生化学教室講師

クシンドローム発症、学習障害などに深く関わって

百年記念館前にて；2列目左3人目から、大野講師、中陳教授、渡邉助手、
風船内は病院、薬局実務実習中などの学生
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最 新
●硬式テニス部

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

硬式テニス部は現在部員が男子13名、女子17名で毎週水

連盟バドミントン大会があります。去年の秋は男子団体戦

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

3位、女子団体戦準優勝、今年の春は女子団体3位、ダブル

自主練をするなど、各自がそれぞれの目標を持ち、真剣に

ス3位と成績も良く着実に実力をつけている部活です。こ

テニスに取り組んでいます。

れからも、部員皆で力を合わせ、技術を向上させ、良い成

昨年の春の薬連では男子が第三位、女子は優勝という成

績を残せるように頑張っていきたいと思います。

績を残すことができました。また、秋の関東理工リーグで
●野球部

は男子は第九部、女子は第四部に属し、それぞれ昇格を目
指しています。

私たち野球部は、毎日のお昼休みと、放課後の空いた時

今年は春の薬連では男女アベック優勝、理工リーグでは

間を利用して練習に励んでいます。とても広いグラウンド

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

があるわけではありませんが、限られた時間とスペースを

員全員が一丸となって練習に励んでいます。

有効に使い努力しています。この春行われたリーグ戦は、
5位と満足のいく結果は得られませんでしたが入れ替え戦

●バスケットボール部

には勝利することが出来たので、次も2部で野球が続けら

今夏、仙台にて夏期薬学連盟全国大会が行われます。星

れます。この悔しさをバネに、ぜひ秋のリーグ戦では優勝

薬科大学バスケットボール部は、毎回好成績を残すもここ

出来るよう、しっかりと練習していきたいです。

2年間は優勝から遠ざかっています。薬学部の6年制化に伴
●陸上競技部

い、今大会から一度引退した先輩方にも現役復帰をして頂
き、総力を挙げて優勝を目指したいと思います。

陸上競技部は、毎週金曜日の授業後に学校やその周辺、

毎春、新一年生の入部により新しい風が部内に吹き込み

近くの林試の森公園で活動しています。部員は4年生から1

ます。後輩の存在で先輩は頑張れ、先輩の存在で後輩は伸

年生まで合わせて47名いて、学年に関係なく仲良く元気に

びる。そんな良い雰囲気がいまのバスケ部にはあります。

練習しています。夏には合宿を行っており、昨年は茨城県

コーチのいない環境の中、部員の協調性や積極性の重要さ

の競技場で走りこみや円盤投、やり投を練習しました。ま

が痛いほどわかります。いまのチームの空気をそのまま

た10月に行われた全関東甲信越薬学生陸上競技大会では、

に、今回の大会、そして次回からの大会も優勝出来るよう

男子が4×100mR4位 ・ 円盤投2位 ・ やり投4位、女子が4×

日々精進していきます。

100mR3位 ・ 800m1位 ・ 100m4位 ・ 3000m4位 ・ 走幅跳1位
という成績を修めました。練習は自分のペースに合わせて

●バドミントン部

出来るので、走りこみたい人でも、また軽く運動したい人

私達バドミントン部は、毎週火水土の3回練習を行って

でも大歓迎です。ぜひ7号館の4階の部室に遊びに来て下さ

います。現在は3年12人、2年9人、1年19人で楽しく活動し

い。

ています。春には新歓合宿、夏には合宿があり、楽しく技
術を見に付けることができます。また、他校との練習試合
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●ダンス部

全員フットサル未経験者でしたが、どんどん上手になって

私たちダンス部は年4回の公演をメインに、日々活動し

います。練習場所は主に学内の体育館と屋外コートでした

ています。先日行った6月公演では、新しく入部した1年生

が、人数も多くなったので今年度からは品川区の施設も

と共に多くの人に楽しんでもらえるよう、また本公演で引

使っています。

退となった3年生に感謝の気持ちを伝えられるよう一生懸

また、今年度から2年生を幹部とした新体制もスタート

命練習しました。その甲斐あってたくさんのお客さんが見

しました。今まで引っ張ってきて下さった先輩方に負けな

に来てくださり、大成功を収めることができました。無事

いくらいフットサリスタを盛り上げていきたいと思いま

に3年生を送り出すことができ、今後は私たち2年生を中心

す。写真は部員でW杯日本vsオランダを観戦した時のもの

に活動していくわけですが、薬祭でも素晴らしい公演をお

です。

見せできるよう、部員一同頑張っていきたいと思います。
●漢方研究部
●柔道部

漢方研究部は、1年生33名、2年生27名、3年生22名の計

柔道部は現在、男子7人、女子3人の計10人で活動してい

82名で活動しています。

ます。2人の新入生を迎え、今年は昨年よりも更に活気に

主な活動内容は、漢方に関する勉強会、夏合宿、星薬祭

溢れており、明るく楽しく活動しています。

における展示、そして全漢連への参加です。夏合宿は、例

平成22年度東日本薬科大学柔道連盟春季柔道大会では、

年8月、国立オリンピック記念青少年総合センターで4泊5

男子団体戦優勝
（明治薬科大学と合同出場）
、男子個人戦無

日、勉強会の復習をしたり、全漢連にむけて発表内容の検

段の部優勝、女子個人戦準優勝という成績を残すことがで

討や資料を作成したりしています。全漢連は、年に1度、他

きました。

大学の漢方研究部が各研究内容を発表し、交流を深めま

今後も成績を残していけるよう、精進してまいります。

す。昨年は、
「 冷えと漢方」
「 漢方とアロマ」について発表を
行いました。その他、年間を通して様々な漢方薬や薬膳づ
くりにも取り組んでいます。
●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あ
る部です。現在は新しく1年生が加わり、2年生、3年生を
合わせて69名の部員が、顧問の三澤先生と副顧問の千葉先
生のもと活動をしています。今年のテーマは「dl-カンフル
の鎮痒作用」です。薬理研究部での「痒み」の研究は今年で
3年目となります。3学年が一丸となって実験に取り組み、
最近では実験成功の兆しが見えてきました。研究成果は、
星薬祭や今年度は星薬科大学で開催される東日本薬理学連
合にて発表します。また、35周年ということで祝賀会を予
定し、それに伴い発行する『星薬科大学薬理研究部35周年

●フットサリスタ

誌』を現在作成しています。

フットサリスタは今年度、45名の1年生が入部し、総勢
85名となりました。練習は基本的に自由参加ですが、常に
40名以上が参加しています。特に1年女子の参加率が高く、

●有機化学研究部
有機化学研究部は、現在1年生20名、2年生15名、3年生
14名の計49名で活動しています。主な活動内容は、春、夏
の長期休暇を利用して行う化学系実験です。部活としての
拘束はあまりなく、他の部活との兼部も可能です。1年生
は器具の名前や使い方など基本的なことが学べるので、2
年生からの実習の予習になります。また高校生に実験を体
験してもらうSPPや薬祭への参加もしています。興味のあ
る方は是非7号館の4階にお越し下さい。
●生協学生委員会
生協学生委員会では、6月18日にデザート試食会を開催
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しました。事前に学部生 ・ 大学院生から参加者を募集し、

いました。しかし、同時に行ったアンケートで、学生が生

当日は70名を超える学生
（学生委員含む）にご協力をいた

協に何を求めているのかを理解することができました。数

だきました。13種のデザートを試食してもらい、特に人気

カ月前から企画をしてきて大変なこともありましたが、当

のあった4種を7月上旬からプチショップで販売予定でした

日はとても盛りあがり楽しい試食会でした。

が、商品入れかえ時期の都合で変更することになってしま

水泳部
水泳部は現在3年生9名、2年生14名、1年生14名の計

備え練習をしています。また去年からですが、水泳部

37名で活動しています。

の希望者を募り日本水泳連盟に選手登録し、関東学生

大学内に野外プールがあり、
5月から8月のおよそ4 ヶ

夏季公認記録会といった公式の大会に出るようになり

月間ですが、火曜日、金曜日の週2回練習をしていま

ました。というように今、水泳部では活動の幅を広げ

す。また他の平日でもプールを利用できるので自主練

ております。

習をしている部員もいます。部員の多くは大学から始

8月には練習をしっかり行う1次合宿、存分に遊ぶ2

めた人が多く、初心者でもしっかりと上達ができるよ

次合宿というようにオンとオフがはっきりしており非

うに練習メニューを初心者から上級者までの6コース

常に充実している部活であると思います。水泳部の雰

分に分けて練習をしています。

囲気ですが非常にアットホームで先輩後輩の仲が非常

大会に関しては、毎年5月に7団体戦という近隣の

に良く、よく部室で話をしています。またOB、OGの

医療系大学が集まり、星薬科大学プールにて行われま

方も大会のたびに来ていただいたりと現役、OB、OG

す。今年は、その大会で総合3位の成績を取りました。

と全員で水泳部が成り立っているといった一体感のあ

その大会の後で、7大学で食事会を行い親睦を深めて

る部活です。

います。6月には医療系の水泳大会で最も大きい東日

水泳部は活動期間は短いですが、その分非常に充実

本医歯薬看護学生水泳競技大会に参加してきました。

しているので、興味がある方は是非水泳部の方へお越

8月には関東学生水泳記録大会が控えており、それに

しください。
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薬草園だより28
サンショウ
はな ざんしょう

おなじみのサンショウである。花を花 山 椒、
み ざんしょう

の名がついた。一方果実のほうは、「小粒でも

若い果実を実山椒などといって佃煮にし、葉は

ピリリと辛い」の諺のごとく、爽やかな辛味が

生ものに添えられたりする。高尾山周辺でも野

ある。藤堂明保の解説によると、椒の字は木 +

生はよく見かけるし、堅い材はスリコギなどに

叔からなり、叔の左側は棒杭の下に小を添え小

して売られている。身近なせいかどこかホッと

木を意味するという。そこから小粒とか枝につ

させる人懐こい植物だ。

いた豆などの意味を持つようになり、さらに小

サンショウを栽培しているとある程度年数が

粒のものを手で拾い集めることで又（手の形）

経つと急に枯れることがある。気づかない外的

を添えて叔となった。従って叔を含む字はみな

原因があるのかもしれないが、むしろ自ら枯れ

「小粒の」
「小型の」という意味を共有し、
「淑女：

ることで株の更新を図っているようでもある。

小柄で引き締まった女性、叔父：小さい方のお

現在薬草園に植えているサンショウは写真のよ

じさま」のように派生したという。

うに毎年きれいな赤い実をつけ、種子の黒さと

日本食は油や香辛料をあまり使わないことが

のコントラストが映えるお気に入りの株だが、

特徴とされるが、山椒はわさびとともにほぼ日

今年の葉にはいつもの生気が感じられず、枯

本固有のスパイスとみていい。成熟果皮を粉末

れる日が近づいたようで気がかりだ。またシソ

にした粉山椒は鰻の蒲焼や焼き鳥には無くては

のような暗紫色の葉をもつ珍しい品種もあった

ならない香辛料である。ただその山椒の粉は本

が、残念ながらこちらは一昨年枯れてしまった。

当にサンショウかと問われると疑問が残る。局

サンショウの特徴は実の辛さや対生するとげ

方生薬と異なり食用には中国産のものが多い。

の印象で語られることが多い。トゲのないもの

中国にサンショウは自生せず中国産とあれば別

をアサクラザンショウといい、実も大きめで栽

種のカショウ（カホクザンショウ）が使われて

培品種として賞用されている。戦国武将越前

いる。両種はよく似ているが、果皮のツブツブ

朝倉家の出身地でもある但馬国の朝倉という郷

（油室）の形状に違いがあり、よく見れば肉眼

や

ぶ

（現兵庫県養 父市）で発見されたところからそ

でも区別できる。

左

薬草園のサンショウ
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薬用植物園園長

カショウ

右

南雲清二

サンショウ

