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創立100周年を迎えるにあたって

星薬科大学

中

嶋

暉

星薬科大学はいよいよ今年で創立100年を迎え
ます。創立者

学長

躬

え今日の姿になりました。100周年は一つにけじ

星一が星製薬を創設し、社内に教

めの年であることは言うまでもありません。と同

育部を設けて全人教育を開始し、社員に医薬の知

時に2011年は薬学教育にとって初めて6年制が導

識を普及させたのが始まりです。1911年11月4日

入され、その最初の卒業生が巣立つ年でもありま

とされています。星一流に大風呂敷を拡げるなら

す。この年を迎えるにあたり、大学では記念にな

ば、星薬科大学は医薬品の将来にあるべき姿、ま

る行事として何をなすべきか、星一の理念を念頭

た、医療に携わる人の将来の姿を今から教育する

に置きつつ、理事会の下に100周年事業検討の委員

という彼の遠大な構想に基づいて創生され、企業

会を立ち上げました。いろいろ検討を重ねた結果、

から派生した唯一の薬科大学といってもよいで

2011年5月28日に本館講堂で記念式典、続いて記念

しょう。私のような研究一本やりで過ごしてきた

講演会開催後、百年記念館で祝賀会を行う予定に

専門バカから星一の製薬企業の活動をみると、当

なりました。また、記念行事の一環として、記念式

時の国策に添ったものとはいえ、星一の着眼は素

典に先立ち2011年5月1日に品川区五反田の
「ゆう

晴らしく、キニーネ、コカイン、モルヒネの工業的

ぽうと」で常日頃御世話になっている品川区、品川

生産を完成させたと報じられています。普通に考

区教育委員会と共催でチャリティーコンサートを

えてもこれらのアルカロイドの単離、精製は非常

開催、品川区社会福祉協議会の協賛も得て、身体

に困難と思いますが、その記録が残されていない

障害者を招き、収益は社会福祉協議会に差し上げ

のは大変残念です。精製法はきっと会社の極秘事

ることにしています。コンサートは星一の同郷の

項で、極く限られた技術者しか知らなかったと想

よしみで日頃本学コーラス部等で御世話になって

像できます。さらに、1924年
（大正13年）本館大講

いる「小林研一郎氏とその仲間たち」というボラン

堂の竣工に当たり、当時誰も想定しなかった今は

ティアーの方々のオーケストラが御引き受けいた

やりのバリアーフリーにしたり、階段を無くして

だきました。この企画は平井評議員を中心とした

代わりにスロープにするなどという奇抜な、アイ

方々のご尽力で立案され、企画全体を同窓会から

デアは将来を見据えた星一の発想と何処か相通ず

大学に寄付されたものです。

るものがあると思っております。

100周年を迎えるにあたって本当に多くの方々

その後、紆余曲折を経て、幾多の難局を乗り越

からご厚情を賜りました。厚く御礼申し上げます。
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創立100周年記念チャリティーコンサートの開催について

事務局長

小池

康夫

星薬科大学創立100周年記念事
業の一環として、チャリティーコ
ン サ ー ト を 平 成23年5月1日
（ 日）

小林氏は、本学創立者星一先
生と同郷の福島県いわき市出身
であり、昭和43年から星薬科大

に品川区西五反田の
「ゆうぽう
と」大 ホ ー ル に て 開 催 い た し ま

学コーラス部の常任指揮者をさ
れました。このような縁を基に、

す。共催は品川区及び品川区教
育委員会、後援は星薬科大学同窓

コーラス部OBの平井政己本学評
議員等が中心となり本学同窓会

会、協賛は品川区社会福祉協議会
です。

がチャリティーコンサートを企
画し、本学の100周年記念事業委

指揮及び演奏は、
「 コバケンと
そ の 仲 間 た ち オ ー ケ ス ト ラ」で

員会及び理事会を経て開催が実
現しました。開催経費および運営

す。コバケンとは世界的な指揮者
の小林研一郎氏の愛称で、氏は現
在、ハンガリー国立フィル、名古

の全てを同窓会に担っていただ
いています。
当日は、品川区立荏原第一中学

屋フィル、日本フィルの桂冠指揮
者等を務めています。

校及び品川区立小中一貫校荏原
平塚学園の生徒の皆さんも一部

「コバケンとその仲間たちオー
ケ ス ト ラ」は、2005年3月 に 小 林

曲目で合同演奏することになっ
ています。また、品川区社会福祉

氏が、冬季世界大会・長野におい
てスペシャルオリンピックスの公式文化事業の一つと

協議会の協力を得て品川区内の
障がいのある方々を招待しています。コンサートの収

してコンサートを企画したのを機に設立されました。
スペシャルオリンピックスとは、知的発達障がいのあ

益は同協会へ寄付させていただきます。
コンサートチケットは星薬科大学生活協同組合で販

る人たちに様々なスポーツトレーニングとその成果の
発表の場である競技会を年間を通じ提供している国際

売しています（電話03−5498−5479、受付平日10 ： 30
〜 16：30）。入場料は一般4,000円、学生（小・中・高・

的なスポーツ組織です。このオーケストラはプロ ・ ア
マ、年齢を問わず、活動趣旨に賛同する不特定多数の
演奏家達とそれを支えるスタッフから構成され、知的
発達障がいのある方々を招いて生の演奏を聴いていた
だくためのボランティア活動を行っています。

大学）2,000円で、全席自由です。開場は13時、開演は
14時です。
以上のチャリティーコンサート開催の趣旨にご賛同
いただき、お誘い合わせの上、ご来場下さいますよう
お願いいたします。

創立100周年記念ロゴマークの作成について
星薬科大学は、創立者星一先生が1911（明治44）年

います。色は、100周年を記念しゴールドが使用され

に星製薬株式会社を設立し、社内に
「教育部門」を設け
て全人教育を行ったのを起源とし、本年創立100周年

ています。年号として、創立起源の1911と本年2011を
ハイフンで結ぶとともに、2011の後ろにもハイフンを

を迎えました。創立100周年記念事業の一環として、本
年5月1日（日）にはチャリティーコンサートが開催さ

置き、本学が未来に歴史を築き続けていくことを表現
しています。

れ、5月28日（土）には記念式典が挙行されます。
この記念すべき年を学内外に効果的にアピールす

このロゴマークが多くの方の目に触れ、本学の創立
100年の伝統に思いをはせていただければと思います。

るため、記念のロゴマークを作成することになりまし
た。実績のある複数のデザイン会社に依頼し、作成さ

なお、本学関係者でこのロゴマークの使用を希望
さ れ る 場 合 は、 星 薬

れた候補の中から、100周年記念事業委員会及び理事
会の議を経て決定いたしました。
ロゴマークには、大学名にちなみ星のマークが取り

科 大 学 総 務 部（ 電 話
03-3786-1011 代表）まで
お問い合わせください。

入れられました。星の軌跡は本館のドームを表現して
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百年記念館への薬学シンボルマークの設置について
星薬科大学創立100周年記念事業の一環として平成

薬学のシンボル、蛇が絡まるヒギエイアの杯

22年3月に竣工された新校舎
「百年記念館」のエントラ

ギリシャ神話に出てくる聖蛇は、守護、魔力、神秘、健
康、不老、長寿、不死などを象徴している。
医術の祖であるアスクレビオスの娘ヒギエイア
Hygieaは父の信頼が厚く神殿で聖蛇に餌を与えると
きに杯を用いる。この杯を「ヒギエイアの杯」という。
これは薬学のシンボルマークとして用いられる場合が
多く、西欧諸国の薬局のマークとして有名である。
この杯の中に我が国の薬学の黎明ともいえる長井長義
の発見したマオウの成分エフェドリンと、本学創立者
星一が我が国で初めて工業生産に漕ぎ着けたモルヒ
ネ、コカイン、キニーネを配した。
まわりの花の図案は本学の校花である「ムラサキハナ
ナ」をあしらったものである。

ンス部分に、薬学のシンボルをデザイン化した石板が
設置されました。素材はタソスホワイトという大理石
で、大きさは中央の石板が108×59cm、左右の石板が
各108×21cmです。平成22年10月26日に除幕式が執り
行われ、大谷卓男理事長及び中嶋暉躬学長による除幕
の後、お披露目されました。右に、シンボルマークの
説明板の文言を掲載いたします。表紙の写真も併せて
ご覧下さい。

第8代学長

中嶋暉躬
2010年10月

大谷卓男理事長
（右側）
と中嶋暉躬学長

創立100周年記念事業のための募金について
本学は、創立者星一先生によって1911年
（明治44年）
に創立され、本年2011年
（平成23年）に創立100周年を
迎えました。
本学では、この記念すべき節目を迎えるに当たり、
学内に設置した創立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
事会において承認され、実施することになりました。
（1）
100周年記念新学生ホール
（仮称）
の建設※
平成18年4月から始まった薬学教育6年制移行による収
容定員の増加（1,640名、従来の1.5倍）
に伴う学生の福利
厚生施設の充実及び整備
※2010年3月竣工。名称は、公募により
「百年記念館」に
決定。
（2）
星薬科大学奨学金制度の充実
星薬科大学奨学基金を創設し、既に実施している「星
薬科大学奨学金制度」及び
「学生表彰規程に基づく特待
生
（特別奨学生）制度」
等の充実
（3）
星薬科大学歴史資料館の整備
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総務部長

木戸

達雄

本学が所有する貴重な歴史的資料を整理充実し、本学
の学生、卒業生、ご父母、受験生、地域住民等本学へ来
訪される方々にもご覧いただける「星薬科大学歴史資
料館」として整備
本学では、記念すべき本事業を実施するにあたり、
広く本学の関係各位のご理解ご支援を得て推進するた
め、寄附金募集の事業を行っています。
○寄附金募集目標
3億円
○募集期間
平成21年7月1日から平成23年3月31日まで
○寄附金募集事業実施者
星薬科大学創立100周年記念事業募金委員会
http://www.hoshi.ac.jp/home/100thAnniversary/
souritu100.html
○お問合せ先
星薬科大学総務部 TEL.03−3786−1011（代表）
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｢認定薬剤師｣一号誕生

薬学教育研究センター 薬剤師生涯学習支援室 室長 亀井

淳三

平成21年6月に薬剤師認定制度認証機構より認証されス

有意義に感じておられるとのこと。また、自治医科大学看

タートした本学の認定薬剤師研修制度は、平成22年4月に

護学部大学院で教鞭もとられていることから、教育におい

本格開講し、月に約2回の研修を提供しています。このほど

ても本学での受講が非常に勉強になると言っておられ、本

｢認定薬剤師｣2名が誕生し、平成22年12月8日学長室にて認

学認定薬剤師研修の目的を正に反映しているかのようなコ

定証の授与式が執り行われました。

メントに、支援室スタッフ一同喜びを感じています。

｢認定薬剤師｣第一号の渡邊健時郎氏は、自治医科大学附

当支援室では、薬剤師が日進月歩で進展する医療に後れ

属病院に勤務する薬剤師で、緩和医療薬学会の第一回認定

をとらないように、生涯にわたって高い学識と技能を維持

試験に合格された緩和薬物療法専門薬剤師でもあり、緩和

するための積極的な自己研鑽を支援していますが、残念な

医療薬学会等で活発に発表し活躍されています。本学の認

がら全く無関心である薬剤師もおられます。今後全国すべ

定薬剤師研修の中でも特にリフレッシャーセミナーでは

ての薬剤師が｢認定薬剤師｣を習得し質の高い医療を提供し

緩和医療の分野をメインテーマとしているため、遠路毎回

続けることを目標としていただけるように、当支援室では

おいでくださりご聴講いただいています。渡邊氏は、リフ

認定薬剤師研修制度を啓蒙してゆく必要があることを感じ

レッシャーセミナーの講演で最先端の治療、研究あるいは

ると共に、渡邊氏に続く｢認定薬剤師｣が本学で大勢誕生す

治験の現状までも聞くことができることと、講演後の症例

ることを願っているところです。 （薬物治療学教室教授）

検討会で他病院の投薬方法などを聞き参考にできることを

「第一回山梨大学・星薬科大学医薬連携合同シンポジウム」
の開催
学長特任補佐

「第一回山梨大学 ・ 星薬科大学医薬連携合同シンポジウ

河合賢一

ものとなりました。

ム」が平成22年9月6日、山梨大学医学部キャンパス臨床講

ひきつづいて、会場を附属病院1階の「クロスカフェ」に

義棟臨床小講堂において午後2時25分から午後18時20分の

移し、情報交換会が開催され、山梨大学学長

予定で開催されました。本シンポジウムは、
「星薬科大学報

先生にもご参加いただき、両学の共同研究の可能性につい

第72号」でお知らせしたとおり国立大学法人山梨大学と本

てそれぞれの先生の間で充分に話し合われる機会を与えて

学との間で締結された
「学術交流に関する協定書」
に基づい

いただき、おかげさまで現在いくつかのプロジェクトが振

た医薬連携の一環として両学の共同研究の推進を目的とし

興しつつあると聞いております。

て開催されたものであります。
シンポジウムは山梨大学医学部長

前田秀一郎

本シンポジウムは、山梨大学の小泉教授（薬理学）
と本学
有田先生の
「開会の

の鈴木教授（薬品毒性学）を中心とする多くの方々のご努力

辞」で定刻どおり始まり、本学からはシンポジストを中心

で実施されましたことをこの場を借りて改めて御礼申し上

に約十名の教員が参加し、山梨大学側もあわせて80名ほど

げます。また、山梨大学と本学の「医薬連携」の推進に終始

の参加者があり、盛大に実施されました。山梨大学医学部

ご努力された山梨大学客員教授の橋詰先生には心より感謝

から附属病院薬剤部の小口先生、解剖学講座分子組織学教

いたします。

室の藤室先生、脳神経外科学講座の若井先生、臨床検査医

「第二回山梨大学 ・ 星薬科大学医薬連携合同シンポジウ

学講座の井上先生、外科学講座第一教室の河野先生の5名

ム」は両学の更なる共同研究の進展と現在進行している共

が、また、本学からは薬剤学教室高山先生、生薬学教室森

同研究の進捗状況の確認を目的として星薬科大学で開催す

田先生、薬物治療学教室亀井先生、薬品毒性学教室成田先

る予定です。今後も両学の「医薬連携」を積極的に進めてい

生、生体分子有機化学研究室津吹先生および機能形態研究

くつもりですので、本学の教職員を始め、大学院学生、学

室小林先生の6名がシンポジストとして質疑応答を含めて

部学生の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

一人20分の持ち時間で、それぞれ熱の入った講演と共同研

（薬化学教室教授）

究にむけた活発な討論がなされ、予定時間を大幅に超える
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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
「Journal of Smooth Muscle Research」に 掲 載 さ れ た 私
どもの論文が、
「ベスト ・ ダウンロード賞
（2009）
（Original
Article 部門）
」を受賞いたしました。昨年に引き続き、二
年連続の受賞となりました。対象となった論文タイトルは
「Y-27632 augments the isoﬂurane-induced relaxation of
bronchial smooth muscle in rats」であり、2008年に掲載
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、いわゆるフ
リー・オンライン・ジャーナルとして世界中で閲覧するこ

た結果、吸入麻酔薬がこのCa2+感受性亢進を抑制して気管

とが可能です。本論文が掲載された翌年の2009年、一年間
で合計208回のダウンロードがあり、同年に掲載されたす

支拡張作用を示すことなどを明らかにしました。その後、
このCa2+感受性亢進のメカニズムそのものが解明され、

べてのOriginal Articlesのなかで最も頻回にダウンロード
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。
2010年7月に仙台にて開催された第52回日本平滑筋学会総
会の席で、本論文のcorresponding authorである薬理学教
室客員講師 花崎元彦先生が代表して賞を受けてまいりま

低分子量Gタンパクの一つであるRhoAと、その下流Rhokinaseが深く関わっていること、またこのRho-kinase阻害
薬であるY-27632が気道平滑筋収縮を強力に抑制すること
が本学薬理学教室から報告されました。以来、共同研究と
いう形で薬理学教室 三澤美和教授にご指導をいただきな

した。以下に、花崎先生のお言葉を紹介いたします。

がら岡山大学で2008年まで研究を進めてきました。
今回の研究ではラットの気管支平滑筋を用い、Ca2+感
受性亢進機構を抑制することが知られている二つの薬物、
吸入麻酔薬イソフルランとRho-kinase阻害薬Y-27632を併
用した場合、それぞれの抑制作用の総和よりもさらに強力
な抑制を示すことを明らかにしました。喘息患者の全身麻
酔では従来より高濃度の吸入麻酔薬が第一選択とされ、こ
れを用いることで喘息のコントロールは良好となります
が高濃度、高用量が故に麻酔管理が困難になったり、麻酔
からの覚醒が遅れたり、術後合併症が増えるリスクがあり
ました。この研究結果が臨床的にもつ意義としては、Rho-

＜花崎元彦先生より＞
本論文の内容は、私が前任地
（岡山大学医学部医歯薬学

kinase阻害薬を併用すれば、同等の気管支拡張作用を得る
ために必要な吸入麻酔薬の濃度を大幅に低下させることが
可能となり、麻酔管理の安定性、麻酔からの速やかな覚醒、

総合研究科 麻酔 ・ 蘇生学教室）
で行った研究結果をまと
めたものですが、当時より本学薬理学教室教授 三澤美和
先生にご指導をいただきながら研究を進めていました。
気管支平滑筋収縮の主たるメカニズムは細胞内Ca2+濃度

術後合併症の低下などが期待される、というものです。
「同じ作用を示す二つの薬物を併用したらどうなるの
か？効果が足し算になるのか、プラスアルファがあるの
か？」という臨床医の単純な発想から始まり、実験プロト

の上昇によるものですが
「Ca2+濃度に依存しない収縮」が従
来より確認されており
（Ca2+感受性亢進）
、気管支喘息など
平滑筋の異常収縮に起因する疾患に関連すると考えられて
います。私は麻酔科医、集中治療医、救急医として臨床に

コールも結果も本当にシンプルなものでしたが、これほど
多くの方が関心を示してくださったことに驚きを覚える
と同時に、研究を行う事の喜びと意義を再認識いたしまし
た。今回の受賞を励みにますます研究を行い、その結果を

携わりながら、喘息やCOPD（慢性閉塞性呼吸器疾患）の
症例で気道過敏性亢進状態のコントロールにいつも苦慮し
ていました。同時に、ステロイドやβ受容体刺激薬などの

臨床に応用し、また逆に臨床で感じた疑問や関心をフィー
ドバックして研究を行う、という私のライフワークに邁進
していければ、と考えております。

内科的治療がすべて無効の重症喘息患者に
「最終手段」とし
て、
（決して教科書には書かれていない）
吸入麻酔薬が
「経験
的に」使われ、それがいつも劇的に効くことを驚きながら
見ていました。これがきっかけとなり、臨床と並行してこ
の吸入麻酔薬の強力な気管支拡張作用を中心に研究を続け

最後になりましたが、本研究の遂行にあたりご指導を賜
りました本学薬理学教室教授 三澤美和先生並びに准教授
千葉義彦先生に厚く御礼申し上げますとともに、ご協力
をいただきました多くの薬理学教室の皆様に、深く感謝い
たします。
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星一先生ゆかりの話
星薬科大学名誉教授

石川

信雄

を決め活発な活動が続け
られました。
この様にして学部の充
実が進められ活性化しま
した。例えば東大に送っ
た研究生が評判がよく星
薬の評価を高めてくれま
した。そしてその何れの
活動の根底にも流れてい
たのが星精神であったと
思われます。長く続いた
各界からの星バッシング
も消えました。
そして最後に残ったの
が大きな波、大学院設立問題でした。私は学部の充実にの
み集中して来ましたのでもうお暇を頂く時期でした。
然し大学院設立推進派の同窓会側と女子寮改築学部充実
の教授会との板挟みと相成り困惑しました。その時フト浮
んで参りましたのが星一先生の笑顔でした。それから3年
間なんとか申請許可に漕ぎ着けることが出来ました。大学
としての基礎作りと受入れ体制が完成した所で小生は昭和
54年退任、それからは大谷孝吉理事長時代を迎え一流の歴
代学長が招聘され躍進期が実現しました。
そして現在大谷卓男理事長、中嶋暉躬学長のご指導の元
に6年制大学として活躍発展しております。
星一先生!喜んで下さい!先生の教育への執念は教職員、
学生の学風となり伝承され今日見事に実を結んでおりま
す。
「虎は死して皮を残す。星一は逝きて教育を遺す。
」
思えば星薬科大学の歴史は激動と奇跡の連続でした。
「方
向を与えるものは偉大なり」とはニーチェの言葉ですが星
一先生は正に我々に勇気ある方向を与えて下さいまして幾
多の難局を克服して此処に百年の見事なる歴史が誕生しま
した。御生前の御健闘御指導に畏敬と感謝の念を捧げて先
生の安らかな御冥福を祈念申し上げます。合掌。

本稿は、平成23年1月19日
（水）に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。
本日、平成23年1月19日は本学創立者星一先生の御命日
に当たり今日の墓前祭にて御挨拶させて頂くことは誠に光
栄に存じます。特に今回は星薬科大学創立百周年記念式典
が挙行される年であり星先生の御霊にご報告できる最高の
感慨深い墓前祭であります。
星先生と小生との出逢いは昭和17年に遡ります。当時小
生は財団法人青山科学研究所
（青山一丁目所在）に勤務し
て居りましたがある日、立派な紳士が現れ
「星製薬株式会
社社長秘書藤田」さんの名刺を頂き南米各国の薬用動植物
採集の話術に魅了され調子に乗って星一社長との会見に受
諾してしまいました。星一社長と言えば製薬業界の超大物
で、政財界の有名人で私のような若造が出るのは失礼と思
いましたが6月に星製薬株式会社社長室をお訪ねしました。
満面笑みを湛えて最初に発せられたのは
「先生よく来て
くれましたね」でした。全くの自然体で威圧感もなく話術
の豊富さに感銘を受けました。
「 米国のフォード工場を日
本の人に見学させていたら戦争はしなかったでしょうね」
戦時下で超然と言い放つスケールの偉大さに圧倒されまし
た。本場きしめんとカレールーの昼食をご馳走になり最後
に「私の学校に来て下さいよ」
「 ハイ」で握手を賜り会談終
了。この余韻が続いて今年で68年を迎えました。
ところがこの時星薬学専門学校では大変な事件が起きて
いたのでした。理事長と山口誠太郎校長との意見対立に端
を発し一期生が二派に分裂しこれに文部省の司令で他校に
分散されて、幸いにも一期生9名と二期生全員が残留して
くれ解体の危機を免れました。先生方も辞意の申し出でが
多くその対策に小生が駆り出されたのでした。
終戦を迎えた昭和20年星薬に第二波の荒波が襲って来ま
した。進駐軍による本校舎の接収命令です。戦災を受けた
星製薬工場の一部を借り受けベニヤ板を張りつけた急造教
室での授業は雨がふれば雨漏りし風が吹けば風に泣きの極
限の状態であっても学生は不平も言わずよく勉学し次の年
行われた薬剤師国家試験には優秀なる成績を挙げたのには
感服しました。第三波は大学昇格申請の苦闘でした。3年
目にようやく認可、昭和25年4月待望の星薬科大学第一回
入学式が挙行されまして星一理事長のご立派な訓示挨拶が
なされたのでした。星先生には最高のお喜びの日でありま
した。然しその翌年星先生は御視察中の米国にて急逝され
ました。時に昭和26年1月19日正に
「巨星墜つ」の衝撃であ
りました。
星先生亡き後、昭和26年3月、村田学長を中心に委員会を
作り、大学の在り方、方向性は如何にあるべきかが討議さ
れ、緒方は学生生活の充実に、辰濃は教務実習の整備に、
涌井は就職開拓、石川は他大学との交流とスカウトに分担

石川信雄先生

ご略歴

昭和13年３月
昭和14年４月
昭和17年８月
昭和20年10月
昭和25年４月
昭和54年３月

東京帝国大学医学部薬学科 卒業
財団法人青山科学研究所
星薬学専門学校非常勤講師
星薬学専門学校教授
星薬科大学教授
定年退職 同年6月名誉教授現在に至る

昭和32年８月〜54年７月 本学評議員
昭和46年５月〜54年８月 本学理事
昭和54年５月〜財団法人日本蛇族学術研究所評議員会長
社団法人日本薬学会永年会員
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教育の殿堂・星薬科大学本館の辿ってきた道
薬理学教室 教授

三澤

美和

1．はじめに

よりも人が大切であります。」すべての根幹は人をつく

製薬王星一は、1911（明治44）年星製薬株式会社を
創立したが、その日にすでに教育部門を社内に設け全

ること、すなわち教育であるというのが星の考え方で
あった。

人教育を開始した。星一は若き日12年間の米国留学を
終えて帰国したときには、人をつくる ことが業を営

そこで星一は、1911（明治44）年に星製薬株式会社
を創立すると同時に社内に教育部門を設けた。教育部

む上でもっとも大切であることを確信していた。1922
（大正11）年星製薬商業学校に発展させるときに、教育

での教育は、品川の地 ・ 大崎の星製薬株式会社内で行
われた。

の拠点として大講堂を建設した。それが現在の星薬科

教育部では、従業員、販売員、工員に対して、教育に

大学の本館（写真1）である。本館建築以来88年を経過
したが、創立者星一の思いが本館に色濃く残されてお
り、星薬科大学の建学の精神と切っても切れない教育

努めるとともに、社内に図書室、保育所、幼稚園を設
け、自らの思想の徹底を図った。仕事が終わった夕方5
時から8時まで、付近にあった日野小学校の先生
（箕輪

の殿堂の役割を果たしてきた。本報では星薬科大学本

小次郎）を招いて全人教育を行った。星一は、将来教育

館の辿ってきた道を振り返ってみたい。

部を土台に薬学大学にまで育てていきたいと考えてい
た。
星一は、現在の星薬科大学の校地1万坪を1920（大
正9）年に入手した。星製薬株式会社の品川大崎工場
から歩いて10分くらいのところにあり、その頃は間に
遮るものがなく、会社から校地がよく見えた。その地
は東京府荏原郡平塚村という東京の郊外で、旧中原街
道に面した田畑の多い田園地帯で、堆肥などを積んだ
牛車や馬車とわずかな人が通る静かなところであっ
た。この校地で1921（大正10）年から星薬業講習会を、
1922（大正11）年から星製薬商業学校を開校した。今
のドームのある星薬科大学本館は商業学校開校に合わ

写真1

せてつくられた。いずれも星一が校長で、自身沢山の
授業をもった。全国に分布する3万数千店の星製薬株
式会社特約店の店主や子弟が教育の主な対象だった。

現在の星薬科大学本館
（平成21年）

2．大講堂（現本館）の建設地と建設意図
星一は、1894（明治27）
年から12年間米国に留学し、
コロンビア大学でマスター・オブ・アーツの学位を取
得した。その間ニューヨークで新聞社を経営し、様々
な分野の人物と接した。米国から帰国したときにはす
でに事業経営における
「人の大切さ」
を強く認識してい

旅費、学費、食費など一切の費用を会社が負担し、講
師には一流の人々を招聘した。こうした学校は、特約

た。
星一は、
「一に人、二に人、三に人、仕事の経営には

3．設計者と内部構造
星製薬商業学校大講堂（現本館）の設計者は、アント

金より人である」と語っている。
「資本には意志があり
ませぬ。資本そのものは物一つつくることはできませ

ニン ・ レイモンド（Antonin Raymond）である。レイ
モンドはチェコ生まれで、米国に帰化し、フランク ・

ぬ。また利益を生むこともできませぬ。それは意志が
ないからです。この意志のない資本に意志を持たしめ

L ・ ライトに師事して来日し帝国ホテル建設に当たっ
た。以来、戦前と戦後に計44年間日本で暮らし、関東

て活動せしむるのは人間であります。それゆえ、人間
は金よりもさらに重要であります。仕事の経営には金

大震災も経験している。アメリカでも有名な建築家で
ある。

店の質を高めるためのものであった。星一は、生徒に
地方一流の人物、業界一流の人物になるよう常々言っ
ていた。
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レイモンドが設計した日本にある主な建物だけで
も、アメリカ大使館、フランス大使館、東京女子大学
本館、国際キリスト教大学図書館、群馬音楽センター、
リーダースダイジェスト東京支社、松坂屋銀座店、上
智大学、南山大学、後藤新平伯爵邸などがある。
アントニン ・ レイモンドの自叙伝や
『現代日本建築
家全集 1 アントニン ・ レイモンド』
に、星の大講堂建
築に関する次のような記載
（抜粋）がある。
「星はある午
後、星製薬商業学校 に必要な百人用の学生教室数室、
千人収容のホール、水泳プール、体育館などのリスト
を携えて私の事務所にやってきた。そして言うには、
『明日まで設計が出きますか』
。私は
『よろしい、やりま
しょう』と答えた。彼が帰った後、私は早速忙しくな
り、翌夕方設計図が出来上がった。彼はそれを見て二、
三の質問をしたが、即座に発注した。この建物は東京
でも最初の補強鉄筋コンクリートビルの一つであり、

写真4

本館玄関を入った正面。アール・デコ様式が見てとれる（大正13年）

強度計算もなく建てられた。階段の全くない独特な建
築である。…」。時にレイモンドは34歳であった。
内部構造を伺い知ることができる設計図の一つを写
真2に、完成直後の本館を写真3に示したが、実質3階建
てで階段がなく、代わりにいくつかのスロープが描い
てある。

写真5

米国ニューヨーク市にあるコロンビア大学ローホール。
星一が若き日留学した大学

本館の外壁の飾りの幾何学模様や本館玄関を入っ
た空間（写真4）などに建築当時世界的に流行したアー
ル ・ デコ様式が見られる。星一は若き日に米国ニュー
ヨークのコロンビア大学に留学したが、コロンビア大
学ローホール（写真5）に似せて設計を依頼した。その
ため八角形の星型アーチなど全体のおおまかな姿は似
ている。この建物の中には、階段教室、一般の教室、大
講堂、図書館、プール、運動場まで収まっている。一つ
の階段もないため、すべてが一続きの床でつながって

写真2 アントニン・レイモンドによる星製薬商業学校大講堂の設計図の一部

いて、非常に珍しい内部構造をもっている。
1922（大正11）年2月に建築が起工され、2カ年の年
月を経て、1924（大正11）年11月14日竣工、開堂した。
建築途上1923（大正12）年9月1日関東大震災が発生し
たが、建設中の大講堂（写真6）はびくともしなかった。
関東大震災の際には星のキャンパスは人々の避難所
として開放された。そればかりでなく、ここを拠点に
星一の指示により、星製薬株式会社と星製薬商業学校
の連合救護班が被災地に出動し、水や医薬品の配布を
行っている。その活動に対して警視総監から寄せられ
た感謝状が2枚残っている。
写真3

建設完成直後の星製薬商業学校大講堂
（大正13年）
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写真6

建設中の星製薬商業学校大講堂

写真8

大講堂竣工式にて講堂内で挨拶をする
ドイツ国フリッツ・ハーバー博士

的研究（Deutsche Wissenschaftliche Untersuchungen
4．竣工式
大正13年11月に星製薬商業学校大講堂が完成した。
竣工式は11月14日に執り行われたが、大講堂の誕生祝
いは三千名におよぶ列席者で、大講堂内および周辺は
立錐の余地がない大入りであった
（写真7）
。当日400名
近くの来賓者が臨席されたが、ドイツ共和国初代大統
領フリードリヒ ・ エーベルトの特使として、空中窒素
の固定法の発見でノーベル化学賞を受賞した化学者フ

auf dem Gebiete der Chemie - Ausgeführt mit
‥
Unterstu
tzung von Hajime Hoshi）』
（1924）を2冊持参
し、星一に手渡している。また竣工式では講堂で講話
を行った（写真8）。次のような内容を述べている。
「私はドイツ化学界の艱難のときに与えられた日本
の援助に対し感謝の意を表するために訪れた使者であ
ります。…昨年日本が惨憺たる大震災に遭遇し、星氏
自ら打撃をこうむったにもかかわらず、ドイツの化学

リッツ ・ ハーバー博士が夫人同伴で参加された。当日
講堂内の舞台大カーテンには WILLKOMMEN の

界に予定の資金を送金し続け、あたかも自らは厄災を
受けなかったかの如くでありました。そもそもこの寄

文字があしらわれていた。ハーバー博士が来校され
たのは、ドイツが第一次世界大戦で敗北し、荒廃のさ

付には個人的利益もまた義務の観念もなく、営業上の
利益に報いるというものでもまったくなく、星製薬株

なか、星一が1920（大正9）年10月にドイツ化学界に
二百万マルクという大金を寄付したことに対するド

式会社の業務が専門として役立てている日本の化学界
がドイツの学術の上に建設されたものであるとの信念

イツ国の謝礼の意味があった。ハーバー博士はこの星
一寄金委員会（日本委員会）の委員長を務めていた。こ

と、そのドイツの歴史的役割に感謝する目的で行われ
ました。こうした意味でこの寄付には格別な重みがあ
るのであります。…」

の寄金によってドイツでの化学分野の研究は復興の
足掛かりとなり、3人のノーベル賞学者をも産み出し

竣工式当日には、他に後藤新平子爵、文部大臣岡田
良平、三井合名会社理事長団琢磨、東京商科大学
（現一

た。ハーバー博士は星一寄金によってなされた研究の
成果である数多くの学術論文を一冊にまとめた書物で
ある
『星一氏の後援に依る独逸人の化学に関する学術

写真7

橋大学）学長佐野善作、薬学博士長井長義、京都大学総
長荒木喜一らも列席し、挨拶をしている。

大正13年11月14日の大講堂竣工式を伝える
星製薬株式会社社報の写真

写真9
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この開堂式典に臨んだ校長星一の万感の胸の思いが
大正13年11月26日発行の
『星同窓会誌』第11号の巻頭
に掲載されている。その中に、
「 この講堂こそ実に世

学医学部長）、宇佐美勝夫（富山県知事、東京府知事）
、
石黒忠悳（枢密顧問官、軍医、陸軍省医務局長、貴族院
勅撰議員、日本赤十字第4代社長、子爵）、渋沢栄一
（徳

界に奉仕する人材育成の揺籃であります」の言葉があ
る。コロンビア大学ローホールに敗けない大講堂をつ

川慶喜幕臣、第一国立銀行［現みずほ銀行］頭取、聖路
加国際病院初代理事長、子爵）、鎌田栄吉（文部大臣、

くり、ここで一流の人物をつくることを意図した星一
の心意気がこの言葉に濃縮されている。後にこの言葉

衆議院議員、慶応義塾塾長、貴族院勅撰議員）
、伏見宮
博恭殿下、朝香宮鳩彦殿下（写真10）、秩父宮雍仁殿下、

は
「本学は世界に奉仕する人材育成の揺籃である」とし
て、本学の建学の精神の一つとして膾炙されることに
なる
（写真9）。
5．大崎の怪建築（川口松太郎）
「愛染かつら」や「鶴八鶴次郎」などの作品で第1回直
木賞や菊池寛賞などを受賞し、日本芸術院会員、文化
功労者になったあの有名な劇作家・小説家の川口松太
郎は、星製薬商業学校を訪れた印象を 大崎の怪建築
と題して昭和8年の新聞
『任務断行』に次のように記載
している。
「私が写真事業に関係した時の話である。東京の近
郊に撮影所をつくろうというのでその敷地を物色し

写真10 星製薬商業学校を訪れた朝香宮鳩彦殿下（昭和3年1月13日）

たことがある。沢山あった候補地のうちに、大崎の星
製薬所有の建築物と敷地が話題にのぼって、関係者が

北白川宮永久殿下、竹田宮恒徳殿下、李鍵公子、金子
賢太郎（司法大臣、農商務大臣、枢密顧問、日本法律学
校［現日本大学］初代学長、伯爵）、勝田主計（大蔵大臣、

大勢で見に行ったことがあった。私たちはまずそこの
敷地の厖大さに一驚を喫したが、広い土地の中央に大
きなドームを持った鉄筋コンクリートの堂々たる建物

文部大臣、内閣参議、朝鮮銀行総裁）、佐藤恒丸
（日本
赤十字病院長、陸軍軍医総監）、川村竹治（和歌山県知

を見せられて、これを撮影所に使用するのだ、と聞い
た時には、驚くというよりも、むしろ呆れてしまった。
建物の内部は、二千人近い座席をもった大講堂を中心

事、香川県知事、青森県知事、貴族院勅撰議員、満鉄総
裁、台湾総督、司法大臣、夫人経営の川村学園顧問）
、
梶原仲治（横浜正金銀行頭取、日本勧業銀行総裁）
、横

にして大小無数の部屋が作られ、講堂の右手には美し
いタイル張りの25メートルのプールがあり、その上に

山助成（内務省衛生局長、岡山県知事、石川県知事、広
島県知事、京都府知事、神奈川県知事、東京府知事、警

は屋内体育場の設備があって、プールの美しさなぞは
神田のYMCAなぞの比ではない。各階をつなぐ廊下は

視総監、貴族院勅撰議員、大政翼賛会事務総長）
、井上
準之助（日本銀行総裁、大蔵大臣、貴族院勅撰議員）
、

ことごとく螺旋式歩道で、5、6階の頂上まで階段は1

三土忠造（農商務次官、衆議院議員、文部大臣、大蔵大
臣、通信大臣、鉄道大臣、枢密顧問官、内務大臣）
、水

つもなく、スリップ止めをした工事の進歩的な点、設
備の完全な点、検分に行った私などは驚嘆というより
も、こんな場所にこんな建物をつくった星一という人
物に惚れ込んだという感じが深かった。…東京中の学
校を全部見回ったところでここに並ぶだけの設備を
持ったところは一カ所もあるまい。
」
6．来賓者
星一が生きている間、名だたる人物が沢山星大講
堂
（現本館）を来賓者として訪れている。列挙してみる

野錬太郎（内務大臣、文部大臣）、藤山雷太（東京商業会
議所会頭、貴族院勅撰議員、大日本製糖社長、藤山コ
ンツェルン創始者）、宮尾舜治（愛知県知事、北海道長
官、帝都復興院副総裁、貴族院勅撰議員）、深井英五
（日
本銀行総裁、貴族院議員、枢密顧問官）、長井長義
（東
京帝国大学名誉教授、日本薬学会初代会頭）、佐野善作
（東京商業大学［現一橋大学］初代学長）、近藤平三郎
（東
京帝国大学教授）、林毅陸（衆議院議員、慶応義塾塾長、
枢密顧問官）、杉山茂丸（歴代内閣参謀、政界の黒幕）
、
団琢磨（三井合名会社理事長、日本工業倶楽部初代理

が、星一の人物の大きさ、交遊の広さがうかがい知れ
る。

事長、三井財閥総帥）、フリッツ ・ ハーバー博士
（ドイ
ツ国 ・ ノーベル化学賞受賞者）、頭山満（玄洋社総帥、

後藤新平（内閣副総理 ・ 外務 ・ 内務 ・ 逓信大臣、東
京市長、伯爵）、北里柴三郎
（医学者、細菌学者、初代伝

政界黒幕）、広田弘毅（外務大臣、総理大臣、貴族院議

染病研究所所長、日本医師会創立者、初代慶応義塾大

員）、荒木貞夫（文部大臣、陸軍大将、陸軍大臣）
、望月
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圭介
（逓信大臣、内務大臣）
、蓮沼門三
（修養団主幹）、
相模太郎（星製薬株式会社社員、浪曲師）
、石渡荘太郎
（大蔵大臣、内閣書記官長、宮内大臣）
、畑俊六
（元帥陸
軍大将、陸軍大臣）、小磯国昭
（陸軍大将、拓務大臣、朝
鮮総督、総理大臣）、勝承夫
（詩人、東洋大学理事長、星
薬科大学校歌作詞者）
、川口松太郎
（劇作家、小説家）、
三船久蔵（柔道家、十段、名人、文化功労者）
、双葉山定
次
（69連勝第35代横綱）
、星新一
（作家、星一長男）
。
7．星製薬商業学校・星薬学専門学校時代
星製薬商業学校は1922（大正11）年から1945（昭和
20）年まで続いたが、商業学校大講堂は星製薬商業学
校ばかりでなく、星製薬株式会社の元売捌大会などの
大きな集会にも使われた。星製薬商業学校は会社の学
校であり、星一が校長であった。午前中は星製薬株式
会社に出勤して実習し、帰校後午後6時より授業を受

写真11

米軍進駐軍によって接収された星薬学専門学校本館とキャンパス
（昭和20〜24年）

1947（昭和22）年、学校教育法の改正により4年制の
新制大学が設けられることになった。しかし星薬学専

立自営をめざすことを目的とした。修業年限は当初6
カ月、後年3カ年であった。本館をふんだんに使用して

門学校は、本校舎そのものを連合軍に接収（写真11）さ
れたままで、その解除の報をきくことなく、他校が大
学への昇格を果たしていく中、つらい日々を強いられ
ていた。学校側は1日も早い解除を目指して懸命の努

授業が行われた。
入学式、卒業式では星一の哲学である
『星製薬株式

力をした。文部大臣および終戦連絡中央事務局政治部
あてに、
「 接収校舎に関する嘆願書」を提出したり、各

会社本領』全16条が生徒によって暗唱され、生徒らは
親切第一 などの星一の精神を身体いっぱいに充満
させて社会に出ていった。

部署を訪問し陳情した。星一理事長と当時の校長は
マッカーサー司令部を訪問までした。しかし、事態は

星薬学専門学校は1941（昭和16）年から1952（昭和
27）年まで続いた。星一はより充実した教育を目ざし
て、文部省令に沿う財団法人星薬学専門学校への昇格

り、間もなくして生徒らは軍事教練を課せられ、また

付で本学から連合軍総司令部マッカーサー元帥にあて
た英文の返還嘆願書（ The petition of the release of
occupied school building and property ）が残ってい
る。その後も度重なる陳情や嘆願書の提出が続いた。
1949（昭和24）年7月15日、簡単な通知が学校に届いた。
文面は、
「 進駐軍に接収されていた貴殿所有建物は今
般左記の通り接収解除となったから通知する。尚米第
8軍指令部より発出された調達解除書1部を添付する。

学徒勤労動員、ついには学徒動員が始まった。生徒は
本館のある母校を離れ、勉学とも離れ、苦しい時代を

解除年月日昭和24年7月15日」という簡潔であっけない
ものであった。

送ることになる。戦争終結後には後述したように、母
校キャンパスに入構できず、仮校舎で授業を受けて卒
業していく学年もあった。

解除までの間も、大学への昇格申請を文部省に行っ
ていたが、校地 ・ 校舎の条件が開設に適当でないとい

8．米国進駐軍駐留と大学昇格
第二次世界大戦が終結した1945（昭和20）年9月、米

薬科大学設置が認可された。ともかくこうした努力に
よって、ここに他校より1年遅れて大学昇格に到った。

国進駐軍が、米軍442通信隊の駐留地として星薬学専
門学校キャンパス全面の接収を通告してきた。9月28

なお1950（昭和25）年から1952（昭和27）年にかけて、
NHKラジオ番組である「とんち教室」
「三つの歌」
「NHK
のど自慢」
「 今週の明星」が星薬科大学本館講堂におい

けた。星一自身も授業を行った。人格を陶冶しつつ薬
業に関する学理と実際とを学び、将来薬種商として独

いっこうに進展しなかった。1948（昭和23）年4月12日

を望んだ。経済的な問題、当時の教授派遣の源泉であ
る東京大学医学部薬学科との齟齬、校長問題などで設
立の認可は大変な困難に遭遇した。万難を排して認
可がおりたとき、時代はすでに戦争色が強まりつつあ

う理由で却下され続けた。1950（昭和25）年2月20日、
接収解除後に行った申請でようやく、文部省から星

日正式接収となった。接収期間は最長で5カ月という
口約束であったが、正式契約では契約の終了期日は明

て収録され、生放送で全国に流された。講堂はそのた
びいつも一般のお客様でいっぱいであった。宮田輝、

記されていなかった。仕方なく授業は10月3日、品川の
大崎にある星製薬株式会社工場の一部に設けた仮校舎

石黒敬七、長崎抜天、近江俊郎各氏らも放送のため来
校した。最近、NHK放送博物館に問い合わせたところ、

で再開された。
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当時は生放送の時代で、こうした公開放送でお客様を
集めて収録し放送する場合、戦後数年後のことで、東
京都内では星薬科大学講堂が放送の条件に適っていた
数少ない場所であったのかもしれないという。米国進
駐軍通信隊も接収したほどだから、高台にあって電波
を飛ばしやすい場所だったこと、NHK内幸町ホール
に比較的近かったこと、お客の収容数が大きい建物で
あったこと、事実お客が毎回盛況に詰めかけたこと、
などがその理由としてあげられる。
時代は後になるが、1964（昭和39）年、吉永小百合、
高橋英樹主演の映画「こんにちは20才」はふんだんに本
館を使用して撮影されている。また2009（平成21）年に
は、山田洋二監督、吉永小百合主演の映画
「おとうと」
で、薬剤師に扮した吉永小百合が再び本学本館を訪れ
て撮影している。

である推古天皇が即位すると、それまでの鹿狩の武技
よりは薬狩がよかろうということで、多数の人が吹き

9．星一葬儀
1950（昭和25）年11月17日、星薬科大学昇格を見届

流しの旗を立てて行う薬狩が5月5日に実施された。な
お、鹿茸（ろくじょう）狩の鹿茸とは、雄鹿の生え始め
の幼角を乾燥させたもので、やわらかく赤身を帯びて

けた後、星一は南米ペルーの星製薬株式会社所有地の
開発計画とともに移民を送る雄図実現のため、同年11

いる。古来から強壮、強精、長寿を目的として珍貴な
漢方薬に位置づけられている。絵の鹿茸狩の人物モデ

月17日に長女鳩子同伴で米国に向けて出発した。しか
しニューヨークにて血圧亢進のため医師の勧めに従い

ルとなったのは、星薬専第2回卒業生であった。
この壁画は時価5億円の文化的価値があると評価さ

ロサンゼルスに戻り、静養した。翌1951（昭和26）年1
月19日同地にて永眠した。2月23日、午後7時星薬科大
学講堂において一般通夜を行い、翌24日、創立者 ・ 理

れており、1996（平成8）年4月に2年がかりの修復作業
が完成した。修復には4,000万円の経費を要した。

事長星一の葬儀を星薬科大学および星製薬株式会社の
合同葬として同講堂にて神式により執り行った。享年
77歳であった。星一のこころの拠り所であった星薬科

写真12

星薬科大学本館壁画の一面（昭和18年に描かれた）

本壁画は1984（昭和59）年には日本薬学会の機関誌
『ファルマシア』の表紙に採用され、1月号から12月号
まで万余の会員に紹介された。なおエーザイくすり博
物館（岐阜県羽島郡川島町）に本学の壁画の縮小模写が

大学本館（大講堂）は、こうして創立者であり本館建設
者であった星一を丁重に見送ったわけである。

展示されている。
2）ステンドグラス ： 1982（昭和57）年10月、本館大講
堂の天井回りの窓7面にステンドグラスが取り付けら

10．本館壁画と講堂ステンドグラスの制作
本館壁画と講堂内ステンドグラスも本館が擁する文

れた。1924（大正13）年に本講堂が開堂したが、この
窓枠は建築当時のまま残っている。講堂は8角形であ

化的資産ということができる。
1）
本館壁画：星薬科大学の本館正面玄関両側スロープ

るがその1面は窓がなく壁である。7面の窓はそれぞれ

の壁画4幅は、星薬学専門学校設立3周年記念として制
作された。創立者星一の提案による。完成は戦時中の
1943（昭和18）年5月であった。当時の星製薬株式会社
おかかえの6人の画伯
（関口隆嗣、清原重以知、服部亮
英、内藤隶、笹岡了一、笹鹿彪）
による時代考証研究の
のち、推古時代における
「薬狩」
「鹿茸狩」を如実に表現

が平らな三角形様の台形で、そこには鉄枠が模様とし
て組み込まれており、戦前はそこには白と茶の2色の

た宮中の薬猟（きそいがり）をモチーフとし、その絵柄
は春の陽ざしをいっぱいに浴びた5月の端午の節句の

ガラスがモザイクのようにはめ込まれていた。しかし
戦争が激しくなり灯火管制が厳しくなってきたので、
このステンドグラスはコールタールで厚く塗られた。
戦後1945（昭和20）年9月、米軍が本校に進駐し、校舎、
校地を接収したが、1949（昭和24）年7月接収解除となっ
た。返還されてからコールタールを取り除くさまざま
な工夫が試みられたが、成功しなかった。
1981（昭和56）年亀谷哲治学長が就任するや同学長

日に、狩の衣服をまとい野や山に出かけて薬草を採集
しているものである。壁画はこのよき平和で文化の盛

が会長を務めることになっていた第9回国際複素環化
学会議（昭和58年8月21日〜同26日開催）の本学におけ

んな時代の静かな行事の一こまを再現している。女帝

る開催に間に合うようにこのガラス全部を取り換え、

し、心血を注いで描かれた大作である
（写真12）
。
この壁画は推古天皇時代すなわち飛鳥時代に始まっ
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新たなステンドグラスをはめ込むことが企画され、昭
和56年12月に業者に発注された。デザインは薬草と決
められた。昭和57年4月下旬に制作が開始され、昭和

レの改造、講堂扉の取り換え、エレベーターの設置な
どが行われた。この大改修に当たって原設計の外観を
確保することが前提とされた。従って一見どこが改修

58年に学会に間に合うように完成した
（写真13）
。ステ
ンドグラスのデザイン、制作、取り付けは当時日本ス

されたかはわかりにくい。ともかく今後もなお永く使
用継続可能な状態となった。

テンドグラス協会会長の松本健治氏が行った。経費は
1,271万円であった。

2005（平成17）年5月18日、星薬科大学本館が第14回
BELCA賞を受賞した。この賞は、建築所有者、建築に
係わる設計、建設、メーカー、メンテナンス、診断等幅
広い関係者で組織された、社団法人建築 ・ 設備維持保
全推進協会が良好な建築ストックの形成に寄与するこ
とを目的に、平成3年創設されたものである。星薬科大
学本館が1924（大正13）年竣工以来、外観を確保しつ
つ修理を重ね、環境 ・ 機能の改善を行い長年にわたっ
て使用し続けてきたことが評価され、ロングライフ部
門で表彰された。
本館内の講堂（現在はメインホールと改称されてい
る）は入学式、学位授与式、学会会場、講演会場、学生
クラブであるジャズダンス部、筝曲部、軽音楽部など

写真13

の発表会場などに使用されている。星薬科大学本館
（講
堂）を巣立っていった卒業生数は、星製薬商業学校の

星薬科大学講堂天井周辺のステンドグラスの一面
（昭和58年完成）

876名、星薬学専門学校の942名、星薬科大学（学部）の
13,165名、星薬科大学大学院の1,473名の総計16,456名

1面： 校章と鹿角
2面： トウガラシ、ユキノシタ、センブリ、ゲンノ

に達している（2009年度まで）。
年月とともにこの星薬科大学のキャンパス周辺も変
貌を遂げ、東京の都市部に飲み込まれ、周辺の緑はほ

ショウコ、スイセン
3面： ツユクサ、クチナシ、ケイトウ、ボタン、キキョ
ウ、ホウズキ、ダイコン、チョウセンニンジン

とんど目に付かないようになった。その中で本学キャ
ンパスは学校という特質のせいで比較的樹木や草花が
保存されあるいは育成されて、地域のオアシスとして

4面： カタバミ、ケシ、ゴマ、ウメ、タチアオイ、ハ
マナス、アカヤジオウ
5面： トロロアオイ、ノアザミ、ホオ、ボケ、アサガ
オ、モモ、タンポポ
6面： ジギタリス、チャ、リンドウ、シャクナゲ、ザ

人の目にも野鳥の目にも憩いの場であり続けている。
キャンパスの建物やレイアウトは当初とは大きく変化
しているが、キャンパスの中心には当時と同様今でも
厳然と本館（大講堂）が位置しており、大学の推移を見

クロ、サザンカ、ヘチマ、カタクリ
7面： フジ、ツバキ、キク、サクラ、ヒマワリ、ドク

守っている。

ダミ、カリン
（面ナンバリングは時計まわりで）

13．おわりに

11．日本近代名建築に指定される
1979（昭和54）年3月31日、日本建築学会
（大正 ・ 昭
和戦前建築調査小委員会）は文化庁の依頼により、明
治 ・ 大正 ・ 昭和期の名建築620余件の中に本学の本館
を指定した。東京駅、丸ビル、学士会館、国会議事堂、
東大安田講堂などと並び、貴重な文化財として認定さ
れたわけである。
12．現在の本館
2001（平成13）年3月、竣工以来77年を経ていた本館
が大改修された。耐震壁を講堂の4隅廊下や水回りな
どに配置するなど本格的な耐震補強工事がなされた。
また各部屋の使用目的の変更による各種手直しやトイ
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星薬科大学本館は、多彩な歴史的歩みを辿ってき
た。建物として米寿を迎えているが、耐震改修工事も
行われており、歴史的名建築に指定されるまでに到っ
ている。星一が「人をつくる」として教育を最重要事項
として掲げ本学を創立した。本館は創立者の建学の精
神を内包しつつ、教育の殿堂として今後もその役割を
果たし続けていくことであろう。
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薬物治療学教室
講師
いけ

だ

ひろ

平 成22年10月1日 よ り、 薬 物

日本とは異なる文化・風習の中で生活することで様々

治療学教室の講師として赴任い

な経験をし、私にとって貴重な体験となりました。そ

たしました。私は星薬科大学薬

して、平成22年4月から日本大学歯学部の講師として

学部を卒業し、星薬科大学大学

働いてまいりました。長年歯学部に勤務し、上記のよ

院薬学研究科
（薬学修士）を修了

うな摂食の調節に関わる研究を行ってきたことから、

後、日本大学歯学部薬理学教室

摂食や肥満あるいはそれに伴う生活習慣病等に興味を

で働いてまいりました。そこで

持っています。今後はこれまでの経験を活かし、その

の研究内容は、口腔ジスキネジ

調節機構や病態さらには治療に関する研究を進めてい

アの発症に関わるドパミン神経

きたいと思っています。

こ

池 田 弘 子

機構に関する研究でした。口腔

また、私が長く働いてきて感じたのは、研究分野で

ジスキネジアは高齢者にしばしばおこる口腔領域の不

働く女性の少なさでした。幸い私は周りの環境にも

随意運動であり、歯科治療の妨げになるだけでなく摂

恵まれ、ここまで働き続けることが出来ましたが、こ

食障害等にもつながることから、高齢者のQOLを著し

の間、悩みながらも仕事の継続を断念する友人がいた

く低下させます。その発症に中枢のドパミン機能が関

り、もっと頑張りたいのに環境に恵まれない後輩や学

与することは推測されていますが、現在のところその

生等の相談にのったりしてきました。星薬科大学は女

発症機序は不明です。そこで私は、その発症に関わる

子学生の多い大学なので、後輩たちが卒業後に希望を

中枢神経機構について研究してきました。副手として

もって働けるよう応援していきたいと思います。

働き始めた後、助手として引き続き上記のような研究

今後は、今までの経験を活かして、微力ながら社会

を継続し、それまでの研究内容をまとめた論文で博士

や医療に貢献できるような研究を進めていきたいと思

号
（歯学）を頂きました。

います。また、本学の学生教育を通して、第一線で活

平成19年4月から日本大学歯学部の助教となり、半

躍できる薬剤師・研究者の育成に尽力して参りたいと

年間米国セントルイス大学医学部に留学する機会を

思います。今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう宜

頂きました。留学中は、大学での研究生活のみならず、

しくお願い申し上げます。

新任教職員紹介
ふるかわ

古川

さ

き

こ

沙希子

職員

図書館
10月より図書館にてお世
話になっております。何かと
不慣れでご迷惑をおかけする
点も多いと思いますが、よろ
しくお願いいたします。
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特定温室効果ガスの排出量抑制に向けて

管財部

地球温暖化対策の推進について、国と東京都におけ

計画書」及び「定期報告書」を毎年度7月末日まで
（平成

る規制に関して本学の現状についてご紹介いたしま

22年度は、11月末日まで）に、関東経済産業局長と所

す。

管の文部科学大臣への提出が義務付けられています。

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」
（ 以下、

また、
「 第二種エネルギー管理指定工場等」は、
「 エネル
ギー管理員」を選任しなければなりません。

省エネ法という ： 経済産業省 ・ 国土交通省）
は、エネ
ルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の

国からはエネルギーの使用状況に関する報告聴取 ・

有効な利用の確保に資するため、エネルギーの使用の

立入調査による指導 ・ 助言、判断基準の遵守の確認な

合理化に関する必要な措置や合理化を総合的に推進す

どが行われることとなりました。
なお、温室効果ガスの排出抑制等による地球温暖化

るため、平成20年5月に改正され平成21年4月1日施行

対策の推進を目的にした「地球温暖化対策の推進に関

されました。
省エネ法の改正により、前年度における事業者全体

する法律」
（略して温対法 ： 環境省）がありますが、エ

（本社、工場、支店、営業所、店舗等）
の1年度間のエネ

ネルギー起源二酸化炭素について、事業者や国民は排

ルギーの使用量（燃料、熱及び電気の原油換算値）が合

出抑制に努め、国 ・ 自治体の措置に協力しなければな

計して1,500kl以上であれば、そのエネルギー使用量を

らないとし、全事業所の年間エネルギー使用量合計が

事業者単位で国へ届け出て、国はその事業者をエネル

1,500kl以上の特定排出者には算定・報告の義務が課さ

ギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者とし

れておりますが、省エネ法に基づく算定 ・ 報告により

て、
「特定事業者」として指定し、さらに特定事業者の

温対法による算定・報告をしたものとみなされていま

うち1,500kl/年以上3,000kl/年未満のエネルギーを使

す。

用している工場 ・ 事業場を
「第二種エネルギー管理指

また、東京都における地球温暖化対策の推進につい

定工場等」として指定することとなり、本学は両方と

て本学は、平成20年度の温室効果ガス（特定温室効果

もに平成22年10月に指定を受けました。

ガスと非エネルギー起源ガス）の排出量を届け出て、

これにより、
「エネルギー管理統括者」
「エネルギー
、

1,500kl/年以上（原油換算値）の事業所であるため、都

管理企画推進者」の選任、新たな省エネ法に基づくエ

民の健康と安全を確保する環境に関する条例等によ

ネルギー管理の実施
（管理標準の設定、省エネ措置の

り、平成22年2月に東京都から「指定地球温暖化対策事

実施等を行うとともに、中長期的にみて年平均1％以

業所」と指定され、統括管理者、技術管理者の選任、計

上のエネルギー消費原単位の低減に努める）
「中長期
、

画書提出、排出量報告などが義務づけられました。さ

【改正省エネ法の構成（本学該当部分）
】
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らに指定地球温暖化対策事業所のうち1,500kl/年以上

ら2014年度）のそれぞれ毎年度8％の平均削減義務率が

（原油換算値）を3年間継続して排出量があるために特

設定され、第2期計画期間（2015年度から2019年度）で

定温室効果ガス排出量を削減する必要がある
「特定地

は17％程度の平均削減義務率が想定されています。そ

球温暖化対策事業所」としても指定されています。特

のため本学では、年平均3,111t−CO2が第1期計画期間

定地球温暖化対策事業所は、東京都知事より基準年度

の排出限度量となります。

（本学ではエネルギー消費の多い2005年度〜 2007年度

別の見方からすると第1期計画期間では、合計削減

を基準年度とした）から特定温室効果ガスの基準排出

義務量は1,350t-CO2となり、年平均270t-CO2が必要削減

量を3,381t−CO2と定められる予定
（基準排出量決定申

量となります。これは本学の約1 ヶ月分のエネルギー

請中）です。条例等により、第1期計画期間
（2010年度か

消費に相当します。

【都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の構成（本学該当部分）
】

特定地球温暖化対策事業所は当該削減義務期間終
了後には、必ず特定温室効果ガス排出量の削減義務量
以上をクリアすることが求められており、削減義務を
達成できず、排出枠の調整も行わない場合は、義務履
行命令とともに3割の追加削減義務を負うこととなり、
それでも守られない場合には、50万円の罰金や違反事
実の公表など、厳しい罰則が設けられております。
2009年 度 の 本 学 の 特 定 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 は
3,510t-CO2を排出しており、平均排出限度量の12.8％増
となっています。現在想定している削減では、年平均

※特定温室効果ガスとは、温室効果ガス排出量の削減が特に必要な温室効
果ガスとして、二酸化炭素（燃料、熱及び電気の使用に伴って排出される
ものに限る）をいいます。

33t-CO2程度であり、これまで実施してきた冷房温度を
26℃以上、暖房温度を20℃以下、湿度60 〜 50%の徹底
遵守や大胆な計画の実現が必要となります。

今後、本学における特定温室効果ガスの排出量抑制
に向けた取組について、学内一人一人の地球温暖化に

参考までに2009年度の特定温室効果ガス排出量の月

対する意識 ・ 取組等が重要となりますので、学内関係

別推移のグラフを示します。

者のご協力をお願いします。
（担当課長
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今年の星薬祭は10月30日、31日の2日間

想像以上の働きをしてくれました。1年生

行われました。台風の影響で1日目は思っ

の協力なしでは今回の星薬祭の成功はな

た様にはいきませんでしたが、2日目は天

かったと思います。

気も良く無事終わらせることができまし

どの役職も準備段階でいくつかの困難
に見舞われ、その度皆が試行錯誤し他の

少しずつですが、下準備に取り掛かって

役職とも助け合い、無事当日を迎えるこ

きました。前期のテスト前には渉外担当

とが出来ました。いざ当日となってみる

者の仕事が始まり、夏休みに入ると、休日

とわからないことや、やらなければいけ

であるにも関わらず広報担当者がパンフ

40

レット ・ ポスター作成の打ち合わせのた
めに学校に来ていました。夏休みが終わ

束ね、装飾担当者は星薬祭を彩る準備を

40

はじめ、本館、新星館での企画担当者は来
よう入念に企画を考えリハーサルを行っ

ですが、誰か一人が欠けていたらこの星
ろうと、星薬祭が終わった今、改めて実感

佑

薬祭は成功させることは出来なかっただ

圭

スタッフは例年に比べて少し多かったの

谷

てきました。今回の星薬祭実行委員会の

渋

場していただく方に楽しんでいただける

第 回星薬祭 実行委員会委員長

り10月に入ると、よりいっそう準備活動
が活発になり模擬店担当者は参加団体を

第 回 星薬祭を終えて

た。私たちは4月の段階から活動を始め、

しています。

ないことが次々と出てきて、皆が混乱し
てしまいそうになるときに助けてくれた
のが3、4年生の先輩達でした。準備段階
からサポートしてくれた先輩達も多く、
当日も無事、なんとか乗り越えることが
できました。
星薬祭が終わり、片付けも終わると今
まで感じたことのないような達成感を得
ることができました。しかし寂しさもあ
り、これは皆が協力して一生懸命仕事に
取り組んだからこそ感じられるものだと
思います。また来年も今度は後輩たちに
この感覚を味わってもらい、無事成功さ
せてほしいです。
最 後 に な り ま し た が、 実 行 委 員 会 ス

そして、今年から新たに星薬祭実行委

タッフの仲間達、先輩方、いつも私達を

員会の仲間に加わった1年生にもとても感

助けてくれた学生部 ・ 管財部の方々、ご

謝しています。2年生は実習などで時間が

協力していただいた大学関係者、揺籃会

取れなかったときも1年生同士で声を掛け

の方々、地域の方々、盛り上げてくれた部

合って、自分たちで先の見えない辛い単

活 ・ 研究室の団体、多くの人に支えられ

純作業が度重なろうとも、いやな顔ひと

て頂くことにより運営することができま

つせず仕事をしてくれました。2年生の指

した。ここに代表して厚く御礼を申し上

示が無くとも自分たちで考え、私たちの

げます。
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●薬品分析化学教室
教
⁝
室
⁝
紹
⁝
介
⁝

星薬科大学薬品分析化学教室は、中澤裕之教授、
斉藤貢一准教授、伊藤里恵助教、岩崎雄介助手の4

なっています。これらの研究は、厚生労働科学研
究、科研費などの外部資金を確保して、大きな研究

名の教員をはじめ、大学院生10名、卒論生25名、研
究生3名、専攻生6名の総勢48名で構成されています

プロジェクトを多くの大学や、外部の公的研究機関
と連携して研究を遂行しています。

（平成23年1月現在）
。当教室では分析化学に関係し
た学部および大学院講義と、3年次に
「物理系実習

得られた研究成果は、国内外の学会に発表する
とともに、積極的に海外の国際誌に論文発表してい

II」を担当しています。特に、実習では、教員をはじ
め、大学院生が親身に学部生の指導にあたり、分析
化学を直接肌で感じてもらおうと指導しておりま

ます。また、スタッフ全員で卒論生の卒業論文の指
導、大学院生、研究生の学位論文作成の指導を行っ
ています。また、教室では研究セミナーを開催し、

す。
「分析化学」は実験科学全般の基盤をなす学問分
野で、確立された分野だけでなく、今後発展するで
あろう、フロンティアあるいは先端領域と称される

研究の進捗状況などについて、教員と学生が一体
となって、ディスカッションを行っています。そし
て、最新の分析機器技術に振り回されることなく、
信頼性のあるデータを取得し、得られたデータを的

分野においても重要な学問体系です。そのため、当
教室では生命科学を意識した分析科学についての

確に解析、説明できる能力を勉強しています。これ
らのことを重ね、自分の考えを人に伝えることがで

研究テーマを実施しており、その成果を実社会に還
元、展開することを目的に研究を推進しています。

きる、プレゼンテーション能力の向上に努めていま
す。このような指導方針の結果、当教室を卒業され

主に食品や医薬品の分析、生体成分の分析と3つの
大きなジャンルを抱え、分析が困難であるとされて

た方々も、大学、公的研究機関、企業などさまざま
な分野で高い評価を得て活躍しています。

いる物質を研究対象としております。具体的なテー
マとしては、
（1）食品中に残留する動物用医薬品の

星薬科大学薬品分析化学教室は、実社会に還元で
きる研究を行い、社会でその存在が評価される人材

分析、
（2）香料のキラル分析、
（3）乱用薬物の分析、
（4）ニトロ化されたフェノール性化合物が活性酸素

の育成を視野に、研究と教育をすすめていきます。
これからも、社会人の多くの方々と繋がりを持ち、

種生成に及ぼす影響、
（5）酸化ストレス評価のため
の尿酸および類縁化合物の分析、
（6）超微量分析を

ご指導、ご支援を頂いて、研究と教育にさらなる展
開を目指します。

指向した農薬や医薬品の分析と暴露評価などを行

（薬品分析化学教室助手

岩崎雄介）

大谷記念ホールにて：1列目 左から3人目 中澤教授、1列目左端 斉藤准教授、1列目右から2人目 岩崎助手
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●臨床化学教室
教
⁝
室
⁝
紹
⁝
介
⁝

星薬科大学臨床化学教室は、その前身が石川信雄
名誉教授の生化学教室及び生化学第一教室であり、

たいと考えています。
最近の当教室の研究では、弾性線維の主要タンパ

昭和54年より故山下三郎名誉教授の臨床化学教室
となり、平成8年より瀬山義幸名誉教授へと受け継

ク質であるエラスチンの細胞外への沈着に重要な
役割を果たす酵素を同定し、加齢に伴ってこの酵素

がれ現在に至っています。平成23年1月現在、当教
室は中嶋暉躬学長兼教授、輪千浩史准教授、宮下正

活性が低下すること、エラスチン遺伝子を欠損した
マウスでは、動脈にカルシウムが沈着する動脈石灰

弘助教、里史明助教の教員をはじめ、ポストドクト
ラルフェロー 1名、専攻生2名、大学院生5名、卒論
生28名（薬学科5年12名、薬学科4年13名、創薬科学

化症が顕著に促進されること、また、紫外線によっ
て引き起こされる皮膚線維芽細胞における弾性線
維の異常な集積に活性酸素が関与していることを

科4年2名、創薬科学科3年1名）
、計40名で構成され
ています。
当教室の主な研究は、細胞と細胞をつなぎ、その
働きを調節する結合組織、特に弾性線維の代謝と

明らかにしました。また、褥瘡創傷面のタンパク質
解析から、褥瘡診断に有効な結合組織成分を同定
し、この成分を指標に褥瘡の予防薬や治療薬のため
の薬物スクリーニングへの応用できると考えてい

疾患との関係を明らかにすることです。生体の組
織は、幼児期では非常に弾力性と柔軟性があります

ます。さらに、弾性線維を用いて幹細胞から血管平
滑筋細胞や靭帯細胞への分化や人工臓器の開発に

が、加齢とともにこの弾力性は失われ硬化します。
加齢に伴って失われる組織の弾性は、弾性線維とい

向けた研究にも着手しています。現在、武蔵野免疫
研究所、株式会社コーセー、サラヤ株式会社、ワシ

う結合組織が担っていますが、この弾性線維は主に
胎児期で構築され、成人以降で再生されることは少

ントン大学医学部、防衛医科大学校皮膚科、日本大
学歯学部、東京理科大学基礎工学部、昭和大学医学

ないと考えられています。弾性繊維の質的・量的変
化は、動脈硬化、動脈瘤、慢性閉塞性肺疾患、肺気

部腎臓内科、国立長寿医療研究センターとの共同研
究も進み、臨床現場に近い方や企業の方と活発な意

腫、皮膚のしわやたるみなどで病理的に観察され、
この変化が組織や臓器の機能障害を引き起こしま

見交換しています。
研究以外には、卒論旅行やコンパなどの教室行事

すが、弾性線維をはじめ組織修復が完全でないため
根本的治療には至っていません。そこで、これら疾

を通じて学生と教員との交流も深めています。臨床
化学教室では、伝統でもあるアットホームな環境の

患の患者や病態モデル動物からの試料を用いて、分

中、薬剤師そして薬学研究者として社会貢献できる

子生物学的かつ病態生化学的に解析し、この成果を
病気の診断、治療および組織再生などに臨床応用し

人材育成を目指して、これからも教育研究を進めて
行きます。
（准教授 輪千浩史）

前列

左から5人目 輪千准教授、4人目 里助教
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●水泳部

●剣道部

私たち水泳部は総勢26人で活動しています。練習は週2

私たち剣道部は、現在3年生6名、2年生5名、1年生6名の

回本学校のプールで行っています。水泳部は先輩 ・ 後輩だ

計17名の部員で毎週月曜日と金曜日の週2回活動していま

けでなく顧問の先生までとても仲良く、和気藹々と活動

す。春には明治薬科大学、東京薬科大学との3校で練習試合

しています。初めて水泳を始める人や経験者もたくさん

を行い交流を深めています。

おり、レベル別に1〜6コースに分かれて練習しています。

春季関東医歯薬獣医大会では個人戦で優勝し、関東薬学

シーズン中は他の大学と競い合う七団体戦・薬連・医歯薬

生大会では男子団体準優勝、女子団体優勝という結果を残

連だけでなく、OB ・ OG戦も行っています。今年は薬連で

すことができ、3年生が引退となる秋季関東医歯薬獣医大

総合2位になりました。また春と夏に合宿を行っており、メ

会でも女子団体優勝という結果を出しました。

ンタル・体力・技術の強化を計っています。オフシーズン

本年度は昨年度に増して、個人 ・ 団体ともに優秀な成

は月に数回遊びに行ったり食事会をしています。来年の目

績を残すことができました。引き続き来年度も優勝を目指

標は、今年度の成績を越え、薬連で優勝したいと思ってい

し、個々の技術の向上を図り男子女子ともにより一層の練

ます。

習に励んでいきます。

●弓道部
2010年に創部40周年を迎えた私達弓道部は、現在5年生7
人、4年生15人、3年生12人、2年生14人、1年生7人の計55
人で活動しています。
学内にある道場での稽古に加え、春と秋の関東医歯薬連
リーグや昭和大学 ・ 北里大学との親善試合も行っていま
す。先日行われた秋の医歯薬リーグでは、女子団体が3位に
入賞することができました。
●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8人、1年生19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

●ダンス部

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

我々ダンス部の主な活動は、新歓公演、6月公演、薬祭公

バドミントン大会があります。今年の春は女子団体3位、ダ

演、クリスマスパーティーや夏に行う合宿などです。ダン

ブルス3位、秋は女子団体3位と成績も良く着実に実力をつ

ス部は基本的には練習時間というものは決めてなく、自分

けている部活です。これからも、部員皆で力を合わせ、技

たちのやりたいときに練習をやります。また、みんなが仲

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

良く和気あいあいとした中で活動を行っており、日々練習

と思います。

に励んでいます。本学のダンス部は、実際にレッスンの講
師を招いて練習することがあり、かなり本格的ですが、初
心者でも全然心配する必要はありません。部員の大半は初
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●漢方研究部

心者ですし、先輩が丁寧に指導してくださるのでまったく
問題ありません。そして、たくさんの人に支えられて、さ

漢方研究部は、1年生28人、2年生21人、3年生23人の計

まざまな舞台に立たせていただけることを、私たちはすべ

72人で活動しています。

ての人に心から感謝いたします。

主な活動内容は漢方に関する勉強会、夏合宿、星薬祭に
おける展示、そして全漢連への参加です。夏合宿は、例年

●柔道部

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日、

柔道部は現在、男子7人、女子3人の計10人で活動してい

勉強会の復習をしたり、全漢連にむけて発表内容の検討や

ます。

資料を作成したりしています。全漢連は、年に一度、他大

年2回、試合に出場しており春に引き続き、平成22年度東

学の漢方研究部が各研究内容を発表し、交流を深めます。

日本薬科大学柔道連盟秋季柔道大会でも男子個人戦無段の

前回は、
「元気になる漢方」
「動物生薬と漢方」について発表

部優勝、男子団体戦準優勝という成績を残すことができま

を行いました。その他、年間を通して様々な漢方薬を作る

した。女子個人戦も2位でした。

などして漢方の知識を深めています。

来年度も成績を残していけるよう稽古を重ねていきたい
●薬理研究部

と思いますので、卒業生の方も柔道に興味がある方も、是
非柔道をしに来てください。

私たち薬理研究部は今年で創部36周年となる非常に伝統
ある部で現在1年生2年生合わせて50名を越える部員数とな
りました。実験内容は昨年度に引き続き「bl-カンフルの鎮
痒作用」について行い、星薬祭での研究発表ではたくさん
の方に来ていただいて好評をいだたきました。また東日本
薬理学連合を通して他大学と交流を深めて互いに意見を交
しています。さらに私たちの実験は3月に静岡で行われる
日本薬学会第131年会で発表することになっています。今
年1月には35周年祝賀パーティーを開催しました。実験な
どに興味のある方は7号館3階薬理研究部へぜひ遊びに来て
ください。

●フットサリスタ
フットサリスタは、学内の体育館や品川区の施設で活動
しています。大会には男子、女子、ミックスと3つの形式が
あり、男女 ・ 学年に関係なく自由にチームを組んで出場す
ることが出来るというフットサルならではの魅力があり
ます。私達のチームは5月に行われた女子の大会で優勝し、
11月に行われたミックスの大会でも優勝することが出来ま
した!また、大会以外にも慶應大や北里大、野村総研、漢方
薬局などのチームと定期的に試合をして、幅広い交流をし
ています。未経験者として入部した1年生もどんどん上達

●有機化学研究部

しており、今から次の大会が楽しみです。

こんにちは。有機化学研究部です。私達は2年生13人、1

写真は静岡県で行った夏合宿の時のものです。

年生15人の計28人で活動しています。活動内容は春、夏の
実験、6月には高校生に実験を教えるSPPなどがあります。
1年生にとっては、春、夏の実験で2年時に行う実験の予習
をすることができます。2年生も実験器具の扱い方を1年生
に指導したりすることで、実習で学んだ知識を復習するこ
とがてできます。活動回数は少ないですが、非常に兼部す
しやすい部活なので、興味のある人は7号館の4階までいら
してください。

−29−

星薬科大学報第73号（平成23年3月）

植物化学研究部
植物化学研究部は、本学薬用植物園学術顧問であ

当の薬草を一般の方々に説明することで、自分自身

る滝戸道夫先生が昭和21年に創設され、今年で創部

の勉強とともに薬学生としての自覚を持つことが

65周年を迎える、本学のなかで最も伝統のある部で

できます。

す。現在、顧問である薬用植物研究室の南雲清二教

昨年の夏合宿では2泊3日で長野県へ行って参り

授ご指導のもと、3年生15名、2年生13名、1年生32

ました。春のさく葉ツアー同様、薬草を摘み、夜は

名で日々活動しており、先輩後輩ともに非常に仲が

バーベキューに花火、バスケットボール大会などを

良く、とてもアットホームな部です。

楽しみ、大変充実した夏合宿となりました。

年間行事が多いのも本部の特徴です。主な行事と

そして高校生のための体験実習では、薬学への招

して、春のさく葉ツアー、薬草園見学会、夏には合

待というテーマで、高校生を相手に植物の成分検出

宿、秋には学園祭での模擬店出店や高校生のための

や化学実験をデモンストレーションで紹介してお

体験実習を行っております。

ります。本学のアカデミックなところをご覧になる

さく葉ツアーでは、2 ・ 3年生が1年生を率いて、

ことができます。

東京都の郊外へ1学年時の課題で必要な薬草を摘み

本部は、このように年間行事が豊富で、それを通

に行きます。昨年も、先輩方のご協力で安全に行う

して沢山の人と触れあうことができ、大学生活をよ

ことができました。

り有意義に過ごすことができる部であると部員全

また、薬草園見学会では毎年、地域の方々にご好

員が実感しております。興味を持たれた方は是非、

評をいただいており、本学を社会に理解していただ

声をお掛けください。新しい仲間が増えることに部

ける絶好の機会となっております。部員が各自の担

員一同、大歓迎です。心よりお待ちしております。
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薬草園だより29
キ

ナ

薬用植物には身近なものがある一方、人類を

このあまりにも出来過ぎたタイミングの良さに

救ってきたような極めて重要な植物もある。後

撮影する手も震える思いであった。その後花は

者にはケシやコカなどが思い浮かぶが、キナ（キ

またつかなくなったが、あの意思があるかのよ

ナノキ）
もその一つであろう。

うな一度だけの開花は、今思うと幻のような出

キナは17世紀南米で発見されたアカネ科の高

来事であった。

木で、樹皮はマラリアの特効薬として知られて

さて、長年このコラムを担当させていただい

いる。その卓効がヨーロッパに知られるように

てきたが幕引きの時を迎えた。この間実に多く

なると、欧州列強国がその争奪と支配地での栽

の植物との出会いがあった。薬草園の植物は花

培化を競うようになり、19世紀オランダが支配

の美しいもの、珍しいものを集めているわけで

地のジャワ島において世界で初めて栽培化に成

はなく、雑草のような植物も少なくない。ただ

功した。

そこに植えられているものは、人々が太古の昔

日本では大正11年、当時わが国が統治してい

から病との闘いの中で見出し、人々の思いが託

た台湾で星製薬が初めて大規模栽培に成功し、

された植物たちである。本学が誇る文化遺産で

昭和9年にはそのキナから純国産キニーネの製

ある本館の壁画と静かに対峙してみてほしい。

造にも成功した。しかしその快挙に至るまでの

そこに見えてくるのは先人の知恵と植物からの

国内栽培史はよくわかっていなかった。筆者は

恵みであろう。薬草はまさに人類共有の貴重な

その調査に与してきたが、驚いたことに調べが

文化遺産である。その遺産を守り、長い歴史か

進むと星製薬の栽培成功にいたるまでの道のり

ら生まれた先人の知恵と植物からの恵みが織り

は、幕末〜明治に活躍した榎本武揚に端を発し

なす共演の場が薬草園といえる。共演の場を演

維新前後の日本史に連なることがわかった。そ

出すべく薬草園を長年育ててきた。これからも

の骨子が明らかになったのは調査を始めて34年

本学の伝統を醸し出し、いい香りが漂う掛け替

目の平成20年のことであったが、まさにその年

えのない共演の場であってほしい。そう祈りつ

の暮れ、これまで一度も開花したことのなかっ

つこの稿を閉じることにしたい。ご愛読ありが

た本学のキナが俄かに蕾をつけ、翌年初頭にか

とうございました。

けて花を咲かせた。写真はその時のものである。

キナ（アカキナノキ）
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薬用植物園園長

南雲清二

