星薬科大学報第74号（平成23年9月）

創立100周年記念事業の実施について
本学は、創立者星一先生が1911（明治44）年に星製薬株式会社を設立し、社内に社員の教育部門を設け、全人教育
を開始したのを起源とし、本年、創立100周年を迎えました。創立100周年を迎えるにあたり、理事会及び100周年記
念事業委員会等を中心とした検討を経て、各種記念事業を計画、実施いたしましたので、概要について報告いたしま
す。なお、記念事業の概要及び星薬科大学100周年記念写真集のデジタルブックは本学HPにも掲載しております。

100周年記念式典挙行
5月28日
（土）13:00より、記念式典、記念講演会及び
感謝の集いがキャンパス内の施設において挙行されま
した。
記念式典は、本館メインホールにて行われ、式典に
先立ち、本学学生クラブ、エトワール ・ アンサンブル
部により2曲が会場内で演奏されました。式典では、大
谷利勝副理事長による開会の辞の後、国歌斉唱、大谷

文部科学省
小松親次郎大臣官房審議官

厚生労働省
平山佳伸大臣官房審議官

ドイツ連邦共和国
フォルカー・シュタンツェル大使

チェコ共和国
カテリーナ・フィアルコヴァー大使

卓男理事長の式辞、中嶋暉躬学長の挨拶が行われまし
た。その後、来賓として、髙木義明文部科学大臣（代読：
小松親次郎大臣官房審議官）、厚生労働省の平山佳伸大
臣官房審議官、ドイツ連邦共和国のフォルカー ・ シュ
タンツェル大使、チェコ共和国のカテリーナ ・ フィア
ルコヴァー大使、品川区の濱野健区長、日本私立大学
協会の大沼淳会長よりご挨拶を賜りました。ドイツ大
使は、本年同時に迎えた「星薬科大学創立100周年」と
「日独交流150周年」を繋ぐ大切なエピソードの1つとし
て、星一先生が第一次世界大戦の敗戦で壊滅的な状態
にあったドイツ自然科学界に対し多額の寄付
（現在の
価値で20億円超）
をし、復興を支援したことに触れ、今
後、創立者の精神に則り、個人レベルでもドイツとの
交流が活発に展開することを願っていると述べられま
した。また、チェコ大使は、チェコ出身の著名な建築家

品川区

濱野健区長

日本私立大学協会

大沼淳会長

アントニン ・ レーモンドが「星薬科大学本館」
（1924年
築）
の設計者であることを縁として、チェコ共和国と星

薬科大学が今なお繋がりも持っていることを嬉しく思
うとし、今後、星薬科大学とチェコの学界との提携を
通し学問の国際化が進展することを期待すると述べら
れました。その後、電報披露、校歌斉唱が行われ、榎並
洋介常務理事の挨拶により閉会となりました。
記念講演会は、引き続き、メインホールにて行われ
ました。最初に京都大学大学院薬学研究科客員教授の
杉本八郎先生が、
「遥かなる創薬

アルツハイマー病治

療薬開発の夢を追って」と題し講演されました（座長 ・
本多利雄教授）。杉本先生は、母親が認知症になった

エトワール・アンサンブル部による式典前演奏
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ことをきっかけにアルツハイマー病の治療薬
「アリセ
プト」を開発。研究生活における苦労話などについて
ユーモアを交えて話されました。次に早稲田大学理工
学術院生命医科学科教授の池田康夫先生が、
「近未来の
医療の創造」と題し講演され
（座長 ・ 亀井淳三教授）、
臨床研究や治験に通じた医師、薬剤師を育成する必要
性等を説かれました。

京都大学大学院薬学研究科
杉本八郎客員教授

日本薬学会

早稲田大学理工学術院生命医科学科
池田康夫教授

西島正弘会頭

日本薬剤師会

藤井基之参議院議員

その後感謝の集いが、百年記念館にて行われました。

本学同窓会

児玉孝会長

中川晴子会長

その他、新星館1階にて各研究室及び実務実習報告の

本学薬学科長 ・ 学長特任補佐髙山幸三教授の開会挨拶

ポスター展示を行い、また、医薬品化学研究所1階ラウ

に続き、大谷理事長、中嶋学長の挨拶の後、歓談となり

ンジにて立札式のお茶席が設けられ、本学学生クラブ

ました。歓談時には5月1日に開催された創立100周年記

茶道部の在学生 ・ 卒業生による御点前でのおもてなし

念チャリティーコンサートの様子が会場で放映されま

を行いました。

した。来賓ご挨拶は、ドイツ研究振興協会
（DFG）日本

当日は、400名を超える関係者の方に出席していた

代表部のイリス ・ ヴィーツォレック代表、公益社団法

だき、盛会裏に記念式典を終了いたしました。

人薬剤師認定制度認証機構の内山充代表理事、日本薬
学会の西島正弘会頭、日本薬剤師会の児玉孝会長、藤
井基之参議院議員、同窓会の中川晴子会長より賜りま
した。また、当日、都合により急きょ欠席となられた元
文部大臣の鳩山邦夫衆議院議員のご挨拶がDVDにより
放映されました。歓談の最後に、本学創薬科学科長東
山公男教授の挨拶により閉会いたしました。
ポスター展示

ドイツ研究振興協会日本代表部
イリス・ヴィーツォレック代表

公益社団法人
薬剤師認定制度認証機構
内山充代表理事

お茶席
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ました。残り150万円については、いわき市の被災した
小中学校へ理化学器材を贈呈するため、同市教育委員
会と打合せを行っています。

お茶席でドイツ大使とチェコ大使等を囲んで

チャリティーコンサート（於 五反田「ゆうぽうと」）

百年記念館の竣工
平成18年度から始まった新薬学教育制度に伴い学生
数が従来の1.5倍に増加するため、不足する講義室、学
生ホール等を備えた学生向け施設を新たに建設するこ
とを計画いたしました。建物は、新5年生が誕生する平
成22年度からの使用に間に合わせるため、平成20年12
星薬科大学歴史資料館

月に着工し、平成22年3月に竣工いたしました。建物の

チャリティーコンサート開催

名称は、大学関係者の公募により「百年記念館」に決定
いたしました。

記念式典に先立ち、創立100周年記念チャリティーコ
ンサートを、5月1日（日）に品川の五反田「ゆうぽうと」

歴史資料館の整備

にて、品川区及び品川区教育委員会との共催、星薬科
大学同窓会及びNHK厚生文化事業団の後援、品川区社

本学では従来星一先生ゆかりの品を展示する「星一
記念室」を設置し、ドイツから寄贈された記念品や野口

会福祉協議会の協賛で開催しました。

英世博士の顕微鏡等、数多くの貴重な資料を展示して

コンサートの企画、運営及び開催経費の全てを同窓
会に担っていただきました。

いました。創立100周年の節目を迎えるに当たり、新た

コンサートでは、星一先生と同じく福島県いわき市

に「星薬科大学歴史資料館」を設立し、日本における薬

出身で、本学コーラス部のかつての指導者でもあった

学教育の歴史と重なる本学由来の歴史的資料を加え、

世界的指揮者小林研一郎氏の指揮により、
「コバケンと

広く一般の方々にも閲覧していただける施設として整

その仲間たちオーケストラ」が、ドヴォルザーク作曲交

備 ・ 拡充し、公開することを計画いたしました。平成

響曲第9番
『新世界より』第4楽章、プッチーニ作曲歌劇

23年1月に医薬品化学研究所1階部分の改修に着工し、

『トゥーランドット』より誰も寝てはならぬ等8曲を演

同年4月20日に竣工、5月21日に開館いたしました。資

奏いたしました。品川区立荏原第一中学校及び同区立

料館では、年表の設置や大学設立初期に使用された分

小中一貫校荏原平塚学園の生徒の皆さんも一部曲目で

析機器等の展示の他、星製薬株式会社が経営破たんに

合同演奏しました。区内の障がいのある方々も招待し、

瀕した際、救済のために社長に就任し本学の存続に尽

当日は1,800名定員の会場がほぼ満席となりました。

力した大谷米太郎元理事長（在任期間1966 ～ 1968）や

コンサート開催を通して、品川区社会福祉協議会へ

星一先生の長男でSF作家の星新一氏（本学理事在任期

寄付をさせていただきました。また、コンサートチケッ

間1951 ～ 1967）のコーナーも新たに設けました。

トの販売収入及びコンサート当日に寄せられた募金等
450万円について、東日本大震災の復興支援金として、
300万円を日本赤十字社を通じて寄付させていただき
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100周年記念写真集刊行
創立100周年記念事業の一環として「星薬科大学100
周年記念写真集」が刊行いたしました。写真集は175
ページに及び、創立以来の本学の歴史を様々な角度か
ら、写真を中心にまとめました。写真集は、記念式典の
出席者に贈呈され、また写真集のDVDが全学生に配付
いたしました。

校旗作製

星一先生の揮毫、制服等

100周年を期に、校旗を新調いたしました。本学の校
花であるムラサキハナナの色を基調に作製し、記念式
典当日に、会場のメインホール壇上等に掲揚いたしま
した。今後は、入学式及び学位記授与式等で、新しい校
旗を掲揚いたします。

100周年記念事業募金
百年記念館の竣工、歴史資料館の整備及び奨学金制
度の充実を図ることを目的とした募金活動を2009（平
成21）年7月1日から行い、2011（平成23）年6月末日で

ドイツからの寄贈品

終了いたしました。お陰様で多数の関係者の皆様にご
賛同をいただき、7月20日現在の集計で929件66,998,239
円のご寄付を賜りました。募金の対象となる記念事業
の経費及び寄付金充当額は次のとおりです。
（円）
記念事業内容
「百年記念館」
の建設

経費

883,086,591（＊1） 20,000,000

星薬科大学奨学金制度の充実
星薬科大学歴史資料館の整備
＊1

内訳

野口英世博士の顕微鏡

＊2

内訳

①建物建築工事

寄付金充当額

―

21,998,239

55,695,500（＊2） 25,000,000
836,342,584円

②外構工事

14,949,227円

③機器備品

31,794,780円

①建物改修工事

53,445,000円

②機器備品等

2,026,500円

③資料移転費

224,000円

インフルエンザウイルスの世界初の発見と星製薬
星薬科大学は本年創立100周年を迎えましたが、創立者星一が設立した星製薬株式会社の社内に設けられた
「教育部」
が本学の前身です。
その星製薬が、日本の伝染病研究史上歴史的な発見に関わっていたらしいことが、東京大学名誉教授の山内一也先生
の調査でわかりました。その詳細は、本年8月発行の雑誌
「科学」第8号
（岩波書店）に掲載された
「インフルエンザウイル
スを最初に発見した日本人科学者」
というタイトルの総説に述べられています。
タイトルにある日本人科学者は、元パスツール研究所研究員の山内保博士です。当時の日本ではインフルエンザの原
因は細菌であるとする説が主流でしたが、山内博士は星製薬の主任ドクトルであった坂上弘蔵とともに、星製薬の
「細
菌部」
で研究を行い、病原体が細菌ではなくウイルスであることを世界で最初に発見したとされています。
この成果は星製薬の設立からわずか8年後
（T. Yamanouchi et al., Lancet, 1, 971（1919））のことであり、星一が感染症
の研究にもただならぬ熱意を持っていたことを物語っています。
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星薬科大学創立100周年記念式典

学校法人星薬科大学

大

谷

卓

理事長式辞

師の養成を目的とする6年制 薬学科 及び 創薬の研究
者の養成を目的とする4年制 創薬科学科の二本柱の設
置認可を受けております。更に2009年には大学院薬学
研究科総合薬科学専攻の設置を届け出ており、薬学教
育6年制に対応した体制整備を行ってまいりました。
このよう変遷の中、施設面では、ひも解くと、1924
年には本日、この式典会場となっております記念講堂
が竣工されておりますが、設計者は、当時のチェコス
ロヴァキア共和国のアントニン・レイモンド氏であり
ます。また、その竣工式には、ドイツ国フリードリヒ・
エーベルト大統領から親書を頂いております。
近年の施設面での整備としては、2001年に新星館、
2002年にこの記念講堂をリニューアル、2004年の第
二新館、2010年の百年記念館と相次ぎ竣工し、ここに
本学の薬学教育 6年制の実施に向けた機能は十分に整
備されております。
このような状況の中で、お蔭様にて入試において
は、平成23年度の入学志願者数も数多く前年度を上回
り、また就職率においても好成績を上げております。
また、4年制の最後の年 平成21年3月に実施された薬
剤師認定国家試験においても高い合格率をあげており
ます。
一方、研究においても教員1人当たりの論文数が全
国薬系大学に中でも高くランキングを頂き、1997年に
は文部科学省の「私立大学ハイテク ・ リサーチ ・ セン
ター整備事業に採択されたことをはじめとして、今日
まで多数のプロジェクトを推進させていただいており
ます。民間企業との共同研究も積極的に進めさせて頂
いております。
学長をはじめとする教職員の鋭意努力により、教育
と研究という大学の両輪において、高い評価を頂いて
おりますことを理事長として誇りにする所であり、関
係者一同に感謝するものであります。
このように今日の本学 星薬科大学が隆盛を頂戴で
きるのはひとえに関係各位のご協力 ご支援、卒業生
の皆様1人1人が社会で活躍されているという実績、皆
様のお志によるものと心より厚く感謝御礼申し上げる
次第であります。
創立100周年というこの節目の年を迎え、今後とも
時代のニーズに応えつつ「薬学を通じて世界に奉仕す
る人材を育成する。」という教育理念を顕現し、人間性
に優れた薬学のプロフェッショナルを世に送り出すこ
とに邁進する所存でございます。
また、併せて これまで以上に地域社会に対し門戸
を開き、公開講座等と品川区に共催を頂戴し、社会人
教育には大学院の昼夜開講制を実施し、社会との共生
を一層図ってまいる所存であります。
来賓の皆様 そして本日お集まりの皆様 お1人お1人
に、これまでのご支援に深く感謝いたしますととも
に、今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお
願い申し上げます。
最後になりましたが、この度の記念事業へのご寄附
に御礼申し上げ、ご参会の皆様の益々のご健勝を祈念
いたし、ご挨拶とさせていただきます。

理事長

男

式辞に先立ち、本年3月11日に発生した東日本大震
災による被災者の方々に心からお見舞い申し上げます
とともに被災地の復興を心よりお祈り申し上げたく存
じます。
本日は、星薬科大学創立100周年記念式典に、ご多用
のところ、文部科学大臣代理、厚生労働省大臣官房審
議官、ドイツ連邦共和国大使、チェコ共和国大使、品
川区長、日本私立大学協会会長 並びに 国内関係機関、
関係企業に携わる皆様方を含め450名を超す多くの
方々のご臨席を賜り、厚く御礼申し上げます。
本学は、創立者 星一が1911年に星製薬株式会社を
設立し、その社内に社員教育部門を設置したのが始ま
りであります。
その後、薬局の近代経営術を学ばさせることを目的
に1922年に星製薬商業学校として開講いたしておりま
す。その折 星一 当時校長が親切第一、社会奉仕、協力
一致など建学の精神を謳いましたが、これは今日もこ
の建学の精神のまま、本学の教育理念として、
「薬学を
通じて世界に奉仕する人材を育成する。」と寄付行為に
定め、引き継がれております。
そして薬剤師養成教育機関として、星薬学専門学校
は文部省の設立認可を得て1941年に設立されておりま
す。1950年には、専門学校から新制大学昇格認可によ
り4年制の星薬科大学（薬学部薬学科）となり、1969年
の大学院研究科の設立により本格的な大学として整う
ことに至りました。
本学の発展を切望・念願としていた創立者 星一は、
1951年に米国 ロサンゼルスで77歳の生涯を閉じたわ
けですが、その後もその思いと建学の精神は脈々と引
き継がれ、1953年頃の経営の危機の際も政財界の支援
により乗り越え、今日まで至ってまいりました。
薬剤師職能の向上のため、2004年には学校教育法の
改正があり、薬学教育も4年制から6年制へと移行する
ことになりました。これに伴い、本学も2005年に薬剤
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星薬科大学創立100周年記念式典

星薬科大学

中

嶋

さて、星薬科大学は創設者星一が1911年に星製薬株
式会社を創設し、社内に教育部を設けて全人教育を開
始し、社員に医薬の知識を普及させたのが始まりで
す。星一流に大風呂敷を広げるならば、星薬科大学は
医薬品の将来にあるべき姿、また、医療に携わる人々
の理想像を教育するという遠大な構想に基づいて創生
され、企業から派生した唯一の薬科大学といってよい
でしょう。
星一について私なりに感じていることを少し申し
上げたいと思います。星一の人となりについてはいろ
いろな書物に紹介されておりますが、私のような研究
しか知らない人間から見ますと、星一は奇抜なアイデ
アと着眼点をもった人であったと思われます。星製薬
の業績のうち、とくに工業的の大量精製が困難であっ
たアヘンからのモルヒネの単離のほか、キニーネの精
製、コカ葉からコカインの精製など、他にもお茶から
のカフェイン、除虫菊からのピレスロイドの精製など
に成功しております。戦後やっと大学研究室に普及し
た凍結乾燥技術も既に大量生産に利用していたときい
ております。
この建物は大正13年（1924年）に建てられています
が、当時誰も想像しなかったバリアーフリーになっ
ており、階段の代わりにすべてスロープで結ばれて
おり、ここでも星一の卓越したアイデアが垣間見え
ます。なお、この建物は大正12年の関東大震災も経験
していますが、びくともしなかったといわれておりま
す。
このほか、今年度で初めての卒業生の出る、6年制
の薬学科の学生に課されている病院、および薬局での
実務実習について、先週の土曜日に第二回の実務実習
報告会を6年生全員と、参加施設病院22施設、参加薬局
40施設の先生方総勢83名の方々にご参集いただき無
事終了したこともご報告いたします。その成果は新星
館にパネルで展示いたしました。さらに、星薬科大学
100年の歴史の中で、現在の先生方の研究の動向、アク
テイヴィティーならびに、大学院学生の研究成果を新
星館にパネル展示をしておりますので、ご興味のある
方はご覧になってください。これを見ておりますと私
は、方丈記の出だしの一文を思い出しております。
「行
く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず。よ
どみに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて久しく
留まることなし」。源流を作ったのは星一であり、本学
の発展に携わられた、多くの先生方、卒業生の皆さま
方は川の流れを支える岸部として、現在に至っている
ように感じています。今後この流れは大きく発展して
やがて大河に成長していくことを祈りつつ学長からの
ご挨拶とさせていただきます。

学長

暉

学長挨拶

躬

本日、星薬科大学100周年の記念式典を挙行するに
あたり、文部科学省 小松親次郎審議官様、厚生労働省
平山佳伸審議官様はじめ、御来賓の皆様におかれまし
てはかくも多数のご臨席を賜り、教職員、並びに関係
者一同心より御礼申し上げます。とりわけ創始者星一
が懇意にしておりましたドイツのノーベル賞受賞者
フリッツ ・ ハーバーのよしみで日本を第2の故郷とも
いっておられるドイツ大使フォルカー・シュタンツェ
ル閣下、ならびに、いま皆様方がいらっしゃる本館講
堂の設計者として、世界的に著名なアントニン ・ レ
イモンドの出身地であるチェコ共和国のカテリーナ ・
フィアルコヴァ大使、および両国の学術文化事業の責
任者のご臨席を賜ったことは誠に光栄に存ずる次第で
す。
また、私どもは創立以来ずっと品川区でお世話に
なっており、記念行事の一環として、本日ご臨席の濱
野品川区長様はじめ品川区役所の皆様方のご賛同の
もとに、品川区に在住する障害のある方々をお招きし
たチャリテイーコンサートを企画しました。コンサー
トの指揮は世界的に著名な指揮者であり、かつ、本学
の創設者星一と同郷の小林研一郎様と
「コバケンとそ
の仲間達のオーケストラ」の演奏により、5月1日に成
功裏に終わりましたことをご報告申し上げます。チャ
リテイーコンサート開催につきましては、本学ご卒業
の平井様、梶野様はじめ多くの方々のご尽力のたまも
のと深く感謝しております。なお、音楽会においでの
皆様方からいただきました浄財は品川区社会福祉協
議会、ならびに此の度の東日本大震災で被災された多
くの方々に対する復興支援に寄付させていただきまし
た。
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学校法人星薬科大学役員（理事、監事）、評議員改選
学校法人星薬科大学役員
（理事、監事）
、評議員の任期満了に伴う改選が行われ、理事11名、監事3名、評議員34名が選
任されました。役員の任期は平成23年7月13日から、また評議員の任期は平成23年4月1日から4年間です。平成23年7月26
日の理事会において大谷卓男理事が理事長に再任され、新理事会が発足いたしました。同日、大谷利勝理事は副理事長
に、榎並洋介理事は常務理事に再任されました。以下に、役員及び評議員の氏名を掲載いたします
（敬称略）
。なお、理事
の担当業務は、平成23年7月26日現在です。

■理事

大谷

卓男

中嶋

理事長

石川

悦久

稲葉

業務・広報副担当

榎並

弘文

総務・法務担当

洋介

財務・経理担当
人事・労務担当
総務・法務副担当

梶野

暉躬

学長

大谷

利勝

理事長補佐

河合

忠

賢一

人事・労務副担当

人事・労務副担当
業務・広報副担当

小池

佐竹

順一

正子

業務・広報副担当
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田中

隆治

業務・広報担当

■監事

小池

和正

山本

昭

藤原

憲一

■評議員
1号評議員（学長）
中嶋 暉躬
2号評議員（職員）
上田 晴久
榎並
鈴木
勉
髙山

洋介
幸三

河合
辻

賢一
勉

河野
東山

円
公男

杉山

清

3号評議員（卒業生）
渡辺 邦夫
山本
小池 順一
佐竹

発雄
正子

石田
関

里子
繁雄

久米
大草

基夫
貴之

船田

一夫

4号評議員（学識経験者）
稲葉 弘文
大谷 卓男
嶋田 一夫
田中 隆治

大谷 利勝
長谷川慧重

梶野
山口

忠
一城

神野
山本

英毅
章

5号評議員（理事長選任）
石川 悦久
大住 恭三

小川優美子

鈴木

博晶

山崎

長宏
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平成23年度入学式

理事長式辞

理事長

先程 黙祷を捧げさせていただきました
が、改めてこの度の東北関東大震災の被災者の
方々、亡くなられた方々にご冥福を祈るととも
に、また、被災に遭われた地域の一刻も早い復
興を願い、また、入学された方にも何名か被災
地を出身とする方がいらっしゃると伺っており
ます。心より復興を願う次第でございます。
さて、新入生の318名の皆様、そしてご父母の
皆様、本日ここに、星薬科大学に入学されまし
たことをお喜び申し上げます。心より歓迎させ
ていただきます。
皆さん、本当によく勉強して、頑張って、入学
を果たしました。これまでの努力に深く敬服し
ております。本当に頑張りましたね。
日本国の復興はまだまだですけれども、開花
が遅かった桜も今日は咲いております。皆さん
を温かく迎えております。今日の良き日を心に
留めて、これからの大学生活を送っていただき
たく願います。
十数年前は、桜並木をお父様、お母様に手を
引かれて小学校に入学したのです。ぜひご両親
に、大学に入学できたということの感謝を伝え
てくださいね。
さて、3月11日、大きな地震、そして津波、そ
れから原発事故と大変な事態でございました。
この年に大学に入学する、また、さらに大学院
に進んで、もう一段上のステップで勉強すると
いうことは、皆さんにとって大きな意味がある
と思います。
メディアで放映される被災地の様子、被災に
遭われた方、それを見るにつけ悲しみに耐えな
いわけでありますが、また社会全体に大きなダ
メージがありまして、国全体の危機、そういう
年になっております。こういう時に大学に入っ
たということは、皆さんの人生の中で大きな意
味を持っていることと思います。
海外の様々な国、たくさんの人々から支援を
いただいています。また、皆さんの中にもボラ
ンティア活動をしたり、あるいはこれからそれ
に参加しなくてはいけない、と考えられている
方も大勢いらっしゃるかと思います。人生を見
つめ直す、また、これからどうやって人生を送っ

大

谷

卓

男

ていくということを考える大きな機会になった
と思います。
星薬科大学は、今年ちょうど創立100周年を迎
えるわけですが、創立者星一は、大学案内にも
ありますとおり、
「世界に奉仕する人材育成の揺
籃である」
と建学の精神を定めております。ぜひ
ぜひ皆さん頑張って、社会のお役に立てるよう
な人になっていただきたいと心から願う次第で
す。
大きな天災に直面した時、生きているという
よりは、むしろ生かされているということに気
がつきますね。生き残った皆さんは、ぜひ己の
人生を大切に、日々精進頑張って、社会のお役
に立てる人間になっていただきたく願います。
先ほど中嶋学長からもありましたが、若い皆
さんがしっかりと勉強し、それによって薬業、
薬学のプロとなり、世界の中で活躍していくこ
とになるわけです。ぜひ日々頑張って、先ほど
新入生代表の宣誓にもありましたが、今日の喜
び、今日の希望を胸に、大学生活を充実した形
で、勉強を続けて役に立てる人となっていただ
き、亡くなられた方々の分もという想いをぜひ
胸に刻んでくださいね。
本日大学に入学した若い皆さんが日本の国、
世界をつくっていくわけですから、ぜひ心に今
日の良き日を胸に留めて、これからの人生を充
実した形で歩んでいただきたいと心から願う次
第でございます。
ご清聴ありがとうございました。
（平成23年4月6日に本館メインホールで行われ
た入学式における理事長式辞をテープ起こしし
たものをもとに掲載）
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平成23年度入学式

学長告辞

学長

中

嶋

暉

躬

この度の東北関東地方大震災で大変な数の

薬についていろいろなことを学ばれ、この分野

方々が亡くなられ、また、多数の方々が避難生

でプロになられるわけです。視点を変えてみれ

活を余儀なくされ、深い哀悼の意を表するとと

ば、クスリというのは、どんな薬をみても世に

もに、心からお見舞い申し上げます。そうした

出るまで長いサイエンスの物語を持った物質で

中、星薬科大学はなんとか皆さん方の入学式が

あります。開発当初には「これは良い薬だ」と思

挙行出来ました。こういう大変な時の入学式で

われていても、市販されてから予期しない有害

あることは皆さん方の脳裏にしっかりと焼きつ

な副作用のため消えていったクスリは数え切れ

いたことと思います。薬学、あるいは、医療に関

ません。いま使われている医薬品にしても使い

連する領域はまさにこういう時にお役に立たね

方を誤れば必ず有害な副作用がでます。薬剤師

ばならない領域です。皆さん方は高等学校にお

を目指して薬学科に入学された方はもちろん、

いて、化学、物理学、生物学なと縦割りの授業を

新しい薬を作る側の創薬科学科に入学された方

受けてこられたと思いますが、これから学ぶ、

も、クスリを学ぶひとはこのことを肝に銘じて

薬や、医療に関連した学問領域は、例えば、放射

おいてください。

化学、薬理学、薬剤学など、これらが密接に絡み

薬学科に入学された方々に申し上げます。み

合った、複合領域の学問です。今回の原子力発

なさんも御承知のように薬学科は6年制になり

電所のトラブルを見ていて、丁度私が大学院の

ました。我々にとっても6年制ははじめての経験

時代に起こった第5福竜丸の被爆事件を思い出

です。5年次には約6カ月の薬局、および病院の

しております。本学の名誉教授の篠田雅人先生

実務実習が義務付けられています。実務実習を

が放射性総合医学研究所におられて、被爆した

受けるためには、４年次に全国規模で行われる

人体からの放射性物質を除去する研究をされて

コンピュータによる筆記試験、および、実務の

おり、除去法について私も少しお手伝いしまし

ための外部からの試験官も交えた模擬試験に合

た。どういう物質がヨウ素、セシウム、ストロン

格しなければなりません。したがって、４年後

チウムなどを体外に排泄させるか、こういう課

にもう一度ある種の統一試験があることを念頭

題の解決法を見い出す研究などまさに総合され

に置いて頑張ってください。本学の学生さんは

た薬学領域の知識が必要となります。

全員合格しています。

私どもは、あなたがたを未来の医薬関連社会

次に、創薬科学科に入学した方に申し上げま

を担う人、あるいは薬剤師として今後の日本の

す。本学では早くから研究の楽しさを経験する

医療を担う人、さらには、新しい医薬品の創制

ために、1年生の時から各研究室で行われてい

に携わる人としての活躍を大いに期待している

るいろいろな研究を肌で感じてもらうカリキュ

ところです。

ラムを用意しています。創薬の研究開発を目指

本学は創設者星一先生の社会奉仕の精神
「疾

し、４年終了後は薬科学士として、さらに大学

病で悩む人々に健康を与え、幸福と平和をもた

院に進学され、より深い研究をされることを望

らす人材を養成したい」との理念のもとに、今年

んでおります。
「将来素晴らしい医薬品を世に出

は創立100周年を迎える輝かしい歴史と伝統を

してやる」という決意を新たにして勉学に励ん

持つ大学であります。本学のこのような土壌に

でいただきたいと願っております。

育まれた人材は、今日、薬学、薬業等他分野で幅

皆さん方の今後の健闘を期待しつつ、学長か

広い活躍をしておられます。

らのお願いを申し上げさせていただきました。

さて、フレッシュマンのみなさんはこれから

−11−

星薬科大学報第74号（平成23年9月）

東京慈恵会医科大学との学術交流協定の締結
この度、本学は東京慈恵会医科大学と学術交流協定
を締結いたしました。東京慈恵会医科大学は、創立130
年を迎える輝かしい歴史と伝統をもつ名門医科大学で
あります。長年にわたり医学界をリードし多くの優れ
た医師、看護師および医学研究者を輩出し社会的にも
きわめて高い評価を得ていることは、皆さまご承知の
通りです。
平成23年2月18日に東京慈恵会医科大学において調
印式が行われ、東京慈恵会医科大学栗原敏学長と本学
中嶋暉躬学長がそれぞれ
「学術交流に関する覚書」に署
名し、公式に両校の学術交流が開始されました。
「覚書」
には、
「両大学がそれぞれ専門とする分野の特色を生か
して、包括的に教育および研究の分野で連携していく
こと」
が謳われ、教育・研究面での相互協力推進や相互
理解を深めるためのシンポジウム等の学術交流事業を
実施していく予定となっております。これまでも本学
薬品毒性学教室鈴木勉教授および薬物治療学教室亀井
淳三教授を中心として、東京慈恵会医科大学との研究
室レベルでの共同研究および同大学付属病院薬剤部に
おいての本学５年次生の実習指導などの交流がありま
したが、本協定の締結により両大学間での交流がます
ます盛んになることが期待されます。
平成18年度に新薬学教育制度が始まり、薬学の教育・
研究にはこれまで以上に医療現場と密接に連関した
「医薬連携」が望まれております。本学では、平成22年

勉

度に山梨大学と学術交流協定を締結し医薬連携を図っ
てまいりました。また、姉妹校協定あるいは学術交流
協定を結んでいる７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、台湾 ・ 嘉南薬
理科技大学）との国際学術交流活動に加え、この度の東
京慈恵会医科大学との協定により国内外の学術交流が
さらに発展することと期待しております。
最後に、今回の学術交流協定締結に際しまして、多
大なご尽力を頂きました東京慈恵会医科大学谷藤泰正
客員教授（本学客員教授）および同大学教務委員長松藤
千弥教授に深謝申し上げます。 （微生物学教室教授）

東京慈恵会医科大学との学術交流に関する調印式
中嶋暉躬本学学長
（左）
と栗原敏東京慈恵会医科大学学長（右）

財団法人大学基準協会による大学評価結果について
平成14年の学校教育法改正に伴い、平成16年度以降
大学は、文部科学大臣の認証を受けた評価機関による
評価を7年以内の周期で受けることが義務化されまし
た。本学は、平成22年4月に財団法人大学基準協会に評
価の申請を行い、同年10月8日の実地視察を経て、平成
23年3月11日付けで、同協会の大学基準に適合している
ことが認定されました。認定期間は、平成23年4月1日
より平成30年3月末日までの7年間です。
（財）大学基準協会の大学評価は、協会会員の自主的
努力と相互的援助によって、わが国における大学の質
的向上を図ることを目的とし、具体的には、①同協会
が定める大学基準等に適合していることをもって社会
に対しその質を保証し、②評価結果の提示および助言
に基づいた大学の教育研究、運営など諸側面の改善を
支援するという目的のもとに行われています。
大学評価の受審に際して、定められた点検 ・ 評価項
目を中心に自己点検 ・ 評価を行い、その結果を取りま
とめた調書
「点検 ・ 評価報告書」及び「大学基礎データ」
を作成いたしました。本学では、自己点検 ・ 評価を遂

教務部長 辻

自己評価委員長

辻

勉

行するため、自己評価委員会を設置し、平成6年度より
「自己点検評価報告書」を作成しています。この度の大
学評価申請についても自己評価委員会による検討及び
学長、担当理事、事務局長が参画する自己評価連絡協
議会による学校法人との調整を経て、各部署の業務担
当者によるワーキンググループが調書原稿の作成にあ
たりました。
評価結果には、総評に加え、特筆すべき長所や改善
を要する点についても提言されています。その内容を
踏まえ、本学は今後もわが国
の薬学教育研究をリードする
大学であり続けられるよう不
断の努力を積み重ねていきた
いと思います。
なお、評価結果及び「点検 ・
評価報告書」は本学ホームペー
ジに掲載しております。
（微生物学教室 教授）
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（財）大学基準協会「認定マーク」
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「先端科学創造シンポジウム」講演会シリーズ15

メタボリックシンドロームとアディポサイエンス
財団法人住友病院院長

松澤

佑次

先生

平成23年5月13日
（金）の午後1時30分より本館メ
インホールにおいて、本学と品川区教育委員会と
の共催により、財団法人住友病院院長松澤佑次先
生をお招きし、星薬科大学公開講座として、
『 メタ
ボリックシンドロームとアディポサイエンス』と題
してご講演を頂きました。約80名の品川区民の方々
をはじめ、約900名の学部、大学院学生、教職員、さ
らに同窓生が参加し、盛大な講演会となりました。
演者の松澤佑次先生は昭和41年に大阪大学医学
部を卒業されたのち、大阪大学医学部第二内科学
教室に入局し、臨床と研究に従事され、昭和63年に
は大阪大学医学部内科学講師、平成3年より大阪大

います。アディポネクチンは、本来血管修復等の生

学医学部内科教授にご就任されました。平成12年

体防御に働く因子ですが、内臓脂肪が蓄積される

から14年まで大阪大学医学部附属病院長を務めら

と血中濃度が低下し、これが原因でインスリン抵

れ、平成15年に大阪大学をご退任されたのちに現

抗性や血圧上昇を招きます。また、血中アディポネ

職の財団法人住友病院院長を務められております。

クチン濃度が低下することにより、肝硬変や心不

また、平成12年に第1回日本動脈硬化学会賞および

全を発症することも明らかとなり、血中アディポ

平成12年度日本医師会医学賞、平成18年に国際肥

ネクチン濃度の維持は、こういった様々な病気の

満学会Willendorf賞など多くの学会賞を受賞され、

予防に繋がることが期待されています。最近になっ

平成18年には紫綬褒章を受賞されております。ま

て血中のアディポネクチンを増やす生活習慣が検

た、主な著書には「内臓脂肪型肥満」、
「 よい肥満わ

討されおり、運動療法は血中アディポネクチン濃

るい肥満」などがございます。

度を上昇させることが明らかとなっています。ま

メタボリックシンドロームは、内臓脂肪型肥満

た、食事についても検討され、低脂肪食やでんぷん

に高血糖、脂質代謝異常、高血圧を2つ以上併発し

質食、大豆タンパク、食物繊維、木の実、穀類、魚

たものを言い、内蔵脂肪型肥満自体が糖尿病や脂

などが血中アディポネクチン濃度を上昇させるこ

質異常症、高血圧症を引き起こし、さらには心筋梗

とが報告されています。さらに、喫煙は血中アディ

塞や脳梗塞といった病気にも繋がります。こういっ

ポネクチン濃度を著しく低下させることも明らか

た背景から、昨今メタボリックシンドロームの予

となり、適度な運動と上記のような食事、禁煙が血

防、すなわち肥満の予防や改善が注目され、いわゆ

中アディポネクチン濃度の上昇、すなわちメタボ

るメタボ検診が開始されました。メタボ検診では、

リックシンドロームの予防に繋がることが紹介さ

ウエスト周囲径を基準の一つとしていますが、こ

れました。

れは皮下脂肪よりも内臓脂肪が上記のような疾患

メタボリックシンドロームに関する一般的な知

に繋がることが明らかとなりつつあり、ウエスト

識から研究の内容 ・ 方向性までの広範囲な内容を

周囲径が内臓脂肪量を反映するからです。

拝聴することができ、本学の学生や教員、品川区民

内臓脂肪からは、様々なサイトカインやホルモ

までの幅広い聴衆に対して非常に有意義なもので

ン、増殖因子といった生理活性物質が放出される

した。

ことが近年明らかとなり、その中でも松澤先生が

（薬物治療学教室講師

池田

弘子）

発見されたアディポネクチンの役割が注目されて

（薬剤師生涯学習支援室長

亀井

淳三）
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本年4月より、薬用植物研究室
の准教授として赴任いたしまし
た。また、薬用植物園の管理・運
営も併任しております。私は子
供の頃に読んだアメリカの育種
家バーバンクの伝記に感銘を受
け、花や作物の品種改良を仕事
にするつもりで千葉大学園芸学
部に入学しました。育種学研究
薬用植物研究室
室では中南米原産作物の遺伝資
准教授
す
ど う
ひろし
源の栽培や成分分析を行い、卒
須 藤
浩
業後は筑波大学遺伝子実験セン
ターにおいて、ベラドンナやムラサキなどの薬用植物を
材料に、組換え細胞培養による二次代謝産物の生産研
究を行いました。これが縁となり、昭和62年、松田聖子
のCMで爆発的ヒットとなったバイオ口紅を開発した鐘
紡株式会社
（現 ・ カネボウ化粧品及びクラシエ）
に入社
し、小田原の研究所で約15年にわたり香料植物や薬用
植物のバイオ技術開発に携わりました。また、この時期
は酒造業など異業種からのフラワービジネスへの新規
参入が盛んな頃で、私も品種開発や商品開発などの新
規ビジネス開拓に取組みました。平成11年、千葉大学大
学院薬学研究院・後期博士課程への国内留学が許され、
斉藤和季先生の率いる遺伝子資源応用研究室において、
カンプトテシンを含有する植物の遺伝資源調査や組織
化学的手法によるアルカロイド生産機構の解明、さら
に生産技術開発を行いました。学位取得後は、新エネル
ギー ・ 産業技術総合開発機構
（NEDO）
の研究開発事業
に参加し、重要な薬用植物であるカンゾウ
（甘草）
の分子
研究基盤整備を行いました。
さて、植物品種改良や栽培技術開発の歴史を振り返
ると、先ずは何よりも主食の確保が目的であったことが
わかります。次に野菜などの副菜類、そして社会が豊か
になると花卉類に関心が移ります。薬用植物は古代か
ら利用されていましたが、意外なことに品種や栽培技術
の開発は最近始まったばかりです。これは、世界的な生
薬需要の増加が引き金になってのことですが、優良な薬
用資源確保は国民の健康維持に関わる重要課題の一つ
になると考えられます。幸いなことに我が国には先達の
努力の賜物として多種多様な遺伝資源が植物園に導入
されていまが、残念ながらその評価や活用は十分である
とは言えません。また、時代によって移り変わる健康観
にフィットした新しい活用法を開発することも必要に
なるでしょう。これらの背景を踏まえ、これまで企業で
培ってきた経験を活かし、新しい薬用植物の活用法の開
発や学生育成に励む所存ですので、今後のご指導ご鞭
撻をお願い申し上げます。
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平成23年5月1日より、薬品毒
性学の准教授として赴任致しま
した。私は星薬科大学薬学部を
卒業し、星薬科大学大学院薬学
研究科博士前期課程を修了後、
明治製菓薬品総合研究所におい
て8年間、中枢作用薬に関する創
薬ならびに開発薬理に携わって
まいりました。学位師取得後、元
薬品毒性学教室
来の希望でもあった教職の道を
准教授
選び、2003年7月より東京女子医
も り
と も
ひ さ
森
友 久 科大学医学部の法医学教室の助
手となり、法中毒を専門とし、司
法解剖にも携わってまいりました。同時に、東京女子医
科大学の教育の特徴でもあります、チュートリアル制度
の下、教育活動を行なっておりました。その後、准講師
への昇格とほぼ同時に2005年からメリーランド州ボル
チモアにあります米国NIH薬物乱用研究所への留学す
る機会を頂きました。留学前まで、げっ歯類を用いた行
動薬理学による研究活動を行なってまいりましたが、留
学中は、生化学ならびに分子生物学を用いてシャペロン
タンパク質の神経の可塑性に与える影響ならびに細胞
保護作用の機序の解明を5年間以上かけて研究してまい
りました。私自身、薬物依存ならびに精神疾患に興味を
持っておりますが、今後はこれまでの経験を活かし、薬
理学、法医学ならびに分子生物学の手法を駆使し、行動
薬理学から分子生物学に亘る幅広い分野を総合的に考
え、薬物依存という精神症状を限局した部位におけるタ
ンパク相互作用の観点から証明していければと考えて
おります。
決して短くなかった海外生活において、海外で長い
間頑張っている日本人の方とお会いする機会も多くあ
りましたが、その度に、日本人の素晴らしさを再認識さ
せられました。特に、日本人はどんな分野においてもそ
の道を追求できる国民性を持っていることを感じ、私自
身も私なりの道を信じ歩んで来たつもりでおります。今
後は、日本人の心を持ち、日本だけでなく、世界をも見
渡せる人材を育成していきたいと思っております。そ
の為には、常に自分自身さらに切磋琢磨し、大学ならび
に学生のために誠心誠意尽くしていきたいと考えてお
ります。特に、教育ならびに研究活動におきましては、
学生のボトムアップを念頭に置き、常に学生の前に身
を置き、より良い方向に導けるように指導してまいり
たいと思っております。特に、自分の信条であるgo the
distance（最後までやり通せ）
を学生が身をもって感じ
てくれることを願っています。
まだまだ学ばねばならぬことが多い私ですが、私なり
に精一杯やっていきたいと考えておりますので今後と
も諸先生方のご指導ならびにご鞭撻の程、宜しくお願い
申し上げます。

星薬科大学報第74号
（平成23年9月）

平成23年4月1日より法学研究
室 ・ 講師として赴任いたしまし
た。私は平成15年に九州大学大
学院法学府博士後期課程を単位
修得退学後、九州大学法学研究
院法史学講座助手、別府大学文
学部史学･文化財学科助教を経
て、本学にお世話になることに
なりました。都会の中にも緑あ
法学研究室
ふれ、百年の伝統を持つ本学に
講師
赴任できたことは私にとって至
や ま
も と
ひろし
山 本
弘 上の喜びです。今後はさらに研
究 ・ 教育に精進をかさねていく
所存です。
私の研究は
「日本法制史」
という法学のなかでは基礎
法学に位置づけられる研究領域です。法や制度の歴史
が研究対象となります。具体的には、中世の訴訟制度、
とりわけ土地境界紛争に関して研究しております。土地
境界紛争は歴史的にみてもその
「解決」
がむずかしく、現
在でも裁判だけでなく、ADR（裁判外紛争解決手続き）
を用いた解決方法など幅広い紛争処理が行われている
分野です。
「解決」
の難しい紛争について、ひとびとがど
のような
「解決方法」
や
「打開策」
を探っていたのか、法史
学的視点から考察を加えています。また、最近では土地
境界紛争研究から派生した論点である
「濫訴」について
の検討もあわせておこなっています。
講義は、
「統治組織論」
「政治思想史」
「法学概論」
「法学
ゼミナール」
「薬学英語」
、さらには薬事関係法規などを
担当することになっております。薬学の世界と法との接
点は広く、非常に高い関係性を有しています。しかし、
法学は
「堅苦しくて近寄りたくないもの」との意見が一
般的です。私は、法を学ぶことによって、決して自己中
心的ではなくある基準をもとに物事を見る眼が培われ、
他者を配慮する姿勢を醸成できると捉えています。まさ
に社会において重要なスキルであり、学生の皆さんの
人格形成に資することができると考えています。そのた
め、講義をする際には、責任感を持って、常にわかりや
すさを心掛けたいと思っております。薬剤師国家試験の
科目として薬事法規は必須ですし、その内容を理解し
薬事の現場における実力を身につけることはもちろん
重要な課題です。しかし、それだけでなく
「法」
を通して
薬事全体を捉え、さらには
「法」
を通して社会をみつめる
「視覚」
や
「感覚」
を身につけてもらうことを目標として、
日々の講義に取り組む所存です。その際、星一先生によ
る建学の精神 ：「世界に奉仕する人材育成」
に則した学
生の情熱あふれる姿勢を涵養すること、さらには教育の
根本理念である
「親切第一」を教員としてつねに自覚し
つつ日々励んでいきたいと考えております。今後とも御
指導御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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本年4月1日より、医療薬剤学
教室の講師として赴任いたしま
した。私は平成2年に星薬科大学
薬学部を卒業し、製薬企業にお
いて医薬品の開発業務に従事し
た後、横浜市立大学附属病院薬
剤部に勤務いたしました。その
間、医療薬剤学教室の町田良治
先生のご指導のもと、研究生と
医療薬剤学教室
して経皮吸収型製剤の開発に関
講師ゆ
い け
う ち
り
する研究を行う機会を得ました。
池 内 由 里
平成13年から医療薬剤学教室の
助手に赴任し、これまでに行ってきた経皮吸収型製剤の
開発、口腔内崩壊錠の開発に関する研究成果をまとめ、
平成14年に薬学博士の学位を取得いたしました。平成
17年には実務教育研究部門において講師として従事し、
平成20年からは日本薬科大学において製剤学の講義お
よび抗酸化力に関する研究を行いました。今回、本大学
において教育・研究に携わる機会をいただき、今後もま
すます学生教育に尽力してまいりたいと思います。薬学
部が6年制に移行し、医療における薬剤師の責任はます
ます高まっております。また、製薬業界においても、薬
学部の卒業生にとって今後ますます活躍が期待されま
す。薬学を学んだ卒業生が活躍する場はたくさんあり、
社会で活躍できる卒業生を多く輩出できるよう、できる
限りの努力をしたいと考えています。研究に関しまして
は、これまでに研究してきた医薬品の有用性および患者
のQOL向上を指向する製剤設計およびドラッグデリバ
リーシステム開発について、さらに発展させていきたい
と考えています。経皮吸収型製剤に関する研究において
は、これまでに経皮吸収型催眠鎮静剤の開発を目的に、
プロポフォールを含有する経皮吸収型製剤の開発を行
いました。今後は、薬物の経皮吸収性をさらに高めるた
めの、より安全性の高い吸収促進剤の探求および吸収
促進剤の促進機構の解明を進めていきたいと考えてい
ます。口腔粘膜の炎症性疾患は、口腔内の衛生状態や免
疫機能に影響されることが知られています。そこで、口
内炎の治療を目的とした口腔内粘膜付着性製剤として、
抗菌作用、抗ウイルス作用、抗炎症作用などを有する多
機能性タンパク質であるラクトフェリンを含有する粘
膜付着性製剤の開発を行い、ラットの口内炎に対して有
用性があることを示しました。今後は、粘膜付着性の改
善、薬物放出速度の制御など製剤の物理化学的特性の
向上を目指し、より有用性を高めた製剤の開発を行って
いきたいと考えています。今後ともご指導ご鞭撻を賜り
ますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

星薬科大学報第74号（平成23年9月）

新任教職員紹介
よこえ

ひろまさ

横江 弘雅

ふるいし

助教

生体分子有機化学研究室
今春より生体分子有機化学研
究室に着任いたしました。ア
カデミックの道で、微力なが
ら精進していく所存です。未
熟者ではございますが、どう
ぞよろしくお願い致します。

しばさき

まさひろ

芝崎 真裕

たかゆき

古石 誉之 助教
薬品物理化学教室
4月より薬品物理化学教室の
助教として着任致しました。
本学の発展に貢献できるよう
研究､教育に向けて努力を重
ねますので､ご指導 ・ ご鞭撻
のほど宜しくお願い致しま
す。

ふくち

助教

ゆ

み

福地 由美 助教

薬品毒性学教室
4月より薬品毒性学教室の助
教に着任致しました。教育や
研究において少しでも本学の
発展に貢献出来るよう自己研
鑽を積みたいと考えておりま
す。宜しくお願い致します。

病態生理学教室
6月1日付で病態生理学教室
の助教として着任致しまし
た。研究面 ・ 教育面ともに真
摯に取り組んで参りますの
で、ご指導 ・ ご鞭撻のほど、
宜しくお願い申し上げます。

いけがみ

すぎやま

だいご

池上 大悟

助教

むねたけ

杉山 宗武 担当課長

薬理学教室
7月より薬理学教室の助教と
して着任いたしました。研究
と教育を通して、本学の発展
に貢献したいと思っておりま
すので、ご指導 ・ ご鞭撻のほ
どよろしくお願いいたしま
す。

図書館
4月に採用されました。伝統
のある本学において、図書館
の果たす役割は非常に重要だ
と考えます。親しみやすく有
益な図書館を目指します。皆
様のご協力をお願いいたしま
す。

むこうはら

かわばた

たけし

向原 武志

職員

しんいち

川端 信一 職員

管財部
管財部でお世話になっていま
す。最新の設備と緑あふれる
環境で働けることを誇りに思
います。安全作業と素直な気
持ちを大切にして業務に勤し
みます。よろしくお願いしま
す。

管財部
4月1日付で管財部に着任致
しました。本学の施設 ・ 設備
等、皆様に気持ちよく過ごし
て頂けるよう管理していく所
存です。今後ともよろしくお
願い致します。
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星薬科大学名誉教授
2011（平成23）年 3月末日をもち
まして星薬科大学を定年退任いた
しました。1973（昭和48）年 4月以
来38年間たいへんお世話になりま
した。薬理学の教育と研究などに
従事いたしました。この間授業・実
習で出会った学部学生数は10,757
名に達しました。星薬科大学での
思い出は語り尽くせないほど数多
くありますが、その一端を短歌にて
吐露させていただきます。
星一先生の創立された伝統ある名門薬学校である星薬科大
学の皆様方には、長年ご交情を賜りましてこの場を借りて心
よりお礼申し上げます。有難うございました。
〈短歌〉
●朝五時台開門待ちの生徒ありなんと薬理の席取りのため
●青紙を持ち来る生徒途切れなし学の重みを気づかざるめり
ち ぢ
た
●覚ゆべし君らを千々の患者待つ誰がため汝ら学びつつある
●六百の答案採点易からずやれどやれども厚さ残れる
ひと ひ ゐ
●朝授業午後から夜は実習と三年生と丸一日居る
い
●此が実習受けしのみにて星に入る価値ありたると生徒らの云ふ
●ひもすがら卒論査読にあけくれぬ文字文字文字にまた文字に文字

澤

美

和

●教授印押して貰ひて感余り涙流せる女生徒の居り
●セミナーで厳し愉しを伝ふるはこれ生徒への贈り物かも
●このソファー徹夜生徒の寝床にてあまた人物世にし送れる
●生徒らのバレーコートにボール追ふそがひたぶるの姿麗し
も
●修論を読み終へて思ふ六名の力付きたりいさ旅立てよ
●薬祭で本来の性はつらつに日々見ぬ顔の生徒とばしる
●プールには生徒の明るき声とよむ夏日まなかに青春まなか
ひと ひ
●これでもかこれでもかてふ日々なりき心休まる一日あれかし
●次々と仕事日々日々山積す其と闘ひて足跡為るや
●十のうち三も叶へば上々と思へば心安けかるべし
●年度末あまた生徒をまた送る仕事人とて次に向かはん
●彼彼女人生この先いかならむなべて愉しきものでこそあれ
ちゃく
●その昔母生徒にて着したる穴あく白衣娘着てをり
●いつしかに家族二世代教へたる吾が人生も長き道来し
と き
●給料の右上がりの時代終はりけり下がることつゆ思はざりけり
ひようれ
へ
●蜜柑喰べ満ちたりし鵯梢の上で昼寝むさぼるはて幸せな
●日曜日氷雨そぼふる校内で机に向かふ我個を覚ゆ
●涼し宵黒き茂みですだく虫疲れし吾を癒し送れる
●卒業生いづこにも居り活躍す星先生の思ひ実れる
●星先生墓より吾らに話し掛くよく来てくれた星をたのむぞ
●振り向けば吾が踏み跡の長々とひたすら今日へけふへと続く
かんたん
●教授職流れて早し二十余年九千日も邯鄲の夢
ひとよ
●人の云ふ終りよければすべてよしあとの人 生を良きものにせむ
（薬理学教室前教授）

星薬科大学名誉教授
法は人間の行為に関するかくあ
るべしとする規範です。法は通例
それに違反したときの制裁がもっ
とも大きい行為規範です。自然科
学の法則はかくあるという事実で
す。
法の背景にはそれを導く価値が
あります。人の命は地球より重いと
いう価値があって殺人罪がありま
す。自然科学の法則は価値とは関
係しません。万有引力の法則があるから立派だということに
はなりません。法は行為と一致しないことがあります。遵守さ
れないことがあるのです。自然科学の法則は事実と一致しな
いことはありません。もし事実と一致しなかったらそれは法則
ではなかったということになりましょう。法は価値の流動性を
反映して時とところによって違い得る相対的なものです。自然
科学の法則は時空を超える絶対的なものです。
法を卑俗なものであるとして嫌う人が少なくありません。そ
の代表は芸術家です。個性的な感受性を重んじる芸術という
営みに対して、20歳になれば誰しも成人とすることに現れて
いるように法は人を一般化してとらえます。芸術家はそれが
耐え難いのでしょう。多くの理系の人も法に近づきたがりませ
ん。法の相対的なところに違和感があるのでしょう。
星薬科大学は薬学という自然科学の教育と研究をする単科
の大学です。法学の教員として学生に対してなすべきことは

三

森

田

成

満

実用的には薬剤師国家試験に合格するための薬事関係法規の
知識を伝達することでした。しかし法に対する拒絶反応を取
り除くことに本当の目的があったと思っています。それを目指
して努力しました。
自然は絶対的かも知れませんが生きていく人間は価値から
離れることはできません。自然科学もそれを利用するところで
は規範と関係します。遺伝子工学や原子力工学の推進の是非
はその例でしょう。できる行為がなしてよい行為とは限りませ
ん。逆にさらにいえば法にも奥深いところでは限りなく絶対に
近いものがあるように思います。
学生諸君の法に対する拒絶反応をどのくらい取り除けたか
ははっきりしません。少しでも法を身近に感じられるように
なっていればと念じています。
いつまで健康を保持できるか分かりませんがこれからも研
究を続けていこうと考えています。70歳まで毎年ひとつの論
文を書く計画を立ててテーマはすでに用意しています。法を
あたかも立体的な機械のように見る論文を書きたいと思って
います。理系の発想を使って見たい。
30年の間に多くの人との出会いがありました。ご指導とご
支援を頂いたことに厚く御礼申し上げます。皆様のご活躍と
星薬科大学の一層の発展を祈念いたします。どうもありがと
うございました。
参考文献として伊藤正巳
「近代法の常識」
（有信堂、1988年）
。
（法学研究室前教授）
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星薬科大学名誉教授
皆さまのお陰で3月末日に定年退
職を迎えました。在職中は多くの
方々のお力添えをいただき退任の
日を迎えましたこと、改めて厚く感
謝申し上げます。退職に伴う関連
諸行事を企画準備いただいた方々
にはとりわけお世話になり、心より
御礼申し上げます。
在籍36年間を大まかにみると、
私は昭和50年より27年間を生薬学
教室、その後の9年間を新設の薬用植物研究室に所属しまし
た。生薬学教室は五号館にありましたが、私は平成5年までの
19年間は伊澤一男先生のいた四号館の研究室を引き継いでき
ました。
生薬学教室では伊澤一男、井上隆夫、永井正博の初代から
三代に亘る教授の下で研究指導をいただき、このことは大変
幸運でした。特に永井先生からは植物薬品化学の研究指導を
受け、学位取得を含め研究の醍醐味を味わわせて頂きました。
植物は伊澤先生にご指導いただきましたが、井上先生からは
植物海外調査の機会を与えていただき、この調査は私にとっ
て植物と関わる上で大きな転機となっただけでなく、学外研
究者との交流も飛躍的に増える機会となりました。フィールド
ワークは自分の性分にも合っていたようで、植物を求めて休日
には随分いろいろなところへ出かけています。薬用植物研究
室に移籍してからは、卒論生や院生が研究室の配属を直接志

南

雲

清

二

望してくることに身の引き締まる思いでした。幸い佐々木陽平
助教が教育研究の中心となって学生たちを指導してくれ、私
も定年近くには長年懸案としていたキナの歴史的研究に専念
できました。また伊澤先生が戦前から残された植物や生薬な
どの標本類の整理も進めることができ喜んでいます。
一方、私は薬用植物園との関わりも深く、在籍の後半18年間
は園の整備に関わってきました。この間歴代7名の園長のもと
で整備が進められ、佐藤まさみ、岡部俊一両職員の努力と学術
顧問の滝戸道夫先生の尽力により、現在では専門家からも高
い評価を受ける薬草園に成長しました。薬草見学会もすでに
20回以上開催され、本学の社会貢献の一翼を担うまでになっ
ています。ただ園の整備で最も労力と時間を費やしたのは私
が生薬学教室に在籍中の事でした。従ってその10年近い期間
は永井先生や教室の方々にかなりご迷惑をかけことになり、
整備ができたのもそのご支援によるものです。薬草園は今後
も薬学を特徴づけるものとして薬剤師教育や卒後教育 ・ 社会
教育に活用されるものと思われます。
私は学部・大学院学生時代の6年を含めると42年間本学にお
世話になりました。この間多くの先生方や学生の方々のご支
援をいただき、卒論生や院生、植研部、指導グループ、あるい
は植物を通じて知りえた多くの方々との絆は私にとって大き
な財産です。そうした皆様に改めて御礼申し上げたいと思い
ます。今後とも百年を超えた本学のよき伝統が発揮され、母校
が益々発展されますようお祈りいたします。ありがとうござい
ました。
（薬用植物研究室前教授）

星薬科大学薬用植物園

元職員

岡

部

俊

一

平成23年3月末を以って退職

からやっと薬用植物の栽培大学行事との兼ね合い･花壇

を迎えた薬草園栽培係の岡部で

を陰にする大木の伐採･区画整理･排水溝設置堆肥小屋新

す。

設･剪定材料処分機械購入…諸設備も整い植物園らしく

私は平成9年新聞の募集広告

これらの設備と平衡して薬用植物の種類と栽培技術の向

を見て、応募し面接を経て嘱託

上をはかり他大学薬草園･植物園･博物館等と対等に交流

職員として採用されました。前

を図れるようにし私も嘱託から正規職員にと昇格しまし

任者は小学校校長退職者で薬草

た。

園には1年程の勤務の方で、仕事

2003年9月には永井正博先生により星薬科大学で第50

も温室･花壇の潅水･除草 ・ 清掃

回生薬学会が開催されました。其れを期に薬草園はさら

だけの仕事との説明でした。その方と1 ヶ月ほど一緒に

に充実し見学者も増え、まだまだ発展進化の途中ですが、

仕事したその方が退職をした頃には仕事の内容も内実も

託すべき後継者も出来心配することなく退職する事が出

判って参りました。好きな植物相手のアルバイト程度と

来ます。

考えていたのとは大違いで、長期的且つ継続的に植物園

私を職員に採用してくださった前々学長の南原先生 ・

に従事携わっている人がいなかった事により植物栽培と

学術顧問の滝戸先生･永井正博先生･南雲先生･佐々木先

いう大事な仕事が放置見過ごされた上、記録も資料もな

生とそのほかにも多くの先生方にお逢いできお教えご指

く唯一農山漁村協会発行のぼろぼろの栽培書が在るだけ

導を願えたことに深く深く感謝し御礼申し上げます。

でした。その本を頼りに試行錯誤を重ねながら薬用植物

星薬科大学･薬草園のこれからのますますの発展と充

園造りをして参りました。その本は現在でも30年前を振

実を祈念し私と関わった皆様方のご健勝を願い乱文で恐

り返る為大切に保存してあります。

縮ですが退職のお礼と挨拶にさせて頂きます。誠にあり

但し4月の年度始めは、自然相手の農作業には不向きで

がとうございました。

冬の間にする農作業の準備期間がなく、勤務して三年位
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鎌田勝雄先生を偲ぶ
星薬科大学教授

機能形態研究室

准教授

小林

恒雄

鎌田勝

先生方との協力により多くの業績が得られています。

雄 先 生 は、 平 成23年4月30

私と鎌田先生との出会いは、先生が機能形態研究室

日病気療養中のところ逝去

を立ち上げたときの最初の卒論生として配属された

されました。63歳でした。

ことから始まります。当時の鎌田先生は、普段は不機

先生の卓越した研究心は、

嫌そうに見えることを、この頃の先生を知っている人

多くの方々に感銘を与え、

たちは口を揃えて言います。しかし、機嫌が悪いので

穏やかなお人柄による教育

はなく、
「 考え事」から生じる無愛想であることを後か

は、卒業していく学生に大

ら知りました。そのほとんどは、研究のことを考えて

きな自信と希望を与えまし

いたのではないかと思います。先生との会話は、
「あの

た。

実験はうまくいっているか？」
「 その論文の実験は面

鎌田先生は、昭和48年熊本大学大学院薬学系研究科

白いからやってみよう」など、研究に関する会話が非

修士課程を修了された後、東京大学大学院薬学系研究

常に多かったことを憶えています。また、顔を合わせ

科博士課程に進学され、粕谷

豊先生（星薬科大学前

る度に、
「 最近どう？」とやさしく声を掛けてくれまし

学長）が設立された薬学部附属薬害研究施設薬害作用

た。学生が実験研究に悩んでいるときには、この言葉

部門にて、昭和52年に、
「ラット胃の慢性的自律神経切

をきっかけに相談にのって頂きました。的確なアドバ

断による薬物感受性および胃条片運動の変化」で薬学

イスや、研究に対する先見性は、普段から研究の事を

博士の学位を授与されました。その後は、昭和53年か

考えていたからこそ出来た事であると思います。一方、

ら7年間、名城大学薬学部で助手を勤め、この間、米国

その研究に対する真剣さから、厳しい言葉もありまし

インディアナ大学に2年間留学されています。帰国の

た。実験の意味を理解せずに行っていたり、逆にいつ

翌年昭和60年7月には、東京大学薬学部薬品作用学教

までも実験に取りかからなかったりしていると、追求

室の助手に、昭和61年4月、講師として粕谷先生と共に

され、叱られました。最近では大きな声で叱ることは

星薬科大学に移られました。平成5年10月には、助教授

ほとんど無くなりましたが、研究に対するスタイルは、

として同大学医薬品化学研究所機能形態研究室を立ち

終始変わらなかったと思います。鎌田先生は研究者と

上げ、平成13年4月同教授に就任されました。

しても超一流でありましたが、若手研究者の育成にお

鎌田先生の研究では、中枢神経系、自律神経系や

いても指導力を発揮され、教え子達は、多くのことを

様々な生理活性物質の探索などにおいて優れた業績

学び、自信を得て自立していきました。私は教え子の

を残していますが、星薬科大学機能形態研究室では、

一人として、いつまでも先生を慕い続けています。

「糖尿病に伴う血管障害機構に関する研究」が中心に

鎌田先生は平成21年9月に大きな手術を行いました。

行われ、数多くの業績は国内外の研究者に広く知られ

今から思えば、この時すでに覚悟をされていたのかも

て い ま す。1980年Furchgott博 士 ら（1998年 度 ノ ー ベ

しれません。亡くなるまで1年半に渡る闘病生活を送っ

ル医学 ・ 生理学賞受賞）が血管内皮細胞から平滑筋を

ていましたが、病気を微塵も感じさせない姿に、深い

弛緩させる因子があることを報告し、その後、1987年

尊敬の念を抱かずにはいられません。特にこの頃の鎌

にMoncada博 士 ら が こ の 物 質 は、nitric oxide（NO）

田先生は、笑っている姿が多かったように思います。

であることを証明しました。この論文の2年後、鎌田先

論文が受理されれば喜び、実験データを見れば面白い

生は、内皮細胞のNO機能低下による機能障害が糖尿

と褒めてくれました。体調が急変したのは、亡くなる

病時に生じる事を発表しました（Br. J. Pharmacol. 97:

半月ほど前でしたが、病室においても、冗談まじりに

614-618, 1989 ； この論文の引用回数は既に230回を超

話をされていたことを思い出します。63歳と若すぎる

えている）
。この様な論文からも鎌田先生の先見性と

年で、星薬科大学にとって失ったものは計り知れませ

着眼点が優れていることがわかります。その後は、糖

んが、真の研究者になるべく導いて頂いた教え子たち

尿病の新規モデル動物の作成から様々な糖尿病性血管

は、鎌田先生の志を引き継ぎ各分野で歩み続けていき

病変の仕組みを次々と解明されました。これらの研究

ます。ここに謹んで、研究をこよなく愛し、星薬科大

成果は一流国際誌に掲載されており、研究の独創性な

学に多大な貢献をされました鎌田勝雄先生に衷心より

らびに質の高さを示すものでありましょう。近年では

感謝の念を捧げますとともに、安らかなるご冥福をお

星薬科大学オープンリサーチセンター整備事業などの

祈り申し上げます。

研究代表者を務められ、未だ継続中でありますが、各
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「MRIを利用した製剤中の水分子運動性の可視化および製剤特性との因果関係の解明」

薬剤学教室
助教

大貫

義則

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、東山公男運営員長
ならびに運営委員の先生方に厚く御礼申し上げます。
現代医療において、MRI（磁気共鳴画像法）などの
分子イメージング技術は、もはや欠かせない存在に
なっています。MRIは、水素プロトンの核磁気共鳴
現象を利用して非侵襲的に検体内部を画像化する手
法で、画像とともに、水などの分子情報を取り出すこ
とが可能です。このため、最近では医療診断だけでな
く、科学 ・ 産業の様々な分野でもMRIが盛んに利用さ
れるようになってきました。多くの製剤物性は、水の
分子運動が密接に関与しており、製剤研究を行う上で
もMRIは非常に有用なツールになると考えられます。
こうした観点から、本研究ではMRIを用いてスキンク
リームの製剤安定性を評価することとしました。
親 水 性 ス キ ン ク リ ー ム は、oil-in-water (o/w)型 エ

マルションであり、その製剤安定性には、界面活性剤
による水分子の構造化が重要であると考えられてい
ます。例えば、スキンクリームの基剤として汎用さ
れ る 親 水 軟 膏 に は、glycerol monostearate (MSG)と
PEG60-hydrogenated castor oil (HCO-60)と い うHLB
の異なる2種類の界面活性剤が配合されています。こ
れらは、油滴の界面に分布して水分子を構造化し、油
滴全体を覆う水和層を形成させ、その水和層が油滴同
士の合一を防ぐことで、製剤を安定に保つと考えられ
ています。本研究では、こうした機構を実験的に検証
するため、界面活性剤量を変化させた親水軟膏をモデ
ル製剤として調製し、各試料の水和層形成の度合いを
MRIによって評価しました。併せて、経時的な油滴の
合一挙動を電子顕微鏡によって観察しました。検討の
結果、界面活性剤の添加による水和層の形成が、スキ
ンクリームの製剤安定性に深く関与することを見出し
ています。
現在は、スキンクリームの経時的な劣化や、それに
伴う水分子の状態変化をMRIによって非侵襲的にモニ
タリングしようと試みています。得られた研究成果か
ら、スキンクリームの製剤安定性を客観的かつ詳細に
予測・評価する新規手法を構築できるものと期待して
います。また、今後はスキンクリームに限らず、様々
な製剤を対象として、分子イメージング技術を駆使し
た製剤研究を進めていきたいと考えています。

「免疫組織特異的アクチン結合タンパク質p57/coronin-1の機能と
リン酸化による制御」
します。この構造はきわめて動的であり、必要に応じ
てダイナミックに構造を変化させ再構築されます。細
胞骨格にはいくつかの種類が知られていますが、アク
チンフィラメントによって構成される「アクチン細胞
骨格」は、多くのアクチン結合タンパク質により、その
構造および機能が調節されています。私たちのグルー
プによって発見されたアクチン結合タンパク質p57/
coronin-1は、免疫細胞に特異的に発現し、その機能発
現に重要なタンパク質であると考えられています。私
たちは、好中球やマクロファージといった食細胞の貪
食作用におけるp57/coronin-1の働きについて研究を
行って参りました。細胞が異物を認識し、細胞内へ取
り込む過程において、本タンパク質の食胞への結合お
よび解離の動態を明らかにしました。また、細胞内消
化酵素による異物の分解は、本タンパク質の食胞から
の解離後に起こることを示しました。食細胞に取り込

微生物学教室
助教

奥

輝明

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
申し上げます。
真核細胞には
「細胞骨格」と呼ばれる細胞質全体に
張り巡らされたタンパク質フィラメント構造が存在
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まれた後も、細胞内で生存している結核菌などは、本
タンパク質の食胞からの解離を阻害し消化酵素による
分解から逃れていることが報告され、細胞内寄生細菌
の宿主免疫回避機構と本タンパク質の関連性が注目さ
れています。私たちは、p57/coronin-1が食胞から解離
する際にリン酸化されることやリン酸化を阻害するこ
とにより食胞からの解離が抑制されることを発見し、
このリン酸化の細胞生物学的意義を明らかにするべく
研究を行っております。一方で、リンパ球においても
p57/coronin-1が細胞の生存や恒常性に関与している
ことが報告され、免疫機能に深く関わる分子として注
目を浴びております。最近の私たちの研究により、細

胞内における本タンパク質の恒常的なリン酸化代謝回
転およびリン酸化部位が明らかにされたので、これら
の関連性についても検討する予定です。
現在、我が国において超高齢社会の到来や後天性免
疫不全症（AIDS）の拡大により、結核は再興感染症と
されていますが、免疫細胞の貪食機構の詳細を明らか
にすることにより、その予防法や治療法の開発の基
礎となることを目指し研究を進めて参ります。また、
p57/coronin-1は重症複合免疫不全症（SCID）や全身性
エリテマトーデス（SLE）の原因因子としての可能性も
指摘されており、リンパ球における本タンパク質の解
析も行っていく予定です。

「塩酸イリノテカン封入ソマトスタチン受容体ターゲティングリポソーム製剤
による甲状腺髄様癌治療効果の改善に関する研究」

創剤構築学研究室
博士課程3年

岩瀬

由布子

この度は、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
中嶋暉躬学長に厚く御礼申し上げます。また、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深く
感謝申し上げます。
がん
（悪性新生物）は、高齢社会の到来により増加の
一途をたどっており、1980年以降わが国における死亡
原因第1位となっています。これを克服すべく、罹患者
数の多い肺がん、胃がん、大腸がんなどに対する治療
法の開発が精力的になされています。しかしその一方
で、患者数の少ないいわゆる 『希少ながん』 への取
り組みは充分とはいえません。
希少ながんの一つである甲状腺がんは、未分化が
ん・髄様がん・濾胞がん・乳頭がんの４つに大別され、
この順に悪性度が高いとされます。このうち、甲状腺
のC細胞由来の髄様がん（MTC）は、若年層での発症が
多く、転移により予後が悪化し治癒が困難となります。
そのため早期発見と早期治療が重要となりますが、治

療法が確立されていないのが現状です。これは、一般
に甲状腺がんの治療に有効とされる放射線ヨード療法
が、C細胞由来のMTCにはヨードの取り込み能がない
ため奏功せず、化学療法も腫瘍細胞内への薬物送達が
低いため、十分な効果を得られていないからです。
本研究は、化学療法によって高いMTC治療効果を得
るために、薬物を作用部位まで運ぶ薬物送達システム
を利用して、腫瘍への選択的な薬物送達を高めること
を目的とするものです。
MTCはソマトスタチン受容体（SSTR）を高発現する
ことが知られています。そこで私は、抗がん薬封入リ
ポソームを、SSTRに高い親和性を示すオクトレオチ
ド（Oct）で修飾し、腫瘍選択的薬物送達能を有する抗
がん薬封入製剤の調製に取り組み、これに成功しまし
た。さらに、この製剤はOct未修飾の製剤と比較して優
れた治療効果を示すことを、担がん動物を用いた検討
で明らかにしました。これは、Oct修飾により選択的
な腫瘍への薬物送達が高まったためと推察されます。
また、単独でも抗腫瘍作用を持つOctが、腫瘍への選択
的送達のリガンドとしてのみならず、抗腫瘍薬として
も作用することで治療効果を高めることを確認しまし
た。今後はその詳細なメカニズムを検証し、MTCに対
して高い治療効果を示す製剤の開発に向けて研究を展
開していく所存です。
最後に研究の推進にあたり、終始変わらぬ暖かいご
指導とご鞭撻を賜りました米谷芳枝教授に心から謝意
を表します。

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23年度まで毎年2〜4名に授与されています。
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●有機合成化学研究室
星薬科大学有機合成化学研究室は、薬草園を

学年だけの横のつながりだけでなく、違う学年

見下ろす医薬品化学研究所3階に位置します。以
前は故乙益寛隆名誉教授、高橋浩名誉教授の旧

の学生と同じテーマの研究に取り組み、自然と
縦のつながりが密になり、活気が今まで以上に

薬品製造化学教室として5号館（解体済み）にあ

みなぎってきた感があります。そんな中、研究

りましたが、平成9年に名称変更と同時に移転
し、大宮茂名誉教授に引き継がれました。現在

室行事は比較的多いため、結束力や団結力が強
まっています。週一回の
「リサーチミーティン

のメンバーは、東山公男教授、山内貴靖准教授、

グ」では、研究の進捗状況を報告します。個々の

佐々木秀助手の3名の教員をはじめ、薬学科6年

時間は多くはないのですが、深く理解せず適当

14名、薬学科5年13名、創薬科学科4年3名、薬学

な進め方をしていると、詳細に突っ込まれるこ

科4年15名の合計48名で構成されています。学部

とになります。また一人の担当者が最新の全合

講義は、
「複雑な化合物の合成」
「生体分子のコア

成の論文を紹介する
「全合成ゼミ」は、新反応を

とパーツ」
「リード化合物の創製と最適化」
「創薬
化学Ⅱ」を、大学院講義は
「創薬化学特論Ⅲ」
を担

学ぶよい経験になります。その他にも学生自ら、
スペクトルや反応の勉強会を立ち上げて学ぶ積

当しています。また学部実習は、
「 化学系実習Ⅰ

極性には目を細めます。また年3回の発表会（内、

とⅡ」を教員が分担しています。

1回は他教室との合同）は研究成果をまとめ、プ

研究テーマは、
「不斉反応を利用した光学活性
アミンの合成」
「天然物の全合成」
「含フッ素有機

レゼンテーションすることで改めて広い視野で
見つめ直すよい機会になっています。遊びも活

化合物を用いた反応」
「 医薬品の効率的合成法」

発です。春のBBQに始まり、夏の旅行は、島独特

「鎮痛活性物質の構造活性相関」などです。どの

な時間の流れに魅了され、伊豆七島
（東京都）シ

テーマにおいても化学反応による「ものづくり」

リーズが十数年続いています。秋のバケツプリ

が主体であり、エレガントなデザインと合成が

ン作りは、過去最大の12リットルを昨年達成し

成功した時には、化学者として冥利に尽きます。
最近ではGreen Chemistry（環境に配慮した化

ました。
所属学生数が多くなり、十分な教育や研究環

学）が重視され、短工程、低コスト、高効率化だ

境は難しくなっていますが、目的意識をしっか

けでなく、研究者の安全を考えて毒性の高いも

りと持ち、論理的に深く化学する力をつけた学

のや爆発性、催涙性物質をなるべく使用を控え
たり、廃棄物を低減する研究スタイルが求めら

生を輩出できるよう、また楽しく活気のある雰
囲気を大切にした研究室になるよう努めていき

れています。

ます。

（准教授

今年度から6年生が誕生したこともあり、同

1列目左から4人目 東山教授、後ろから2列目右端
最後列右から4人目 佐々木助手

−22−

山内准教授、

山内貴靖）

星薬科大学報第74号
（平成23年9月）

●創剤構築研究室
星薬科大学医薬品化学研究所創剤構築研究室

細胞でがん治療用タンパク質を産生させ、がん

は、平成14年1月に設立され、現在、米谷芳枝教

細胞を死滅させる治療方法です。当研究室では

授、服部喜之准教授、川野久美助教の3名の教員

現在までに、がん細胞内へ高い遺伝子導入を可

と、大学院生10名、卒論生43名
（薬学科6年15名、

能とする脂質ナノ粒子製剤を開発しており、培

薬学科5年16名、薬学科4年10名、創薬科学科4年

養細胞や担がんマウスの腫瘍内にナノ粒子製剤

2名）、専攻生1名、ポストドクトラルフェロー 1

を用いて治療用遺伝子を導入することで、高い

名の総勢58名から構成されています。

がん治療効果を得ることに成功しています。こ

研究室の主なテーマは、抗がん薬治療とがん

れらの研究は、厚生労働省科学研究費や文部科

遺伝子治療のための脂質から構成されるリポ

学省科学研究費などの外部資金を獲得し、多く

ソーム、エマルション、ナノパーティクルなど

の企業や大学と共同で実用化に向けて行ってい

のナノ粒子製剤の開発と、磁気共鳴画像装置

ます。

（MRI）用のがん造影剤としてのナノ粒子製剤の

得られた研究成果は、国内外の学会に研究発

開発であります。がん化学療法の問題点は、抗

表するとともに、積極的に国際誌に論文発表し

がん薬の有効濃度と副作用濃度が近いために、

ており、有用性の高い研究成果については特許

抗がん薬を有効濃度まで投与できません。しか

出願も行っています。研究室では週に一回、得

し、がん組織中の新生血管は、正常血管と比較

られたデータを的確に説明できる能力の習得の

し漏出性が高いことから、約100−200nm程度

ために、研究の進展状況などについて教員と学

のナノ粒子製剤を静脈内投与すると、正常組織

生が一体となってディスカッションを行ってお

には分布せず、がん組織に集積しやすいことが

り、国際学会での研究発表にも対応できるよう

判っています。そこで、静脈内投与後に効率よ

に英語でのプレゼンテーションも行っていま

くがん組織に集積し且つ高いがん治療効果を示

す。研究以外では、卒業旅行やコンパなどの教

す抗がん薬封入ナノ粒子製剤を開発していま

室行事を通じて教員と学生の交流を深めててい

す。また、がん細胞に特異的に結合するリガン

ます。創剤構築研究室では、社会に貢献できる

ドをナノ粒子表面に修飾することで、抗がん薬

研究開発を行うとともに、社会で薬剤師、薬学

の腫瘍への選択性を高めたナノ粒子製剤の開発

研究者として評価される人材育成を視野に、研

も行っています。がん遺伝子治療は、がん治療

究と教育を進めていきたいと考えています。

用の遺伝子をがん患者に投与することで、がん

医薬品化学研究所一階ラウンジにて ： １列目左から4人目 米谷教授、
１列目右から4人目 服部准教授、１列目左から3人目 川野助教
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（准教授

服部喜之）
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最 新
●バドミントン部

●エトワール・アンサンブル部

私達バドミントン部は、毎週火水土の3回練習を行って

今年度からギター ・ フルート部より部名を変更して「エ

います。現在は3年生8人、2年生17人、1年生11人の計36人

トワール・アンサンブル部」となりました。現在、部員約70

で楽しく活動しています。春には新歓、夏には合宿があり、

名で活発に活動しています。活動は年2回の部内演奏会、星

楽しく技術を身に付けることができます。また、他校との

薬祭での発表を行っていますが、今年はそれに加えて大学

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、

からの依頼で
「星薬科大学創立100周年記念式典」の式典前

関東薬学連盟バドミントン大会があります。昨年の秋は女

に演奏させていただき、ご好評をいただきました。また、

子団体3位、今年の春は、男子シングルス準優勝、女子団体

品川区からの依頼で、
「 品川区民芸術祭2011」でも演奏させ

4位と成績も良く着実に実力をつけている部活です。これ

ていただきました。初心者で入部してきた部員には経験者

からも、部員皆で力を合わせ、技術を向上させ、より良い

や先輩が指導するなど、部員一丸となって音楽を高めあっ

成績を残せるように頑張っていきたいと思います。

ています。
●薬理研究部
私達薬理研究部は今年度で創部36周年を迎えました。現
在は新しく1年生が加わり、総勢80名を超える部員が、成田
先生、千葉先生の顧問のもと活動をしています。今年度の
研究テーマは
「Baclofenと他薬剤の併用による筋弛緩作用
への影響」です。新たなテーマへの挑戦ですが、三学年一丸
となって実験に取り組んでいます。研究成果については、
星薬祭や東日本薬理学連合にて発表する予定です。

●フットサリスタ
フットサル部は今年、新1年生を29人迎え、総勢83人とな
りました。また活動日も昨年までの月2回から月4回に増え、
活動の幅をどんどん増やしています。
大会成績としては、学生から社会人まで参加するフット
サル大会において、男子 ・ 女子 ・ ミックスの全てにおいて
好成績を収めております。特に6月に行われたミックスの
大会では、6チーム中2位となり、優勝こそ逃したものの、
あと一歩というところまでいきました！また、大会以外に
も慶應義塾大学や北里大学のフットサルチームと練習試合
をしたりと、他大学との交流も深めています。
写真は昨年の夏休みに静岡県修善寺で合宿をしたときの
ものです。
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