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学長就任挨拶

新たなる歴史に向かって

星一先生が1911年に新設された星製薬株式会社の人材育

とを建学の精神として多

成の理念のもとに、実学に則した研究教育の場として星薬

くの人材を社会に送り出

科大学の原型が設立され、歴史を重ね、昨年創立100年の時

してまいりました。6年制

を迎えました。本学にて薫陶を受けた多くの卒業生の皆さ

薬学科では、実務実習が

ん、また関係各位のご支援のもとに記念式典が挙行され、

強化され、医療現場にお

今、次なる100年に向かって新たなる歴史を作り出すため

けるチーム医療が重要視

の歩みを始めた伝統ある本学の学長を拝命しました私は、

され、高齢化社会におけ

その伝統を堅持し、新たなる創造を目指す責務と使命の重

る在宅医療の必要性とと

さを強く感じております。

もに、ますます薬剤師の

その記念すべき年、平成23年度には新課程薬学科（6年

役割が期待されるように

制）、および創薬科学科
（4年制）から進学した大学院生の、

な っ て き て お り ま す。一

初の卒業生を送り出し、薬剤師国家試験に臨み、期待通り

方では、新しい薬剤の開

の成果をあげました。また本年、本学を志願し、入学した

発、先端的技術の発達に

324名の新入生の方々も優秀な学徒であり、卒業した学士、

よるさまざまな医療現場

修士、博士課程の学生たちも希望にかなった職場での社会

での問題を解決していく

人としての第一歩を踏み出されたように聞いております。

ために、医師、看護師、薬剤師、創薬企業の連携が今以上に

これからの新しい100年の歴史形成に向けてふさわしい門

必要となり、治療、予防の効果を上げていかねばなりませ

出になった様に思っております。このような大切な節目

ん。そのためにも研究、教育の場面において、多くの大学

に、本年4月より学長として赴任してまいりました私は、あ

や病院 ・ 薬局との連携、先進医療への対応を考えていきま

らためて建学の精神に基づいた個性豊かな教育と研究を通

すと、益々、卒後教育の充実、専門薬剤師の養成、指導薬剤

し、人材育成を目指した大学運営に貢献していくことを強

師の育成と継続した教育プログラムへの対応が必要となっ

く願っております。大学の存在理由は星一先生の創設の思

てまいります。私立大学、国公立大学においても経験した

いにあるように「社会のために存在する」ものだと思いま

ことのない少子高齢化と成熟した社会での大学の在り方、

す。その本質は「知の継承と知の創造」にあり、
「知の継承と

運営も重要な課題であると思います。研究と教育を重視す

知の創造」そのものが社会のためであり
「大学の価値」の根

る大学として、また建学の精神にみられる薬学を通して広

底をなすものであると考えております。その大学の価値が

く社会に貢献できる人材の育成、さらには地域に親しまれ

外に向かって輝きだす時には、一歩先を見据えて進んでい

る大学、個性のある明確な役割をもつ歴史ある大学として

かなければならないものであり、その価値の創造こそが社

次の100年に向かって進んでいきたいと考えます。そのた

会の人々が大学に期待するものだと考えます。

めには本学の在学生、卒業生、および教職員を含めた関係

本学は薬学の高度な専門知識と課題探求能力、さらには

＜学歴＞
1969年 金沢大学 理学部 卒業
1971年 神戸大学 大学院理学研究科 修士 修了
1978年 大阪大学 理学部 理学博士 授与
＜職歴＞
1971年 サントリー
（株）中央研究所 入社
1987年 サントリー
（株）基礎研究所 生物有機科学研究室長
1994年
同
生物医学 創薬第一研究所長
1999年
同
取締役基礎研究所長
2005年
同
顧問・技術監
2005年 東京大学 大学院 農業生命科学研究科 特任教授
2008年 国立大学法人金沢大学 理事
2010年 学校法人星薬科大学 理事
2012年 星薬科大学 学長

田

中

学長

隆

治

の皆様方の誇りとなる存在でありたいと強く願っておりま

国際感覚と倫理観を有する人間性豊かな人材を育成するこ
【プロフィール】
たなか
たかはる
田中 隆治
1946年 青森県生まれ

星薬科大学

す。一層のご支援をよろしくお願い申し上げます。

＜主な委員会活動＞
農林水産省 フード・セイフティ・イノベーション技術研究組合 理事長
農林水産省 先端技術産業振興会議 運営委員長
経済産業省 NEDO 技術研究組合 理事
日本学術振興会 21世紀COE、GCOE委員会 委員
科学技術振興機構 A-STEP評価委員長
大学入試委員会 委員
近畿バイオインダストリー振興会議 副会長
大阪商工会議所 ライフサイエンス振興委員会 副委員長
日本学術会議連携会員
日本生化学会 評議員
日本農芸化学会 評議員
＜研究業績＞
酵母菌の研究に携わり、サントリーの医薬品分野を開拓。
ポリフェノールの研究成果を応用し、10年の歳月を経て、世界で初めて
青いバラ（サントリーフラワーズ）の開発に成功した。
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学長職退任にあたって
星薬科大学にお世話になって8年の間、お陰さまで恙が

の整理と星薬での情報の

無く学長の任を終えることができました。これもひとえに

共有化を第一にはかるべ

皆様方から一方ならぬお世話になり、いろいろなことを教

く、榎並先生、河合先生、

えて頂いた賜と存じ、篤く御礼申し上げます。誠にありが

今は亡き河村先生などの

とうございました。

お知恵を借り、星薬の辿っ

さて、私はこちらにお世話になる前は広島大学医学部、

た足跡の精神を変えるこ

東京医科歯科大学医用器材研究所、東京大学薬学部、
（財）

となく、且つ、星薬独自の

サントリー生物有機科学研究所、サントリー医薬事業部と

6年制学生の理想像を打ち

いろいろ渡り歩き、もともと生物が好きで理学部へ行こ

立てるために、理事会、同

うと思っていたので、ニューギニアやマダガスカルなど、

窓会をも含めた6年制推進

もっぱらフィールドワークにかなりの時間を費やし、いわ

委員会をまず立ち上げま

ゆる｢薬学｣の勉強には無頓着の毎日を送ってきました。

した。その中で二つの分科

星薬のお話をいただいた時、星薬科大学のような単科大

会を作り、教学、カリキュ

星薬科大学

中

嶋

名誉教授

暉

躬

学は概念的には判っていたつもりでお受けしましたが実際

ラム分科会は河村先生に、

は想定外なことが多く、先生方のお力添えで手取り足取り

6年制施行で派生する財務

教えていただかなくてはなりませんでした。第一の問題は

に関する分科会は榎並先生にお願いして、走りだしました。

2年後に控えた6年制の立ち上げでした。他大学では1年も

今年はじめての6年制の学生が巣立ち、ほっとしています。

前から準備して構想を練っているような噂を耳にしていま

｢いわゆるクスリ｣の概念はサプリメント、特保機能性食

したが、星薬ではそのような話はなく、また、他大学の6年

品からはじまり、脳高次機能解明、遺伝子治療まで膨大な

制に対する態度も不明で、且つ、6年制を卒業した学生の

領域をカバーしなければならず、これからの薬学教育はま

あるべき姿がさっぱり見えてきませんでした。文科省、厚

すます大変になると思いますが、さいわい田中新学長は学

労省とも今後の薬学性の将来像が少しずれており、薬剤師

識、経験もお深く、八面六臂のご活躍をされる方なので安

会、病院薬剤師会、薬学会はそれぞれ違うことをいってお

心しています。

り、国立大学は無関心、私立薬大の知人にきいてもそれぞ

ともかく肩の荷が下りてやれやれです。

れニュアンスが違っていました。そこで、いろいろな情報

中嶋暉躬学長への感謝の集い開催報告
平成16年4月に着任され、平成24年3
月末日をもって任期満了により退任さ
れた中嶋暉躬学長への感謝の集いが平
成24年3月26日
（月）ホテルニューオー
タニ、おり鶴 ・ 麗の間にて開催されま
した。
中嶋学長は、平成18年よりスタートし
た薬学6年制への学内体制の確立、実施
に多大なる貢献をされ、本年3月には6
年制最初の卒業生を送り出されました。その間、創薬にか
かせない臨床の場を拡大すべく、医学部を有する大学との
連携も積極的に進められ、質の高い研究の場の確保に尽力
されました。昨年迎えた本学創立百周年に際しては、記念
事業実行委員長としての数々の記念事業を成功させ、次の
百年に向けてさらなる発展の道を切り拓かれました。
感謝の集いは、中嶋学長のこれまでのご功績に感謝の意
を表するため開催され、当日は、役員、評議員、教職員を始

め、中嶋学長と交友のある方々、約120
名が学内外から出席されました。司会
は木戸達雄総務部長が務めました。
大谷利勝副理事長の開会の辞の後、
大谷卓男理事長、カテリーナ ・ フィア
ルコヴァー チェコ共和国大使、石川
信雄名誉教授から祝辞が述べられまし
た。続いて、河合賢一理事 ・ 教授の乾
杯の発声により歓談となりました。歓
談の途中では、中嶋先生の東大時代からの友人で、平成17
年の本学公開講座でもご講演をいただいた東大名誉教授の
養老孟司先生からも祝辞をいただきました。歓談の終わり
に、中嶋学長からご挨拶があり、参加者を代表して辻勉教
授による記念品贈呈、渡邊明美学長秘書による花束贈呈が
行われました。閉会の辞は梶野 忠理事が述べられ、最後
に参加者に拍手で見送られながら中嶋学長は会場を後にさ
れました。
（総務部）
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平成24年度入学式

理事長式辞

学校法人星薬科大学理事長

新入生の皆さん、薬学科290名、創薬科学科34名、そ

昨 年、 東 日 本 大 震 災

してもうワンステップ上の大学院に進まれる、修士課

という大きなことがあ

程25名、博士課程6名の皆さん、本日はご入学おめでと

りました。、皆さんも自

うございます。学校法人を代表して心より歓迎をさせ

分の人生を見つめ直す

ていただきます。

き っ か け と な り、 あ る

新入生の皆さん、入学するにあたって本当によく勉

いは大事なこと、大切な

強されました。本当によく頑張って勉強して受験を乗

ことは何なのだろうと

り越え、入学されました。ご両親、ご家族の方に対しま

いろいろ考えられたと

しても、私どもより心からお祝い申し上げます。

思います。そういう時に

大

谷

卓

男

頑張って入学したということは、これから先の長い

ちょうど大学に入学し

人生におけるあなた方の一つの本当に大きな財産で

たということ、それを糧

す。努力をしたということを自分の誇りにして、これ

に、未来を創るのは自分

からも次のステップアップを目指して頑張って過ご

達だということをぜひ心に留めて、日々を頑張ってい

し、それを心に留めてこの学校で学んでいただきたい

ただきたいと思います。

とお願いする次第です。

先ほどの宣誓の中に、
「毎日を大切にして、しっかり

今年は非常に寒かったので、桜の開花が遅かったで

学んでいきます」という言葉を頂きましたが、ぜひぜひ

すが、今日はちょうど皆さんを歓迎するように、綺麗

お一人お一人、大切な時間を無駄なく過ごして、世界

に咲いていますね。皆さんに
「おめでとう」と桜の花も

でお役に立てる人材となっていただきたいと願ってお

言っています。

ります。

桜というのは小学校や中学校、学校に大体植えてあ

先ほど、星一先生の銅像の前で写真を撮られている

ります。そして入学式の時に、あるいはこれからとい

新入生もいましたね、この大学の創立者は、皆さんを

う時にちょうど満開になるのです。今日、お父様、お母

本当に温かく迎えております。
「世の中でぜひ役に立っ

様方にたくさんご出席いただいておりますが、桜の花

て、そして皆さんが国を良くしていくんだぞ」と、そう

を見ると小学校の入学の時に手を引いて我が子を連れ

いうメッセージが込められています。ちょうど講堂に

て行ったことを覚えていらっしゃるかと思います。今

入る前に、
「親切第一」という星一先生の書もあります。

日、新入生の皆さんは、もう一度ご両親に「おかげで大

ぜひそれも一度見てください。田中学長も仰っており

学に入ったからね」
と、ぜひお礼を言ってくださいね。

ますが、勉強と同時に自己の人間性を磨くための大き

今、田中学長から、この星薬科大学の説明、そして創

な指針の一つになりますので、ぜひ心に留めていただ

立者星一先生のことについてお話がありましたが、星

きたいです。

一先生は実業家で、それから政治も行っていました。

大学というのは、4年間、6年間、そして大学院ですね、

そして教育、星製薬という事業を進めていく中で、教

あっという間です。時間を大切に使って、楽しく、明る

育も欠かせないということで始めたのが1911年、この

く、元気に、ここで毎日学ぶということによって、大き

本学のスタートであります。

な財産をつくってください。また、生涯の友人あるい

星一という方は未来を、国、世界、社会の未来の繁栄

は生涯の先生にも巡り合うわけですから、ぜひ楽しく

を願っていた方です。この大学に入った以上、ここで

大学生活を謳歌していただきたいと願う次第です。

勉強する以上、未来を創るのはあなた方です。若いあ

最後になりますが、改めて皆さま方に、頑張って入

なた方がこれからの国を創り、未来を創っていくわけ

学されて本当に偉かったということをお伝えし、また

です。星一先生が未来の繁栄を願ってつくった学校に

ご両親、ご家族の皆さまに心より歓迎させていただき

来た皆さん、ぜひ一人一人頑張って学んでください。

まして、おめでとうございますと重ねて申し上げます。

6年間勉強する方、それから4年制の創薬科学科で学

皆さん、本当におめでとう、これからも頑張ってくだ

ばれる方、私は皆さんの中から社会の役に立って、医

さいね。

療の現場で、あるいは新しい創薬をつくる、そういう

（平成24年4月6日に本館メインホールで行われた入学

方々がたくさん出て、国の繁栄、社会の繁栄を担って

式における理事長式辞をテープ起こししたものをもと

いただければと切に願うわけであります。

に掲載）
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平成24年度入学式

学長告辞

星薬科大学学長

ご入学おめでとうございます。
本日ここに本学薬学部、薬学科290名、創薬科学科34
名、大学院薬学研究科 総合薬科学専攻 修士課程25名、
博士課程2名、薬学専攻 博士課程4名の新入生を迎え、
平成24年度星薬科大学ならびに星薬科大学大学院入学
式が挙行されますことは、本学の大きな喜びでありま
す。
新入生の諸君には、星薬科大学を代表して歓迎の意
を表します。また、今日の日をともに祝うために、ここ
に参集されましたご家族の皆様に対しましても、心よ
りお祝い申し上げます。
さて、諸君が入学された星学科大学は1911年創立者
の星一先生が
「日本は世界一の製薬国になりうる国で
薬は文化の母であり、良薬をつくり、世界に供給して
いく事が日本の文化的使命である」との強い理念の基
に、星製薬を設立し、医薬品の開発、生産、品質管理を
担える人材を育成する目的で教育部門を社内に設置し
たことに始まります。その結果、モルヒネ、キニーネ、
コカイン、アトロピンなどの植物由来の薬剤を工業生
産する事に成功し、我が国初の工業生産された医薬品
原体輸出の先鞭をつけ、世界の人々の健康維持に大き
く貢献してまいりました。このような信念を成就する
ためには星一先生は人材の育成が最も大切であるとし
「世界に奉仕する人材育成の揺藍である」を建学の精神
とする星薬科大学を創設するに至りました。
昨年、本学は創立100周年を迎えることができ、国内
薬科大学、薬学部の中で研究 ・ 教育の実績と伝統を有
する大学として高く評価されております。そして我が
国の薬学高等教育と学術研究の発展に大きく貢献する
と同時に多くの人材を病院、薬局、行政機関、薬業界を
含む多くの企業へと送り出しております。
新入生諸君は長い受験生活を終え、これからは薬学
科6年、創薬科学科4年、さらには大学院に進まれる大
学生活の歩みを始めようとされています。また大学院
に進まれる諸君は新しい研究生活に夢を膨らませてい
ることと思います。
大学の存在理由を問われれば、世界中の大学は例外
なく
「社会のために存在する」と答えるでしょう。その
本質は
「知の継承と知の創造」にあると思います。
「知の
継承と知の創造」そのものが社会のためであり
「大学の
価値」
の根底をなすものは、教育による知の継承と研究
による知の創造にあります。その大学の価値が外に向
かって輝きだす時には、一歩先を見据えて進んでいか
なければならないものであり、その価値の創造こそが
社会の人々が大学に期待するものだと考えます。
本学は薬学、創薬学の高度な専門知識と課題探求能
力、さらには国際感覚と倫理観を有する人間性豊かな
人材を育成することを中心とし、諸君の主体的な学び
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田

中

隆

治

を強く望んでおります。
新入生の諸君は、今までは小,中学校、高等学校と一
定の制約の中で大学入試を目指して多くのことを学ん
でこられたものと思います。これからの学びにおいて
は無限に広がる学問への挑戦であり、知を無限に広げ
る力を獲得することが大切だと思います。
本学の教育は教養と専門の教育プログラムから成り
立っています。教養教育は専門教育の基礎であると同
時に諸君のこれからの世界観の形成と人間の涵養に大
きな役割を果たすものと考えます。
21世紀初頭の今、大量生産、大量消費をパラダイム
とするこれまでの工業文明は終焉を迎えようとしてお
ります。ポスト工業文明の流れが一段と本格化しつつ
あります。昨年の東日本大震災、それに伴う原子力発
電所の事故収拾等の経験を含め、日本の現状が抱える
多くの問題を解決していくにはこれまでの専門知識に
加え深い教養に基づく「洞察力」が時代の流れを変え、
将来を設計していく上で大きな力になってきます。文
明の大転換期ともいわれる今日、諸君には時代を洞察
し、改革する力の源泉となる「広い教養の涵養」が強く
望まれます。
専門教育は広く生命科学の基礎を学び、薬学科では
6年間で薬学の基礎と医療薬学に関する知識を習得し、
病院、薬局での実務研修後、国家試験を経たのち薬剤
師として広く社会に貢献することを期待いたしますし,
創薬科学科の皆さんは4年間で薬学領域全般にわたる
幅の広い知識を習得し、実習、卒業研究を経たのち、多
くの学生は大学院へ進み、研究開発者の基盤を形成し、
社会に巣立っていきます。薬学科、創薬科学科ではそ
れぞれの考え方、進路の違いはありますが、先にも述
べましたが、薬学、生命科学、医療の発展に貢献する優
秀な人材を育成するための教育、研究を行うことが本
学の役割であると考えます。
さらに、社会に巣立つ前に、多くの人との出会いを
経験してください。特に互いに夢を語ることのできる、
また生涯付き合っていける友達を作ってください。専
門教育、研究指導をしてくださる尊敬できる先生に出
会ってください。そして共に夢を語り、夢に向かって
チャレンジする精神を育んでいただきたい。大学は諸
君に限りない夢と希望を与える場所だと私は信じま
す。
品川の緑あふれるキャンパスと我々教職員は諸君の
入学を心より歓迎いたします。ここ星薬科大学で、こ
れまでに多くの先輩が学び、さまざまな体験をしてき
たように、本学に在籍することを誇りとし、紳士、淑女
の自覚を持ち、充実した大学生活を謳歌されんことを
念じてやみません。このことを祈念し、告辞といたし
ます。

星薬科大学報第76号（平成24年9月）

教務部長就任にあたり

教務部長

本年6月より、辻 勉先生の後任
として教務部長を務めております。
15年程前に河合賢一教務部長
（現名
誉教授）
のもとで、部長補佐を務め
た経験がありますが、当時の薬学
は旧制度で4年制のみでした。2006
年より新制度に移行し、カリキュ
ラムが大きく変わりました。新制度
への移行に伴い、本学には薬学科
（6年制）
と創薬科学科
（4年制）
が併設され、教務部の役割は
益々重要になってきました。本年3月には薬学科1期生が新
しい薬剤師国家試験に臨み、現役合格率97.2％という優秀な
成績を収めました。また、創薬科学科1期生は、9割以上が大
学院に進学し、本年3月に修士課程を修了しました。卒業生
の多くは、医薬品、化学、化粧品、食品メーカー等に就職し、
今後の活躍が期待されます。
さて、本年2月に全国の薬系大学74校に対して、現行の6年
制薬学教育モデルコアカリキュラムに対するアンケート調
査が行われました。結果はすでに文科省や薬学会のWEB上
で公開されていますが、
「内容が過密である」
「
、内容が重複し
ている」
等、改訂を求める意見が多く寄せられています。
「薬

髙

山

幸

三

公表される予定です。薬学教育評価機構による薬学6年制の
評価
（第三者評価）
も始まりました。第三者評価の目的は、各
大学がどのような理念のもとに、どのような人材の養成を目
指しているのか、そのための戦略と成果を第三者に問うこと
で、それぞれの薬系大学の改善への努力を支援することに
あります。本学も第三者評価に遺漏無く対処するために、今
からしっかりと準備しておく必要があります。また、創薬科
学科
（4年制）
では、薬学を基礎として生命 ・ 健康を科学し、
創薬研究 ・ 開発に携わる人材を育成することを目的として
います。この目的を達成するためには、本学の永い伝統に
よって培われた創薬の知識や技術を、学生に効率よく伝え
ていく仕組みが必要です。特色ある教育を行うために、全教
員がカリキュラムの改革や授業方法の改善に、継続して取
り組むことが重要であると思います。
本学は都心に位置する薬科大学として特異な存在であり、
入学試験の難易度も年々高くなってきました。教育研究の環
境を整備し、優秀な学生諸君の勉学意欲を引き出すために、
教務部として全面的にサポートしていきたいと考えていま
す。田中隆治新学長のもと、部長補佐をお引き受けいただい
た斉藤貢一先生
（薬品分析化学教室）
と細江智夫先生
（薬化学
教室）
のご支援と、瀬尾昌弘課長をはじめとする教務部の事
務の皆様に支えていただきながら、この重責を果たして参り
たいと思います。ご指導ご鞭撻を賜りますよう何卒よろしく
お願い申し上げます。
（薬剤学教室教授）

剤師としての基本的な資質に基づく改訂」や
「実務実習モデ
ルコアカリキュラムとの一本化」
を方針とする改訂が行われ
ることになり、近い将来、新たなモデルコアカリキュラムが

学生部長就任にあたり

学生部長

田中学長のご就任に伴い、本年6
月より上田教授の後任として学生
部長を務めさせて頂いております。
4年間の長きに渡り学生部長を務め
られました上田教授に比べて、い
ささか心許無いのですが、微力な
がら努力してゆく所存ですのでど
うぞよろしくお願い致します。
学生部は、学部生や大学院生に
対する教育上の指導並びに学生生活の向上への支援を目的
に設置された組織であります。自治会や課外活動に対する
支援、薬祭や卒業パーティー等の学生行事支援、奨学金の取
り扱い、講義の出欠席管理、大学父母間の連絡窓口など、授
業以外の大学生活全般にわたる事務を幅広く取り扱う部署
です。学生とは一番関係の深い部署ですので、何か問題が起

東

山

公

男

事案は有りません。しかし、今の学生は大きなプレッシャー
を受けながら生活している毎日だと考えています。それは、
薬学に特徴的な過密なカリキュラムに加え、薬学科では4年
次後期の供用試験とこれに続く5年次での病院薬局実務実習
の存在。また、創薬科学科も過密なカリキュラムと修士進学
に対するプレッシャーの存在です。
このような中、学生部ではここ十数年来、飲酒マナー、喫
煙マナー、大学周辺での歩行マナーに注意を向けてきまし
た。未成年の飲酒や一気飲みなどの事故に繋がりかねない
行為の監視、喫煙所の美化の推進、通学路での近隣住民に対
する配慮の促進など、いずれも大学生としての自覚のもとに
責任ある行動を求めるものです。幸い歴代の学生部長を中
心とする皆様のおかげで、これらが大きな問題となることは
ありませんでした。今後も学生には自主と自立の精神を常に
持って責任ある行動を期待する次第であります。
田中学長のもと、部長補佐を快くお引き受け頂きました輪
千先生、また学生部の市川課長補佐、布川さん、増田さん、
さらに学生部委員会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。皆様方の学生部

こり自らの力で解決できないときには、いつでも気軽に相談
に訪れてほしいと思っています。
本学は、創立100周年という区切りの年を昨年度迎えまし
た。また、平成18年に始まった薬学教育の年限延長が一周
し、新制度での卒業生を出すに至った年でもありました。そ
して、今年度は新学長を迎え、新たなる100年への第一歩を
踏み出す年となります。幸いなことに現在学生部では緊要な

へのご理解とご協力を切にお願い申し上げます。
（有機合成化学研究室教授）
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就職部長就任にあたり

就職部長

今期も継続して就職部長を拝命
致しまし た。本 年3月に 薬 学 教 育
6年制の一期生および創薬科学科
の大 学院 総 合 薬 科 学 専 攻 博 士 課
程前期
（修士課程）の一期生を世に
送り出しました。薬学科一期生の
就職状況を見てみると、保険薬局
（23%）
、病院
（21%）
、ドラッグスト
ア
（16%）
であり、これらの計が61%
でした。一方、製薬メーカー・医薬
品卸売業
（21%）
、CRO ・ SMO（5%）
、化学 ・ 化粧品 ・ 食品
等
（4%）
、公務員 ・ 独法
（4%）
、その他進学や研修生でした。
これまでの実績と比べ、保険薬局・病院が増加し、企業が減
少しており、この傾向は今後も続くと考えられます。また、
創薬科学科大学院の一期生も修了し、17名を世に送り出し
ました。主な就職先は製薬メーカー（53%）
、化学・化粧品・
食品等
（23%）
、CRO ・ SMO（12%）
、進学、そしてその他で
した。このように、6年制の保険薬局、病院薬局、さらにド
ラッグストアーへの就職は恵まれた状況にありますが、一方
で企業への就職、特に研究開発、学術は苦戦しています。こ
れを打開するためには、卒論での研究活動等が重要であり、
学会での発表や論文などの成果が評価に繋がることが多々
あります。創薬科学科では84%の学生が大学院に進学するこ
とから、さらに研究活動が重要となり、学会での発表や論文
の評価が顕著になるようである。

鈴

木

勉

就職部の取り組みとしては、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、保険薬局、ド
ラッグストアー）
、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）
、さらに求人情報検索システム
（学内外のPC
から求人検索が可能）
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います。こ
れまで、就職部の企画が十分に利用されているとは言えま
せん。早い段階に、TOEICや公務員試験対策講座等を活用
し、さらに適時に就職ガイダンスを活かし、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います。
本学の学生・院生は礼儀正しく、良く勉強し、優秀である
と言われますが一方で、おとなしい、意見を言わないなどと
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。また、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、就職部は全力をあげて取り組んで行きたいと思ってお
ります。引き続き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、五十嵐さん、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。

図書館長就任にあたり

図書館長

本年4月より学生部長との兼任で
図書館長を務めさせていただきま
したが6月より図書館長に専念いた
すこととなりました。
図書館長には4年ぶりの復帰で、
責任を持って図書館運営にあたら
せていただく所存です。
本学の図書館はその予算規模で
は単科薬科大学としてトップクラ
スであり、平成24年度は年間１億
円の規模に達しております。
しかし、見た目では年を追う毎に蔵書数は劇的には増え
ておりませんし、却って閲覧できる学術雑誌は減少している
ように感じられますが、実際は受け入れ電子ジャーナルが増
えたことなど図書館分野でのＩＴ化進展がその様な印象の
原因となっております。
そのことを示すように若い先生そして大学院生が30年前
とは違い図書館で見かける機会が少なくなっております。
それは各研究室の自分の机上でパソコンにより多くの最
新学術雑誌類は検索、閲覧が出来るからであり時代の流れ
を日頃強く感じております。このような状況から目立った変
化の見えない図書館ですが、大学の使命である教育 ・ 研究
の礎となるべく日々充実を図りたいと思いますので、多いに
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上

田

晴

久

図書館を利用いただきたいとこの機会にお願い申し上げま
す。
現在図書館スタッフは5名の職員と夜間対応
（大学院夜間
開講日には午後9時30分まで開館）
のための2名の臨時の職員
から構成されています。この3月末には図書館の生き字引的
な安芸圭子課長が定年退職され、新しく蔵野由美子課長が
北海道大学図書館より着任され今後スタッフの指導と運営
にご尽力をお願いしているところで、従前のサービスに変化
のないことをお約束します。
さて、平成18年から始まった薬学6年制も完成し、学生数
も1.5倍となり、図書館内で約90の閲覧席の増設を前任河合
賢一図書館長の時代に行っていただきましたが、まだ不足
感があり、5、6年生の国家試験勉強への利用に重きを置い
た学習室を当時の教務部長辻勉教授と共に学生部長として
要望し理事会のご理解のもと昨年度末に開設いたしました。
7月に入り前期定期試験の受験勉強に多くの学生を図書館
で見るようになりましたが、以前より混雑状況は改善され
たと思っております。自宅で勉強する習慣が薄れ、大学施設
内等で友人と勉強する姿が多く見られる昨今の状況を考え、
機会ある毎に図書館長という立場から大学へ勉強の場の一
層の充実を働きかけたいと考えております。
今後も図書館スタッフと共に図書館サービスの充実に努
めますので、ご協力とご指導をお願い申し上げます。

星薬科大学報第76号（平成24年9月）

…本 年6月1日より、病態生理学
教室の准教授として赴任致しま
した。私の主な研究分野は腫瘍
学で、難治性間葉系悪性腫瘍で
ある骨肉腫の病態解明と新規治
療戦略の構築に取り組んでおり
ます。
私は、1999年に慶應義塾大学
医学部を卒業し、内科研修を経
病態生理学教室
て2001年血液 ・ 感染 ・ リウマチ
准教授
し
み ず
た か
つ ね
内科の大学院へ進学しました。
清 水 孝 恒 そ の 頃、STI571が 慢 性 骨 髄 性
白血病
（CML）
に著効を示す衝撃的な臨床成績が確認さ
れ、癌に対する分子標的療法が本格的に幕を開けた時で
した。同時に耐性化も叫ばれ、私もCML細胞のSTI571
への耐性化機構の解明及びその克服をテーマに研究を
行い2005年に学位を取得しました。ちょうどその時、武
藤章弘先生が星薬科大学の学生と血液研究室にて研究
されており、とりわけ学生の熱心であったことが印象に
残っています。私はその後、熊本大学大学院・医学薬学
研究部、佐谷秀行先生のもとへ国内留学し、正常細胞か
らの癌幹細胞樹立に取り組みました。その中で、骨髄ス
トローマ細胞から樹立したマウスモデルが骨肉腫でし
た。骨肉腫は罹患率こそ高くありませんが、若者に多く、
診断時には全身への微小転移があります。集学的治療
が進歩してなお2割の患者さんは予後不良の悪性疾患で
す。特に転移巣における薬剤抵抗性機構の解明と克服
は根治療法確立の鍵であり、今後の最大の研究テーマ
です。悪性腫瘍はシャーレの中で細胞を退治できさえす
れば克服できるものではありません。細胞内因性、外因
性の因子
（癌を取り囲む環境因子）の両面から取り組む
必要があります。即ち、幅広く様々な学問領域の知識を
結集することが必要です。その観点から、薬学、創薬に
関するエクスパート、柔軟な考えを持つ優秀な学生が集
う大学の環境は、まるで宝箱のようです。皆様と交流し
発酵させて悪性腫瘍を退治してゆく今後の研究がとて
も楽しみです。薬学部は6年制に移行し学生における教
育 ・ 研究の両立した環境をいかに整えるか、革新の時
を迎えているとお伺いします。星薬科大学の素晴らしい
potentialを活かして、世界に発信できる研究と薬学界を
リードし社会のニーズ応える学生の育成、という大きな
課題の最大公約数をいかに私の中で設定すべきか、試
行錯誤と存じます。
新任時より右も左もわからない中、皆様より大変親切
にサポート頂いておりますことに感謝申し上げます。私
も早く大学の教育、研究の向上に貢献できるよう努力を
重ねて参ります。皆様の御指導、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5月1日より、実務教育研
究部門の講師として赴任いたし
ました。私は星薬科大学薬学科
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、聖路加国際病院にて薬剤師
として臨床業務、外部研修生な
どの教育に携わってまいりまし
た。調剤業務、製剤業務、高カロ
実務教育研究部門
リー輸液や抗悪性腫瘍薬の混合
講師か ず み
い し
つ か
調製業務、病棟業務などを経験
石 塚 和 美 させて頂きました。病棟業務で
は、消化器外科を中心に消化器内科、呼吸器内科、眼科、
神経内科、心療内科などの患者さんと接する中で、特に
がん患者さんに対して関わる機会を多く得ました。近
年、がん化学療法は入院から外来へ移行しています。こ
のような現状において、外来治療を受ける患者さんに対
しても入院治療と同様にレジメンの説明や副作用モニ
タリング、処方支援などを行い関与してまいりました。
これらの経験を通して、薬剤に対する知識はもちろん
のこと、コミュニケーションやアクティブリスニングが
チーム医療構築のために必要だと感じました。平成24年
度診療報酬改定において、入院基本料の加算として病
棟薬剤業務実施加算が新設されました。このことによっ
て、薬剤師の病棟常駐が進み、チーム医療が進展してこ
れまで以上に多職種連携が重要になると思われます。医
療人として社会に出る前に挨拶や言葉遣い、協調性など
基本的な素養を身につけ、互いの医療スタッフの専門性
を理解し、協働できる能力を育成する必要があります。
一方、患者さんの中にもいろいろな方がいて、一律に同
じ服薬説明をするのではなく、患者さんの知識や状態な
どに応じた薬剤情報提供を行うことが大切です。情報を
整理して必要なことを抽出できる能力、高い薬学的知識
をもって臨機応変に対応できる薬剤師の育成に尽力し
て参りたいと思います。
…
また、病院勤務を行いながら、星薬科大学大学院に社
会人学生として在籍し、錠剤の溶出挙動と注射薬配合
変化の研究にて学位を取得させていただきました。実務
家教員の役割の一つに研究があります。病院や薬局、学
内外とも連携して医療に貢献できるような研究を行っ
ていきたいと思います。
今後さらに薬剤師の業務や可能性が広がっていく中
で、今回、母校の教員として教育 ・ 研究に携わる機会
を頂戴し、誠心誠意、全力で努めさせていただく所存で
す。今後ともご指導ならびにご鞭撻の程、どうぞよろし
くお願い申し上げます。

星薬科大学報第76号
（平成24年9月）

「先端科学創造シンポジウム」講演会シリーズ16

高血圧

予防と治療 ̶ 最近の話題

森ノ宮医療大学

学長

荻原

平成24年5月11日（金）の午後1時30分より本館
メインホールにおいて、本学と品川区との共催
により、森ノ宮医療大学学長（元大阪大学医学部
教授）
、荻原俊男先生をお招きし、星薬科大学公
開講座として、
『高血圧 予防と治療−最近の話
題』と題してご講演を頂きました。約70名の品川
区民の方々をはじめ、約1100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。
演者の荻原俊男先生は昭和43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4内
科学教室に入局し、臨床と研究に従事され、昭
和56年には大阪大学医学部内科学講師、昭和63
年より大阪大学医学部内科教授にご就任されま
した。平成16年から大阪大学医学部附属病院長
を務められ、平成17年から大阪大学総長補佐を
お努めになられました。大阪大学をご退任され
たのちに大阪府立急性期 ・ 総合医療センター院
長を務められ、現職の森ノ宮医療大学学長をお
務めになっております。また、主な著書には
「老
年者高血圧の治療指針」、
「 予防とつきあい方シ
リーズ：高血圧・糖尿病」などがあります。
高血圧症は、糖尿病、脂質代謝異常、肥満など
とともに代表的な生活習慣病で、高血圧症患者
は4000万人を超えると言われています。高血圧
症は、脳梗塞や心筋梗塞、心不全など心血管病
の最大のリスク因子です。高血圧症は、本態性
高血圧症と二次性高血圧症に分類されます。こ
のうち二次性高血圧症としては、腎疾患や原発
性アルドステロン症に起因する高血圧症、ある
いは葛根湯や甘草湯、非ステロイド性抗炎症薬
などの副作用として生じる薬剤誘発性高血圧症
が挙げられます。このような二次性高血圧症に
対しては、原因疾患の治療や薬の服用中止など
が最優先となります。
高血圧症の約90パーセントを占める本態性高
血圧は、遺伝因子と環境因子が重なりあうこと
で発症すると考えられています。遺伝因子に関
しては、これまでに遺伝子解析が行われ、様々

俊男

先生

な遺伝子が高血圧症の発症に関わることが明ら
かとなっていますが、個々の遺伝子の高血圧症
に対する関与は小さく、種々の遺伝子の組み合
わせで高血圧症が発症すると考えられていま
す。環境因子に関しては、生活習慣がその中心
となることから、高血圧症の予防には生活習慣
の改善が重要です。例えば、減塩や適度な運動、
節酒、禁煙などはいずれも高血圧の予防に有効
です。
高血圧症においては、生活習慣の改善等の予
防策が重要ですが、高血圧症を発症した場合に
は早期に治療を開始する必要があります。高血
圧症の治療には、カルシウム拮抗薬やアンギオ
テンシン受容体拮抗薬、アンギオテンシン変換
酵素阻害薬、利尿薬、アドレナリンβ受容体拮
抗薬などの治療薬が用いられ、これらは状態に
より単剤使用のみでなく2剤併用や3剤併用を行
います。これら治療薬はそれぞれ作用機序が異
なり、また副作用も有することから、個々の患
者の状態や生活の状況を考慮し、病態に合わせ
た最適な薬物療法を行うことが重要であること
を紹介されました。
高血圧に関する一般的な知識から研究の内
容 ・ 方向性までの広範囲な内容を拝聴すること
ができ、本学の学生や教員、品川区民までの幅
広い聴衆に対して非常に有意義なものでした。
（薬物治療学教室講師 池田弘子）
（薬剤師生涯学習支援室長 亀井淳三）
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平成24年度大谷記念研究助成金を受領して
神経障害性疼痛時におけるモルヒネ抵抗性に関する薬物動態学的研究

薬動学教室
講師

落合

和

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
躬前学長、田中隆治学長に深く感謝いたします。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。
疼 痛 は が ん 患 者 の80 ％ に 認 め ら れ、 患 者 のQOL
（Quality… of… life）を著しく低下させます。中でも、神経
障害性疼痛を呈する患者はがん患者の40 〜 80%を占
め、モルヒネが効きにくいことから、これらの患者に
対する疼痛の緩和が急務となっています。モルヒネ
の鎮痛効果が減弱する原因として、中脳腹側被蓋野
において、モルヒネの活性代謝物M-6-G（Morphine-6glucuronide）が結合するµオピオイド受容体の機能低

下が知られていますが、その全容は明らかにされてい
ません。
モルヒネは肝臓において、グルクロン酸抱合酵素に
よりM-6-Gに代謝されます。モルヒネおよびM-6-Gは主
に中枢神経系で作用します。薬動学教室では、これま
でに、神経障害性疼痛マウスの小腸において排出型ト
ランスポーターの発現量が増加していること、肝臓に
おいてグルクロン酸抱合酵素の活性が上昇しているこ
と、および脳内において排出型トランス…ポーターの発
現量が増加していることを明らかにしてきました。
本研究では、神経障害性疼痛マウスにモルヒネを経
口投与し、モルヒネの脳内濃度を測定し、神経障害性
疼痛時のモルヒネの脳内濃度と鎮痛効果との関係につ
いて検討しました。神経障害性疼痛マウスのモルヒネ
の脳内濃度及び鎮痛効果は、コントロール群に比べて
低下していました。
このように、神経障害性疼痛時におけるモルヒネの
作用減弱は、脳内モルヒネ濃度の低下も一因となって
いることを明らかにしました。今後、神経障害性疼痛
では、なぜモルヒネの脳内濃度が低下するのかについ
て研究を進めていく所存です。

「医療機器から溶出するDEHP代替可塑剤に関する研究」
研究成果を基に厚生労働省は「医薬品医療用具等安全
性情報（第182号）」を発表し、高リスク患者へ適用する
場合には、代替品の使用を推奨しています。そこで、
本研究では代替可塑剤に着目し、その安定性や溶出量
について検討しています。国内で利用例が増えている
TOTMという可塑剤は、毒性が低いだけでなく、その
溶出量が抑えられることを明らかにしました。さらに、
DEHPが医療機器の滅菌工程で分解することから、化
学構造の類似したTOTMでも同様の分解が起こるので
はないかと考え、その分解挙動を追っています。また、
紫外線照射によってPVC材質表面におけるPVC鎖の架
橋および脱塩化水素によると推察される改質的な表面
構造の変化が観察できていることから、表面構造の変
化が可塑剤溶出へ及ぼす影響についても検討していま
す。今後は、代替可塑剤の分解物を含めたリスク評価
を行っていく予定です。
近年、
『 科学は人と社会のためにある』という基本思
想から、レギュラトリーサイエンスの概念が提唱され、
注目されていますが、本研究成…果は、よりリスクの低
い医療行為を提供するうえで非常に重要であり、人と
社会に真に役に立つ形で提供できるものと期待してい
ます。

薬品分析化学教室
助教

伊藤

里恵

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
前学長、田中隆治学長に深く感謝いたします。また、選
考にあたられました東山公男運営委員長ならびに運営
委員の先生方に厚く御礼申し上げます。
医療機器は人が医療行為を受けるうえで不可欠です
が、その使用によるリスクも報告されています。例え
ば、ポリ塩化ビニル
（PVC）製医療機器に広く使用され
るDEHPという可塑剤は、脂溶性医薬品や血液中に溶
出してくることが分かっています。DEHPは精巣毒性
や発生毒性を有することから、リスク
（DEHP暴露）と
ベネフィット
（治療効果）を勘案した医療行為が求めら
れます。私達の研究グループが行ったDEHPに関する
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糖尿病性血管機能障害における血小板由来因子とのクロストークと治療戦略の確立

機能形態学研究室
博士課程3年

石田

恵子

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
田中隆治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。
2型糖尿病は、近年増加の一途を辿っており、腎症、
網膜症、末梢神経障害など三大合併症を誘発する他、
脳梗塞、心筋梗塞などのリスクファクターとなる重大
な疾患であります。しかしながら、糖尿病性合併症は
血糖のコントロールのみでは完全に予防することがで
きないため、合併症の発症、進展の阻止を目的とした

治療戦略の確立が急務とされています。合併症の病理
学的な特徴は血管内皮機能不全であり、内皮細胞由来
弛緩因子（EDRF）と収縮因子（EDCF）のバランス異常
が報告されています。私はこの内皮機能障害がozagrel
やcilostazolといった血小板凝集阻害薬により是正され
ることを明らかにしました。一般的に糖尿病病態時に
は血小板血栓が生じやすいことから、血小板活性が内
皮機能に影響を与えているのではないかと考えられま
す。このため、2型糖尿病時において血小板より遊離さ
れる代表的な物質である細胞外nucleotidesの血管緊張
性調節の変化を検討し、血管内皮細胞からのプロスタ
ノイド産生が増加していることを明らかにしました。
また、このプロスタノイドに対する血管平滑筋細胞の
反応性も糖尿病時増大しており、2型糖尿病の罹患は、
血小板由来因子に対する血管収縮反応性増大を惹起さ
せることを示しました。
現在は、血管機能に対する血小板の直接的な影響に
ついて検討を進めています。今後は、血管機能障害を
糖尿病罹患期間と血小板凝集能との相関も絡め検証
し、糖尿病性合併症の予防や治療法の開発を目指し研
究を展開する所存です。

「クロモンアルカロイド cassiarin A を基盤とした天然由来抗マラリア原虫剤の創製」
合物の探索研究を行っており、インドネシアで採集し
たCassia siamea からはクロロキンに匹敵する新規アル
カロイド cassiarin Aの発見に成功しました。
本研究ではcassiarin Aの構造活性相関研究を通し
て新規抗マラリア剤の創製を目指すとともに、有用植
物資源に含まれる抗マラリア性有機化合物の探索を行
うこととしました。現在までに、C. siamea より抗マラ
リア性新規4環性アルカロイドcassiarin Fの発見とそ
れの全合成による構造決定、活性評価のサンプル供給
に成功し、さらに同属植物C. spectabilis より単離した
ピペリジンアルカロイドに抗マラリア活性があること
を初めて見出しました。また、合成的な手法を用いて
cassiarin Aより3倍活性の強い誘導体を得ることに成
功しています。これらアルカロイドは既存医薬品にな
い骨格を有しており、新たな視点での創薬研究が可能
であると考えられます。今後は、植物資源より得た化
合物の誘導体合成を中心に抗マラリア剤の創製研究を
展開していく所存です。
最後に研究を推進するにあたり、終始変わらぬ暖か
いご指導とご鞭撻を賜りました森田博史教授と多くの
貴重なご助言を頂戴しました本多利雄名誉教授に心か
ら謝意を表します。

生薬学教室
博士後期課程2年

出口

潤

この度は、大谷記念研究助成金を賜りまして誠にあ
りがとうございます。大谷卓男理事長ならびに田中隆
治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申し上
げます。
マラリアは、ハマダラカによって媒介される原虫感
染症で、熱帯を中心とする流行地域では毎年100万以上
もの人々が亡くなっており、社会的発展の大きな妨げ
となっています。さらに、近年、多剤耐性マラリア原虫
の急速な拡散が問題となっており、マラリア制圧は世
界的な緊急課題といえます。そのような背景の下、我々
は民間伝承薬に基づいた抗マラリア性新規天然有機化

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24年度まで毎年2〜4名に授与されています。
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定年退職に当たって

星薬科大学名誉教授

本年3月末日をもって定年退任を
無事迎えました。本学に奉職して
から早や31年という永い年月が過
ぎたことになります。この間、ただ
馬車馬の如く、脇目も振らずひた
すら天然物の全合成に邁進して来
たような気がします。何故、そんな
に夢中になったのかと聞かれると
返答に困ってしまいますが、単純
に有機合成が好きだったからと言
うしかありません。私にとって天然物の合成は一種のパズル
のようなものでもありました。頭の中で複雑な化合物の合成
経路を考え、それを実験的に証明するのが仕事の内容ですが、
この合成経路の中に自分で独自にデザインした、あるいは新
たに発見した有機反応を如何に効率的に組み入れるかを考え
るのが楽しくて仕方ありませんでした。結果として自分の考え
が正しく証明されたときの喜びは表現の仕様のないほど大き
なものです。また、たとえ自分の考えた反応が予想と違う方向
に行っても、その事実を論理的に見極め、その結果に基づいて
新しい経路を構築する楽しさもあります。私にとって合成化
学は常に新鮮な喜びと驚きを与えてくれる魔法のようなもの
だったと思っています。合成対象に選んだのは生物活性を有
する天然物でした。理由は簡単で、これらの化合物は古来より
医薬品のシードとして認識されていたことです。薬学にいるの

多

利

雄

で医薬品に近いものを研究題材に選択するのは当然のことで
した。また、いま一つの理由として、
「天然物合成は有機化学の
華である」
というノーベル化学賞受賞者R.… B.… Woodward博士
の言葉が常に頭にあったのも事実です。
「天然物合成には、有
機化学のみならず生化学や物理化学といったほとんど全ての
学問領域の知識が集約され、最大限に表現されている」
という
事実が私を虜にしたものと思っています。また、一度合成ルー
トが確立すると、その誘導体合成も可能になり天然物よりさら
に優れた合成医薬品が見つかる可能性も大きくなります。こ
のような事実は、カルバペネム系抗生物質を始めとして、現在
繁用されている医薬品にも多く見受けられます。天然物は我々
人間に貴重な情報を与えてくれますが、それは必ずしもベスト
なものではなく、それを基にして人が考え、より良いものを作
り出すためのヒントであると個人的には捉えています。少し、
飾った表現をさせてもらえるなら、私を虜にした研究は
「自然
への知的挑戦」
と言えるかと思います。
本学奉職時から定年まで、好きなことを存分に堪能出来た
ことは望外の喜びでありますが、このような我儘
（？）
な発想で
の研究であるにも拘らず快く実験に励み、私を支えてくれた
教室の卒業生の皆様には感謝以外の言葉もありません。現在、
多くの卒業生が社会の中枢で活躍する姿を見ることが出来る
のも幸せなことと感じています。私の人生において卒業生の
存在はいつまでも大きな宝物でありましょう。
（薬品製造化学教室前教授）

星薬科大学での38年間を振り返って
星薬科大学に着任して以来、38
年間の勤務を終え、本年3月に定年
退職致しました。振り返れば長かっ
たようであり、あっという間の短い
期間でもあったような感じもしま
す。私が星薬科大学で教育 ・ 研究
を何とかまがりなりにも全うする
ことができましたのは、多くの皆様
方のご支援 ・ ご協力をいただいた
おかげと感謝しております。
さて、話を私の着任当時の昭和49年に戻しますと、星薬科大
学では大学院薬学研究科が設立されて間なしであり、大学院
生の総数も今と比べて少なく、何か今よりこじんまりとしてお
り、全体としてはのんびりしていた
（？）
と記憶しています。薬
化学教室にはまだ大学院生がおらず、菌類
（カビ）
の成分研究
がなかなか進まず、しばらくは悶々とした日々を過ごしてお
りました。やがて、徐々にではありますが、大学院生が研究室
にも来てくれるになり、4年生
（卒論生）
の中にも熱心に実験を
やってくれる学生が増え始め、研究のほうもぼちぼち進展で
きるようになり、おかげさまで今日までの間に種々の菌類
（カ
ビやキノコ）
から種々の骨格を持つ新規化合物を単離すること
ができました。当時、仲嶋正一先生
（現名誉教授）
が主宰してい
た薬化学第二教室に最初に大学院生として所属してくれたの
は、奥羽大学薬学部教授野沢幸平氏
（故人）
であり、彼のおかげ
で教室の研究の基礎が出来たといっても過言ではありません。

本

星薬科大学名誉教授

河

合

賢

一

彼は企業の研究所に在籍した後、教室へ戻ってきて長らく私
を助けてくれていたことは多くの方々がご存知のことであり
ますが、本年2月に急死されたことは残念でなりません。この
場を借りて野沢先生のご冥福をお祈り致します。
さて、話は変わりますが、薬学教育６年制については話題に
なり始めてから非常に長い時間がたち、いつも平行線のような
議論の繰り返しであったので、私が定年までは変わらないだ
ろうと思っていたところ、あっという間に平成18年4月の入学
生から6年制の薬学教育を卒業した者に薬剤師国家試験の受
験資格が与えられることとなったことは私にとって青天の霹
靂という言葉に等しいほどの驚きでした。本学では6年制学科
である薬学科とともに4年制学科である創薬科学科も併設する
こととなり、本年3月には，新薬学教育での初めての薬学科の
卒業生が出て、これらの皆様の国家試験の合格率は素晴らし
いものであり、あとは卒業生の今後の活躍が星薬科大学の今
後を占う鍵の一つとなると期待しております。
多くの薬学部で定員割れが増加している中で、本学が幸い
入学志願者の減少はほとんどなく、むしろ増加の傾向で推移
していることは、中嶋暉躬前学長はもちろん、歴代の入試実行
委員長をはじめとする教職員の皆様のご努力によるものであ
ると思っております。
終わりにあたり、本年4月から新たに田中隆治先生を学長に
お迎えして、星薬科大学が教育 ・ 研究に益々発展をしていく
ことをお祈り申し上げて筆を置きます。 （薬化学教室前教授）
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定年退職に当たり

星薬科大学前教授

市

場

みすず

2012年3月31日 を も っ て 定 年 退

類作成から始まり、出向いて交渉まで関東圏内を奔走いたし

職となりました。在職中は、多くの

ました。現在は、医療実習実務担当部が事務関係を行ってくれ

方々のご指導とご助力をいただき

ますので非常に楽になりました。さらに、新カリキュラムの講

ましたことを心より感謝申し上げ

義資料作成、事前実習の日程、プログラムの作成及び非常勤講

ます。

師の依頼等で、
「1日が30時間あれば良いのに」
と思う毎日でし

1969年共立薬科大学
（現慶應義塾

た。

大学薬学部）
を卒業後、慶應義塾大

また、6年次の長期実務実習への担保としての共用試験であ

学薬化学研究所では西垣貞男 ・ 米

るOSCE…（オスキー ： 実地試験）
準備のために、他大学のトラ

田文郎両教授の指導の下、プリン ・

イアルを参考に、本学でもトライアル及びシミュレーションを

プテリジン誘導体等の
「生体関連縮合ピリミジンの有機化学

繰り返し行い、2009年度の最初のOSCEから今年度まで良い

的合成」
の研究を行い、…学位修得後、当時盛んに行われていた

成果が得られましたのも、本学の教職員のご努力とご協力の

人工遺伝子ペプタイド合成に興味を持ち、1978年アレキサン

賜物であることに深く感謝申し上げます。

ダー・フォン・フンボルト奨学生として、ドイツ・コンスタン

実務家教員として、研究心を持った病院 ・ 薬局薬剤師の育

ツ大学では、Wolfgang… Pﬂ…eiderer教授の研究室で
「ヒト成長

成に7年間努力してきたつもりではありますが、学生の個性を

ホルモンt-RNAの有機化学的合成」
に従事いたしました。帰国

生かしつつ、社会に貢献できる薬剤師のために何をどのよう

後、同大附属病院薬剤部に異動し、薬剤部長・田村善蔵教授の

に教育するべきか、また教員自身が自分の研究にどう結びつ

下で薬品分析化学及び薬物動態の基礎を学びました。在職中

けていくかが今後の課題であると思います。数年後には教育

1997年より本学の非常勤講師として大学院夜間講義
「注射剤の

の真価が問われます。本学の特徴を生かしつつ、カリキュラム

配合変化」を担当させていただきました。2005年3月31日に薬

の修正 ・ 改善を繰り返し、6年制の意義が社会に受け入れら

剤部を退職し、翌日4月1日より薬学教育6年制の準備のために、

れるような教育方針で優秀な卒業生を輩出されることを切に

本学の実務教育研究部門の教授として就任いたしました。最

願っております。

初の仕事は、学生
（5年次）
の長期病院 ・ 薬局実習の受け入れ施

（薬学教育研究センター・実務教育研究部門 前教授）

設及び1年次の早期体験学習での見学施設の獲得ため、訪問書

退職に当たって

神戸学院大学薬学部

2012（平成24）年3月末日をもち
まして星薬科大学を退職し、4月
より兵庫県にある神戸学院大学薬
学部に教授として着任致しました。
学生時代から通い慣れた星薬科大
学を去ることには大変な寂しさを
感じましたが、4月からは星薬大で
学び得たことを元に、ここ神戸の
地で新たな研究室作りに精一杯励
んでおります。
振り返りますと星薬大では、薬理学教室で故柳浦才三教授
の元で卒論を修め、その後、薬剤学教室の永井恒司元教授の元
で修士課程を修めました。卒業後は国立国際医療センターで
臨床薬理研究室研究員となり、石崎高志先生のご指導で本格
的な研究生活をスタートさせました。1993年に博士
（薬学）取
得後、薬剤学教室助手となり、一年半の米国フィラデルフィア
での研究生活を経て、高山幸三教授の下で講師、准教授として
働かせていただきました。
薬物送達システム
（DDS）
の世界的な研究者である永井元教
授の下で、DDS研究の基礎はもとより国際的な視点を持つこ
とも学ばせていただいたことが、今につながる研究基盤となっ
ております。高山教授のご指導の下では、教授のご専門である
in… silico解析を学びながら、海外の大学、国内の大学、製薬会
社の多くの研究者の方々との共同研究を通して、低分子から

教授

武田（森下）真莉子

高分子までを対象とする様々なDDS研究を展開して参りまし
た。研究を通じて日本および世界各国の留学生10名の博士号
取得の指導にも直接携わることができました。一人で考える
ことには限界がありますが、異なるバックグラウンドを持つ研
究者とコラボレーションすることで思わぬ相乗的成果が得ら
れることを何度も経験し、このことは自身の研究スタイルとし
て今後も継続したいと考えています。
現在所属する神戸学院大学のラボの名称は
「薬物送達シス
テム学研究室」とし、
「 患者QOL向上に貢献する経口バイオ医
薬送達システムの開発研究」
にフォーカスした研究を進めてい
ます。既に、6名の元気で明るい卒論生ならびにデンマークお
よびエジプトからの博士研究員を受け入れており、研究室で
は英語を公用語としながら日夜研究に取り組んでいます。未
来のサイエンスを切り拓くことを目標として、明日の研究を担
う学生の指導に精一杯のエネルギーを注ぎつつ、今後も研究・
教育に励んで参りたいと考えています。
星一先生の創立された伝統のある名門星薬科大学で学び、
卒業後は教員として働かせていただきましたことには感謝の
気持ちで一杯です。教職員ならびに事務職員の皆様方には、長
い間ご厚誼を賜りましたことにこの場をお借りして心より御
礼を申し上げます。誠にありがとうございました。
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
なるご活躍を神戸の地よりお祈り申し上げます。
（薬剤学教室 前准教授）
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定年退職に当たり

教育器具センター

…平 成5年の7月に、情報処理実習
の指導と入試や薬演
（卒業試験相
当）
の採点集計処理担当ということ
で、助手として採用され、勤務が始
まりました。この時、教務部長直属
の教育器具センターが、現在は医
療実務実習担当部長の細川さんと
の2人体制で発足いたしました。
その後、大学院の夜間開講や、6
年制移行に伴う、実務実習の体制
強化などの変化の中で、教育器具センターの助手は私1人だけ
になり、入試や薬演の採点集計を主に、実習機器や器具の管理
と授業評価アンケートの集計などを担当、６年制の最初の卒
業生を送り出したこの３月無事に定年退職を迎えることとな
りました。
実習器具については、在庫量も年間消耗量も不明で引き継
ぎました。また、化学系のことは全くの門外漢で、器具の名前
もわからず、破損器具を交換に来た学生に絵をかいてもらっ
たりしたこともあります。
実習機器の修理については、新たに、修理依頼票を作成し
て、依頼元に記入して戴くようにしました。故障の原因となる
ような取扱上の注意を使用者に喚起したりしました。故障原
因の確認の中で、原因不明で、保証期間をすぎていましたが、
メーカーが初期不良として無償で修理して下さったこともあ
りました。

前助手

春

野

富

枝

入試や薬演などの採点集計処理では、必要な速さで正確に
採点処理を実行することを心がけました。事前の十分な準備
やテストが必要です。
センター入試の変更に関しては、前年度の提供データから
当該年度用のデータをジェネレートして事前にテストを実施
し、本番に備えました。
私の仕事は、学内では、縁の下ともいうべき黒子のような存
在で、学生とのコンタクトも殆どなく、1人部署のため、若く
て志のある方には少し寂しい環境かもしれません。私にとり
ましては、将来を担う、優秀な若い学生たちの元気な姿の傍で
その息吹を感じながら勤務できたことは、とても楽しかったで
す。また、そのような中で、教室の忘年会に誘って下さった先
生方、退職された後、学校を訪れた際に面識もなかったのにお
声をかけて下さった先生方、とても嬉しく又励まされました。
ありがとうございました。
星薬科大学に奉職するきっかけを作って下さった生薬学の
故桜井信子先生に心から御礼申し上げます。
また、大過なく使命を全うできましたことは、教務担当の先
生方のご指導や教務部をはじめとする事務所の方々のご協力
のおかげと感謝しております。長い間本当にありがとうござい
ました。
これからも、よりよい未来を目指して、変革を続けていかな
ければならないことと存じます。星薬大のさらなる発展と教職
員の皆様方の御活躍とご健勝を心より願っております。

新任教職員紹介
やまうち

山内

り

え

理恵

くらの

助教

藏野

薬剤師教育研究部門
9月より薬剤師教育研究部門
の助教として着任致しまし
た。本学の薬剤師教育の更な
る発展に貢献出来るよう、精
進していく所存です。どうぞ
宜しくお願い致します。

たかはし

髙橋

しゅんすけ

俊介

ゆ

み

こ

由美子

課長

図書館
4月 に 採 用 さ れ ま し た。教
育・研究の基盤である図書館
が、より、皆さまのお役に立
てるよう、微力ながら精進し
てゆく所存です。どうぞよろ
しくお願いいたします。

まつい

職員

松井

総務部
8月1日付で総務部に着任致
しました。星一先生の『親切
第一』の精神に基づき、学生・
先生方の視点に立って職務を
遂行していきたいと思いま
す。よろしくお願いいたしま
す。

けいた

啓太

職員

教務部
8月1日付で教務部に着任致
しました。本学の発展に貢献
で き る よ う 努 力 を 重 ね、誠
心誠意業務に励みます。ご指
導 ・ ご鞭撻のほど、どうぞよ
ろしくお願い致します。
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「平成24年度日本食品衛生学会学術貢献賞」を受賞して
薬品分析化学教室 准教授

斉藤

この度、第103回 日本食品衛生学会学術講演会
（2012年5月10日；東京都）
にて、
「平成24年度日本
食品衛生学会学術貢献賞」を受賞いたしました。
このような栄誉ある賞を頂けましたことにたい

貢一
誘導体化LC分析法を開発いたしました。この方
法は、OPA試薬を移動相に含有させることで、
第一級アミノ基を持つ化合物をLCカラムの先端
部で蛍光誘導体化すると共に、分離 ・ 分析する

へん嬉しく思っております。受賞の対象となっ
た研究業績は、
「食品中のアミン類のオンカラム
蛍光誘導体化LC分析法の開発に関する研究｣と
いう方法論開発に関するものです。以下に受賞
研究の概略をご紹介させていただきます。
食品中のヒスタミンやポリアミンなど第一級
アミノ基を持つ生理活性アミン類の分析には、蛍光検出－
液体クロマトグラフィー (LC)のような高感度測定法が有用
とされています。しかし、これらの化合物の多くは蛍光誘
導体化を必要としており、従来のプレカラム法では、操作

という、｢一石二鳥｣を狙った方法です。本分析
法は、アレルギー様食中毒に関連したヒスタミ
ンやポリアミン類、鶏の筋胃潰瘍原因物質とし
て知られるジゼロシン、食品成分のタウリン、更
に動物用医薬品として用いられているコリスチ
ンなど、アミノ基を有する化学物質を対象とし
た簡便で高感度な測定を可能としました。
今回の受賞は、筆者がライフワークとして行ってきた微
量物質の高感度分析法の開発研究を評価していただいたも
のであり、星薬科大学薬品分析化学教室の業績としても評

が煩雑で反応生成物の安定性に問題があり、他方、ポスト
カラム法では、反応試薬溶液を混合するための複雑な反応
系システムを必要とするなどの問題点がありました。そこ
で、従来法の欠点を克服した新しい誘導体化法として、オ
ルトフタルアルデヒド(OPA)試薬を用いたオンカラム蛍光

価を頂いたものとして、大きな喜びを感じております。本
研究の遂行にあたりご支援を賜りました、中澤教授をはじ
めとしたスタッフ、大学院生および教室員の皆様方に深謝
いたします。

The 2012 International Early Career Physiologist Travel Awardを受賞して
機能形態学研究室 助教
Experimental Biology 2012 (EB2012)
(2012年4月21〜25日:於 サ ン デ ィ エ ゴ コ ン ベ
ンションセンター、米国)にて、標記award

松本

貴之
(NO)があり、内皮型NO合成酵素 (eNOS)は、リ
ン酸化等、様々な調節を受けておりますが、糖
尿病時における詳細な機序は未だ分かってお

を 受 賞 致 し ま し た。EBは、ASPET (The
りません。本研究は、これまで明らかとされ
American Society for Pharmacology and
て い な か っ たcalcium/calmodulin-dependent
Experimental Therapeutics), ASBMB (The
protein kinase II (CaMKII)とeNOSとの関連を、
American Society for Biochemistry and
2型糖尿病ラット胸部大動脈を用いて検討しま
Molecular Biology), ASN (American Society
した。本研究により、2型糖尿病ラット胸部大
for Nutrition), AAA (American Association
動脈におけるアセチルコリン誘発内皮依存性
of Anatomists), ASIP (American Society for
弛緩反応、NO産生、eNOS活性化の障害には、
Investigative Pathology), APS (American
CaMKIIシグナルの低下が関与し、これには、
Physiological Society), の6つ の 協 賛 学 会 か
CaMKII活 性 を 制 御 す るprotein phosphatase
84th APS President, Joey P.
らなる年次総会であり、標記awardは、APS
活性亢進が関与する可能性を見出しました。
Granger博士と筆者

部門のものであります。世界各国より、35
名の若手研究者が受賞し、アジア圏から選出された研究
者は少なく、日本からは私を含め2名でありました。受賞
対 象 と な っ た 研 究 は、
「Involvement of CaM kinase II in
impairments of endothelial function and eNOS activity in

本研究におきまして多大なるご支援並びに
ご助言を賜りました機能形態研究室鎌田勝雄教授、機能形
態学研究室小林恒雄教授、ご協力下さいました、田口久美
子博士、大学院生 ・ 卒論生の皆様に感謝致しますと共に、
EB2012での発表の機会を与えて下さった、大谷卓男理事

aortas of type 2 diabetic Goto-Kakizaki rats」
であり、糖尿
病性血管内皮細胞機能障害に関して、我々が機能形態研究
室時代から継続して行ってきた研究であり、本受賞は、私
のみならず研究室のこれまでの研究の積み重ねが評価され
たと思い、大変感激しております。
血管内皮細胞由来因子の代表的なものに、一酸化窒素

長、田中隆治学長、教授会の先生方に心より御礼申し上げ
ます。最後になりますが、ここに謹んで、研究をこよなく
愛し、私を研究者への道に導いて下さいました鎌田勝雄教
授に衷心より感謝の念を捧げますとともに、安らかなるご
冥福をお祈り申し上げます。
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日本依存神経精神科学会奨励賞を受賞して
薬品毒性学教室 助教
平成24年度日本依存神経精神科学会奨励
賞を受賞いたしました。本奨励賞は、2012年
6月9–14日に米国で行われた2012年度米国薬
物依存問題学会年会での発表を支援するもの
で、私も
「Effects of chronic treatment with
alcohol on the morphine-induced rewarding
effects」の演題で発表いたしました。以下に
その発表内容を簡単に説明させていただきま
す。
麻薬性鎮痛薬であるモルヒネは、各種疼痛
に対して著効を示すことから、日本においても広く使
用されています。一方、アルコール依存症の既往歴の
ある患者は、慢性疼痛治療にモルヒネなどの医療用麻
薬を使用すると依存のリスクが高まると言われていま
す。本研究では、このようなアルコールとモルヒネの
相互作用について行動薬理学的および生化学的観点か
ら検討を行いました。
まず、アルコール慢性処置によるモルヒネによる精
神依存形成能の変化について検討したところ、アル

芝崎

真裕

コール慢性処置群では対照群に比べ、モルヒ
ネによる精神依存形成の増強が観察されまし
た。また、アルコールを慢性処置した条件下
では、精神依存形成に重要な脳部位である腹
側被蓋野領域でのμ-オピオイド受容体機能
の増強が認められ、さらに、μ-オピオイド
受容体機能を調節するGRK2蛋白質量の有意
な増加が認められました。したがって、アル
コール慢性処置は、腹側被蓋野領域において
GRK2を介したμ-オピオイド受容体の機能増
強を誘導し、モルヒネの精神依存を強めると推察され
ます。
日本におけるアルコール依存症患者は230万人とも
いわれており、様々な関連疾患や併存疾患が問題とな
ります。今後も依存症や関連する疾患の原因解明およ
び治療法開発の一助となるよう、より一層依存 ・ 嗜癖
研究に貢献出来るように研究を遂行したいと考えてお
ります。

卒論生学習室の整備について

前学生部長 上田

薬学6年制の進捗に伴い、在学生数も従来の1.5倍に
近づき始めた平成22年頃より、各教室 ・ 研究室に卒論
生が2学年分配属される状況に直面して教員の間でも
卒論生の居場所の確保が話題になり始めました。
それと同時に、試験が近づくと図書館の閲覧席並び
に学習室、そして新設百年記念館の学生ホール等至る
所が試験勉強の学生で満ちあふれる様子が見られ、学
生からも学習室増設の要望と臨時開放の一般講義室の
日曜祭日の開放、それらの時間の延長等の様々な要望
が学生部へ寄せられていました。
学生部として種々検討し、女子学生が多いとの特殊
性から不審者対策等安全の確保を考えた上で、講義室
の開放等を当面の対策として行ってきた経緯がありま
す。
そこで、当時の教務部長である辻勉先生と共に、大
切な国家試験を控えた高学年生が落ち着いた環境で受
験勉強及び卒業論文等の纏めが出来るような学習室を
計画し大学に要望いたしました。
云うまでもなく、この整備は低学年の学生にとって
も試験勉強環境の混雑緩和にもなると考えました。
幸いにも理事会から優渥なるご判断を戴き計画の許
可が得られましたが、整備候補場所が1年生のロッカー
室として使用していた関係上、それらの移動先の床の
耐震診断に時間がかかり、完成 ・ 運用開始はほぼ平成

晴久

23年 度 末 に な
りました。
平 成24年 度
より本格運用
が始まってお
りますので、5、
6年生を中心に
十分に活用し
ていただけれ
ばと考えてお
ります。
新学習室は「卒論生学習室1・2・3」と名付けられ、本
館の3階に位置し、40㎡、35㎡、86㎡の隣接3室からなり、
総面積は161㎡の広さがあり、写真で見る通りの個人別
仕様の総計96席からなっています。夜間開放も考えて、
防犯カメラも設置してあります。現在は午前9時から午
後8時まで使用できますが、今後の運用実績に基づいて
開放日 ・ 使用時間等は学生部委員会等で検討改定され
ると思いますので、学生の皆さんは遠慮なく要望され
ればと思います。
大学として勉学の環境整備には鋭意取り組んでいき
ますので、今回の整備を契機に学生の皆さんがこれま
で以上に勉強に励まれることを念願しております。
（薬品物理化学教室教授）
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田中隆治学長就任パーティー開催報告
平成24年4月1日付けで星薬科大学学長に就任した田中隆
治先生の就任パーティーが4月25日
（水）五反田のTOCビル
13階特別ホールにて開催されました。
当日は、平日の夜にもかかわらず、役員、評議員、教職員
を始め、学内外から240名を超える方々が参加されました。
開宴に先立ち、大谷卓男理事長、田中学長及び大谷利勝
副理事長が会場入口で参加者をお迎えされました。司会は
小池康夫事務局長が務めました。大谷副理事長による開
右から大谷理事長、
田中学長、
大谷副理事長

宴の挨拶の後、大谷理事長及び田中学長が挨拶をされまし
た。続いて、中嶋暉躬前学長、濱野健品川区長、山田康之京
都大学名誉教授及び中村信一金沢大学学長が祝辞を述べら
れ、髙山幸三教授による乾杯の発声の後、歓談となりまし

最後に大谷理事長、田中学

た。会場内には、田中学長が前職のサントリー㈱時代に開

長及び榎並洋介常務理事

発に成功し、今回サントリーホールディングス㈱から贈ら

が会場出口で参加者をお

れた
「青いバラ」の花束が展示され、参加者は一緒に記念撮

見送りされ、盛会裏に終了

影をされていました。閉会の辞は佐竹正子理事が述べられ、

いたしました。 （総務部）

教室紹介

機能形態学研究室
論文発表を行っています。また、様々な薬物、栄養食品などを

星薬科大学機能形態学研究室は、医薬品化学研究所4階にあり
ます。残念なことに前任の星薬科大学教授

鎌田勝雄先生は、

慢性的に投与し、これまで明らかとされていなかった、血管に

平成23年4月30日病気療養中のところ逝去されました。平成24

おける有効な新規作用を見出すことに成功しています。また新

年4月より小林恒雄教授と松本貴之助教のスタッフ2名、大学院

たな創薬的なターゲットとして、血管内皮細胞機能を改善する

博士後期課程2名、学部学生29名が所属し、鎌田先生の意志を引

ことによる糖尿病性血管合併症の新規治療方法を提案し、今後、

き継ぎ、スタートを切りました。学部の講義は、
「人体の基本構

インスリン抵抗などの糖代謝異常に対する治療的側面からも展

造
（1年次）」、
「細胞の構造と機能（1年次）」、
「生体の機能調節
（2年

開させていこうと思っているところであります。
機能形態学研究室は、教員、大学院生、学部学生が、フラット

次）
」
「
、バイオスタティスティクスの一部（4年次）」、を、学部の

な関係を築きながら互いがディスカッションを行い、研究を遂

実習は、
「生物系実習II（2年次）」を担当しています。
研究テーマは、
「生活習慣病病態時における血管機能障害のメ

行しているところです。時には、失敗を繰り返すこともあり、学

カニズムの解明ならびにその治療戦略の確立」を掲げ、特に、生

生は、多様化する病態を理解し、困難な研究を遂行しながら、よ

活習慣病の中の一翼である糖尿病病態時における血管機能障害

く考え、解析し、真実を見極める能力を養い、自己の能力や学習

に焦点を絞り研究に取り組んでいます。血管と聞いて、酸素や

状態を評価しつつ成長しています。本研究室は、この様な人材

栄養を送る血液が通っている「単純な管」のイメージを持たれる

育成を視野に、研究を進め、実社会に出てそれらを発揮出来る

方が多いと思います。しかし実際は、血管内皮細胞や平滑筋細

ように教育を行っています。まだまだ歴史や伝統が浅いですが、

胞を始め、様々な細胞によって構成され、全身の臓器組織の血

生活習慣病、糖尿病と言ったポピュラーな疾患を通じて、薬学

管部位によってその機能、構成が異なっていることが知られて

部ならではのオリジナリティーあふれる創造的思考を高める人

います。また、糖尿病患者は近年急増していますが、血管は全身

格の形成、人材育成が出来るように、日々成長している研究室

に隈無く走行していることを踏まえると、糖尿病性合併症の発

です。 （教授

小林恒雄）

症 ・ 進展メカニズムを考える上で、血管に着目することは、非
常に意味のあるものであり、今後ますます研究が展開されてい
くことが期待されます。実際の研究は、生活習慣病モデル動物
を用いて、様々な部位の血管を摘出し、生理学 ・ 薬理学的手法
を主軸として、分子生物学、細胞生物学、生化学的手法も駆使し
て、血管機能障害メカニズムを明らかにすることです。鎌田先
生より引き継いだ和気あいあいとした雰囲気から、チーム一丸
となって日夜研究に取り組んでおり、研究成果は、スタッフ、大
学院生、卒論生とも国内外の学会にて発表し、海外の一流誌に

前列左から、5人目小林教授、6人目松本助教
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最 新
●水泳部

ています。去年の春、今年の春、共にリーグ戦ではあと一

私たち水泳部は、毎週火曜と金曜に練習があり、プール

歩届かず決勝トーナメントに進むことができておりませ

はいつでも使用することができるので毎日泳ぐこともでき

ん。しかし、現部員は、少しでも上達しようと日々練習を

ます。春には新歓があり、夏には合宿で皆で実力の向上を

行っています。これからの大会ではよりよい成績が残せる

図ります。他校との交流も盛んで、他校を招いたり逆に他

と思います。もうすぐ四十五周年を迎える弓道部の応援を

校に赴き試合をします。

よろしくお願いします。

部員は男子13人、女子15人の計28人で、仲よく和気藹々
●バドミントン部

と活動しています。引退されたOB、OGの方々とのつなが
りも強く、試合や合宿にも来て下さいます。

私達バドミントン部は、3年生15人、2年生11人、1年生

これからも一丸となって練習に励み、より良い成績を残

17人の計43人で毎週火水土の3回練習を行っています。春

せるように頑張っていきたいです。

には新歓、夏には合宿などがあり、経験者がやさしく教え
てくれるので、楽しく技術を身に付けることができます。

●弓道部

また、他校との練習試合も定期的に行っています。大会は

弓道部は、春 ・ 秋に行われる関東医歯薬リーグ、また昭

春と秋の年2回、関東薬学連盟バドミントン大会がありま
す。今年の春は男子個人戦シングルス3位、ダブルス優勝、

和大学、北里大学とも親善試合を行い、互いに切磋琢磨し

−43−

星薬科大学報第76号（平成24年9月）

●フットサリスタ

男子団体戦3位と成績も良く着実に実力をつけている部活

私達フットサル部は、毎週土曜日に練習を行っています。

です。秋の団体戦と新人戦まで、春薬連の反省を生かして
練習していきます。これからも部員みんなで力を合わせ、

今年は、新1年生を42人迎え、部員の数は100人を超えまし

技術を向上させ、よりよい成績を残せるように頑張ってい

た。活動は週1回の練習に加え、春の新歓や、夏と冬の合宿

きたいと思います。

などがあり、楽しく活動をしています。
大会成績としては、学生から社会人の方まで参加してい

●バレーボール部

るフットサル大会において、好成績を収めています。また
大会以外にも、北里大学など他大学のフットサルチームと

私たちバレーボール部は毎週火、金曜日の週二回練習

練習試合をして、交流を深めています。

をしています。現在、部員は男子13人 ・ 女子12人 ・ マネー

写真は昨年の夏休みに静岡県の修善寺で合宿をしたとき

ジャー 3人の計28人で活動しています。大会は年に五回あ

のものです。

り、昨年は秋季関東医歯薬連盟バレーボール大会優勝 ・ 春
季関東薬学連盟バレーボール大会準優勝などの輝かしい成
績を収めることができました。
これからも、さらに好成績を収められるようにチーム一
丸となって頑張っていきたいと思います。
●剣道部
私達剣道部は、3年生6人、2年生8人に加え、1年生6人が
入部し、合計20人で楽しく活動しています。毎週月曜日と
金曜日に稽古を行い、技能の向上を目指しています。また、
全日本薬学生剣道大会など、大会に積極的に参加し、日頃
の稽古の成果を発揮しています。5月には、東京薬科大学、
明治薬科大学との交流試合を行い、今年度は主幹校を務め

●軽音楽部
軽音楽部では、新たに30人の1年生を迎え、総勢70名で活

ました。部員同士だけでなく、他大学との交流も深めるこ

動しています。8月には合宿も行い、現在は星薬祭での演

とができました。今後も楽しく積極的に活動し、お互いを

奏に向けて、一生懸命練習に取り組んでいます。また、昭

高め合っていきたいと思います。

和大学との合同の演奏会や、お互いの演奏会に招待しあう
など、他大学との交流も積極的に行っています。今後も練

●ダンス部

習を積み重ね、技術を向上できるように、部員一丸となっ

ダンス部は今年、新1年生を29人迎え、総勢65人で楽しく

て全力で頑張っていきたいと思います。

活動しています。主な活動内容は4月の新歓公演、新1年生
が初めて踊る6月公演、星薬祭で行われる薬祭公演、12月

●エトワール・アンサンブル部

のクリスマス公演の計4回の公演とそれに向けての練習で
す。また、夏にはダンス合宿、冬にはスノボ合宿が行われ、
1年を通して活動しています。部員のほとんどが初心者か

現在エトワール・アンサンブル部は、3年生16人、2年生
33人、1年生20人の計69人で、年2回の部内演奏会と星薬祭
などに向けて楽しく活動しています。部員が増え、演奏で

ら始め、経験者や先輩に指導してもらい、部員一丸となっ

きる楽器も増えたので、幅広い音楽を演奏できるようにな

て日々ダンスの実力を高めあっています。

りました。経験者の部員はもちろん、大学から楽器を始め

写真は昨年のクリスマス公演のときのものです。

た部員も一生懸命練習して上達してきています。今後も、
演奏している人も聴いている人も楽しい音楽を目指して、
部員全員で仲良く活動していきます。
●漢方研究部
私達漢方研究部は4月から新入生を加え、総勢60名を超
える部員が、森田先生の指導のもと活動を行っています。
春秋には大学内の薬草園見学を行ったり、実際に葛根湯や
紫雲膏などの漢方薬作りを行っています。
また、現在は秋に開かれる全漢連や星薬祭での発表に向
けて準備を重ねています。
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