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星薬科大学の伝統を継承する

星薬科大学学長

本学に赴任し、1年が経過しようとしております。あ
らためて本学の歴史を感じ、本学の教職員の弛まぬ研
鑽と教育・研究活動に支えられ、益々、医療機関、薬局、
研究機関、公的機関、企業から高い評価をいただき、社
会から期待される薬科大学になってまいりました。
明治時代を代表する哲学者、天野貞祐先生が「伝統と
創造」
の中で述べられている名言として、創造のために
は伝統を破壊、あるいは否定しなければならないとい
う考えがある。しかし、伝統に従いつつ、伝統を乗り
越えていくことこそ、創造を生み出す王道である。
「伝
統なき創造は盲目的であり、創造なき伝統は空虚であ
る」、この言葉をもとに本学の将来の歩みを考えると
き、まさに建学の精神である星薬科大学の目指すもの
は
「薬学を基盤にした世界に貢献し得る人材育成の揺
籃」でなければならないと考えています。本学の果たし
てきた研究 ・ 教育の歴史を考えるときに、他の大学 ・
研究機関には見られない研究領域を一層、強化してい
く必要を感じております。例えば、今日において「緩和
医療薬学」といえば星薬科大学といわれるほど高い評
価を得ています。文部科学省の学術フロンティアにも
採択され、さらには
「現代人の抱える疾患による脳高次
機能変化に関する薬学研究」の研究に発展し、私立大学

田

中

隆

治

戦略的研究基盤形成支援事業にも
採択され、その成果はがん患者の
療養生活の質の向上、また在宅に
おける緩和医療の充実をはかるた
めのモルヒネなどの医療用麻薬の
適正使用の拡大により、緩和医療
における薬剤師の役割の重要性を
示し、今後、医師、薬剤師、看護師
の連携の必要性と薬剤師が専門性
を高めていく必要性を明らかにし
てきました。また血管内皮機能と疾患との関係、薬効
効率を上げる薬剤化学、安全と安心を保証する薬学分
析化学の研究領域においても日本の拠点研究機能の役
割を果たしてきました。今後さらに伝統に支えられた
本学の研究教育の使命、役割に対する要請はますます
高まるばかりであり、次世代を担う創薬研究開発者、
医療人、薬剤師を育成することを目指していかなけれ
ばなりません。そのためには本学の教職員、卒業生、揺
籃会の強い連携が必要であり、星一先生が人の育成の
基本理念として挙げた「親切第一」の精神を再度確認
し、本学の教育研究活動を牽引してまいります。ご支
援よろしくお願い申し上げます。

品川区と相互協力に関する協定を締結して
星薬科大学と品川区は、地域社会の発展及び教育 ・
研究等の充実に寄与することを目的とした相互協力に
関する協定を平成24年10月25日に締結しました。星薬
科大学は、明治44年に現在の品川区西五反田に設立さ
れた星製薬株式会社の社員教育部門を起源とし、平成
23年にこの品川の地で創立100年を迎えました。
星薬科大学と品川区は、これまでも公開講座や文化
イベントの開催などを通じて、地域社会の発展のため
の協力関係を築いてきました。品川区との共催で平成8
年度から実施している公開講座は、本年17年目を迎え
ました。現在は、講義と薬用植物園等の案内から成る
「薬草見学会」や、本学学生も授業の一環として受講す
る
「シンポジウム」等を開催し、幅広い年齢層の方に、
毎回多数参加いただいています。平成23年には、品川
区との共催で小林研一郎氏指揮による創立100周年記
念チャリティーコンサートを開催しています。当日は、
区立中学校2校の生徒の皆さんも一部曲目で合同演奏
し、1,800名定員の会場はほぼ満席となりました。その
他、防災に関する協定の締結等、様々な分野で星薬科
大学と品川区は協力しています。
調印式には、本学からは田中隆治学長及び薬剤師生
涯学習支援室長の亀井淳三教授、品川区からは濱野健

区長等が出席され
ました。田中学長と
濱野区長は、星薬科
大学と地元企業と
の産学連携や、地域
社会の環境改善、技
術立国日本の将来
を担う子供たちの
理科離れを防ぐイ
田中隆治学長（左）と濱野健区長
ベント開催など地域社会の発展に向けた取り組みにつ
いて話し合いました。
今回の協定締結の一環として、平成24年11月24日
（土）には、区内の小 ・ 中学生、高校生も対象にした第1
回区民公開講座「薬学っておもしろい！バイオってお
もしろい！」を品川区との共催により開催しました。当
日は約500名の参加者があり、実験イベントの会場等で
子供たちの歓声が聞こえました。
この協定の締結を機に、地域社会の発展へ向けたさ
らなる協力関係の推進が期待されます。
（薬剤師生涯学習支援室長 亀井 淳三、総務部課長補佐
佐藤 史朗）

−2−

星薬科大学報第77号
（平成25年3月）

第1回星薬科大学区民公開講座の開催について
平成24年11月24日
（土）
、第1回星薬科大学区民公

の学生たちの説明に真剣に耳を傾けて下さってい

開講座「薬学っておもしろい！バイオっておもしろ

た来場者の皆様の姿が印象的でした。

い！～ 21世紀は生命科学の時代～」
を、品川区およ

薬草園では、1000種類の薬草の中から学生たち

び品川区教育委員会の共催のもと開催致しました。

が選んだ薬草のスタンプラリーを実施。学生たち

本学と品川区は、教育、文化、生涯学習などに関

の薬草解説を楽しみながら見学して頂きました。

する講座やイベントを共同で開催するなど関係は

歴史資料館では、

深く、昨年10月には「地域社会の発展を目指した協

野口英世が使用し

力についての協定」を締結し、地域コミュニティの

た顕微鏡など、創立

活性化に向けた取組の充実を図る中、本区民公開

者星一や本学100年

講座はその一環として企画したものです。

の歴史を広く紹介

品川区の小中学生や高校生、品川区民、在勤者の

することができ、参

皆様をご招待し、薬学という学問の無限の可能性

加者の方は
「近所に住んでいるのに、こんなに歴史

をご紹介するとともに、バイオの不思議など身近

的に貴重なものがたくさんあるなんで知りません

に溢れる生命科学を感じてもらい、生命科学を含

でした」
と新たな発見を喜んで下さいました。

む幅広い科学的知識に興味を持ってもらおうと
「科

また、茶道部のティーサロンや、ダンス部のダン

学リテラシー」の入門講座として開催いたしまし

スパフォーマンス、エトワール ・ アンサンブル部

た。

の演奏などをとおして、
“ 大学ってとっても楽しい

当 日 は、 約300名

ところ”だということも子どもたちに伝えることが

の来場者の皆様を、

できたのではと思います。

ボランティアの学

来場者の皆様の

生150名と教職員で

アンケートの感想

お迎え致しました。

で一番多かったの

講演会に先立ち、

が、
「楽しかったで

主催者田中学長挨拶に続き、共催である品川区長

す。ありがとうござ

濱野健様よりご挨拶を頂きました。

い ま す。
」と い う 感

公開講座は、田中隆治学長の「青いバラの開発を

謝の言葉と、
「 学生さんがもの凄く親切で感心しま

目指して」と題した講演を実施。遺伝子組み換え

した」
「学生が大変親切で対応が良かった」と各会場

植物として日本で初めて認可された青いカーネー

のあるいは案内係の学生たちへのお褒めの言葉で

ションの開発から、世界初の「青いバラ」の開発の

した。実行委員会一同、喜びを感じるとともに大変

成功にいたるまで、新しいバイオ技術で夢を実現

誇りに思います。

していくお話を伺いました。

最後になりますが、本区民公開講座を開催する

実験アトラクション会場では、学生が企画実演

にあたり、教職員の皆様、大学院生、学部学生の皆

する実験アトラクションを、白衣を着用した子ど

様に多大なるご協力を頂きましたことに深く感謝

もたちが興味深げに説明を聞いたり、実験を体験

申し上げますと共に、今後も、
「社会貢献、地域貢献

したり、
「来てよかった」と目を輝かせながら実験道

事業」として継続して開催してまいりますので、引

具に触れていました。

き続き教職員の皆様はじめ、大学院生、学部学生の

第2新館での聴診器体験では、聴診器を使用し心

皆様のご協力をどうぞ宜しくお願い申し上げます。

臓や肺の音を体験するご家族の皆様の嬉しそうな

CWD委員会副委員長 渡邊 明美

笑顔や、実習室、無菌室、モデル薬局見学では、大

（文責：区民公開講座実行委員会委員長、CWD委員

学の高度な薬学教育を支える施設に接し、案内係

会委員長 亀井 淳三）
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中国・浙江工業大学と学術交流協定を締結して
安は良いように感じられました。
訪問初日は、本部の置かれたキャンパスを訪問し、
薬学の研究棟を中心に見学をした後、副学長、薬学部
教員、国際交流担当者等との会談が行われました。会
談では、アジアにおける学術交流推進の重要性を双方
が確認し、今後の両校の具体的な連携分野について意
見交換が行われました。
2日目は、工学系、文科系の学部が置かれた広大な新
キャンパスを訪問し、地下1階、地上7階建のドームのあ
る図書館や学生食堂等を見学しました。同大学は全寮
制で、学生食堂には地方料理やアジア各国のメニュー
コーナーが独立して設けられるなど充実した内容が印
象に残りました。新キャンパスでは、留学生や外国人
研究者のための宿泊施設を備えた国際交流センターの
建設計画が進捗しており、同大の国際交流に関する積
極的な取り組みの一端を知ることができました。
今回の協定締結及び訪問を機に、今後の両校の学術
交流の推進が期待されます。
（国際学術交流委員長 亀井 淳三、総務部課長補佐 佐藤
史朗）

本学は、中国にある浙江工業大学と平成24年11月6日
に学術交流協定を締結しました。海外の大学との協定
締結は計8校となり、中国の大学としては北京大学に続
き2校目となります。
協定の内容は、他の締結校と同様に、教職員の相互
派遣及び大学院生の交換留学を中心とし、費用につい
ては相互の自己負担を原則としています。
協定の調印のため、田中隆治学長、国際学術交流委員
長の亀井淳三教授及び同委員の築地信准教授、佐藤史
朗総務部課長補佐が同大学を訪問しました。調印に先
立ち、平成24年5月には、浙江工業大学から沈寅初名誉
学長、盛頌恩副学長等6名が本学を訪問されています。
浙江工業大学は、上海市の南に位置する浙江省が設
置した大学で、省都である杭州市に所在し、3つのキャ
ンパスに22の学部、2つの部門、約3万名の学生を有す
る総合大学です。杭州市は、市内に高層ビルが立ち並
び経済的に発展している一方、中心部に風光明媚な世
界遺産の湖もある観光都市です。訪問時は、尖閣諸島
問題で日中間の緊張が高まっていましたが、市内の治

台湾・嘉南薬理科技大学学生の研修受入れについて
本学が学術交流協定を締結している台湾の嘉南薬理
科技大学から、2、4年生を中心とした学部学生14名が、
研修のため平成24年8月27日から9月1日の日程で本学
を訪問しました。海外の学部学生の研修目的の受入れ
は今回が初めてです。
初日は、国際学術交流委員及び8つの受入教室・研究
室の教員・学生との顔合わせが行われ、夜には教職員、
学生約200名の参加の下、新星館ステラで歓迎会が開催
されました。国際学術交流委員の築地信准教授の司会
の下、田中隆治学長の中国語による歓迎の辞、両大学
学生の代表による挨拶、質問コーナー等、終始和やか
な雰囲気で会は進行しました。今回が初めての来日と
いう学生がほとんどで、当初は緊張した面持ちでした
が、歓迎会では本学関係者との交流を楽しんでいる様
子でした。
滞在中は、各受入教室・研究室において、研究テーマ
のミニ講義、実験体験、情報交換等が行われた他、学内
施設の見学等を行いました。また、先方の希望により、
川崎市立川崎病院の協力を得て、病院薬剤部の見学会
も催しました。滞在最終日は自由行動の日とし、お台
場や東京タワーへ案内しました。学生達は、思い思いに

写真を撮ったりお土産を買ったりして、束の間の東京
観光を楽しんでいました。本学訪問の後、学生一行は次
の訪問先である東北薬科大学へ移動して行きました。
5泊6日の短い滞在でしたが、本学学生にとっても外
国語を使ってコミュニケーションを取る貴重な経験と
なり、ささやかな国際親善も達成されたものと思われ
ます。最後に、今回の研修に協力して下さった受入教
室・研究室、語学力を生かし台湾学生をサポートしてく
れた薬物治療学教室所属の4年生楊立哲さんを始め、多
数の教職員、学生の皆様に御礼を申し上げます。

（国際学術交流委員長 亀井 淳三、総務部課長補佐 佐藤
史朗）
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昨年2012年10月、薬品製造化学

平成24年10月1日付けで、星薬科

教室教授に着任しました。日本の

大学特任部長を拝命し、本学にお

有機合成化学をリードされてき

世話になることになりました。

た本多利雄先生の後任ということ

どうぞよろしくお願いします。

で、身の引き締まる思いです。

大学を取り巻く環境の変化に伴

米国留学期間を除けば1964年に

い、研究 ・ 教育にかかわる外部競

東京で生まれて以来、東京での生

争的資金の導入・活用による研究・

活を続けることになります。私は、

薬品製造化学教室
教授か ず ゆ き
す ぎ
た

杉 田 和 幸

1987年に東京大学薬学部
（薬化学

教育の推進・充実が求められる中、

特任部長

教室首藤紘一教授）を卒業後、第
一製薬
（現第一三共）へ就職し、β

や す

じ ま

あ き

その支援の一端を担うことが職務
た か

安 嶋 章 隆

-ラクタム系抗生物質、キノロン系

合成抗菌薬、トポイソメレースIV阻害薬、スクアレン合成

です。特に、公私の外部資金の申
請を効果的に支援することを主

に、特命事項などを担当します。

酵素阻害薬およびPI3K阻害薬等について創薬化学研究を

神戸に生まれ、非常に単純な経歴ですが、材料科学専攻

行いました。この間、1992年から1994年まで、東京大学薬

にて博士取得卒業後、多角的に事業を展開する企業である

学部薬品合成化学教室柴崎正勝教授
（現微生物化学研究所
副所長）のもとへ留学し、発がんプロモーターとして知ら

旭化成に入社し、新事業 ・ 新製品創出のための本社研究開

れるホルボール類縁化合物の合成と生物活性に関する研究

発を一貫して進めてきました。

を実施し、学位を取得しました。また、2000年から1年半の

探索基礎研究から開発、実用化、商品化、技術移転など

間米国スクリプス研究所へ留学し、K.… C.… Nicolaou研究室

の一気通貫の研究ステージ、並びに現場の研究者そして本

において、天然有機化合物Apoptolidinの全合成と超原子価

社の研究管理者としての役割を体験してきました。

ヨウ素を用いた新規反応の開発を行いました。2009年に東

その間、研究戦略策定、ステージゲートシステムによる

京大学分子細胞生物学研究所へ准教授として赴任した際に
は、新規抗HCV薬の探索、マルチターゲット創薬の提案、
機能性分子の合成等の研究を行いました。

研究テーマ進捗管理、産学官連携、国内外外部技術導入な
どの研究マネージメント。退職後は、国の研究資金配分機

今後は、これまでの経験より習得した知識を活用し、最

関である科学技術振興機構
（JST）にて、産学官連携にかか

新の知見を加えてさらに発展させ、アカデミアの創薬とし

わる競争的研究資金事業の研究テーマ採択・進捗・評価な

て期待されている難治性疾患の治療薬等の開発を目指した

どでの支援管理業務を体験しました。

創薬化学研究や、生物学的機能の解析や生命現象の解明に

このたび、本学にお世話になることで、産官学のすべて

寄与する小分子の効率的合成等に取り組み、薬学の発展に

で仕事をする機会に恵まれ、その知見を活かしていきたい

寄与したいと考えております。

と思っています。

昨年、薬学六年制の学生がはじめて社会に巣立っていき
ました。六年制を卒業した薬剤師には、より質の高い知識、
技能が期待されています。私は、より質の高い薬剤師を育

先ずは、科研費などの競争的研究資金への申請支援に際
し、研究者の皆様とコミュニケーションを図り、本学の研
究内容 ・ 体制などの枠組み把握を進めつつ、研究者並びに

てるために、構造式の違いを認識した上で、薬剤プロファ
イルの相違を医師や患者に対して説明できる能力を身につ

研究チームによる産…学官連携などでの効果的外部資金導入

けさせることを目指して、教育に取り組む所存です。薬剤

の支援活動へ展開・結実させていきたいと思います。

分子はもちろん、生体内物質も生理作用の違いはすべてそ

私事ですが、特別な趣味は無く、散歩というよりは、目

の化学構造の違いに由来しますので、然るべきでしょう。

的地までの概略経路を最初に地図で確認した後は、見知ら

また、四年制の創薬化学科の学生に対しては、産業界か

ぬ土地を道に迷いながら歩きに歩き、色々と考え事をしな

ら求められる高い合成能力を培うために天然有機化合物の

がらたどり着くことを楽しんでいます。

全合成を基本として、これまで習得してきた創薬化学研究

今までは、習い事などしたことはなかったのですが、2

のノウハウを教授し、世界の創薬をリードできる研究者を

年前からコントラクトブリッジと俳句を始めています。

育成することが目標です。

末筆とはなりますが、年齢を感じさせることなく、本学

末筆になりましたが、微力ながら星薬科大学の益々の飛
躍に貢献できるよう努力したいと考えております。今後と

での仕事に努め、皆様に色々と教えていただくとともに、

も皆様のご支援、ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

お役にたてればと思っています。
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2012年度日本分析化学会学会賞を受賞して
薬品分析化学教室 教授
2012年9月20日に開催された日本分析化学会第61年会（金
沢）におきまして、標記学会賞を受賞し、
「生活関連化学物
質の微量分析法に関する研究」というタイトルで受賞講演
をさせていただきました。日本分析化学会の筆頭副会長と
して学会運営に奔走していた、2008年夏、大学で脳梗塞に
見舞われて戦線離脱、学会理事会はじめ関係者に多大のご
迷惑をおかけしてしまいました。無縁と思っていました学
会賞の受賞は本当に嬉しく思っています。受賞対象の研究
の一部をご紹介させて頂きます。
1．高感度分析法の構築と分析値の信頼性確保
生活関連化学物質の精度の高い微量分析法を構築するに
あたり、閉鎖系のオンライン試料前処理操作による
「カラ
ムスイッチングー固相抽出システム」を構築しました。そ
の結果、測定環境からのコンタミネーションが回避されま
した。この手法を適用して有機フッ素系化合物のヒト血液
を分析、国際精度管理プロジェクトに参加、構築した分析
法の精度を検証しました。
2．危害化学物質のヒト生体試料の分析とリスク評価
社会的関心の高い残留農薬、内分泌かく乱化学物質等の
生活関連化学物質の生体影響については低用量問題等が未
だに十分に解明されていません。この微量危害化学物質の
リスク評価を実施するには高感度かつ精度の高い分析法で
ヒト暴露量を評価する必要があります。LC/MS、LC/MS/
MS、LC-TOF/MS等の機器分析を駆使して、内分泌かく乱
化学物質等の微量危害化学物質のヒト生体試料
（血液、母

中澤

裕之

乳、尿等）の分析に取り組みまし
た。研究成果を国内外の学術雑誌
に積極的に発表し、社会にその成
果を公表しています。
3．レギュラトリーサイエンスを
支える分析化学の構築
科学技術の成果を人と社会と
の調和の上で最も望ましい姿に調整するための評価科学と
してレギュラトリーサイエンスが薬学領域で注目されてい
ます。この分野における安全性評価として
「分析化学」を展
開してきました。
特に医療用具に使用されている可塑剤の研究では紫外
線、γ線照射によるDEHP等の溶出挙動、動態を明らかにし
ました。その研究成果は厚生労働省の「医薬品・医療用具等
安全性情報第182号（2002）」に反映されました。妊婦、新生児
等がポリ塩化ビニル製医療用具を使用する場合、脂溶性薬
剤の使用を避け、代替可塑剤の使用等を推奨しています。
日本分析化学会は理工系出身者が主流で、私大 ・ 薬学人
が学会賞を受賞することは厳しい状況にあります。受賞対
象になった研究は本学に着任してからの研究成果ですの
で、誇りに思っています。これは優秀なスタッフと学生に
恵まれたこと、研究の機会を与えて頂いた大谷卓男理事長
のご配慮と東京大学薬品分析化学教室の大先輩である、南
原利夫学長、中嶋暉躬学長のご指導の賜物です。関係者に
心より御礼申しげます。

クロマトグラフィー科学会 「学術特別貢献賞」を受賞して
薬品分析化学教室 教授

中澤

裕之

する因子を検討しました。細
胞電気泳動法等を駆使して検
討、細胞表面の荷電が大きく
寄与することを明らかにし
ました。この研究が注目され
て、東京都臨床医学総合研究
所に研究員として就職しまし
た。
「放射性核種のガン細胞へ
の集積機構の解明」をテーマに癌細胞の分離に水性二相分
配系を活用しました。1年後、米国NIH ・ NCIに留学、3年
間Dr. N. R. Bachurの指導のもと、抗がん剤の代謝研究
（抗
がん剤のフリーラジカル生成、活性酸素種の生成、代謝物
の同定等）に従事しました。NIHの伊東先生との共同研究
が実現し、CCCによる抗がん剤代謝物や生理活性物質の単
離、精製、尿中からの抗がん剤の連続抽出等を行いました。
1981年、厚生省 ・ 国立公衆衛生院に入り、行政研究を行う
中で動物用医薬品、肥育用ホルモン剤等の分析にHPLCを
導入して、残留分析法を発表しました。その一部は公定法
に採用されました。さらに食品中の汚染化学物質（農薬、食
品添加物等）や生理活性物質の分析にもHPLCを展開し、衛
生行政に大きく貢献しました。
1995年、星薬科大学に移ってから、GC/MS、LC/MS、
LC/MS/MS、LC-TOF/MS等を研究室に導入して、ヒト生
体試料（血液、尿等）や河川水等の危害化学物質（可塑剤、有
機フッ素系化合物、アルキルフェノール等）を分析しまし
た。このようにクロマトグラフィーは私の研究生活を支え
てくれましたが、行政を通じて国民の健康に資する科学―
レギュラトリーサイエンスの一翼を担って今後も衛生化学
分析において活用されるものと期待されます。

2012年11月15日にクロマトグラフィー科学会が主催する
第23回クロマトグラフィー科学会議において標記学術特別
貢献賞を受賞し、
「衛生化学分析へのクロマトグラフィーの
展開」で受賞講演を行いました。この科学会はクロマトグ
ラフィーのハード
（カラム充填剤や周辺機器等の開発）
、ソ
フト（クロマトグラフィーを用いた新規手法やクロマト理
論の構築等）
両面での学術研究が発表されています。
科学会の
「学術特別貢献賞」は過去に3人の方が受賞され
ていますが、いずれもクロマトグラフィーの大家です。今
回の受賞は2004年にキラルクロマトグラフィーを展開した
大井尚文先生以来4人目で薬学関係者では初の受賞となり
ました。
博士課程時代、主任教授であった田村善藏東大名誉教授
に「クロマトグラフィーを勉強したい」相談したところ、米
国NIHから帰国された、谷村たけ徳助教授をご紹介戴きま
した。谷村先生は早くに薬品分析化学教室にHPLCを導入
されました。研究室では肉厚のガラス製カラム管に充填剤
を充填し、肉厚テフロンチューブで高圧ポンプ、検出器等
を配管して手作りのHPLCも組み立てました。良好なピー
ク形状、安定したベースラインを得るために取り組んだ経
験は今も役に立っています。博士論文の研究テーマとし
て「大きさの有るものを分離するクロマトグラフィーの構
築」を視野に細胞をクロマト的に分離することを目指しま
した。そこで出会ったのは向流分配クロマトグラフィー
（Countercurrent chromatography、CCC）です。CCCは米
国NIHの伊東洋一郎博士が創始された分離モードを液-液分
配とするSolidの担体を用いない分配クロマトグラフィー
です。細胞に赤血球を用いてポリエチレングリコール/デ
キストランからなる水性二相分配系での細胞の分配に影響
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平成24年度日本生薬学会学術奨励賞を受賞して
生薬学教室 助教

平澤

この度、平成24年度日本生薬学会学術奨
励賞を平成24年9月17日に、千葉県のかず
さアカデミアホールで開催された日本生
薬学会第59回年会にて受賞致しました。奨
励賞の題目は
「新規多環性骨格を有する機
能性アルカロイドの探索研究」であり、北
海道大学薬学部での学生時代から現在まで星薬科大学
生薬学教室で行っている私のライフワークでもありま
す。以下に、その研究内容の概略を述べさせていただ
きます。
1つの植物には数千種類の化合物が含まれていると
言われ、種々様々な植物から多くの医薬品が生み出さ
れてきました。その中でもアルカロイド（含窒素有機化
合物）
は、モルヒネ、キニーネ、タキソールなど強い生
物活性を有するものが多く知られており、新たな環骨
格を有するアルカロイドの探索は新薬開発のタネを提
供するという意味で非常に重要な研究であります。
そこで私達は未利用植物を対象に新規骨格を有する
アルカロイドの探索研究に着手しました。最初に研究
対象としたのは北海道産のヒカゲノカズラ科植物で
す。本科植物は多彩な環骨格を有するリコポジウムア
ルカロイドを含むことが知られていましたが、その構
造の複雑さゆえに単離はされていても、構造決定まで
至っていないものも多数存在しており、研究の余地が

祐介

大いにあると考えられたからです。実際に
成分研究を行ったところ、約20種の新規骨
格を有するアルカロイドを単離、構造決定
することができました。これらの中には神
経栄養因子分泌促進活性や、アセチルコリ
ンエステラーゼ阻害活性を有するものも
ありました。
また、近年はマレーシア、インドネシアの大学との
交流が盛んであり、熱帯、亜熱帯地域に生息する種々
の未利用植物の成分検索も行っております。インドネ
シアにおいて、マメ科Cassia siamea がマラリアの特
効薬として利用されていたのですが、その活性成分
については不明であることから本学で調べたところ、
cassiarin Aと命名した今までにない新規3環性アルカ
ロイドの単離に成功しました。さらに各種がん細胞に
細胞毒性を示したキョウチクトウ科Tabernaemontana
elegans からは、世界初の4量体モノテルペンインドー
ルアルカロイドalasmontamine Aを単離構造決定する
など、多くの成果があがっております。
最後になりますが、本研究の遂行にあたり多大なる
ご支援とご助言を賜りました森田博史教授、北海道大
学薬学部小林淳一教授及びご協力下さいました大学院
生、卒論生に感謝いたします。

平成24年度日本薬学会関東支部奨励賞を受賞して
五十嵐

薬動学教室 助手
平成24年10月13日に開催された第56回日本薬学会関
東支部大会におきまして、私は平成24年度日本薬学会
関東支部奨励賞を受賞し、
「大腸におけるアクアポリン
3の機能解析とその発現制御機構の解明」というタイ
トルで受賞講演をいたしました。以下に受賞の対象と
なった研究内容の概略を紹介させていただきます。
近年、高齢化社会の到来などに伴い、便秘症患者が
急増しています。このような患者に対しては対症療法
が行われていますが、その治療効果は十分なものとは
いえず、便秘症に対してこれまでにない新しい対策を
講じることが急務となっています。
一方、最近、体内の水の輸送にアクアポリン（AQPs）
が重要な役割を担っていることが明らかとなってきま
した。AQPsは浸透圧勾配により水を選択的に透過さ
せるチャネルであり、便の水分量をコントロールして
いる大腸にはAQP3が多く発現していることが知られ
ています。しかし、これまでAQP3の大腸における生理
的役割やその発現制御機構の詳細についてはほとんど
わかっていませんでした。そこで筆者らは、現在汎用
されている瀉下剤を用いて、大腸のAQP3の機能とそ
の発現制御機構の解明を試みました。
その結果、浸透圧性下剤硫酸マグネシウムの瀉下作
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信智

用が、以前から考えられていた腸管内
浸透圧の上昇のみによって生じるもの
ではなく、大腸AQP3の発現増加を伴っ
て極めて合理的に生じていることがわ
かりました。また、この増加は細胞内マ
グネシウム濃度の上昇が引き金となっ
て生じていることが明らかとなりまし
た。一方、大腸刺激性下剤ビサコジル
の瀉下作用は、大腸マクロファージの活性化を介した
AQP3の発現低下による水の吸収抑制に起因し、この
低下はマクロファージが産生するプロスタグランジン
E2が引き金になっていることが明らかとなりました。
以上のことから、AQPsの発現量や機能のダイナミッ
クな変化を伴って、腸管での水の吸収や排泄が行われ
ていることが明らかとなり、今後、さらなる研究を展
開することにより、AQP3を標的とした新たな瀉下剤
や止瀉剤の開発が可能になるものと考えられます。
最後になりますが、本研究の遂行にあたりご指導お
よびご助言を賜りました杉山 清 教授、落合 和 講師な
らびに武蔵野大学薬学部 伊藤清美 教授に厚く御礼申
し上げますとともに、研究を支えてくださいました大
学院生・卒論生の皆様に感謝致します。
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教室紹介

物理学研究室

物理学研究室は平成5年4月に開設され、当時は旧2号館
（現在の100年記念館の場所にありました）の2階にありま
したが、平成14年の本館大改修に伴い、本館2階の新星館側
に移り、現在に至っています。総合科目の研究室ですので、
スタッフは私、中川弘一だけです。今回、教室紹介という
ことで以下に物理学研究室の教育・研究活動を紹介いたし
ますが、すなわち、私の教育 ・ 研究活動の紹介いというこ
とになります。
まず、当研究室の本学における教育活動を紹介いたしま
す。担当授業科目を挙げますと、学部1年生の前期の科目が
「高校との接続教育
（物理）
（1単位）
」
「 数学
、
（2単位）
」
、同じ
く後期の科目が
「物理学
（1単位）
」です。いずれも学部1年生
の授業科目ですので、ほとんどが高校の数学や物理の復習
にあたるような授業です。数学や物理は単なる丸暗記だけ
ですむ科目ではなく、問題をできるだけ多く解いて考え方
を理解する必要があるため、各科目で授業中の課題や小テ
ストを多く実施しています。もちろん、その度ごとに問題・
解答作成やそれらの採点は1人のスタッフで行っているた
め、授業のある月はとても忙しい日々を送ることになりま
す。特に、前期中は授業に関することで手いっぱいで、ほ
とんど研究を進める時間は取れません。
後期に入ると多少研究に充てられる時間ができますが、
夏季休暇から後期にかけて，一般教養論集をはじめいろい
ろな原稿の締め切りに追われます。そのような中で、当研
究室で扱っている研究のテーマは
「場の量子論」や
「超弦理
論」等の物理学の基礎理論に関連するテーマです。この内
容について以下で少々説明させていただきます。
物質を構成する最小単位と考えられている素粒子とその
間の基本相互作用についての統一的な記述は
「場の量子論

教室紹介

（量子場理論）」という量子論の枠組みの中の「標準模型
（標
準理論）
」でできるようになり、かなりの成功を収めていま
す。昨年，欧州原子核研究機構
（CERN）の大型ハドロン衝
突型加速器
（LHC）でHiggs粒子らしき新粒子が見つかった
ことでも話題になりました。一方、重力相互作用を記述で
きる理論として
「一般相対論」があり、宇宙の銀河や天体の
研究の基礎理論になっています。しかし、この理論は量子
論とは相性が悪く、重力相互作用を他の相互作用と統一的
に記述するためには、重力相互作用も含む新しい量子論が
必要になりますが、今のところ未完成で、現代物理学の研
究において未解決問題の一つとして挙げられています。こ
の量子重力も含み、すべての素粒子と基本相互作用を統一
的に記述できる理論の最有力候補として挙げられる理論が
「超弦理論」であり、多くの素粒子論研究者に注目され、研
究されています。また、このような理論を記述するための
数理には数学的にもまだわからない部分が残されており、
当研究室の研究テーマにもなっています。
（教授 中川 弘一）

哲学研究室

哲学研究室は総合科目担当の個人研究室で、平成20年4
月に着任した重野豊隆准教授が唯一のスタッフです。場所
は本館2階の学長室側にあります。
担当授業科目は、1年生対象の
「生命と倫理」・「哲学ゼミ
ナ－ル」・「医療の歴史」
、2年生の
「医療と哲学」
、4年生の
「薬学英語ⅡA」・「薬学英語ⅡB」の計6科目です。その他、
4年生の
「総合薬学演習Ⅰ」と6年生の
「総合薬学演習Ⅱ」の担
当分野（生命倫理）も含みます。授業は、薬剤師業務や薬学
研究に直接かかわりの深い内容
（生命倫理や医療倫理）と、
薬学や医療全般にできるだけ関連を持たせたテーマを別
の角度（方法論的考察など）から考えてみる内容
（EBM及び
NBM、補完代替医療及び統合医療、プラセボ効果など）と、
薬学とはかなりかけ離れたテ－マを一般教養としてひとり
の知的探究者として（哲学的に）自由に考えてみる内容（特
に「哲学ゼミナ－ル」
における心・身体・知覚・言語・論理
などを巡るテーマ）
との三つに大別できます。ただし、共通
しているのは、学生の問題発見 ・ 問題解決能力を支えるク
リティカル・シンキング力の向上を目指している点です。
当研究室の現在の研究テ－マは、大テ－マとして哲学的
心身論が挙げられます。このテ－マは、人間の有限性
（ヒュ
－マニズム）に深く関わった伝統的哲学の難問であるだけ
でなく、近年注目を浴びている心の科学 ・ 認知科学 ・ 認知
神経リハビリテ－ション学・脳神経倫理学などの成果を取
り込んで、昨今問題設定そのものが再構築されつつありま
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す。具体的テ－マとしては、プラゼホ
（偽薬）反応に関する
多様な方法論の統合が挙げられます。このテーマは、薬と
いうものが実際に効果的に働く治療や治癒の場で何が関与
しているのか、さまざまな立場からの多元的方法論に依拠
して総合的に問う際の出発点になりえます。そのために、
生命科学を基礎とする薬学とは別の観点からも、特に現代
哲学の主要な潮流のひとつである現象学の立場から、医療
心理学・医療人類学・脳神経科学・心身医学などの諸理論
の成果も取り入れつつ、近代的な心身二元論の立場
（パラ
ダイム）を超えて、プラセボ反応に関する多元的あるいは
統一的な解明に取り組んでいます。
当研究室では、卒論生は取っておりませんが、生命倫理
の問題や哲学的問いを含めた学問的探究に関する自由な意
見交換を歓迎しています。
（准教授 重野 豊隆）

星薬科大学報第77号
（平成25年3月）

教室紹介

教育学研究室

教育学研究室
（旧英語研究室2）は、総合科目担当の個人
研究室で、平成20年4月に着任した吉澤
（渡邉）小百合講師
が唯一のスタッフです。場所は、本館2階のエレベータ側に
あります。
担当授業科目は、
「英語Ⅱ
（2年対象、前 ・ 後期）
」
「薬学英
、
語Ⅰ（3年対象、前・後期）
」
「薬学英語ⅡA（4年・前期）」、
、
「薬
学英語ⅡB（4年・後期）
」
の計10コマで、医学・薬学英語の
入門としての総合英語やTOEICなどの資格試験対策のほ
かに、論理的 ・ 批判的能力を延ばすための英作文演習や発
表練習を行っています。基礎的な英語運用能力の向上 ・ 修
得はもちろんのこと、専門分野の論文の理解や成果の発表
の際に必要とされる語彙や、医療 ・ 薬学英語特有の表現や
構文を修得させるだけでなく、海外の医療制度や教育制度、
文化を適宜紹介することで、学生の異文化理解を深め、専
門職として国内のみならず国外においても活動ができる、
国際的視野を持つ調整能力やコミュニケーション能力を向
上させることを念頭に置いた授業を行っています。
当研究室では、論理的構成が整った文書を作成する能力
を育成するための協調的学習法であるピアリヴュー法を発
展させ、科学英作文向けのピアリヴュー ・ システムを開発
し、批判的思考力の養成と、それに伴う実践的英作文力の
向上を可能とする統合的な教育方法を実現することを目標
として研究を行っています。これは、日本の学校教育には
批判的思考力や表現力の養成が急務だとされる調査結果が
あることに加え、近年、有力国際会議での発表の事前審査
や国際雑誌への論文掲載の採択率の低下が見られる中、自

教室紹介

らの学術研究の成果を分かり易く発信する能力を養うこと
は重要だからです。また、医療 ・ 薬学関連の語彙や会話の
修得が効率よくできるような教材の開発や教育法の研究も
行っています。
急速にグローバル化が進展する現代において、豊かな人
間性と視野を持つような人材の育成に、力を入れたいと考
えています。学生が、社会に出たときに遭遇し得る問題の
発見、多元的な課題の原因の究明や解決をするための提案
や検証、実際に問題を解決するために的確に判断し行動で
きる能力などを身に付け、自分の頭できちんと考え、適切
な日本語や外国語で表現することができる人材となるよう
に、一般教養の教育者として貢献できればと願い、授業内
容以外の事柄に関する様々な質問をするために研究室を訪
ねてくる学生にいつでも対応できるような準備を整えてい
ます。
（講師 吉澤（渡邉）
小百合）

法学研究室

法学研究室は、本館2階の南西に位置しています。もとも
と教室として使用されていた場所が改築され研究室となっ
たことを卒業生の方から教えていただきました。スタッフ
は平成23年に赴任した山本弘
（講師）のみの個人研究室で
す。
（講義について）
担当講義科目は、
「薬剤師を取り巻く法律と制度」
「社会保
障制度と薬剤経済」
「薬事関連法･制度Ⅰ」
「薬事関連法･制度
Ⅱ」
「 法学概論」
「 法学ゼミナール」
「 統治組織論」
「 薬学英語」
です。また、
4年生向けの
「総合薬学演習Ⅰ」
、
6年生向けの「総
合薬学演習Ⅱ」
にて、法規･制度の分野を担当しています。
これらの講義を通じて、薬学に直結する法や制度ばかり
でなく、学生の皆さんに社会人として身につけてもらいた
い法の知識や考え方を伝えていきたいと考えています。も
ちろん薬剤師国家試験科目としての薬事関係法規･制度は
重要ですが、
「法」という視点を通して薬事をみること、さ
らには社会を見つめる視座を養うことによって、法や社会
の観点からも薬学を捉える複眼的な思考方法を習得してい
ただきたいと考えています。実際には、議論や対話を通じ
た理解の深化、信頼度の高い根拠をもとに実証的･客観的･
批判的に社会事象を考える視点の涵養、個人的な問題から
広く社会に目を向ける態度の醸成を意図した
「揺籃」
（講義）
でありたいと日々努力しております。また、法学という分
野は、一般的に
「とっつきにくい」学問と観念され敬して遠
ざけられる傾向にあります。しかし、法やルールは人間生

活において必要不可欠なものであるのも事実です。法に対
する拒否反応を少しでもやわらげながら「親切第一」の精神
で講義を展開していきたいと考えています。
（研究について）
本研究室では、法学の中でも基礎法学に位置づけられる
日本法制史の研究を行っています。日本法制史とは日本の
法や制度の歴史について考察する学問です。具体的には、
中世の訴訟制度とりわけ土地境界に関する紛争の処理や解
決方法についての総合的な研究をおこなっています。土地
境界紛争は歴史的にみても解決が難しいものであり、現在
でも裁判における解決だけでなく、ADR（裁判外紛争処理）
による解決方法もとられています。解決の難しい紛争につ
いて、先人たちがどのような解決や打開策を探っていたの
か、法制史的観点から研究しています。（講師 山本 弘）
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●弓道部

●エトワール・アンサンブル部

私達弓道部は、12月に3年生が引退し現在は男子12名、

私達は、エトワール ・ アンサンブル部という音楽系の部

女子20名の総勢32名で週3回の稽古を行っています。春と

活です。演奏する曲は、クラシック音楽から最近のJ-POP

秋には医歯薬系リーグがあり、今年度の秋季リーグ戦では

まで幅広いジャンルをカバーしています。発表のスタイル

強豪校犇めく中で見事に女子団体がベスト8に進出しまし

もソロでやったり、少人数のグループでやったりと様々で

た。またリーグ戦以外に北里大学と昭和大学との練習試合

す。主な活動内容は、春と冬に行う部内演奏会と星薬祭で

を毎年組み、互いに競い合いながら弓道上達を目指すと共

の演奏です。部員にも恵まれ、前回の星薬祭では過去最大

に他大学の人達との交流を深めています。これからもさら

の人数で葉加瀬太郎作曲の「情熱大陸」をダイナミックに演

なる躍進を胸に部員一丸となって稽古に励んでいきたいと

奏することができました。また最近では、品川区民芸術祭

思います。

に参加したり、星薬科大学区民公開講座にて演奏したりす
るなど、活動の範囲を広げています。是非一度、機会があ
りましたら我々の演奏を聴きにいらしてください。
●漢方研究部
私達漢方研究部は、約50名で活動を行っています。昨年
11月には、全漢連が星薬科大学にて行われました。漢方と
いう共通の興味を持った他大学の学生と親睦を深めること
が出来ました。また、昨年11月に本学で開催された「第1回
星薬科大学区民公開講座」では、葛根湯の製作実演、紫雲膏
の配布、植物園見学等をさせて頂き活動の場を広げていま
す。今後も、部員一同活発に活動を行っていきたいと思い
ます。

●剣道部
私達剣道部は、現在、2年生8人、1年生6人の合計14人で
毎週月曜日と金曜日に楽しく活動しています。
大会にも積極的に参加し、今年度は、関東薬学生剣道大
会で男子団体優勝、全日本薬学生剣道大会で男子団体準優
勝、女子団体3位、関東医歯薬獣医科大学剣道大会で女子団
体敢闘賞という結果を残すことが出来ました。
来年度は、現状に甘んじることなく稽古に励み、各々の
技術を向上させることにより、より良い結果を残すことが
出来るように部員一同力を合わせて頑張っていきたいと思
います。
●フットサリスタ
私達フットサル部は、毎週土曜日に練習を行っています。
今年は、新1年生を44人迎え、部員の数は100人を超えまし
た。活動は週1回の練習に加え、春の新歓や、春と夏の合宿
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
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
練習試合をして、交流を深めています。
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わか な

若菜

だい ご

大悟

助教

薬化学教室
1月より薬化学教室の助教と
して着任致しました。微力な
がら本学の発展に貢献できる
よう教育、研究に精進致しま
すので、ご指導、ご鞭撻のほ
どよろしくお願い申し上げま
す。

わ ごう

和合

りゅういち

竜一 助手

教育実習センター
10月1日に着任しました。本
学の発展に寄与できるよう、
小さくまとまらず、一歩踏み
込んだサービスの提供を心掛
けていきたいと思っておりま
す。どうぞよろしくお願い致
します。

