第 78 号
平成25 年10 月30日

星薬科大学

本館

理事長式辞……………………… 2

退職にあたって………………………………………… 12

平成25年度入学式

学長告辞………………………… 2

新任教職員紹介………………………………………… 16

目

平成25年度入学式

日本食品化学学会第 19 回総会・学術大会論文賞を

新国家試験の傾向と分析……………………………… 4

受賞して………………………………………………… 17

ドイツ連邦共和国・ヴュルツブルク大学と

星薬科大学学術情報リポジトリの構築について…… 17

学術交流協定を締結して……………………………… 5

教室紹介………………………………………………… 18

4大学連携
「がん医療人養成コース」について… ……… 5

大学通信………………………………………………… 20

新任のご挨拶…………………………………………… 6

最新サークルだより…………………………………… 46

星薬科大学公開講座…………………………………… 9

クラブ紹介……………………………………………… 47

次

平成25年度学報によせて……………………………… 4

平成25年度大谷記念研究助成金を受領して………… 9

星薬科大学広報委員会
〒142-8501 東京都品川区荏原 2−4−41 TEL 03
（3786）
1011
ホームページアドレス（URL）http://www.hoshi.ac.jp/

星薬科大学報第78号（平成25年10月）

平成25年度入学式

理事長式辞

学校法人星薬科大学理事長

新入生の皆さま、また大学院で次のステップに進まれる

生涯の師、それから生涯の友

方、本日は誠におめでとうございます。そしてご父母の皆

をぜひこの大学生活の中で見つ

さま、心よりお祝い申し上げます。本当におめでとうござ

けてください。人生においては

います。学校法人を代表いたしまして、心より歓迎させて

色々なことがあります。これか

いただきます。

ら辛いことや壁にぶつかること

今日はこの会場に入られる時に、創設者の星一先生の銅

でしょう。そういうときに乗り

像の前で記念写真を撮っている諸君が大勢いらっしゃいま

越えるために、生涯の先生、生

した。

涯の友は大きな力になります。

大

谷

卓

男

私が言うのも僭越ですが、創設者が嬉しそうな表情で「よ

また何より頑張って星薬科大学

くみんな頑張って勉強して、この学校に入ってきたね」と、

に入ったということの財産、頑

心から歓迎しているように見えます。

張った、頑張れたということをもってこれからの人生の壁
を乗り越えていただきたいと切に願うわけであります。

創設者星一先生は1911年に星製薬という製薬会社の中に
教育部門として、この星薬科大学の前身を創りました。今

夕べまでは嵐のようなお天気でしたが、今日はちょうど

年で102年を迎えるわけですが、みんな社会で役に立って

この入学式のためにお天気が良くなったようです。皆さん

ねと、社会で役立つ人になってねと、そして新しい世界を

は、天に祝福されている、自分自身は恵まれているのだと

作ってくださいねと、そういうことを建学の精神として創

いう自信を持って、この大学で学んでください。
祝福といえば、一番嬉しいと思われているのは諸君のお

設したのが始まりにあります。
皆さんは受験を乗り越えて入学したわけです。これは本

父さま、お母さまですから、ぜひとも「お陰で大学に入った

当によく勉強し頑張ったと思います。頑張ったということ

よ」と、
「ありがとう。また大学院で勉強させてもらえる」
「本

も、頑張れたということも皆さんの財産でありますから、

当にありがとう」と、もう一度、ご両親に心から伝えていた

自分が努力できるという財産をつくったということを何よ

だきたいと思います。
未来は若い人、皆さんが創るわけです。社会、国、世界を

り心に留めて、これからの生涯の中で一つの誇りにして、

つくるのは皆さん方ですから、是非今日のこの日を心に留

前に向かって歩んでいただきたいと願っております。

めてこれからの人生、生涯を心豊かに、そして社会のお役

薬業というのは、まず心正しく勉強し、それから研究者

に立つよう頑張っていただきたいと願う次第です。

になる、または医療の現場に携わるということが大切です。

皆さん本当におめでとうございます。そしてご父母の皆

頑張って勉強するということと、それから皆さん自身の

さま、ご入学を心よりお祝い申し上げます。

人間性を自らもう一度正していくこと。この二つがないと
この薬業の世界ではトップにはなれない、一流になれない

今日のこの良き日を記念として、ぜひとも星薬科大学で

と思います。社会のお役に立つには、この二つが必ず必要

これから頑張っていただきたいと思います。おめでとうご

であるということです。

ざいました。

これから、新しい大学生活が始まるわけですが、ぜひ皆

（平成25年4月7日に本館メインホールで行なわれた、入学

さんはそれを謳歌して、一日一日を充実したかたちで過ご

式における理事長式辞をテープ起こししたものを基に掲載

していただきたいと思います。

しています。）

平成25年度入学式

学長告辞

星薬科大学学長

田

中

隆

治

ご入学おめでとうございます。

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

本日ここに本学薬学部、薬学科261名、創薬科学科21名、

し上げます。

大学院薬学研究科 総合薬科学専攻 修士課程25名、博士課

さて、諸君が入学された星薬科大学は1911年創立者の星

程7名、薬学専攻 博士課程3名の新入生を迎え、平成25年度

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

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

の母であり、良薬をつくり、世界に供給していく事が日本

すことは、本学の大きな喜びであります。

の文化的使命である」との強い理念の基に、星製薬を設立

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、医薬品の開発、生産、品質管理を担える人材を育成す

します。また、今日の日をともに祝うために、ここに参集

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
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の結果、モルヒネ、キニーネ、コカイン、アトロピンなどの

が異なるようにぞれの個性があ

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

り、能力が与えられています。本

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

学に入学するだけの能力があれ

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

ば様々な将来の夢を描くことは

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

可能だと考えます。

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

新入生諸君は長い受験生活を

神とする星薬科大学を創設するに至りました。このような

終え、これからは薬学科6年、創

確固たる伝統を有する、独創的な学術研究 ・ 教育を基盤に

薬科学科4年、さらには大学院に

国際社会で活躍できる豊かな創造性をもった医療従事者、

進まれる大学生活の歩みを始め

研究者を養成する事を目的とした薬科大学であります。

ようとされています。また大学

本学は伝統にその基盤を置き、先端的薬学の研究、教育

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

を行っていますが、科学を、また薬剤師を志す諸君には今

ことと思います。是非、今考えておられる夢を現実のもの

後、2つの事を念頭に置きながら勉学に励んでいただきた

とし実現してください。
本学は薬学、創薬学の高度な専門知識と課題探求能力、

い。一つは真に人類、社会に役立つ人を目指していただき
たい。急速な科学技術の進歩は時にはその成果を競うばか

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

りに、真に人類の生存 ・ 維持に役立つ研究であるかどうか

成することを中心とし、諸君の主体的な学びを強く望んで

疑を抱くこともありますし、また実際に社会に普及した後

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

に思いがけず、その成果が我々にとって負の効果を示す事

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

例は創薬学において過去にあったことも確かです。
しかし、科学技術は絶えず進歩し、前進していかなけれ

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

ばなりません。特に資源を持たない日本は技術立国として

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

の役割が期待されています。重要な点は研究成果と真実の

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

公表であり、その成果を世に問い、正しい方向に導いてい

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

くことにあると思います。
もし、万が一、社会の負になる問題を提起した際には、

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。

直ちにその原因を把握し、改善することです。現代におい

専門教育は広く生命科学の基礎を学び、薬学科では6年

て研究者や医療従事者の社会における責任は益々大きく

間で薬学の基礎と医療薬学に関する知識を習得し、病院、

なってきております。
他の一つは独創性にあります。科学を志す者は独創的、

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

創造的発想が強く求められます。そのためには人はしばし

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

ば孤独になることがありますが孤独に耐えること、孤独を

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

解消する方法を見出すこと、その一つは語り合える友を見

得し、実習、卒業研究を経たのち、多くの学生は大学院へ

出し、人とのふれあいの大切さを学ぶことにあります。日

進み、研究開発者の基盤を形成し、社会に巣立っていきま

本の社会は伝統的に長い歴史的価値からくる異質なものを

す。薬学科、創薬科学科ではそれぞれの考え方、進路の違

排除する精神構造が強く、個性の尊重の重要性は語られな

いはありますが、先にも述べましたが、薬学、生命科学、医

がらなかなか教育の現場でも実現されてはきませんでし

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

た。言語だけではなく欧米に比べ日本のノーベル賞受賞者

究を行うことが本学の役割であると考えます。

が少ないことの一つの理由だとされております。米国のよ

さらに、社会に巣立つ前に、多くの人との出会いを経験

うに個人精神主義を文化として受け継ぎ、さらに開拓精神

してください。特に互いに夢を語ることのできる、また生

とが相まって米国人の進取の気性に富む社会が独創的な発

涯付き合っていける友達を作ってください。専門教育、研

想を生み出す原動力になっているように思います。

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

米国で苦学された星一先生がそうであります。また1987

い。そして共に夢を語り、夢に向かってチャレンジする精

年にトーモロコシの転移する遺伝子トランスポゾンの発見

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

によりノーベル、生理 ・ 医学賞を受賞された米国のバーバ

を与える場所だと私は信じます。

ラ ・ マクリントン博士、1997年に狂牛病や、人 ・ クロイツ

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

ヘルト・ヤコブ病を引き起こす病原体
「プリオン」
の発見者

を心より歓迎いたします。ここ星薬科大学で、これまでに

スタンリー・ブルジナー博士らのこの独創的発見は米国に

多くの先輩が学び、さまざまな体験をしてきたように、本

おいてさえ中なか認められなく大変なご苦労をされたこと

学に在籍することを誇りとし、紳士、淑女の自覚を持ち、

は多くの書物にしるされていますが、これらの先生は自ら

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。

の研究に誇りを持ち、長い間孤独に耐え、真実の妥当性を

このことを祈念し、告辞といたします。

提示し続け大きな成果を上げてこられました。人は皆、顔
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平成25年度学報によせて

星薬科大学学長

田中

隆治

少子高齢化の時代背景の中で大学の今後の存在意義が問わ

点形成を目指し、6年制に移行した新制度のもとで医療現場に

れ、長期にわたるビジョンを明らかにし、その明確な目的を達

おいて強く求められているチーム医療を担える薬剤師、高齢化

成するために、今何をなすべきか、どのように目的に向かって

社会における健康維持、QOLにつながる在宅診療と服薬指導薬

進んでいくのかを示していくことが求められています。大学の

剤師の教育プログラム、創薬研究開発者、食の機能と予防医学

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

を実現する研究開発者の教育プログラムを構築するなど教育内

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」

容を充実しつつ、国際的にも通用する高度専門職業人および総

にあり、
「知の継承と知の創造」そのものが社会のためであり、大

合的教養と専門を有する薬剤師、医療従事者を養成する事にあ

学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

ると考えています。また、広く薬学 ・ 生命科学を基盤とする応

えると、薬科大学の目指さなくてはならないものは必然的に見

用分野においても実際に役に立つ高度な専門知識による問題解

えてくるような気がいたします。

決能力や課題探求能力を備え、高い倫理観を身に着け、かつ「人

本学は創始者星一先生の建学の精神を継承し、教育プログラ

格」
「実力」
、
「情熱」のいわゆる3jを兼ね備え、国民から信頼され
、

ムの質の向上を図ると同時に本学独自の薬学研究者 ・ 薬剤師育

尊敬される研究開発者等の育成を教育目的としています。薬学・

成に努めています。本学の使命は高度の教育及び学術研究の中

医学の進展と社会のニーズの重要性から考える薬学教育プログ

心的機関として、有為な人材を育成し、学問の進歩を図ること

ラムの多様化と質の向上、また薬剤師の生涯教育プログラム、

によって、社会および人類に貢献する責務を担っていることを

先進医療、先進薬剤学プログラムの提供は薬学系大学の重要な

強く自覚し、
「 本学は世界に奉仕する人材育成の揺籃である」で

使命であると考えます。また各大学と連携し、薬剤師を育成す

あることを建学の精神と定めてまいりました。また、我が国の

る指導薬剤師の養成、期待される高度医療現場に適応しうる薬

特徴ある基幹私立薬科単科大学として、本学の特徴ある研究、

剤師の技術教育研修にも力を入れております。本学の発展に一

教育の質的向上を推進することにより、世界的研究 ・ 教育の拠

層のご支援をお願いしてご挨拶に代えさせて頂きます。

新国家試験の傾向と分析

薬剤師教育研究部門長 細川

友和

6年制の薬剤師国家試験（新国家試験）は、4年制の国家試験
（旧

問う新傾向の問題が増えている。また、各分野で医療現場の実

国家試験）より105問増えて345問となったが、問題数が増えただ

務内容にそった問題が多くなっており、出題薬物一つをとって

けでなく、内容、形式なども様変わりした。問題の構成は、
「必須

も医療現場で使われるものが多く出題されている。病院 ・ 薬局

問題」が90問、一般問題のうち「薬学理論問題」が105問、
「薬学実

実務実習で培った知識が実務分野だけでなく、他の分野でも出

践問題」が150問の計345問であり、
「 薬学実践問題」の150問のう

題されており、事前実習を含めた実務実習で得る知識の重要性

ち65題は
「複合問題」で実務分野と他分野との問題の複合になっ

が認識される。

ており計130問が出題される。

「薬学実践問題」の目玉である
「複合問題」の複合性について

合格基準は、全問題への配点の65％以上（各科目の必要最低

は、まだ十分に問われておらず、単問として対処できる問題が

点 ： 足切り点35％）が基本であり、これまでと変わらないが、必

多いが、今後、さらに複合性を問う問題が増していくと思われ

須問題は70％以上で各科目の必要最低点は50％以上の得点が課

る。

せられておりハードルが高くなっている。第97、98回の新国家

総合的な対策として、国家試験過去問を確実に理解するため

試験の結果をみると各科目の必要最低点の基準は確実に摘用さ

に繰り返し勉強することは必要不可欠であるが、過去問をただ

れており、必要最低点をクリアするためにも、不得意科目の克

暗記するのではなく設問の内容を深く理解した上で、さらに国

服が重要なポイントとなっている。

家試験対策講義、参考書などで深い知識を身につけ、応用力、問

新国家試験では、実務分野の問題数が増えたこともあり、こ

題解決能力を養うことが、合格点を超えるために重要である。

れまでと比較して医療の現場をみすえた実践的な問題が多く出
科

題されている。また、
「問題解決能力を問う問題」が多くなってい
る。第97回と第98回を比較すると、第98回のほうが難易度が上
がっており、
「考える力」を問う問題が多く、この傾向は今後も変
わることはないと思われる。
「必須問題」は、基本的な知識を問う問題が幅広く出題されて
おり、比較的得点しやすく、必須問題で高得点をとることが全
体の正答率を大きく左右することになるので重要である。

目

物理・化学・生物
衛 生
薬 理
薬 剤
病態・薬物治療
法規・制度・倫理

「一般問題」は、
「薬学理論問題」、
「薬学実践問題」ともに、ただ

実

単なる暗記ではなく、本質をしっかり理解しておかなければ対

務

出題数計

応できない問題、すなわち考えて問題を解くといった理解力を
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必須
問題
15問
10問
15問
15問
15問
10問
10問
90問

問題区分
出題
一般問題
数計
薬学理論問題
薬学実践問題
30問
15問
（複合問題） 60問
20問
10問
（複合問題） 40問
15問
10問
（複合問題） 40問
15問
10問
（複合問題） 40問
15問
10問
（複合問題） 40問
10問
10問
（複合問題） 30問
20問
－
+
95問
65問
（複合問題）
105問
150問
345問
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ドイツ連邦共和国・ヴュルツブルク大学と学術交流協定を締結して
本学とドイツとの関係は、創立者である星一先生まで遡るこ

（Prof. Dr. Dr. Lorenz Meinel及 びProf. Dr. Ulrike Holzgrabe）

とができます。残念ながら本邦ではあまり知られていませんが、

並びに州政府から1名
（Dr. Paul Beinhofer）
、本学からは田中隆

星先生は第一次大戦後のドイツ自然科学界の窮状を知り、多く

治学長、国際学術交流委員長の亀井淳三教授、妙田俊夫外国人

の日本人が学んだドイツに恩返しができればと、1919 ～ 25年

特任研究員、築地信准教授、遠藤朋宏准教授及び佐藤史朗総務

までの7年間、自宅を抵当に入れてまでもドイツ科学界の支援を

部課長補佐が出席し、ヴュルツブルク大学関係者の見守る中、

続け、その総額は現在の邦貨に換算して優に20億円を超えるも

厳粛に執り行われました。調印式後、場所を薬学部に移し、速

のでした。このような経緯から、1924年にはノーベル化学賞受

やかな学術交流を目指したドイツ学術交流会（Der Deutsche

賞者であるDr. Fritz Haberご夫妻がFriedrich Ebert大統領
（ワ

Akademische Austauschdienst、DAAD）への補助金共同申請

イマール共和政初代大統領）の親書を携えて本学を訪問され、ま

のため、両大学の教員によるシンポジウム及び研究打合せを行

た一昨年の100周年記念式典にはDr. Volker Stanzelドイツ連邦

いました。なお、この申請は6月末にすでに提出されたことを付

共和国駐日大使にご臨席いただき祝辞を賜るなど、良好な関係

け加えておきます。

が連綿と続いています。この度、
「将来にわたる本学とドイツと

ヴュルツブルク大学との学術交流協定は締結されたばかりで

の交流の展開を」という大使の切望もあり、Julius-Maximilians-

はありますが、すでに実動状態となっており、今後、両校の学術
交流のますますの進展が期待されます。

Universität Würzburg（以下、ヴュルツブルク大学）と学術交
流協定を締結しました。この大学は、フランクフルト（ヘッセン

（国際学術交流委員長（薬物治療学教室教授）亀井 淳三、国際学

州）から車や鉄道で約1時間のヴュルツブルク（バイエルン州）に

術交流委員
（微生物学教室准教授）
築地 信、放射線応用科学研究

あり、1402年に創立されたドイツでも最古参の総合大学の一

室准教授

遠藤 朋宏）

つです。この大学からは、X線を発見したDr. Wilhelm Conrad
Röntgenをはじめ、これまでに14名のノーベル賞受賞者が輩出
されており、非常に研究レベルの高い大学です。現在、約24,000
名の学生が在籍しており、薬学部では約400名の学生が勉学に励
んでいます。
調印式は、6月5日にヴュルツブルク大学本部にて行われ、先
方からは学長（Prof. Dr. Alfred Forchel）、薬学部から2名の教授

4大学連携「がん医療人養成コース」
について

教務部長 髙山

幸三

平成25年4月1日付けにて、本学は、東

生）を相互に受け入れることになります。また、交流学生は本協

京慈恵会医科大学、昭和大学及び上智

定に基づく授業（講義、演習、実習等）及び研究に参加すること

大学と、4大学連携「がん医療人養成コー

ができます。将来的には博士の学位に必要な単位についても、4

ス」に関する協定を結び、がん医療に特

大学間での互換を制度化していく予定です。

化した人材の育成と教育 ・ 研究協力を

本学ではこれまでに3つの大学医学部と学術協定を結び、活発

行うことになりました。対象となる学

な医薬連携活動を行ってきました。平成22年5月には山梨大学医

生は、受け入れ大学が個々に定めるこ

学部と、平成23年2月には東京慈恵会医科大学と、また平成24年

ととなっていますが、本学ではがん医

5月には日本医科大学との間で「学術交流に関する協定」を結び、

療に特化した薬剤師の育成を目的とし

大学間共同研究を進めています。今回の4大学連携は
「がん医療

ていることから、病院や薬局等の臨床現場で働く薬剤師を主な

人養成」
に特化した具体的な目標を設定することで、がんチーム

対象としています。具体的には大学院薬学研究科薬学専攻博士

医療において信頼される薬剤師を育成することを特色としてい

課程に、新たに
「がん医療人養成コース」を設け、社会人特別選

ます。病院や薬局でがん医療に携わる多くの薬剤師の皆様にご

抜による入試を実施して入学者を募り、平成26年4月より運用す

応募いただき、本コースが順調に発展することを期待していま

ることを目指しています。

す。

今年度はトライアルとして、東京慈恵会医科大学にて「がん

4大学連携「がん医療人養成コース」は、河合賢一名誉教授
（元

チーム医療ワークショップ」を開催し、本学からも5名の大学院

教務部長、薬化学教室）
、辻勉教授
（前教務部長、微生物学教室）、

生が参加しました。また本学出身で、現在、臨床現場で活躍され

鈴木勉教授（薬品毒性学教室）のご尽力により協定書の締結に至

ている外石昇先生
（東京女子医科大学東医療センター薬剤部）と

ることができました。ここに記して厚く御礼申し上げます。今

伊勢雄也先生
（日本医科大学附属病院薬剤部）に、非常勤講師と

後は、亀井淳三教授（薬物治療学教室）が中心となり、本学での

してワークショップのファシリテーターを務めていただきまし

シンポジウムやワークショップを企画していただく予定です。

た。来年度以降、各大学はそれぞれの専門に基づいてシンポジ

今後の発展に向けて、本学の教職員を始め、ご関係の皆様のご

ウムやワークショップを開催し、4大学に所属する学生（交流学

協力をよろしくお願いいたします。
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（薬剤学教室教授）

星薬科大学報第78号（平成25年10月）

本年4月、本学にご採用頂き、
5月の理事会において理事に選任
されました。大変光栄なことと
感激するとともに、責任の重さ
をひしひしと感じております。こ
れまで、産業振興や地域開発融
資を行う政府系銀行に長らく勤
務、その後も、金融のセーフティ
理事
う ち

だ

内 田

おさむ

修

ネット機能を果たす預金保険機
関にて、一貫してファイナンス
に従事し、財務や金融の安定に
資する業務に携わりました。と

りわけ、民間活用インフラ整備PFIに深く関与し、費用
対効果を意識しつつプロジェクトの在り方を考えて参
りました。
1974年に入行した日本開発銀行
（現… 日本政策投資銀
行）
においては、石油・セメント・アルミ等製造業、旅館・
ホテル、鉄道・バス、小売等企業向け融資を15年担当し
たほか、国際業務
（外債発行・経済調査・海外駐在）
、経
営関連業務
（財務研修指導 ・ 外資系企業派遣等）
を15年
経験し、本店
（東京大手町）
、支店 ・ 事務所
（金沢 ・ 名古
屋・松江・ロンドン）
に勤務しました。2004年に預金保
険機構へ転籍した後、金融再生業務に就き、関東圏の銀
行が破綻した際は、救済機関が出現するまでの間、業務
を承継、当該銀行に常駐し、融資案件審議や預金等業務
の管理に当たりました。
このように、様々な部署において、業務を担う方々か
ら多くを学び、そのうえで自分の知識や経験を活かすに
はどうすればよいか、どのようにお役にたつかを考えな
がら、仕事に取り組みました。本学着任以降、各部起案
の決裁稟議書を拝見し、確認方々お問い合わせをするこ
とがありますが、ご担当からはきちっとしたお応えがあ
る等心強い限りです。創立百年を超える名門の本学に在
籍し、一層重要性が増す薬学に関われることはまことに
あり難く、今後とも研鑽を積み、力を尽くす所存です。
私事ですが、歴史上の出来事や人物の縁の地を訪れ、
城、寺院、教会、美術館、学校といった建築物の素晴ら
しさに目を引かれる等史跡巡りを趣味としています。海
外駐在時、休暇の際は、周辺地域へ足を延ばし、これま
で36か国を訪れました。地元の方々に接し、行く先々に
関心を持ちますが、本学周辺の戸越銀座、武蔵小山も、
歴史ある温かい土地柄と感ぜられ、毎日、気持ちよく通
勤しています。
末筆となりますが、星薬科大学のより一層の発展のた
め、財務担当として精進致しますので、ご指導ご鞭撻の
ほど何卒よろしくお願い致します。
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本年4月1日より英語研究室 教
授として赴任致しました。これまで
30年近く中 ・ 高等学校から大学／
大学院まで、異なったレベルで広
く英語教育に携わり、大学としては
星薬科大学が３校目の専任職とな
ります。専門は、第二言語習得、異
文化コミュニケーション、語用論、
L2… Writingなど、第二言語学習者
英語研究室
の言語と認知発達に興味を持って
おります。国際関係学部の前職場
教授よ う こ
か な
ざ わ
金 澤 洋 子 では、ゼミをはじめ、英語学、英語
科教育法、第二言語習得論、談話分
析論などの講座を担当して参りましたが、星薬科大学では
主に薬科英語というはじめての分野を担当しており、新鮮な
気持ちで取り組んでおります。
…
これまでの英語教育現場の経験から、日本人学生の英語
産出能力の弱さを痛感しています。平均的日本人学生は、ア
ジアの他国出身の大学生と比べ、コミュニケーションへの意
欲や積極性も一般に不足しているようです。英語コミュニ
ケーション能力の必要性が一層高まる一方、教室での英語
トレーニングの機会がごく限られている現状では、学生の動
機付けを高め、自律した学習者に育てることはきわめて重要
です。そのために学生の自主性を尊重する形式で自律的学
習態度を養うことにより教室内外でのinput/outputの機会
を増やしたいと思っています。
ことばのスキルを鍛える点でさらにもう一つ学生に留意
してもらいたいと思うことは、緻密な論理構成能力です。英
語を通して、日本語とは違う語彙や発想のあり方、英語らし
い表現形式を学ぶだけでなく、意見がpersuasiveな論理展開
になっているかしっかりと意識することが必要でしょう。あ
るissueの賛否を述べる際、何故そのような結論に導けるの
か、客観的で説得力をもつためには、どのような理由付けを
したらよいか、
「なんとなく」
や
「どちらでもよい」
といういい
加減なpositionが通用しないことを自覚し、より堅固な論理
展開の方法とを、英語を通して学んで欲しいと考えていま
す。
最後に、大学生としてそれぞれの専門分野の知識を英語
コミュニケーション活動に結びつけることは重要な課題で
す。以前、工業系の大学院のTechnical… Writingの授業で理
系分野の論文のabstractを扱ったことがありますが、薬学分
野においては、また日本語でもそうであるように、薬学分野
に特異なコロケーションや慣習的言い回しがはずです。そ
うした慣習に私も少しずつ慣れながら、専門用語の使われ
るコンテクストをできるだけ多く提供し、学習者自身が自分
の言葉でテクストの説明をする活動などの地道なコミュニ
ケーション活動を実践しながら、学生の興味を広げられるよ
うな授業作りを心がけていくつもりです。星薬科大学の学生
が、今後一層社会で活躍できる礎を築く助けにほんの少し
でもなれば幸いと思っております。

星薬科大学報第78号
（平成25年10月）

本年7月1日より、実務教育研
究部門の講師として赴任致しま

平成25年4月1日付で、星薬科大
学… 医薬品化学研究所… 創剤構築研
究室に教授として着任いたしまし

した。私は星薬科大学を卒業し、
星薬科大学大学院薬学研究科博
士前期課程を修了後、横浜労災

た。歴史ある本学にお世話になる
ことになり、責任の重大さを痛感し
ております。

病院で1年間、薬剤師として基
本的な臨床業務
（調剤、注射、抗
がん剤調製、服薬指導など）を

私は、新潟県の妙高市
（旧新井市）
に生まれ、窓から妙高連山が望ま

創剤構築研究室
教授え つ お
よ ね
も ち

米 持 悦 生

れる、田んぼに囲まれた家で育ちま

実務教育研究部門
講師の ぶ ゆ き
わ く
い

した。ニュースで取り上げられるの
が大雪ぐらいしかない田舎だった

湧 井 宣 行

せいか、あるいは、バレーボール部

に所属していたせいか、若干育ち過ぎました。1987年に千
葉大学大学院
千葉大学薬学部

薬学研究科博士前期課程を修了後直ちに、
製剤工学研究室の教務職員として、教員

生活をスタートしました。千葉大学におきましては、多孔性
の製剤添加剤中の医薬品の分子状態、特に、医薬品の非晶質
化に関する研究を行いました。当時、医薬品の製剤中におけ
る分子状態に関する研究は独創的なもので、2004年に米国
化学会からMolecular… Pharmaceutics誌が創刊されるまでに
15年の歳月を要し、私はご指導いただいた仲井由宣教授の
先見性に感銘を受けました。その後、1997年から文部省在
外研究員として英国ロンドン大学へ留学し、薬剤学研究室
において医薬品非晶質の分子状態評価の研究を進めました。
同時に、企業との共同研究に関連して、分析学教室にて近赤
外分光法に触れることができました。この手法はその後、局
方の参考情報に収載されるなど、医薬品の品質管理に必須
の手法となりました。また当時は、狂牛病が騒がれていた時
期であり、目が飛び出るような値段のオーストラリア産牛肉
をヤオハンに買いに行くのが、とびきりの贅沢でした。翌年
夏に帰国後、東邦大学薬学部

薬剤学教室に准教授として

経験し、その後、川崎市立川崎
病院で5年間、臨床業務の他に、
チーム医療
（栄養サポートチーム
（NST）
、褥瘡回診チーム、病棟薬

剤業務）や外部研修生の教育に携わってまいりました。
特に、川崎市立川崎病院では、日本静脈経腸栄養学会認
定のNST専門療法士の資格を取得し、病院のNST専任
薬剤師として、医師・看護師・栄養士と共に、病棟回診
を毎日行い、入院患者に対する経腸 ・ 静脈栄養療法で
の適切な栄養剤・輸液剤の選択、副作用モニタリングお
よび処方支援、必要に応じて医師 ・ 看護師にNSTに関
する実践的な講義や指導を行ってまいりました。これら
の経験を通して、これからの薬剤師は、他職種の医療ス
タッフを尊重しつつ、自分の専門分野に対して正確な知
識や根拠をもって客観的に意見を述べられる技術、多
職種との連携がとても重要であると感じました。学部教
育におきましても、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、協働できる能力の育成が必要であると考えます。一
方、患者さんに対しても、病む人の心を理解できる柔軟
な心を持ち、患者さんの知識や状態に応じた薬剤情報
提供ができる薬剤師の育成が必要であります。
また、病院勤務を行いながら、星薬科大学大学院の社
会人博士課程に入学し、粉砕調剤時の薬剤曝露評価と
新規薬剤懸濁法の開発の研究にて博士
（薬学）
の学位を

赴任しました。東邦大学では、医薬品原薬・製剤の物性評価
手法の確立をめざし研究を進めましたが、一方、薬学部の六
年制への移行を体験し、私立大学薬学部における教育の重
要性を叩き込まれることになりました。

取得させていただきました。最先端の医療教育を行うた
めには、最先端の研究も行う必要があると考えます。日
本病院薬剤師会認定の専門薬剤師などの資格取得にお

着任しました創剤構築研究室では、今後の医療のブレイ
クスルーとなるような新しい製剤の開発を研究室のメン
バーと一緒に進めるつもりです。教育におきましては、本学

きましては、学術雑誌への論文執筆が必須とされ、これ
からの薬剤師教育は専門的知識の修得だけでなく、科学
的な思考をもって研究活動を行っていく能力の育成が、

の優秀な、磨けば光る金の卵たちを、立派な成鳥として巣立
たせることに邁進する所存です。薬学科の学生には、基幹と
なる医療機関にて指導的立場になれるよう、学問だけでな

社会的に信頼される質の高い薬剤師の養成に必要なこ
とかと考えております。
今後さらに薬剤師の業務や可能性が広がっていく中

く、人としての生き方についても学んでいただきたいと思っ
ております。また、創薬化学科の学生には、製薬企業等で日
本の製造業を牽引する立場を目指してもらいたいと思って
います。

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、学生の教育に誠心誠意、全力で努めさせていた
だく所存です。皆様の御指導、御鞭撻を賜りますよう何

末筆とはなりますが、本学の益々の発展に微力ながら貢
献したいと考えております。今後とも皆様のご支援・ご鞭撻
の程宜しくお願い申し上げます。

卒宜しくお願い申し上げます。
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本年3月1日付で、事務局総務

本年4月1日付で、星薬科大学
総務部長を拝命いたしました。

部担当部長の辞令を頂き本学に

宜しくお願い申し上げます。

お世話になることとなりました

前任の木戸部長とは、通商産

谷本でございます。どうぞよろ

業省
（当時）工業技術院標準部で

しくお願いいたします。

ともに勤務し、JISマークの外国

私の略歴をご紹介いたします

企業への開放のための工業標準

と、長崎大学に就職の後に文部

化法の改正や、品質保証システ
総務部長
はやし

林

あ き

総務部担当部長

ム ・ 環境システムの国際規格で
お

明 夫

あ るISO9000、ISO14000の 日 本

た に

も と

谷 本

への導入 ・ PRに従事していまし

た。そのようなご縁もあり、この度星薬科大学にお世話

しげる

滋

省
（現在の文部科学省）に転任し
科学研究費や学術資料の保存な
どの学術研究支援、その後、国立
民族学博物館に転勤となり会計

関係、日本学術振興会に出向して若手研究者養成関係、

になることになりました。30年ほど前武蔵小山に住ん

教育研究機関としては大阪大学 ・ 九州大学 ・ 埼玉大学

でいましたが、その頃少年野球試合の付き添いで、星薬
科大学の構内を何回も通らせていただき、銀杏並木が記

と研究支援、また、研究機関としては自然科学研究機構

憶に残っています。

の国立天文台 ・ 宇宙航空研究開発機構の宇宙科学研究

大学では工学部金属工学科を学び、1975年に通商産

本部
（現在の宇宙科学研究所）
で一般管理業務等と38年

業省
（当時）
に入省し、研究開発、標準化 ・ 品質管理、ベ

間文部省、国立大学、大学共同利用機関等で学術研究の

ンチャー企業支援、資源リサイクルの推進などの業務に

支援業務を主に担当してまいりました。

従事しました。

今までの業務の中では、いろいろと楽しかったこと

2002年に経済産業省を退職し、日本鋼管
（株）に入社

や苦しかったことなど忘れられない事業が数限りなく

しました。翌年川崎製鉄と合併し、JFEスチール
（株）
が

ありました。特に印象に残っているのが、第2期科学技

誕生しましたが、JFEスチールの総合リサイクル事業セ

術基本計画の策定、宇宙科学研究本部の時に今年8月打

ンターで、…使用済みプラスティックからの製鉄原料製造

上げがあった固体ロケット
「イプシロン」の前身である

に従事しました。また、2008年からは、グループ会社の

「M-Vロケット」
の最後の打ち上げ、惑星探査機
「はやぶ

JFEミネラルとJFEスチール研究所で、鉄鋼副産物であ

さ」
のイトカワへのタッチダウンに携わることができた

る鉄鋼スラグの新規利用開拓に取り組みました。スラグ

こと、国立天文台の時に南米チリにある電波望遠鏡
「ア

を海底に設置し海藻やサンゴの成長を促進させる実証

ルマ」
の建設着手に携わることができたことなどが挙げ

実験や、底泥に敷設し青潮の原因である硫化水素の発

られます。

生を抑制する実証実験を大学、独立行政法人、自治体等

近年、大学を取り巻く環境の変化は、以前とは比べも

と連携し、国からの支援をいただきながら川崎港で行い

のにならないほどに教育面での質の保証や研究面での

ました。これらの研究をもとに社会人博士コースを修了

研究成果の社会への還元など社会からの要請として、質

しました。

的・量的な変化として表面化し、教育・研究に多大な影

30年ぶりに、銀杏並木を歩き、薬草園を見学させてい

響を与えている状況にあります。

ただきながら、過去の記憶がアリアリとよみがえり、本

また、教育・研究に係るトップダウン型の外部資金に

学に勤務することとなったご縁を改めて深く感じてお

ついては、社会からの要請を念頭に配分される傾向を強

ります。
末筆になりましたが、星薬科大の新たな飛躍益々の発

めています。

展に微力ながらお役に立てるよう努力していきたいと

このような中で、本学の強みを生かしながら如何にし

考えております。特に大都市内の緑あふれるキャンパス

て外部資金を獲得して教育 ・ 研究を推進していくこと

の中で、学生の皆様の学習環境、教職員の方々の研究 ・

が重要なことと認識し、微力ではございますが、皆様の

教育 ・ 職務環境の整備 ・ 充実に努めていきたいと思っ

ご理解 ・ ご協力を得ながら努めていく所存でございま

ています。今後とも皆様のご支援、ご鞭撻のほど宜しく

すので、ご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げ

お願い申し上げます。

ます。
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「先端科学創造シンポジウム」講演会シリーズ17

若き学徒に贈る科学する心
平成25年5月17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、平成
24年度文化勲章受章者であり京都大学名誉教授の山田康之
先生をお招きし、星薬科大学公開講座として、
『若き学徒に
贈る科学する心』と題してご講演を頂いた。約70名の品川
区民の方々をはじめ、約1,100名の学部、大学院学生、教職
員、さらに同窓生らが参加し、盛大な講演会となりました。
演者の山田康之先生は昭和32年に京都大学農学部を卒業
されたのち、同大学院に進まれ、昭和37年に米国ミシガン
州立大学農学部にフルブライト研究員とし留学され、留学
中の昭和38年に京都大学より農学博士号を授与されまし
た。昭和57年には京都大学農学部教授にご就任されました。
平成6年からなら先端科学技術大学院大学教授、そして平
成13年から同大学学長をお務めになられました。多くの国
際学会理事、国内学会会長を歴任されるとともに、文科省、
科学技術庁、通商産業省、日本学術会議など多数の委員会
委員を歴任され、昨年度の文化勲章を授章されたことは記
憶に新しいと思います。
講演のなかで、山田先生は幕末の志士 ・ 思想家である越
前国福井藩藩士の橋本左内が15歳の時に志を記した
『啓発
録』にある、
「稚心を去る」
「気を振う」
「志を立つ」
「学に勉む」
「交友を択えらぶ」の五項目について解説され、世のため人

京都大学名誉教授

山田

康之

先生

のために尽くすための自立心と自
己啓発をする心を持つことが重要
であり、物質的に恵まれ満ち足り
ている現代社会において自己制御
し自敬の理念を失わない事が大切
であるということを説かれた。
また、先端科学技術の研究を行う
には、そこに独創性、先駆的発想と
発明 ・ 発見が必要で、人類の生存、自然環境の保全と調和
した独創的、先駆的研究を推進することが重要である。先
端的科学技術によって生み出された科学的事実に絶対的な
ものはなく、それは絶えざる努力と進歩によって改善され
ていかねばならない。ある一定の時点において最高とされ
た物質、技術も一定の時間的経過を経た時、それが人類や
自然に対して負の効果を示すことの可能性を認識すべきで
ある。そして、科学者としてこれら研究成果を公表し、も
し、その成果がある時間的経過後、問題が生じた時、社会
全体がその責任を負う時代になっていると説かれ、
「今こそ
自己犠牲を伴う善意と社会正義が日本社会に最も必要であ
り、善意に基づく行動が次の世代の発展を促す」という言
葉を聴講者に贈り、講演を締められた。
薬剤師生涯学習支援室長…亀井…淳三（薬物治療学教室教授）
…

平成25年度大谷記念研究助成金を受領して
熱帯未利用植物由来の新規機能性アルカロイドの探索と開発
植物を対象として行われてきた天然機能性分子の探索
研究において、新しい骨格を有する天然分子の発見は減少
傾向にある中、数多くの新規骨格を有する天然分子を、北
方系未利用植物資源より発見してきました。具体的にはヒ
カゲノカズラ科ヒメスギランより分離したsenepodine類、
himeradine… A、lycochinine類、lyconesidine類、また同属
アスヒカズラより分離したlyconadin… A、complanadine… A
などがあり、世界中でその合成研究が行われております。
一方、近年、熱帯域
（マレーシア、インドネシア）に自生す
る植物にも注目し、マメ科Cassia… siameaからは強力な抗
マラリア原虫活性を有するcassiarin… A、キョウチクトウ科
Tabernaemontana… elegansからは世界初の新規四量体モノ
テルペンインドールアルカロイド、alasmontamine… Aの分
離に成功していますが、メガダイバーシティセンター（世
界中で生物多様性の最も高い国のひとつ）に存在する植物
のごく一部を研究したに過ぎません。
したがって、本研究では、熱帯域に生息する未利用植物
の抽出エキスから神経栄養因子、アセチルコリンエステ
ラーゼ、チューブリンなどを分子標的にした生物活性、な
らびに抗マラリア原虫活性を指標にしたスクリーニングを
行い、新たな新規機能性アルカロイドの探索ならびに、そ
れらの医薬としての開発を展開する所存です。

生薬学教室
助教

平澤

祐介

このたび、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、辻勉運営委員長をはじめとする運営委員の先
生方に厚く御礼申し上げます。
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。
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シクロデキストリンを用いたエパルレスタットの溶解性および経皮吸収性の向上
課題であると思われます。
全身循環を目的とした経皮吸収型製剤（TDS）は，肝
臓での初回通過効果の回避，長期連続かつ非侵襲的な
投与が可能であるなどの長所を有しております。した
がって，EPLのTDSを開発することは，薬物の投与回
数の低減につながり，DN患者の利便性向上につなが
ると考えられます。
一方我々は，これまでに環状糖の一種であるシクロ
デキストリン（CD）を用いた難水溶性化合物の溶解性
改善について検討を行ってきました。近年，CDには，
薬物の皮膚透過を促進する作用があることも報告され
ております。
そこで本研究ではCDを用いて，難水溶性薬物である
EPLの溶解性ならびに皮膚透過性の向上を目的としま
した。EPLの溶解性はCDを用いると，原薬単味よりも
数倍程度増大し，その結果，ヘアレスマウス皮膚透過
性も促進されることを明らかとしました。
現在は，CDとEPLとの相互作用メカニズムや，吸
収促進剤との併用による更なる皮膚透過性向上につい
て検討を進めています。これらの結果が，患者QOLの
向上に繋がる製剤開発に寄与できればと考えておりま
す。

薬品物理化学教室
助教

古石

誉之

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田中隆治
学長に深く感謝致します。また，選考にあたられまし
た辻勉運営委員長ならびに運営委員の先生方には厚く
御礼申し上げます。
糖尿病性神経障害
（DN）は糖尿病合併症の中の一
つであり，しびれ感，疼痛などを発症し，DN患者の
Quality of Life（QOL）の低下を引き起こします。エパ
ルレスタット
（EPL）はDN治療薬でありますが，その血
中半減期は1.8時間と非常に短いため，1日3回の経口投
与が必要となります。DNは慢性合併症であることか
ら，長期にわたる頻回投与によって患者の服薬コンプ
ライアンスは低下すると推察されます。そのため，DN
患者にとって簡便な投与方法を提供することは重要な

Trichostatin A及び5-Aza-2-deoxycytidineの動脈石灰化に対する影響について

臨床化学教室
博士後期課程3年

畦地

拓哉

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、辻勉運営委員長を
はじめとする運営委員会の先生方に深く感謝申し上げ
ます。
動脈石灰化は動脈組織への病的なカルシウム沈着を
特徴とし、心血管疾患（CVD）リスクを増大させること
が知られています。また、動脈石灰化は慢性腎臓病や
糖尿病などのCVDハイリスク群で高頻度に認められ、
予後規定因子と位置付けられています。これらのこと
から、動脈石灰化の発症 ・ 進展を抑制することは重要
であると考えられています。近年、動脈石灰化は種々
の因子を介した動脈平滑筋細胞（VSMC）の骨芽細胞様
への表現型変化が病因であると考えられていますが、

その全容は明らかにされておりません。
本研究では動脈石灰化発症におけるエピジェネティ
クスの関与について検討を行うこととしました。エピ
ジェネティクスはヒストン脱アセチル化酵素
（HDAC）
やDNAメチル基転移酵素（DNMT）を介して塩基配列
非依存的に遺伝子発現が制御される現象です。これ
までに、HDACやDNMTを対象とする各種阻害剤が
骨組織における骨芽細胞分化を促進することが明ら
かにされています。これら報告と同様に、私はHDAC
阻 害 剤（Trichostatin A）やDNMT阻 害 剤（5-aza-2deoxycytidine）がVSMCの骨芽細胞分化を引き起こし、
石灰化を悪化させることを見出しました。また、これ
ら薬剤は骨形成関連因子であるalkaline phosphatase
（ALP）の発現増大を招くとともに、このALP発現増大
を抑制することが各種薬剤による石灰化悪化を減弱さ
せることを明らかにしました。
これらの結果は、エピジェネティクス異常を介した
骨形成関連因子の発現変動が動脈石灰化の発症 ・ 進展
に影響を及ぼす可能性を示しています。今後は、実際
に動脈石灰化の発症 ・ 進展に伴うエピジェネティクス
異常をin vitro 及びin vivo モデルを用いて検証し、新た
な予防 ・ 治療法の開発を目指し、研究を展開する所存
です。
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錠剤内部構造の力学シミュレーション〜錠剤内残留応力分布が錠剤特性に及ぼす影響〜

薬剤学教室
博士課程3年

林

祥弘

この度、大谷記念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
に深く感謝申し上げます。また、辻勉運営委員長をは
じめとする運営委員の先生方に深く御礼申し上げま
す。
近年、医薬品をより迅速に世界中の患者へ届けるた
め、日米EU医薬品規制調和国際会議（ICH）により、新
薬承認審査基準の国際統一が進められています。ICH
が提唱する製剤品質ガイドラインでは、品質を製品中
に造り込むQuality by Design（QbD）を実践すること
が推奨されています。このQbDを実践するためには、
製剤品質と密接に関連する因子を明確化することが重

要と考えられています。
錠剤は、粉体を金型に充填 ・ 圧縮することで作製さ
れますが、調製された錠剤内部には応力の残留するこ
とが知られています。これは、圧縮された粉体の弾性
回復、粉体 ‐ 臼壁との摩擦、粉体間の摩擦によるもの
と考えられています。しかしながら、製造条件 ‐ 応力
分布 ‐ 製剤品質間の関係は未だ不明瞭な点が多いこと
から、本研究ではこれらの関係を明らかにすることを
目的としました。
まず、製造条件の異なる27種類の錠剤を作製し、弾
性 ・ 塑性 ・ 内部摩擦に関する物性を評価し、粉体モデ
ルを構築しました。構築した粉体モデルを基に、物理
シミュレーション技術の一つである有限要素法を用い
て、打錠工程のシミュレーションを実施することで錠
剤内残留応力を推定しました。
重回帰分析などの統計学的手法を用いて、製造条件
‐ 応力分布 ‐ 製剤品質の関係を評価した結果、これら
が密接に関連していることが分かりました。また、応
力分布の不均一さは錠剤硬度の低下を招き、高い応力
が残留した場合は溶出性の高くなることが明らかにな
りました。今後は、シミュレーション結果の妥当性を
評価していく予定です。

神経障害性疼痛に伴う睡眠障害発現における脳神経ネットワーク異常の解析

薬理学教室
博士後期課程3年

山下

哲

この度は、大谷記念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
学長に深く感謝致します。また、辻勉運営委員長を始
めとする運営委員の先生方に熱く御礼申し上げます。
慢性疼痛患者は、十分な睡眠が得られないことが多
く、それに伴う不安やうつ症状の悪化からQOL(quality
of life)の低下を引き起こすことが臨床において深刻な
問題となっています。慢性疼痛下における睡眠障害は、
単に痛みが起きているという生理的な拮抗だけの結果
ではない可能性が唱えられてきましたが、その科学的
なメカニズムは明らかにされていません。

痛みおよび睡眠覚醒は、動物個体で生じる現象であ
るため、痛みや睡眠覚醒に関わる神経回路網の動作原
理の解明には、全ての神経回路が保たれた動物個体、
いわゆる in vivo の実験において検証することが必要
不可欠であります。そこで本研究では、遺伝子工学と
光学を組合せてミリ秒オーダーで神経発火を制御する
オプトジェネティクスという新しい研究手法が有効で
あると考え、ミリ秒オーダーで神経細胞を脱分極させ
る藻類の青色光感受性 ・ 脱分極性陽イオンチャネルや
黄色感受性 ・ 過分極性陽イオンチャネルを、ノルアド
レナリン神経特異的に発現させることで、in vivo 条
件下、ノルアドレナリン神経の活動を光によって人為
的に on/off 制御することが可能な実験系を立ち上げ
ました。その結果、青斑核を起始核とし前頭前皮質領
域、帯状回領域に投射しているノルアドレナリン神経
の異常な活性化が、神経障害性疼痛モデルマウスにお
ける睡眠障害の一因であることを明らかとしました。
今後は、この新しい技術を様々な神経に応用し、神
経障害性疼痛病態の更なる理解進めると共に、慢性疼
痛に伴う睡眠障害や他の精神疾患の発症メカニズムの
解明を進めて行く所存です。

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25年度まで毎年2〜5名に授与されています。
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「人の評価は人脈と経験」
平 成25年3月29日に 辞 令 交 付 を

星薬科大学名誉教授

中

澤

裕

之

ました。若い方を学会発表に連れだしたことは彼らに多くの

受けて星薬科大学正門を出た時は、

「経験」
を積んで貰い、大きなステップアップになったと思いま

桜の花吹雪が見送ってくれました。

す。
「大学での経験が役立っている」
と研究室の卒業生からの活

皆様に励まされ、ご支援頂き無事

躍の便りを嬉しく聞いています。

に定年退職まで星薬科大学を勤め

「石橋をたたかずに渡る」猪突猛進スタイルで教員生活を

上げられたことに感謝の気持ちで

送ってきましたが、幾多の病に見舞われ、平坦な教員生活とは

一杯です。スタッフ、学生に恵ま

言い難い18年間でした。病に学んでこれからの時間は次のよ

れ、多くの研究成果を挙げて日本

うなことを心していきたいと思います。①可能性に限界をひか

分析化学会 ・ 学会賞、日本食品衛

ない、②やらずに決めない、③優先順位をつける、④集中力を

生学会 ・ 学会賞、クロマトグラフィー科学会 ・ 特別貢献賞を

もって取り組む、⑤
「焦らず、怒らず、諦めず」
がモットーです。
星薬科大学在職中に学内関係者のみならず、学会や学外の

受賞する栄誉に恵まれました。
平成7年4月、国立公衆衛生院から本学に奉職してから教室

委員会等で多くの方に出会い、様々な経験をさせていただき

運営に心したことは
「社会で存在が評価される人材」
の輩出で

ました。その交流を通じて
「人の評価は人脈と経験」であると

す。大学での教育は研究に基づく人材育成と考えました。研究

実感しています。切れるカードをもつこと、いかなる経験も無

推進は熾烈なバトルで、①研究施設
（戦闘機）
、②人財
（優れた

駄にはならいない・・と思います。
これからは、レギュラトリーサイエンスの実践を目指した仕

パイロット）
、③研究資金
（燃料）
が必要です。先ず研究室の研
究環境を整備しました。多くの方に支えられて外部資金を確

事に関わり気力と体力の続く限り、第二の人生を充実させて

保し、研究を推進することができたのは幸運でした。国立研究

いきたいと考えています。引き続きご指導のほど宜しくお願い

機関時代に構築した
「人脈」
が大きく役立ちました。また、自分

致します。
最後に教職員皆様のご多幸とご健勝を祈念するとともに星

の意見を自分の言葉で言えるように積極的に学会発表の機会
をつくり、プレゼンテーション能力を育みました。社会に研究

薬科大学の更なる発展を期待しています。
（薬品分析化学教室 前教授）

成果を還元するために国内外の学会や学術専門誌に成果を発
表してきたことも
「星薬科大学薬品分析化学教室」
のPRになり

定年退職に当たり

星薬科大学名誉教授

私が京都から星薬科大学にきて、

福

井

哲

也

生かしていくかを具体的に示されたのは南原利夫先生で、学

はや18年が経ち、本年定年を迎え

長就任当初から先生はよく
「うちは都市型大学で行く。自然だ

ました。私の着任当時、…本学は、関

けの田舎には引っ越さない」
と言っておられたのを思い出しま

西ではそれ程知名度の高い大学で

す。日本が豊かになり、世代による価値観の隔たりが広がっ

はなかったように思いますが、その

ていくなか、現代の学生気質の変遷を考えたとき、本学が
「東

後の発展ぶりには目を見はるもの

京の中でも絶好の環境」
にある点で、それはまさに先見の明で

があり、今や関東圏において
「星薬

あったことがわかります。この
「伝統」
と
「地の利」
は、今後の激

ブランド」
ともいうべきステータス

動の時代を大学が勝ち進んでいくための大きな強みであり、

を確立しつつあります。しかし、私

努力と工夫次第で上昇させることが可能な
「偏差値」
や
「国家試

は本学のポテンシャルから考えればその程度は当たり前と考

験合格率」
よりも上流に位置する要因です。そして、両要因を

えます。ここで私が言う
「ポテンシャル」
とは、われわれが努力

これほどバランス良く兼ね備えている薬科系大学は、他には

さえすれば得られる類のものとは違って、先験的に備わって

見あたりません。これが
「星薬科大学のポテンシャル」
です。と

いる要因のことを指します。具体的に言うと、それは
「伝統」
と

いうことは、今後の方針さえ間違わなければ、本学はこれから

「地の利」
です。まず
「伝統」
ですが、これは歴史の古さだけでは

ますます上昇の一途をたどり、真の意味での星薬ブランドを

なく、創立者がどのような理念を持ち、そして日本・世界の教

確立するに違いないのです。因みに、私が考える
「真の意味」
と

育 ・ 研究史においてどのような役割を果たしたか等が重要で

は、東京とほぼ同数の薬科大学を抱える京阪神からも毎年相

す。その点で本学は薬科大学として類い希な伝統をもってい

当数の高校生が受験してくれるということです。すなわち、
「私

ます。またハード面でも、
「近代日本の名建築」
に指定されてい

立の薬学を目指すなら、地元を遠く離れてでも星薬科大学に

る本館が、建設後88年を経た現在も古びることなく現役で活

行くことは重要な選択肢のひとつである」
という認識が、
「全国

躍していることは、本学の歴史的重み ・ 風格を支える一助に

的に」
行き渡るということで、これは本学にとって決して無理

なっていると言えるでしょう。次に、もうひとつの要因である

な目標ではないと私は考えています。今後の星薬科大学に大

「地の利」
ですが、これには本学の都市型大学としての方針が

いに期待しています。…

関係しています。これを明確な形にし、その利点をどのように
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定年退職に当たり

星薬科大学名誉教授

米

谷

芳

枝

本年3月末日をもちまして無事に

に，研究室での研究システムの維持が難しくなりました．学生

定年退職を致しました．退職した

に，如何に実験技術と研究に対する興味を持続させるかに苦

気の緩みなのでしょうか，今年の

心しました．… 6年制の学生は，実験を終えるのが精一杯です．

夏は特に暑く感じます．昨年は退

実験はする時間より，実験する前に目的や方向性を調べ，確認

職するという気力でやっていたの

する時間が大切ですが，これらの時間を十分とることが難し

でしょう．

いのです．良い点としては，6年制教育によって，学生は長い

学生参加の授業は中々難しく，

実務実習で医療現場での広範な知識の必要性や，他大学との

満足できた授業は少ないです．共

教育の違いなどにも関心を持って帰ってくるようになったこ

用試験CBTの試験監督になり，学

とです．6年制教育は始まったところです．薬剤師の教育は私

生の解答状態をパソコンのモニターで逐次監視する機会があ

立大学にかかっています．カリキュラムの更なる充実と，薬剤

りました．問題を早く解答する学生と時間はかかるが解答に

師の地位の改善と職能の拡大によって，社会のニーズにあっ

辿りつく学生がいました．みんな問題を理解しているが反応

た薬剤師を育ててほしいと思います．

が早いか遅いかです．学問を楽しむのなら，問題を解く時間は

学生には試験や卒論だけのための勉強でなく，正解のない

関係ない，時間がかかっても最後に正解に辿り着く瞬間の喜

現実の様々な問題を情報や実験経験を使って解決していく力

びを楽しんで欲しいと思いました．もう受験だけの勉強，時間

を養ってほしいと思います．薬物だけでなく食品，化粧品や環

内に解答を見つけるという作業からは解放されるべきだとい

境衛生などの幅広い学問領域に関心をもってほしいです．

う思いと，試験がなければ勉強するだろうかという矛盾する思

伝統とは，大学で身近にいた人が素晴らしい仕事をしたと

いを抱えながら，定期・追再試験をしていました．卒業試験の

きに，同じ環境の自分でも同じようにやれるという意識を植え

薬学演習の成績が優秀な学生には，国家試験勉強はもうこれ

付けることができることだと思います．星薬科大学には先輩

で十分だから，創造的な思考をする別の勉強をしたほうがい

達の遺産である素晴らしい伝統があります．先生方には教育

いと注意をしていました．自分では気づいてない，素晴らしい

と研究にさらに尽力して頂き，これからも優秀な人材を社会

学生がいたのです，

に輩出して，伝統を守ってほしいと願っています．

6年制教育が始まり，大学院修士課程の学生が激減したため

定年退職に当たって

（創剤構築研究室 前教授）

事務局長、管財部長事務取扱

本年3月末日をもって定年退職を

小

池

康

夫

力 ・ ご尽力で完成に漕ぎ着ける事が出来ました。一階の学生

迎えました。その後も嘱託として引

ホールの利用も活発です。

き続き勤務していますが、一区切り

3）平成21年1月には、本学にて吉永小百合さん主演の
「おとう

として、ご挨拶申し上げます。

と」
の撮影が行われました。

平成17年11月1日付で本学に奉職

吉永小百合さんと直接お話が出来た事は、宝物として脳裏

し、7年5 ヶ月に渉りお世話になり

に焼きついています。

ました。皆様の暖かいご支援とご

4）
平成23年5月には本学創立100周年を祝う記念式典が行われ

協力に改めて感謝を申し上げ、こ

ました。

の間の主な出来事を振り返って見

百年記念式典は、文部科学省、厚生労働省の幹部のご出席

ます。

を賜り、更に日本私立大学協会の大沼淳会長に加えて、ドイツ

1）
平成18年度から薬学教育6年制がスタートしました。

大使、チェコ大使のご臨席を賜り盛大に挙行されました。加え

薬学教育6年制の準備には参画出来ませんでしたが、薬学科

て、卒業生の皆様の強力なご協力を得て、チャリティー・コン

に加えて、創薬科学科も新たに設置され、新モデルコアカリ

サートが大盛況裏に催され、また皆様から多大なるご寄附を

キュラムのもとでの講義、CBT、OSCE等の共用試験の着実

頂いて、その一環として星薬科大学歴史資料館が医薬品化学

なる実施に於ける教育職員と事務系職員の一体となった推進

研究所の1階に設けられました。

に本学の底力を感じました。志願者も着実に増加しています。

短い期間でしたが、貴重な経験をさせていただきました。

本館3階には、3室96席の卒論生自習室も設けられました。

事務組織改革、本館改修、動物センター建替え、守衛所建替

2）
百年記念館の地鎮祭が平成20年12月に行われ、平成22年3月
に無事竣工式が挙行されました。

え等、積み残しましたのが残念ですが、若い方々が引き継いで
いただけると確信しております。

百年記念館建設については、建設関係に素人である小職に

星薬科大学は、新たな100年の歴史を歩み始めています。

取って大変不安でしたが、大谷理事長のご指導のもと、本学職
員の皆様のご支援に加えて、株式会社テーオーシーの皆様や

より一層星薬科大学が発展し、皆々様の益々のご活躍を祈
念してご挨拶とさせていただきます。

株式会社日建設計、大成建設株式会社他、多くの方々のご協
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退職挨拶

前総務部長
平成16年9月に星薬科大学に総務
部長を拝命し、以来8年6月に亘り

木

戸

達

雄

した。また、学長就任式典、百周年記念式典も経験させていた
だき、よい記念となりました。

お世話になりました。着任当時…、大

4月5日
（金）以降、関係各位のご厚意により、一般社団法

学の事務には門外漢でしたが、総

人微細気泡産業会
（以下
「FBIA」という。
）に奉職しておりま

務部長という役目柄理事長、副理

す。FBIAは、平成24年7月に設立され、ファインバブル
（以下

事長はじめ各理事、監事、顧問の理

「FB」
という。
）
技術の国際標準化、認証及び利用技術開発、更

事会の皆様方及び評議員会、教授

には共通基盤情報の収集などを総合的に行うプラットフォー

会、職員の皆様並びに近隣町内会

ムとして、業界/学会/政府共同でFB産業の健全市場形成を

の会長、警察、消防、その他外部関

行い、産業全体の加速的発展のための活動を行うことを目

係機関の方々と接することができ、その時々にご協力いただ

的とした団体です。平成25年6月には国のトップスタンダー

き、何とか定年まで奉職することができました。この紙面をお

ド制度により我が国からISO(International… Organization… for…

借りして厚く御礼申しあげます。

Standardization)に提案した微細気泡に係る新TC（technical…

着任早々先生方の雇用保険加入問題、私学法改正に伴う寄

committees）が設置され平成25年12月に日本で設立総会を開

付行為改正それに伴う規程整備等制度関係、9月、3月の学位

催することとなり、また、国からの委託事業として、国際標準

記授与式及び4月の入学式の司会、入試、オープンキャンパス

化に係る国際標準共同研究開発事業、FBに関する認証システ

などの行事、研究開発等に関連する情報収集及び外部機関と

ム基盤整備に係る工業標準化推進事業委託費
（グローバル認

の契約その他の折衝、労務問題等幅広く携わらせていただき、

証基盤整備事業）
を実施するとともに、平成26年度事業として

なかには難問もありましたが学内外の各位の過分なサポート

基盤技術研究開発事業の準備等を鋭意進めております。
星薬科大学のますますの発展と職員各位のご健康をお祈り

を賜り何とか乗り切ることができました。
第二新館の竣工式の準備で親睦会の参加を急遽取りやめざ
るを得なかったこと、モデル薬局の開設伴うOSCEトライアル

します。また、仕事で関連性が出てきた場合には、今後とも以
前と変わらぬご指導ご鞭撻を賜われれば幸いです。

の準備を慌ただしく進めたことなど懐かしい思い出となりま

定年退職にあたり

前医療実習実務担当部長

100周年を少し過ぎた星薬科大学
におけます私の本学でのスタート

川

公

江

力を賜り、私自身を成長に導いていただいたことに対し感謝
し、御礼を申し上げたいと存じます。

は、衛生化学教室… 赤木満洲雄教授
兼学長の指導グループからでした。

細

私の仕事場は主として旧2号館の2階でした。同じ階におら
れた一般教育の先生方、とくに哲学教授の櫻井弘木先生、心理

卒論指導を生薬学教授の伊沢一男

学教授の河合貞子先生、経済学教授の榎並洋介先生、心理学

先生に仰ぎ、同時に私の人生道場

講師の古川聡先生
（現 ・ 国立音大教授）
、心理学講師の河﨑勝

を生化学教授の石川信雄先生に求

義先生
（現 ・ 准教授）
には隣組のよしみで随分協力いただきま

めその薫陶を受けることができま

した。と同時に大変なご心配もおかけしましたことを想いだ

した。卒業後、当時、永井正博助教

します。医療実習は、対外的な業務の為、理事会にも大変お世

授兼教務課長、細川友和先生
（現教授・薬剤師教育研究部門長）

話になりました。特に、中嶋暉躬前学長、河村太郎理事、榎並

お二人からのお誘いで、本学のお手伝いをすることになりまし

洋介常務理事には受入機関と受入費用についてご指導を受け、

た。

心強い支援をいただき、深く感謝いたしております。

それ以来、旧2号館の2階で、教科実習のお手伝いと薬剤学

現在ある私は、いま挙げさせていただいた諸先生方のお陰

教室の病院実習のお手伝いに主としてかかわってきました。

であると自負しております。あらためて御礼申上げたいと存じ

その後、病院の業務実習が主体となり、南原利夫元学長の指導

ます。

のもとに教科実習と病院実習に専念し、これ以降、病院実務実
習と現在の薬局実務実習に集中し、今日に至っております。こ

星薬科大学31年の在職中、学内関係者、学外関係者、学生、
卒業生の方々にはご指導とご支援とご協力をいただき、誠に

の間、薬剤学教室教授… 永井恒司先生をはじめ、医療薬剤学教

ありがとうございました。今後、大学の世界も厳しさを増して

室教授…町田良治先生、薬動学教室教授…全田浩先生、同教授…杉

くることと存じますが、見識豊かな田中隆治新学長の下、関係

山清先生、実務家教授… 櫻井正太郎先生方からのご指導を賜り

者が知恵をだしあい今以上に母校が発展することを祈念して

ましたことに心から厚く御礼申し上げます。

おります。

また、本学の卒業生として、薬剤師として、学生の受入機関
の環境などについて、医療実習関係の先生方のご支援とご協

永きにわたり大変お世話になりまして、ありがとうございま
した。
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退職・雑感

法人調査室

1.平成20年以降、単年度契約で今
日まで勤めさせていただいたが、
年齢的に毎日の勤務は無理なの
で平成24年度をもって契約終了
とし本学を退職することにしま
した。長年のご支援 ・ ご協力に
感謝申し上げます。ありがとう
ございました。さて、
2.本学にはミッションはあるが、ビ
ジョンがないといわれて久しい。
この度、理事会において本学の方向性・理念を示すグランド
ビジョンの制定に参画できたことは喜ばしいことである。こ
のビジョンを達成するためにはグランドデザインである中
長期政策の策定が必要である。さらに、これを実現するため
の事業展開をアクションプランとして単年度計画に具体化
し実施することで所期の目標の達成度が測定可能になる。計
画の推進の主体は教職員全員およびステークホルダーであ
る。そのためには課題意識の共有化をはかり、計画の策定 ・
実施には全員が積極的に参画していくことが目標を達成す
るための秘訣であると考えます。
3.大学経営における阻害要因の除去を想定することは計画策
定のポイントである。想定される周知のリスク管理を列挙し
ますが、これらの項目はリスク発生の可能性があり、影響度
の高いものです。このため常に慎重に対処する必要がありま

す。
（1）
事業運営に関するリスク：人事方針、健康管理、学生募集・
就職、教育研究組織、教員支援体制、安全管理、契約 ・ 取
引管理、財務管理、労働組合、ステークホルダーとの関係、
倫理観の欠如、法令違反、情報セキュリテイ
（2）
経営資源に関するリスク ： 経営理念と経営計画、計画の実
行 ・ 予算管理、経営及び教育研究に係わる意思決定機関、
監視機能、職務権限・職務分掌・組織体制の見直し、コミュ
ニケーション
（3）
外部環境に関するリスク：事故・災害等、資産価値の変動、
事業環境の変化
【略歴】
昭和17年5月京都府出生 昭和46年4月星薬科大学講師 昭和
54年4月星薬科大学助教授 平成3年4月星薬科大学教授 平
成7年7月学校法人星薬科大学評議員 ・ 理事 平成20年3月星
薬科大学定年退職 平成20年4月星薬科大学名誉教授 平成
20年4月学校法人星薬科大学研究職員再雇用 ・ 評議員 平成
20年5月学校法人星薬科大学理事 平成22年5月学校法人星薬
科大学常務理事 平成25年3月学校法人星薬科大学退職 平
成25年6月学校法人星薬科大学名誉理事
この間、学生課長、教務部部長補佐、教養科長、入試実行委員
長、100周年記念事業副委員長、100周年記念写真集実行委員
長、複合施設検討委員長
（歴史資料館の整備）
、8号館
（動物セ
ンター）
建設準備委員長など歴任

退職にあたり

元研究職員

英語研究室

2013年3月末日をもって星薬科大
学を退職いたしました。2000年9月
に英語研究室に着任して以来、多
くの方々にご指導やご助言をいた
だきましたことに厚くお礼申し上
げます。
振り返りますと、在職した12年
半という期間は大きく２つに分け
られます。まず前半の数年は、英語
の教員が私一人だったこともあり、
試行錯誤の毎日でした。授業以外にも、この
『学報』
編集を行う
広報委員会を初めとする数々の委員会、また、当時行われてい
た新入生の合宿同行などの活動を通して、星薬科大学という
コミュニティの一員になるべく模索した日々でした。
「異文化
との遭遇」
とも思える独特の慣例もありましたが、何とか適応
していった記憶があります。ドイツ語研究室の吉田国臣教授
を初めとして多くの教職員の方々、そして学生の皆さんが、ま
さに親切第一に色々教えて下さったことは、私にとっての大き
な財産となりました。
後半の数年は薬学教育が6年制になり、有望な若手の吉澤小
百合先生が着任され、新しい英語のカリキュラムが始まった
時期でした。この期間、自分として特に力を注いだことは、他
大学の英語の先生方からお声をかけていただいて参加した、
コアカリに準拠した薬学英語の教科書の編纂です。その節は、

前教授

榎

河

並

野

洋

介

円

多くの専門科目の先生方が、内容に関してアドバイスをくだ
さったり、私にもわかるように内容を噛み砕いて解説してく
ださったりしました。できあがった教材を実際に使用しての
学生の評判は概ね良好で、授業アンケートでは
「他の専門科目
で習ったことを英語で読めて面白かった」
「専門用語の語源を
習って役に立った」
などの感想がありました。星薬科大学の英
語のカリキュラムは、1年から4年次まで、若手の専門科目の
先生方にも協力いただいて、
「英語で」
薬学を学ぶことを目指し
たカリキュラムになっています。6年次にはネイティブ・スピー
カー講師による、薬局や病院での薬剤師の会話を学ぶ授業も
設置されているので学生の皆さんには是非、高い英語力、広い
視野、そして豊かな教養を持つ薬学人になってほしいと思い
ます。
現在、私は明治大学総合数理学部にて、文理融合型、そして
分野横断型の英語教育カリキュラムの構築に取り組んでいま
す。新しい研究室では、指導グループの学生さんからいただい
た寄せ書きつきのテディベアや、ブルーの星型のマグカップ、
そして短期間顧問を引き受けたエトワール ・ アンサンブル部
のDVDなどの星薬グッズを机のそばに置きました。星薬科大
学での経験と数々の想い出を持ってこれからも教育と研究に
邁進していく所存です。
末筆ながら、星薬科大学と教職員、学生、関係の皆様のます
ま…すのご発展をお祈り申し上げます。
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新任教職員紹介
うわもり

上森

まさひろ

理弘

た ぐち

助教

生体分子有機化学研究室
４月より生体分子有機化学研
究室の助教に着任いたしまし
た。研究面、教育面を通して、
本学の発展に貢献したいと
思っております。未熟者では
ございますが、ご指導 ・ ご鞭
撻のほどよろしくお願い致し
ます。

すず き

鈴木

く

み

こ

田口 久美子

助教

機能形態学研究室
6月より機能形態学研究室の
助教に着任いたしました。微
力ではございますが、新しい
環境のもと研究・教育に精励
いたす所存でございますの
で、何卒よろしくご指導ご鞭
撻のほどよろしくお願いいた
します。

けん じ

は

健二 係長

せ がわ

長谷川

やす こ

康子

職員

医療実習実務担当部
4月 に 医 療 実 習 実 務 担 当 部
に着任致しました。学生の立
場に立ち、
“ 仕事は楽しく”を
モットーに頑張っていきたい
と思います。今後ともよろし
くお願い致します。

総務部
4月より総務部職員として着
任致しました。長い歴史を持
つ本学で働けることを嬉しく
思います。1日も早く即戦力
となれるよう頑張って参りま
すのでよろしくお願いいたし
ます。

はしもと

とよ た

橋本

りょうすけ

陵介 職員

豊田

経理部
4月1日付で経理部に着任致
しました。素晴らしい学舎、
素晴らしい学生に負けないよ
う、明るく職務に取り組んで
いく所存です。どうぞよろし
くお願い致します。

しょうこ

祥子

職員

就職部
4月より就職部に着任致しま
した。学生の声に耳を傾け、
良き相談相手となれるよう精
進してまいりたいと思ってお
ります。ご指導 ・ ご鞭撻のほ
ど宜しくお願い致します。
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日本食品化学学会第 19 回総会・学術大会論文賞を受賞して
薬化学教室 助教

若菜

この度、日本食品化学学会第
19回総会 ・ 学術大会において、
論文賞を受賞いたしました。本
論文は「DNA配列解析及び形態
観 察 に 基 づ くSida属 植 物 製 品
の実態調査」で、市場品の基原
植物の混乱を調査したものに
なります。以下に、概略を紹介
させて頂きます。
Sida属 植 物 は 熱 帯 か ら 温 帯
地域を中心に、100種以上が存在するアオイ科最大の
属であり、エフェドリンを初めとする多種のアルカロ
イドが含有されると考えらえております。日本では、
食薬区分においてS. cordifolia 及びS. mysorensis の根、
葉、S. rhombifolia の全草が、専ら医薬品として使用さ
れる成分本質
（原材料）リストに収載されているもの
の、上述の通りSida属植物は非常に多くの種が存在し、
上記の生薬として誤用されるものもあります。また、
エフェドリンは覚醒剤原料であることから、乱用目的
での使用も懸念されます。そこで、本研究では、Sida
属植物の有害性評価及び規制の範囲の検討に関する知
見を得ることを目的とし、市場に流通するSida属植物

大悟

の実態調査を行いました。
海外市場品11品目についてrDNAのITS領域の配列
解析から、Sida属植物を含むのは7製品、Sida属植物の
みからなる製品は4品目のみであり、Sida属植物以外
には、主にアオイ科の別属植物が多く検出されました。
Sida属植物にはアルカロイドを含むものが見受けられ
るため、その有無を確認し、適正な食薬区分の改訂を
行う必要があると考えられます。
また、ハワイ、オアフ島で採集された6個体のSida属
植物の形態観察から、星状毛及び分果の外観の観察が
Sida属植物の鑑定に有効であることが明らかとなりま
した。また、今回採集した6個体はいずれも半径1m以
内に自生しており、正確にSida属植物のみを採集する
ことは困難と考えられました。
以上から、Sida属植物による健康被害は、アルカロ
イドを含有するSida属植物だけでなく、原料植物の誤
同定による有毒植物の混入によるものも考えられ、植
物利用製品における、原料植物の同定の重要性が示さ
れる結果となりました。
最後になりますが、本研究の遂行に当たり多大なご
支援、ご助言を賜りました、共同研究者の皆様方に厚
く御礼申し上げます。

星薬科大学学術情報リポジトリの構築について
星薬科大学は、
「 星薬科大学学術情報リポジトリ ・
Stella」を構築することとし、その準備をスタートしま
した。
「リポジトリ
（repository）」は、
「貯蔵所・倉庫・宝
庫」という意味の英語で、
「Stella」は
「星」を表すラテン
語です。本学の教職員、学生が生産した研究、教育の成
果
（博士論文、雑誌論文、紀要、研究報告書、教材等）を
電子的に登録 ・ 保存し、広く世界に無償で公開 ・ 発信
するインターネット上の電子書庫です。
学術情報リポジトリのメリット
リポジトリでは論文を登録する際に、タイトル、著
者名、キーワード等のメタデータを作成します。この
メタデータを利用することで、Google等の検索エンジ
ンや、世界規模のデータベースの検索対象となり、論
文の読者は大学 ・ 研究機関に所属する研究者以外に、
産業界、一般市民へと広がります。
学内研究者にとっては、新たな情報発信のルートと
なり、論文の一元的管理、長期保存が可能となります。
大学にとっては、社会に対する説明責任を果たし、知
名度の向上、産学連携の促進にも繋がることが期待さ
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れます。そして社会にとっては、情報へのアクセスが
容易となり、研究がスピードアップし、本学の研究動
向をより早く把握することができます。
今後の予定
リポジトリで論文を公開するには、著作権をクリア
する必要があり、論文の著者のほか、雑誌論文の場合
は学会や出版社の許諾が必要となります。海外の出版
社の多くはリポジトリの搭載を認めていますが、搭載
できるのは出版社版ではなく、査読後の著者最終稿に
限るなど、学会や出版社の方針は様々であり、それを
調査し、許諾を得てからの登録になります。現在のと
ころ、本学が発行する「星薬科大学紀要」
「星薬科大学一
般教育論集」の著者の内、学内の教員全員から許諾をい
ただいたところです。今後、学外の著者、そして学位論
文、学術雑誌掲載論文、と3年計画で対象を拡大してい
く予定です。一般公開は１年後となる見込みで、公開
後は、許諾いただけたものから順次登録していく予定
です。関係者の方々には、この場を借りてご協力をお
願いする次第です。
（図書館）
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教室紹介

運動生理学研究室
運動生理学研究室（旧体育学研究室）

けております。また、スポーツ障害の機序や予防 ・ 治療法など

は、体育館1階にありまして、竹ノ谷文

のスポーツ医学の基礎知識を学習します。さらに、当教室では、

子（ 准 教 授）が 教 育 お よ び 研 究 活 動 を

いち早くスポーツファーマシス認定制度の情報を取り入れ、
「ス

行 っ て お り ま す。授 業 担 当 科 目 は、1

ポーツとドーピング」や「スポーツファーマシス認定試験対策」

年生の「スポーツ科学」
「 体育ゼミ」、
「ス

のための講義も行っております。このような授業は、他の薬学

ポーツ実技」、
「 体育実技」、2年生の「ス

大学では見られない、本学の特色あるスポーツ科学系の講義で

ポーツセラピー」、3年生「スポーツと健

あると考えております。また、現在の医療現場では、統合医療

康」の実習系および講義系の授業を行っ

の重要性が見直されておりますが、代替医療の一つとして、運

ております。実習系の授業では、非常勤

動が重要視されてきております。そこで、統合医療として代表

の先生と私が2人で担当し、半期に数種目のスポーツ実技を行っ

的なアロマセラピーを科学的に評価し、スポーツとアロマセラ

ております。現在、運動不足による生活習慣病が社会問題になっ

ピーを融合した、
「 スポーツアロマセラピー」などの紹介も行っ

ておりますが、学生時代から、定期的な運動習慣を身につけて

ております。
「運動が特効薬の一つ」
と言われるように、運動を一

おくことは、その予防策として重要であると考えます。その為、

つのセラピーとして考え、薬の処方のみならず、運動処方も提

スポーツスキルを獲得し、生涯スポーツを目指した、運動好き

案できるような、幅広い健康科学の知識を持った薬剤師や医療

になれる楽しい実技を目指しています。スポーツを通じての集

従事者の育成を目指したいと考えております。

団活動は、個性を生かすとともに、コミュニケーション能力や

一方、本教室の研究活動は「効率よい運動」をテーマとし、ス

リーダーシップを養える絶好の場であると考えております。こ

ポーツ時における高次脳機能の解析、エネルギー代謝、摂食調

こで話は少々脱線しますが、本学の運動能力の高い学生の多さ

節機構の機序解明などの体力医学を研究しております。最近で

に驚かされます。体育大学で授業をしているような錯覚を起こ

は、抗肥満ペプチドの点鼻投与と運動を組み合わせた肥満解消

すこともあります
（非常勤の先生と私の感想）。本学の学生は、

の為の運動療法を目指し、医療とスポーツのコラボレーション

文武両道を実践している学生が大勢いると推測され、とても頼

の可能性を広げていきたいと考えております。

もしく思います。

最後になりましたが、当教室の教育および研究が、医療人と

次に講義系の授業を紹介させて頂きますと、運動生理学は勿

して活躍される学生の未来に少しでも役立つよう、本学に貢献

論の事、高次脳、分子生物学、心理学などの様々な側面から、運

できるような活動をしていきたいと思っております。

動による身体のメカニズムを科学的に捉えるような講義を心が

教室紹介

（准教授

竹ノ谷文子）

生物学研究室
生物学研究室は平成23年5月より

では気道過敏性、アレルギー性鼻炎
（花粉症）では鼻粘膜過

私、千葉義彦が担当しています。場

敏性、アトピー性皮膚炎では皮膚過敏性などのように、わ

所は第二新館6階の中ほどにあり、教

ずかな刺激でも過剰な反応を示してしまう過敏性が問題と

職員としては私一人のみ、卒論生と

なり、患者のQOLを著しく低下させ、時に喘息死など最悪

し て 四 年 生7名 と 五 年 生6名 が 所 属

の事態をもたらします。これまでの気管支喘息モデルマウ

し、薬理学教室から派遣の六年生3名

スや培養ヒト気管支平滑筋細胞を用いた検討で、喘息時に

と合わせて、現在、総勢17名の小数

気道局所で増加する種々のサイトカインが気管支平滑筋細

精鋭
（？）
の組織で教育 ・ 研究活動を

胞自体に直接作用してその質的変化をもたらし、これによ

行っています。

りわずかな刺激でも過剰な収縮反応を引き起こす気道過敏

私の担当する講義科目は、一年生前期の
「基礎の生物（動

性が獲得されることを明らかにしています。喘息研究で気

物）」、二年生前期の
「薬の効き方IB」
、二年生後期の
「薬の効

管支平滑筋に着目する研究者はほとんどいませんが、喘息

き方IIA」、四年生前期の
「薬学英語IIA」
、四年生後期の
「バ

発作に短時間作用型β2受容体刺激薬が著効を示すことか

イオスタティスティクス」
、四年生の
「総合薬学演習I」、六

ら、この気管支平滑筋の質的変化に発作の原因があるもの

年生の「総合薬学演習II」です。このほか、三年生後期に行

と考え、現在この質的変化がなぜ起こるのかを解明してい

われる
「薬理学実習」も分担担当しており、学生の皆さんは

る最中です。アレルギーの研究分野では、いわゆる免疫細

実務実習のある五年次を除いて、否が応でも毎年のように

胞に着目して研究が行われるのが主流となっていますが、

私と顔を合わせることになります。

このようにアレルギー標的組織の“非”免疫細胞に焦点をあ

当研究室では現在、アレルギーの新たな治療戦略をめざす

てて、気管支喘息をはじめとする種々のアレルギー疾患発

べく、アレルギー疾患の発症機序解明をテーマに研究に取

症のメカニズム解明に取り組んで行きたいと考えていま

り組んでいます。アレルギー疾患では、例えば気管支喘息

す。
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（准教授

千葉

義彦）
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教室紹介

情報科学研究室
本学における情報教育は、平成4

タの利用者として習得すべきものとなっています。授業で

年、当研究室および電子計算機実習

は、細かな知識や技術に振り回されることなく全体を見渡

室
（平成13年、学生コンピュータ室に

せるようになることを、目標としています。選択科目の数

改称）の設置と同時に開始されまし

学では、主に線形代数を取り上げ、必要に応じて高校数学

た。この年、米国に2年遅れ、国内で

の復習をしながら、理学や工学への応用のほか、この分野

商用のインターネットサービスが解

がどのような体裁をなしているのかについても伝えるよう

禁されました。これを契機に、それ

にしています。これらの科目では、いずれも技術的側面と

までおもに大学研究機関等で利用さ

理論的側面の配分に偏りが生じないよう留意しています。

れていたインターネットは、広く一般に普及しました。ま

選択科目の英語では、薬学の基礎に関係する自然科学分野

た、当時は病院薬剤師の業務に変化があった時期でもあり

から選んだ英文を読解しています。

ました。昭和63年および平成6年の診療報酬改定において、

上記の授業方針は、自らの研究時期に対象の公理主義的

薬剤管理指導業務の実施要件に医薬品情報管理室設置があ

説明を試みたことに起因します。具体的には、原子や分子

げられていたことから、医薬品情報管理が薬剤師の重要な

の結合現象が起こる必然性の統一的解釈や、既存の波動方

業務の一つとして認識され始めました。本学における情報

程式で扱うことができない波動関数を求めることなどで

教育の導入は、情報化の急速な進展と薬剤師業務の変化に

す。これらの問題に取り組むうちに、学問分野の数学に倣

対応するものでした。

う公理主義的体系化の重要性をあらためて認識しました。

当研究室では、当初より教養部の一研究室として主に情

幸い、数学的、物理学的要請に耐える結果が得られ、それ

報教育を行ってきました。現在の担当科目は、情報科学、情

が当時の本学教授の目に留まり、本学で教育に携わるきっ

報科学実習
（以上、1年生必修）
、高校との接続教育
（数学）
（1

かけとなりました。今後もこれまでの経験を生かし、一般

年生選択）および薬学英語IIA（4年生選択）です。2つの必

教養の教育に一層尽力していく所存です。

修科目は授業形態に違いがあるものの、内容はコンピュー

教室紹介

（講師

香川

博隆）

化学研究室
化学研究室は、平成17年4月に開設

坂田は、理論化学、なかでも量子化学とよばれる分野を

された総合科目
（旧教養科目）担当の

専門として研究活動を行ってきた。量子化学とは、量子力

研究室であり、新星館3階に部屋を構

学を化学の諸問題に適用し、分子構造や物性、化学反応性

える。設立時より現在に至るまで坂

等を理論的に明らかにする学問分野である。云うまでもな

田が担当しており、教員１名のみの

く化学とは、原子 ・ 分子の性質や変化を解き明かすことを

個人研究室として運営されてきた。

目的とし、長い歴史の中で積み重ねてきた実験結果をもと

本年度担当する講義科目は、1年

に法則性を導いてきた経験的な学問である。量子化学は、

生を対象とした
「化学」
、および2年生

そのような化学の経験を非経験的に再現し、さらには新た

を対象とした
「物質の構造」
である。
「化学」
は、本学カリキュ

な実験に対する理論的予見を可能にすることを目標として

ラムにおける学科目
「薬学の基礎」に組み込まれた理系基礎

いる。近年、
「 京」スーパーコンピュータに代表されるよう

教養科目のひとつであり、有機化学、物理化学、分析化学

に、計算機の進歩は目覚ましく、量子化学をベースにした

といった専門科目の基礎になる内容である。これらの専門

計算手法は、材料開発や創薬等、様々な分野に急速な勢い

科目を学ぶ前に、高校で学習した化学の内容を基本として、

で浸透しつつある。本研究室では、学外研究者との共同研

より高い視点に立って一般的な化学の考え方に触れてもら

究をとおして、遷移金属触媒や有機分子触媒をもちいた触

う。一方、
「物質の構造」
では、
「物理系薬学」
の一科目として、

媒反応に注目し、とりわけ触媒の果たす役割を量子化学の

分子の化学結合や各種スペクトルの基礎原理を物理化学的

立場から検討してきた。研究室が設立されて8年が経過し、

視点から学んでもらう。ともすれば物理系科目は敬遠され

徐々に成果を挙げつつある。学問に王道はないとの言葉ど

がちなこともあり、講義では苦手意識を増長させないよう

おり、従来からしっかりと地に足をつけた教育 ・ 研究活動

なるべく“平易に”解説することを心がけているつもりだ

を心がけてきたつもりであるし、今後ともそのような方針

が、単位取得が平易であることを意味しているのではない

で進めていく所存である。

という点を学生諸君は肝に銘じて欲しい。
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（准教授

坂田

健）
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●水泳部

成績を残せるように頑張っていきたいと思います。

水泳部は主に火曜日と金曜日に大学のプールで練習
を行っています。活動期間は5月から6月です。その期
間内であれば練習日以外でも自由にプールを使うこと
ができます。また、夏と春には合宿があります。
対外試合では毎年、東日本医歯薬看護大学、星薬科
大学主催の団体戦、そして薬科戦に参加しています。
対外試合を通じて他大学と交流する機会が増えるた
め、他大学とのつながりを持つことができます。
●弓道部
私達弓道部員は、男子19名、女子22名の総勢41名で
活動しています。練習は、火 ・ 木 ・ 土曜日の週3日で、
春と秋には医歯薬系弓道大会が開催されます。今回の

●軟式テニス部
私たち軟式テニス部は、毎週土曜日に体育館横テニ
スコート2面で全体練習を行い、平日は各自自主練習を

春季大会では、女子団体が競合犇めく中見事優勝、男

行っています。部員は99名在籍しており主に4月から

子団体もベスト6まで進出することが出来ました。これ

12月に活動しています。また夏には合宿も行い、技術

からも日々稽古を重ね、弓道上達を志していきたいと

の向上をはかります。それにより毎年出場する数多く

思います。

の大会では優秀な成績を残しています。2013年度は春
に男子女子共に団体戦で3位、個人戦でも共にベスト8
でした。また夏には個人戦男子ベスト8、個人戦女子優
勝・ベスト16という成績でした。
●エトワール・アンサンブル部
こんにちは！私達はエトワール ・ アンサンブル部と
いう音楽系の部活です。Jポップからクラシックまで
幅広いジャンルの曲を演奏しています。演奏スタイル
はソロや少人数のグループなど様々です。主な活動は、
春と冬に行う部内演奏会と星薬祭での演奏です。去年

●バドミントン部

の星薬祭では、過去最大人数で『情熱大陸』を披露し会

私達バドミントン部は、毎週火水土の3回練習を行っ

場を盛り上げました。また、最近では活動の範囲を広

ています。現在は3年生11人、2年生11人、1年生14人の

げ、星薬科大学区民公開講座にて演奏するなど、学校

計36人で楽しく活動しています。春には新歓、夏には

外部の方々に発表を見ていただける機会が増えていま

合宿があり、楽しく技術を身に付けることができます。

す。少しでも興味を持っていただけましたら、私達の

また、他校との練習試合も定期的に行っています。大

演奏に足を運んでみてください。

会は春と秋の年2回、関東薬学連盟バドミントン大会が
あります。昨年の秋は男子新人戦優勝、女子団体4位、
今年の春は、男子シングルス優勝、ダブルス3位と成績
も良く着実に実力をつけている部活です。これからも
部員みんなで力を合わせ、技術を向上させ、より良い
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アロマセラピー研究会
アロマセラピー研究会は、平成23年12月に発足を
起草し、平成25年5月に本学公認の同好会となりま

ロマスプレー作りのブースを設け、家族連れのみな
らず小・中・高校生にも好評でした。

した。本学で習得する薬学の専門知識にアロマセラ

今年度は本学で7月に開催しました「生き物文化

ピーの知識 ・ 技能を備える事でより幅広い社会的

誌学会第11回学術集会」にて本研究会の活動成果

還元の可能な薬学人を目指すこと、更にはアロマセ

の1つを演題として発表する機会に恵まれました。

ラピーによってセルフケアをもできるようになる

“「いい匂い」は男女で共通か？”を明らかとするた

ことを活動目的とした学生自治活動を創案しまし

め、本学の皆さまの御協力を頂きながらモニタリン

た。名称通り本研究会は、流行りのアロマセラピー

グを進めました。私たちにとって学術学会での研究

を科学的に捉えることで薬学的観点から臨床現場

発表は初めての試みでしたが、部員一同の叡智を結

で活用する事を目標に活動をしております。

集し、無事（？）ポスター発表を行なう事ができまし

現在、1年生から3年生まで40余名の部員で活動

た。

を行っております。毎週火曜日と水曜日のお昼に部

私たちの研究会は、まだまだ駆け出しですので

会を行っており、アロマセラピーについての実践的

アロマセラピーに関する「こんなことをしてみた

な知識の共有を図っております。更にアロマテラ

い！」という部員の興味や要望をどんどん取り入れ

ピー検定1級の取得を目指して、部長を筆頭に部を

ていきます。アロマセラピーに興味がある方は、ぜ

あげて集中講座を行なっております。現在までに5

ひ部会の見学にお出で下さい。私たちと一緒にアロ

名がアロマテラピー検定1級を取得しました。

マセラピー研究会の歴史を作ってくれる部員を常

部会で学ぶ知識を本学のイベントにも役立てて

時募集しております。

おり、平成24年度の区民公開講座や星薬祭では、ア
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（アロマセラピー研究会部長

久保田 結）

