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平成25年度学位記授与式 理事長式辞
皆さん、本当におめでとうございます。その学位記を、

学校法人星薬科大学理事長

大

谷

卓

男

とで、この大学を作られました。

ぜひ一番初めにお父さま、お母さまに見せて差し上げて下

皆さんがそのような建学の精神

さい。この後、卒業パーティーなど色々ございますが、ま

を持つ本学で勉強をされたとい

ず写メでもいいのでご両親にお見せして、
「ありがとう」と

うことが何よりの宝物なのです。

ぜひお伝え頂きたいと思います。

そして「生涯の師」
、
「生涯の友」も

それでは式辞ということで、一言皆さんにご挨拶申し上

作られたと思います。それも大切

げます。

な宝物です。これをもって社会人

本日は誠におめでとうございます。しっかりと勉強され

としてのステージへ、あるいは

たということで学位記を授与されたわけです。これまで勉

またワンステップ上の研究の道

強してこられたという宝物を作られたということに心より

へということになるわけですが、宝物は磨かないとさびま

お祝い申し上げます。

すから、先ほどの学長の告辞にもありましたが、これから

また、お父さま、お母さま、この星薬科大学に対してご

日々、努力をして、更に研鑽を積んで行く。それを継続し

協力を頂き、そして優れたご子息様、お嬢様を本学に通わ

ていくことにより、宝物として光り輝くのであり、世の中

せて頂きましたこと、心より御礼申し上げます。

のお役に立てる人材となれるのです。

また、日々指導して下さいました教職員の先生方にも理

本学の創設者である星一先生は、親切第一ということを

事長として心より御礼申し上げます。

もって頑張りなさいと仰っておられました。学長のお話に

冒頭に申し上げましたけれども、
「ありがとう」と感謝の

もありましたが、自分だけの専門知識だけではなく、幅広

気持ちを示すということは、非常に大事なことです。感謝

く勉強を続けることによって、相手の立場に立った客観的

の気持ちを示すことにより、これから社会人として、より

で正しい判断ができるということです。親切第一とは、相

成長していくことができますし、感謝の言葉が
「謙遜」とい

手の立場に立ちなさいということです。

う大切な美徳を育てる糧となります。それは、ご自身の人

これから世の中のお役に立てる人材に必ずなるという気

格形成に何より役立ちますので、ぜひ感謝の気持ちを示す

概を持ち、周囲に対する感謝の念、
「親切第一」という社会

ことを忘れず、まずはご両親に
「ありがとう」とお伝え頂き

奉仕の精神、これらを胸に日々なお一層の精進を重ねて頂

たいと思います。

きたいと思います。

一番身近な人にきちんと物事を伝えることが、ある意味

この講堂は建築から90年が経ちますが、今日はこの伝統

社会人としての第一歩です。親御さんに
「ありがとう」と言

ある講堂で学位記を授与されたということ、そして、ここ

うのは、少々恥ずかしいかもしれませんが、そういうこと

から巣立ち、世の中で活躍されている先輩方がたくさんい

が社会人としての第一歩として、これからの皆さんに大き

らっしゃるということを心に留めてこれからも頑張って頂

く役立っていくことと思います。

きたいと思います。

ぜひ記憶に留めて頂きたいことは、この星薬科大学の創

私は、星薬科大学を卒業した皆さんが、現在はまだ治ら

設者である星一先生は、世界に奉仕する人材育成というこ

ない病気を治して下さると期待し、そして確信しておりま
す。ぜひ今後も日々地道に努力を重ねて頂きたいと思いま
す。
最後に重ねて申し上げますが、皆さん、そして、お父さ
ま、お母さま、本日は誠におめでとうございます。心より
感謝申し上げ、そして御礼申し上げます。
それでは、これから社会でお役に立てる人材となって頂
けることを心より祈念し、私からの式辞とさせて頂きます。
（平成26年3月15日に本館メインホールで行われた、学位記
授与式における理事長式辞をテープ起こししたものを基に
掲載しています。）
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平成25年度学位記授与式

学長告辞

まずもってご卒業おめでとうございます。
本日ここに本学薬学部、薬学科
名、大学院薬学研究科
課程博士

7名、課程外博士

修士課程

田

中

隆

治

いは日本の得意技術である微生

238名、創薬科学科

総合薬科学専攻

星薬科大学学長

24

物を用いて、今までにない発想法

20名、

での変異株を創りだし、有用物

4名の卒業生を迎え、平成25

質を効率よく製造する合成生物

年度星薬科大学ならびに星薬科大学大学院学位授与式が

学。またiPS細胞研究、最近、話題

挙行されますことは、本学の大きな喜びであります。同時

に な っ て い ま すSTAP細 胞 研 究

に本日ご列席いただいておりますご父母の皆様、ご家族の

を基盤に自らの細胞を培養し、得

皆様方にとりましても喜ばしい日であることと存じ上げま

られた細胞シートを張り付ける

す。この良き日を迎えるまで長年に渡り、本学に対するご

だけで可能となる再生医療技術

支援、ご協力をいただきました事、教職員を代表いたしま

を成功させることにより、移植を待っている人たち、機能

してお礼と感謝を申しあげます。

不全になりかけている臓器の活性化の実現。そして多くの

さて、本日より諸君の大多数は病院、薬局、公的研究機

難病の治療や高齢化におけるQOLを向上させることによる

関、大学、そして企業へと就職され、または博士、修士の研

高齢者の活性化につなげることが出来る時代がすぐそこに

究生として大学院に進学し、一層の研鑽を重ねるために新

やってきているようにも思えます。医師も看護師も薬剤師

たな気持ちでこの学位授与式に臨まれているものと存じま

も医療現場において協力し、新しい枠組みの中で力を発揮

す。学位授与式は、大学において様々な教育・実習を受け、

し、社会のニーズに応えられることが期待されています。

各研究室で研究課題に取り組組んだ結果として学位を授

一方、グローバリゼーションは有史以来絶え間なく繰り

与されるのであり、これから大学で学んだことを基盤とし

返され、人類に光と影をもたらしてまいりました。現在進

て、新しい職場や研究機関において新しい価値を創りだす

行しているグローバル化は世界の経済の拡大と繁栄をも

第一歩を踏み出す区切りの時であると考えます。諸君も本

たらし、インターネット等による情報発信のスピードと情

日、学業、研究をし終えたのではなく、今日から医療現場

報量の拡大は世界の一元化に大きく貢献してはいますが、

や様々な研究機関におけるプロの社会人を目指す出発の時

同時に世界金融危機、地球温暖化、テロ、感染症の流行な

である気構えを持って本学で学んだことを将来の糧にされ

どの世界的規模の問題をも引き起こしています。ではどの

ることを願ってやみません。

様にグローバリゼーションに立ち向かえばいいのかが今、

この諸君の出発のよき日に一言、はなむけの言葉を差し

様々なところで議論されています。明治の文豪、森鴎外は

上げたいと思います。

彼の随筆の中で
「私は日本の近世の学者を一本足の学者と

ご存じのように21世紀を迎え、十数年が経過する中での

二本足の学者に分ける。新しい日本は東洋の文化と西洋の

大きな特徴は従来の思考のパラダイムシフトとグローバリ

文化とが落ち合って渦を巻いている国である。―――時代

ゼーションにあると考えられております。近年、薬学の分

は二本足の学者を要求する。東西両洋の文化を、一本ずつ

野においてもゲノム解析技術や遺伝子工学技術の進歩によ

の足で踏まえて立っている学者を要求する」と述べていま

り、生命現象の仕組や、様々な疾病が起こり得る要因が解

す。それから100年、我が国は日本の文化を残しながら、西

析され、安全で、治療効果の良い薬剤開発や医療機器が開

洋の足に重きを置きつつ、見事に西洋の文化を取り組んで

発されてはきましたが、まだまだ治すことのできない病気

発展してきました。そして今、西洋文面の一つの極限であ

は数多くあります。今迄のような薬剤開発のやり方ですと

る20世紀型工業文明の転換期を迎え、新たな文明の土台構

薬剤一つの開発に1千億円、しかも長い開発期間がかかる

築が模索されています。このように考えると我が国固有の

のも現実で、なかなか患者さんの期待に応えられないのも

文化を残しながら歴史的に中国文化、西洋文化を取り入れ

現状でもあります。今後は発想を大きく転換し高齢化社会

てきた我が国はグローバリゼーションの世界において新し

の中で必要とされる医療の仕組みを創りあげ、また様々な

い文明の創造に最も近い立場にあるのではないかと思いま

分野で、世界の競合の中で勝ち抜いていかなければならな

す。そのためにも今後は世界中のあらゆるところを日常の

い立場にある日本では、若い人たちの思考の大胆なパラダ

場とし、一層研鑽し、専門知識を体得し続けていかなけれ

イムシフトが求められています。DNAやRNAやタンパク

ばならないと思います。また大学教育研究の在り方や大学

質を細胞内に導入し、その生命現象を詳細に解析し、ある

が果たすべき役割が大きく変わってくるものと考えます。
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今まさに、経済、政治、科学、社会のあらゆる面において認

が多いように思います。本学で学んだ専門知識を生かし、

識、思考、価値観、つまり、パラダイムが根本的に変わりつ

今後、自分の人格形成と維持のために多くの広い分野での

つあります。このような環境下において本学は今後、一層、

知識を身に着け、社会正義を持って社会に対処していただ

研究力を高め、国内外で特徴のある大学を目指してまいり

きたい。多くの諸君が薬局、医療業務に従事されるものと

ます。何かをやり遂げるためには強い信念と意志を持つこ

思います。高齢化社会において医療、健康ビジネスは究極

との大切さが必要な時代であると考えます。

のサービス産業だと私は考えます。健康維持を求める人た

本日諸君たちは星薬科大学を巣立っていかれます。どの

ち、病気の早期治癒を求める人たちが増加する中で、多く

ような職場、研究の現場に入ろうともすでに基礎的なもの

の人たち、また社会が期待する薬剤師、医療従事者を目指

は十分身につけられたことと思います。これからは多くの

してください。星薬科大学の卒業生は薬局、医療現場にお

人との出会いの中で様々な評価を得ながら成長していかれ

いて本当に頼りになる、明るい人たちだといわれるように

るものと思います。まず、一層自らを磨き上げ、出会いを

頑張ってください。

大切に考え、今持っておられる夢をより大きなものにして

21世紀はまた知識基盤社会であり、生涯に渡り継続的に

いただきたい。

学ばなければなりません。星薬科大学は皆さんの、知の創

諸君は4年間あるいは6年間、薬学領域を集中して学び、

造の原点という意味で、いつまでも諸君の母校であり、同

その結果、専門的知識においてはある程度の意見を述べる

窓生として、仕事の関係で、また再び学ぶために母校を訪

ことが出来ると思います。しかし、ともすれば専門知識に

ねられることがあれば、できうる限りご相談に乗り、迎え

とらわれ、物事の判断も自分の狭い専門領域に依存するこ

いれる用意をしております。星薬科大学で学んだことを誇

とが多くみられがちです。現在の複雑な流動的社会ではそ

りにしてください。

のような偏った専門知識による判断では不十分であり、現

本日ここに新しく社会に巣立っていく諸君の将来の幸せ

代の社会で起こる多くの問題はあまりにも狭い自己中心的

と活躍を教職員一同心から願い告辞といたします。

な精神と少ない経験を基にした安易な判断に起因するもの

星薬科大学、3年目の春に思う

星薬科大学学長

田

中

隆

治

新薬学教育制度が平成18年に導入され、平成24年4月に

役割を果たしてきたように思います。社会が期待する医療

は新制度に伴う薬剤師が社会に育ち、病院薬剤師として、

人、薬剤師を養成するためには大学自らが生命科学の先端

また保険薬局の薬剤師として急速に進展する医療を支え

研究、薬剤開発の先導的研究をおこなうと同時に、送りだ

るチームの重要な一員として社会から期待され、本学を巣

した卒業生の先端生命科学、薬学を学ぶ生涯教育 ・ 研究の

立っていた学生たちは様々な医療機関の中で活躍の場が与

場を提供する役割を果たす必要性があるように考えます。

えられ、活躍しています。一方創薬科学科の学生たちの多

他の国内の医療にかかわる大学との連携に留まらず、世界

くは大学院に進学し、専門知識を身に付け、医薬品業界、

に通じる人材を育成できる研究・教育の場として星薬科大

医療機器、食品、香粧品企業、さらには公務員と様々な職

学の将来ビジョンを掲げて邁進したいと思います。平成26

種の分野に夢を広げていってくれているようです。

年4月より、先端生命科学研究所が発足いたします。若い先

国内では80近くになった薬科大学、総合大学内の薬学部

生方が先端生命科学の研究拠点を本学の長年積み重ねてき

は薬学教育制度改革を踏まえた、医療イノベーションに対

た緩和医療の分野を先端的神経科学研究手法を用いて形成

する社会の期待を背景として、薬剤師が果たす役割が問わ

し、本学の研究力を世界に発信しようと試みます。また、

れていると同時に、薬剤師、医療人を育成する薬科大学の

同様に累積された研究実績を基盤に、新しい、医薬品、健

将来の在り方が問われているようにも思います。従来、薬

康食品素材、香粧品素材を創生する先導的研究センターを

科大学、薬学部は医薬品の研究開発、製造、生産、適切な

構築し、社会に貢献できる実学の世界を強化することを試

使用を通して、疾病の予防、治療、健康増進に深く寄与す

みようとしております。本学が建学の精神を生かした国内

る総合科学を極める、教育、研究の場であり、医薬品に関

で最も優れた研究教育のための薬科大学として発展しよう

する高度な知識を有し、安全で有効な薬物治療を提供でき

と教職員一同頑張ってまいりますので今後ともご支援のほ

る薬剤師であり、治療効果の高い、安全な多くの患者さん

どよろしくお願い申し上げます。

が期待する医薬品を創生する研究開発者を養成する大学の
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能動的学修支援システムについて
る授業について自学自習することも可能です。疑問点

●はじめに
2014年に入って、新聞やテレビのニュースで「反転授

などは教員に質問し解消できるようにメッセージ送信

業」という言葉を見聞きする機会が多くなりました。近

機能を付与しました。
「教育支援サイト」は、本学におけ

年のICT（情報通信技術）の進歩により、授業で初めて

る教育活動全般に関わる情報を集約し、教員と事務職

学習内容の説明を聞くのではなく、事前にパソコンな

員で情報共有を促進するサイトです。

どを使い基礎的な内容を予習し、実際の授業ではディ

授業の前後に教員が授業教材をHoLSに登録し、学

スカッションを通じて個人の理解を深めるという、応

生が必要に応じて教材を閲覧 ・ プリントアウトまたは

用面に力を注ぐ授業スタイルが高等教育でも意識され

データで保存できるようにしています。また、教育マ

つつあります。そのような中で、本学でも授業教材を

ネージメントに関わる内容をHoPSで一元管理するこ

電子化し教育支援環境の充実に向けた
「能動的学修支

とで、教育活動をより迅速に学内に周知できるように

援システム」
を構築する取り組みが始まりました。

しています。

●概

●期待される教育効果と今後の取り組み

要

本学で構築したシステムは先に述べた反転授業に直

学生は日々の生活の中で講義や演習、実験などの授

結するものではありませんが、授業教材を電子化し提

業に追われています。授業時間以外に予習復習する機

供することで、日々刻々と増加する薬学 ・ 医学分野の

会を増やすことで授業の理解度が向上すると期待され

新しい知見を学生に伝え、授業時間にとらわれること

ます。また、本システムは教員と事務職員で協同し維

なく学習する機会を増やすことを目的としています。

持 ・ 管理するシステムです。教育に関わる情報に限ら

「能動的学修支援システム」とは、以下の3つを総称し

ず、教材の電子化に関わる著作権処理方法や個人情報

た呼び名です。

取り扱いなど、法的順守事項や電子資料作成のノウハ

①

ウを全学的に学び共有することでFDやSDにつながり、

学習支援サイト

全学的教学マネージメント体制の強化が期待されま

（Hoshi Learning Support Site：HoLS）
②

す。

教育支援サイト

今後は、情報提供環境を構築したことに満足せず本

（Hoshi Pilot Support Site：HoPS）
③

学での教育を支えることができるよう、本システムの

プリンター （設置場所：図書館）

周知および運用体制の整備を行います。

「学習支援サイト」は、シラバスを中心に教員が授業

●おわりに

で使用している教材や試験問題などを掲載し、学生が
授業の予習復習に活用できるよう情報提供しているサ

2014年度は学内限定で公開し、利用拡大と教材の登

イトです。学年や学科による制約がないため、興味あ

録促進に努めます。2015年度以降、利用者の声を反映
させた使い勝手の良いシステムへと発展させる予定で

Ꮱѣႎૅ̲ܖੲǷǹȆȠ
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ていただけるよう願っています。
最後になりましたが、本システムは文部科学省の平

ʙ Ѧ

成25年度「私立大学等教育研究活性化設備整備事業」の

 Ճ

『タイプ1 ： 建学の精神を生かした大学教育の質向上』
により構築されております。関係者の皆様のご協力に

ĭᏋૅੲǵǤȈ
ሗᥦ౪

感謝いたします。

ሗྲྀᚓ

ĮȗȪȳǿȸ

（図書館，教務部，管財部）
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定年退職に当たり

星薬科大学名誉教授

定年退職を迎えるにあたり、
“光

中

陳

静

男

野での規制緩和が叫ばれ、大学も例外ではなくなりました。そ

陰矢の如し”
という諺を切に実感し

れまでは、私立薬科大学が全国で29校という時代が比較的長

ています。学位取得後、1976年4月

く続いていましたが、2003年から新設校が増え続け、6年間

本学に助手として奉職させて頂く

で28校が増え57校となりました。その間、2006年から薬剤師

ことになり、今日まで数多くの先生

養成のための薬学教育は6年制となっています。2000年から

方のご指導ご鞭撻、ならびに事務

増え始めた本学における受験者数も2003年にはピークを迎え、

の皆様方にご支援ご協力を頂きま

受験生の延べ人数が6,000人を越え、一般入試B方式だけでも

した。さらには、講義、実習・演習、

3,800人を越えました。当然、試験場も本学の施設だけでは足

卒論研究、大学院における研究指

りずに、TOCに特設試験場を設定した年でもありました。そ

導などを通して数多くの学生や大学院生と関わってきました。

の後、受験者数も激減することとなり、志願者の能力・適正等

教育 ・ 研究活動を通して思い出として印象深く残っている

を公正かつ妥当な方法で如何に判定するかという入試制度の

ことは、まだ若い助手の時代になりますが、米国、カリフォル

構築に苦慮することになりました。

ニア大学アーバイン校医学部生理学講座へ、ポスト・ドクター

教員として38年もの長い間、教育 ・ 研究に関わらせて頂き

の身分で長期海外研修をさせて頂いたことです。その当時、助

ました。この間、創立80周年および100周年と
“本学の歩みの節

手に長期間の海外研修をさせてメリットがあるのかと懐疑的

目”
にも立ち会うことができ、歴史の重みに触れて多くの先人

な意見もあったそうですが、若い教員の育成の為にと教授会

達の苦労と弛み無い努力に思いを寄せることもありました。こ

において英断を頂いたそうです。34年も前の話になりますが、

の春、数多くの思い出と共に本学を退職いたしました。今後は

教育 ・ 研究への取り組み方や考え方、さらには研究基盤を形

体力と気力をさらに充実させ、第二の人生を実り多いものに

成する上で大きな影響を受けました。帰国後、教育・研究活動

しようと考えています。最後に、私と
“縁”
を結ぶことになりま

の場においてこれらの研修成果を還元できるように努めてき

した多くの皆様に深く感謝申し上げますとともに、皆様のご健

ました。また、入試制度を検討するという立場にいた私にとっ

勝とご活躍、ならびに本学の益々の発展を心よりお祈り申し

て忘れられないことがあります。2000年を境にいろいろな分

あげます。

定年退職に当たり

星薬科大学名誉教授

昭和50年に日本学術振興会薬学
奨励研究生を辞して、薬剤学教室
の助手として入職しました。その
後、学位を取得しフロリダ大学薬
学部で海外研修の機会までも与え
ていただきながら、39年間奉職さ
せていただきました。昭和50年前
後の大学の様子は本学の象徴であ
る本館と1〜4号館と呼ばれた低層
の建物、大学院の新5号館、独立し
た図書館棟、そして古い女子寮が現在のプール付近にあった
だけ、研究設備も貧弱でしたが、運動場は都心の大学としては
十分にあり、週末には野球などを行いよく遊んだものです。今
日の素晴らしい教育研究施設の充実は往時を知る者にとり夢
のようです。平成元年より前任の故中垣正幸先生の後任とし
て、物理化学系の授業を担当し始めました。今振り返れば、当
時の拙い授業を学生の皆さんはよくぞ我慢してくれたと感謝
の気持ちで一杯です。授業担当初めより東京薬科大学での恩
師である馬場茂雄先生のお教えに従い
「薬学生は数学や物理
が得意な人は殆どいないのだから、物理化学は薬剤師国家試
験に十分に対応できるレベルの授業をしっかり行い、テスト
問題は教科書の章末問題や過去問を必ず半分程度出して学生
に得点を取らせないといけませんよ」を定年まで実行して参
りました。しかし、ここ数年は指定した過去問も全く勉強せず

（生化学教室 前教授）

上

田

晴

久

に試験に臨む学生が多く、欠単位者続出で内心苦慮しました。
「物理」
と名称が付くと拒絶アレルギー症状を生ずるのでしょ
うか、それとも高校教育において科目選択制の影響で個人の
好きな教科だけ勉強すれば良いとの思いが強いのでしょうか、
残念なことです。勉強は
「強いて勉める(努める)」と書きます、
また明治時代には
「努力」の言葉は使われることは少なく
「勉
強」
がその意味で使用されたと仄聞します、これからも星薬生
は嫌いな教科も我慢し勉強をし、幅広い知識を有する薬剤師
になっていただきたいと思います。研究は平成2年頃より
「大
環状シクロデキストリン
（CD）
の物性研究」
に取り組みました。
通常のCD類は今日では、医薬品、食品、化粧品等様々な分野
で広く用いられて、基礎から応用まで多くの研究がなされて
います。しかし、グルコースが9以上で構成される大環状CD類
は1960年代にその存在が報告されて以後、殆ど研究がなされ
てなかった分野ですが、興味を持ち25年研究を継続しました。
国内外の多くの共同研究者のお陰で、多くの論文、そして最近
特許も申請できましたが、力及ばずに私の研究から応用製品
が生まれるまでには成果が上げられませんでした。大学院生
を教育指導しながらとはいえ、将来はともかく商業的利益に
直接は結びつかない大学でしか許されない地味な研究を長く
継続させて下さった星薬科大学に深く感謝いたしております。
思い出は尽きませんが、これをもって星薬科大学の益々の発
展を祈りつつ退職のご挨拶といたします。
（薬品物理化学教室 前教授）
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定年退職に当たり

星薬科大学名誉教授

昭和51年4月から薬理学教室で24

細

川

友

和

大学の医学部薬理学教室への留学の機会を得たことと、帰国

年、薬剤師教育研究部門で14年、合

後、南原利夫学長のとき、永井正博学生部長から学生部長補佐

わせて38年の間、母校である星薬

を拝命して、学生部関連の多くの会議に出席させていただい

科大学でお世話になりました。無

てからです。会議で得たことをまとめて、南原学長、永井学生

事に定年退職を迎えられましたこ

部長に①新入生対策として
「フレッシュマン・カンファレンス」

とは、教職員皆様のご支援の賜物

の実施

と厚く感謝申し上げます。

導入

②学生の福利厚生対策として
「大学生活協同組合」
の
③課外活動対策として
「父母会」
（現、揺籃会）
の設立を

薬理学教室時代は、卒論、修論か

提言しました。
「フレッシュマン ・ カンファレンス」
は後にカリ

ら始まって助手、講師に至るまで

キュラムがタイトになったとの理由で打ち切られましたが、星

柳浦才三教授のご指導を受けました。柳浦先生が東京医科大

薬大生協、揺籃会は現在でも活動を続けています。

学時代からのご専門である
「気道の薬理学的研究」
の咳嗽反射

その後、教授会研修会で、学生の多様化、薬剤師国家試験

に関する研究を行いました。その後、喘息発作の基礎的研究を

対策に対応するために複数の分野の教員が集まった組織の必

行うことになり、厚生省の喘息研究班に柳浦先生とともに参

要性を訴えました。平成12年、
「薬学教育研究センター ・ 薬剤

加して、
「喘息時の気道収縮と迷走神経反射」
の研究に携わりま

師教育研究部門」
が設立され、それまで国家試験の成績が年に

した。当時、柳浦先生は、学生から
「鬼の柳浦、仏の柳浦」
とい

よってかなり上下動していたのが、あるレベルで安定するよう

われていました。それは、3年の薬理学の授業は厳しかったの

になり、このような組織を立ち上げることができて良かったと

ですが、4年の医学総論の授業では学生に対して医療を志す同

自負しております。

僚として接するといわれ、細やかな配慮を示されたことです。

最後になりますが、教職員皆様のご健勝と星薬科大学の

この
「鬼と仏」の使い分けは、学生に接するときの教訓として

益々の発展を祈念いたします。永い間お世話になり、本当にあ

今日まで大変参考になりました。

りがとうございました。

（薬剤師教育研究部門 前教授）

私に大きな転機が訪れたのは、米国カンザス州立カンザス

定年を迎えて

経理部前次長

関

口

泰

夫

昭和51年6月に本学へ奉職し、以

月からいきなり月次決算を任され、その年度の決算まで行うこ

来38年間無事定年退職を迎えるこ

とになりました。無事に年度末会計監査が終了した時に達成

とが出来ました。これも偏に、本学

感を覚えたことを思い出します。その頃、経理担当職員は簿記

教職員をはじめ関係者の皆様の多

知識と併せて珠算が出来ることが必須でした。今では、集計や

大なご指導ご協力によるものと深

記帳業務は会計システムに取って代わり、入力スピードが重

く感謝申し上げます。

視される時代です。結局、経理部には通算25年お世話になりま

38年の間に教務部8年間、企画調

した。採用時、定年は遥か彼方に感じておりましたが、一日一

査室4年、経理部に25年間在職致し

日の積み重ねで、本当に
「あっ」
という間でした。定年を迎える

ました。前職は建設会社の経理部

誰もが同じことを言われますが、このたび私も実感しておりま

に勤務しており、連日遅くまで残業

す。特に、年齢を重ねるごとに時間の経過が速く感ずるのは昔

が続いておりました。本学転職時の事務職員終業時は16時、ま

の記憶が薄れ、また感受性が乏しくなっているせいかも知れ

だ陽が高い中での帰宅は申しわけなさを覚えたものです。帰

ません。

宅後、風呂を浴びてから、前職の同僚が待つ夜の街に繰り出す

歳を重ね定年を迎え、何かプラス材料がないかを考えると、

こともありました。採用後、教務部に配属されましたが、当時、

確かに若い時代と比べ、夢、希望が無くなり、体も儘にならな

教務部の業務は手作業です。学生成績は、全科目を学生成績

い。ただ一点、良いことは気持が自由になることだと思います。

一覧表に転記し、欠単位の多い学生順に並べ、進級判定資料

仕事をするにしろ、趣味に生きるにしろ、何もしないにせよ、

にしました。勿論、転記ミスがないよう2人1組で読み合わせで

拘束されずに選択ができることに自由を感じています。生命

す。教務部ではA、B、Cの評価点の声が絶えずしておりました。

保険会社が発表している65歳時の平均余命は男性80歳、女性

また、入試当日は、試験終了と同時に全ての教員が採点のため

86歳です。高齢化に入った現代は、まだ先があるからもう一踏

会議室に缶詰めになり、翌日に全事務職員が採点の集計を行

ん張りせよとのことでしょうか。今後ゆっくり考えたいと思い

い、3科目の合計得点を志願書に書き込み、これを得点順に重

ます。

ねて合格判定資料と致しました。4年後に経理部に異動となり
ましたが、スタッフが十分揃っていないこともあり7月の異動

最後に、星薬科大学の発展と皆様方のご健勝を心よりお祈
りいたします。重ねて、有難うございました。
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2014年1月1日付で事務局長 ・ 管

の難しさも知りました。

財部長事務取扱を拝命し、本学に

私の経歴は、薬学や私立大学運営とはあまりご縁が無

お世話になることになりました。ど

かったのですが、民間企業での研究管理とアドミ関係の経

うぞよろしくお願いいたします。

験が役に立つかもしれないと思っています。2007 ～ 2011年

自己紹介をさせて戴きますと、私

に米国に駐在しておりましたが、その会社は米国グループ

は東京大学工学系大学院 ・ 工業化

会社のアドミ
（人事、法務、税務、財務、会計、情報システム、

学専攻
（修士）を修了後、三菱化成

内部監査、環境安全など）
を支援するものでした。専門性の

（現在の三菱化学）に入社以降34年

あるアドミ関係の職員を束ねていく事務局長という職務に

事務局長
管財部長事務取扱

間勤めて、昨年末に退職しました。

何がしかの共通性を感じています。

田 中 弘 夫

たが、三菱化学入社後は横浜の研

レイモンド設計になる本館の構造でした。大きな斜路が行っ

究所で12年間にわたり触媒化学の

たり来たりしながら上へ上へと昇ってゆく空間移動の設計

大学では高分子化学を専攻しまし

昨年暮れに本学を初めて訪問した時にビックリしたのは、

基礎研究に従事しました。その後は、研究管理部門
（計9年）
、

は斬新で素晴らしいと感じました。レイモンド自伝によれ

人事部門
（計7年）
、事業管理
（2年）
、海外共通部門管理
（4年）

ば、星一先生がある日の午後にレイモンドを訪問し、各百人

などを経験し、本学にお世話になる直前は人事部でグロー

の教室、千人の講堂、水泳場、体育館、その他を併せ持つ学

バル人事を担当していました。グローバル人事と言っても多

校本館を作りたいが、翌日までにデザインできるかと聞き、

岐に渡るのですが、その中で海外大学からの外国人学生の

レイモンドはそれに応えて一晩でこのデザインを作り上げ

採用と受入れは印象深いものでした
（留学生は別にして、海

たそうです。

外大学からの直接の採用は殆ど未経験でした）
。中国の名門

星一先生が百余年前に創立し、その後、大谷家が半世紀以

大学やシンガポール国立大の学生は想像以上に優秀で、日

上にわたり守り続けてきた伝統ある星薬科大学の一員とし

本の大学生がグローバルに戦うとなると相当に厳しい戦い

て、
「世界に奉仕する人材育成」
のために何かお役に立てるよ

になると感じました。一方で、外国人新入社員は多少の日本

う努力していきたいと思います。どうぞ皆様のご指導ご鞭撻

語は出来ても、日本が初めての人が多く、異文化交流／研修

をお願い申し上げます。

第2回星薬科大学区民公開講座開催
平成25年10月5日（土）に第2回星薬科大学区民公開講座

クション会場は白衣を着た子供たちの楽しそうな歓声と笑

「薬学っておもしろい！－21世紀は生命科学の時代②－」を

顔があふれ終始にぎやかでした。同じ百年記念館の3階では

品川区および品川区教育委員会との共催のもと開催いたし

茶道部によるティーサロンを催して、休憩いただく場を設

ました。本公開講座は、品川区と締結した
「地域社会の発展

けました。また、大学の講義を体験してもらおうと、教員に

を目指した協力についての協定」に基づき、地域コミュニ

よるミニ講義を行いました。前回人気だった薬用植物園で

ティの活性化を図り、小中学生や高校生、品川区民及び在

の薬草スタンプラリーは雨のため行えず医薬研ラウンジで

勤者の皆様に、薬学や生命科学について興味を持ってもら

の薬草展示にとどまりましたが、漢方研究部のボランティ

うために開催しています。今回は、星一先生の生誕140年を

ア学生が薬草について丁寧に説明を行い見学者も大満足の

記念して、歴史資料館の展示のほか、医薬研ラウンジでは

様子でした。アンケート結果でも前回同様、今回も区民公

星製薬株式会社と星薬科大学の歴史資料を展示し、区民の

開講座が盛況に開催されたことを実感いたします。
最後に区民公開講座開催にあたり、教職員や大学院生、

皆様に広く知っていただく機会を設けました。

学部学生の皆様のご協力に感謝申し上げます。

まず、生き物文化誌学会会長 財団法人進化生物学研究

CWD委員会委員

所 湯浅浩史先生より
「薬の歴史と伝統」の題で世界の民族
の薬の歴史と伝統を比較しながらご講演いただきました。

飯塚宏美

（文責 ： 区民公開講座実行委員会委員長、CWD委員会委員
長

さらに、百年記念館のホールを利用した実験アトラクショ
ンでは、6つの学生クラブによる体験アトラクションを開
催いたしました。化学発光の実験や犯罪捜査の疑似体験、
漢方茶の試飲や実験器具の展示、アロマオイル入りの入浴
剤や薬草を使ったしおりの作成などを子供たちに体験して
もらいました。あいにくの悪天候にもかかわらず、アトラ
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第１回科学コンテスト開催
平成25年10月5日（土）、創立者星一生誕140年を記念し、第1回

子どもたちの発表は堂々として発表内容の質もすこぶる高

星薬科大学科学コンテストを、品川区の共催およびドイツ大使

く、一方で子どもたちの素直な視点に審査員の皆様の笑いを誘

館、大田区教育委員会、ソニー教育財団の後援のもと開催致し
ました。
品川区、大田区等都内の小学生、中学生、高校生等46名が、夏
休みの3日間、4つの研究室（微生物学教室、薬動学教室、生薬学
教室、薬品製造化学教室）に通い各テーマに沿って実験・研究を
体験し、その研究成果をポワーポイントにまとめ、学会形式で
発表するもので、大学の研究室という非日常的空間において、
科学者である本学の教授等教員、院生たちに接することから、
「科学の面白さ」
「 学ぶことの楽しさ」に導き、
「 科学する心」を育
て、
「科学好きの子ども」へと導くことをねらいとしています。
当日は、品川区長代理本間副区長、ドイツ連邦共和国大使館
Dr.クラウス ・ アウアー文化部長、ドイツ研究振興協会(DFG)日
本代表部ヴォルフガング ・ フォイト代表、ソニー教育財団前理
事金澤一郎様はじめ、品川区教育委員会、大田区教育委員会の
皆様等をご来賓、審査員としてお迎えするとともに、チェコ共
和国大使館チェコセンター東京支局長高嶺エヴァ様から
「チェ
コスロバキアの科学者オットー ・ ウィフテルレ（生誕100年）の

う場面もあり、座長である各教室の先生方の子どもたちを見守
る温かい眼差しも大変印象的でした。賞状を授与される子ども
たちの顔は誇りに満ち溢れ、来年も是非参加したいと喜びの声
を頂きました。
最後になりますが、子どもたちをご指導下さいました4研究室
の先生方、院生の皆様には夏休みの実験教室から資料作成 ・ 発
表指導等、多大なるご協力を頂き深く感謝申し上げます。また、
演奏やダンスを披露して下さったエトワール ・ アンサンブル部
とダンス部の皆さん、ご協力下さいました教職員、大学院生、学
部学生の皆様に厚く御礼申し上げます。
CWD委員会副委員長 渡邊明美
（文責：CWD委員会委員長 亀井淳三）

ソフトコンタクトレンズ発明」と題したご講演も賜りました。

佳

回星薬祭 実行委員会委員長

本
祐
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第 回 星薬祭を終えて

第
43

藤

今回の星薬祭は11月2日、3日の2日間行われま
した。1日目は天候が悪く、雨が降り少しごたご
たもありましたが、無事終わらせることが出来
ました。2日目は天候もよく思うようにいきまし
た。私たちは4月の段階から活動を始め、少しず
つですが、下準備に取り掛かってきました。前期
のテスト前には渉外担当者の仕事が始まり、夏
休みに入ると、休日であるのにも関わらず広報
担当者がパンフレット ・ ポスター作成の打ち合
わせのため学校に来ていました。夏休みが終わ
り10月に入ると、よりいっそう準備活動が活発
になり模擬店担当者は参加団体を束ね、装飾担
当者は星薬祭を彩る準備を始め、本館、新星館で
の企画担当者は来場していただく方に楽しんで
いただけるように入念に企画を考えリハーサル
を行ってきました。今回の星薬祭実行委員会の
スタッフは例年に比べて少し多かったのですが
誰か1人でも欠けていたらこの星薬祭は成功させ
ることは出来なかっただろうと、星薬祭が終っ
た今、改めて実感しています。そして、今年から
新たに星薬祭実行委員会の仲間に加わった1年生
にもとても感謝しています。2年生は10月から実
習などで時間が取れなかった時も1年生同士で声
を掛け合い、自分が担当している部署も関係な
く先の見えない辛い単純作業が積み重なろうと
も、嫌な顔一つせずに仕事をしてくれました。2
年生の指示がなくとも自分たちで考え、私たち
の想像以上の働きをしてくれました。1年生の協
力なしでは今回の星薬祭の成功はなかったと思
います。
どの役職も準備の段階でいくつかの困難に見
舞われましたが、その度に皆が試行錯誤し、他の

43

役職とも助け合い、無事当日を迎えることが出
来ました。いざ当日となってみると分からない
ことや、やらなければいけないことなどが次々
に出てきて皆が混乱してしまいそうになるとき
に助けてくれたのが3,4年生ならびに5,6年生の先
輩方でした。準備の段階からサポートしてくれ
た先輩たちも多く、当日も無事なんとか乗り越
えることが出来ました。星薬祭が終わり片づけ
も終わると今までに感じたことのないような達
成感を得ることが出来ました。しかし、寂しさも
ありこれは皆が協力して一生懸命仕事に取り組
んだからこそ感じられるものだと思います。ま
た、来年も今度は後輩がこの感覚を味わっても
らい、無事成功させて欲しいです。
最後になりますが、実行委員会のスタッフの
仲間たち、先輩方、いつも私たちを助けていた
だいている学生部 ・ 管財部の方々、ご協力して
いただいた大学関係者、揺籃会の方々、地方の
方々、盛り上げてくれた部活・研究室の団体、多
くの人に支えられて頂くことにより運営するこ
とが出来ました。ここに代表して厚く御礼申し
上げます。

星薬科大学報第79号（平成26年3月）

平成25年度卒業記念パーティーを終えて
濃厚な大学生活も終わりを迎え、共に学

室などのパンフレットでは伝わらないような良さが伝わればと

び、笑い、支え合った仲間達と新たな旅立

考え、企画を進め完成へと導く事が出来ました。

ちを祝し、涙するそんな3月15日のトリを飾

おかげさまで今では、多くの方から好評を得る事が出来、ま

る卒業記念パーティーを運営するのが、卒

た、大学側の全面協力により、本学のホームページにリンクを

業記念パーティー委員会の仕事であります。

張る事で、星薬科大学のホームページを閲覧された方にも見て

私は委員長として、世間の関心や流行がめ

頂けるようになりました。

まぐるしく変化しているように、我々が運

この経験を生かし、我々の本来の仕事である卒業記念パー

営する卒業記念パーティーも何か今までと

ティーも、皆を満足させる会にすべく、今まで以上に力をいれ

は違った形で進化し成長しなければならな

ていこうと思います。

いと考えました。そして、我々の学年の色や強みを生かし、何

最後に、今回このような動画作成の完成に導き協力して頂い

か今までとは違った形で本学に対する感謝の気持ちを表す事が

た皆様に厚く御礼申し上げます。

出来ないかと動き出したのが始まりでした。卒業する学生だけ

平成25年度卒業記念パーティー委員長

佐伯

朋哉

でなく、お世話になった教員の皆様にも、楽しんでいただける
ような意義のあるパーティーにすべく、4月から準備を進め、卒
業パーティーという限られた場で大学への感謝の意を伝える
だけでなく、何か形として残す方法は他にないだろうかという
葛藤をしていたそんな時、AKB48の『恋するフォーチュンクッ
キー』に合わせて踊り、PRする動画を目にし、たった3分の短い
動画にも関わらず、企業や団体の特徴、建物の美しさ、社員の楽
しそうな様子等、人に与えるインパクト、魅力は計り知れない
ものがあると感銘を受け、ぜひ卒業記念パーティーのプレイベ
ントとして我々も星薬科大学のPR動画を作る事により、オープ
ンキャンパスに参加出来ない地方の学生やそのご家族に本学の
アットホームさ、歴史ある建物、新たに出来た美しい建物や教

優秀講義及びベストレクチャー賞について
「学生にとって有益な講義とは何か」。FD実施検討委員会で

質の生体への影響」、斉藤

貢一先生の「分析技術の臨床応用」
、

は、この問題について多くの時間を割いて議論してきました。

髙山

その一つのアイデアとして、優秀講義及びベストレクチャー賞

論」
が選ばれ、ベストレクチャー賞として高橋

を設けました。これは、1年生から4年生の講義に対して、学生

れました。4年生の授業においては、優秀講義として山本

から講義に対するアンケートを取り、その結果をもとに優れた

先生の
「薬事関連法･制度II」
、鈴木

講義を選出し、表彰するものです。アンケートの内容は、
「教員

III」、池田

について」
「授業の内容と方法について」、
、
「自己評価」の3つの項

レクチャー賞として山本

目に分かれています。それぞれに対しては5つの質問がありま

チャー賞に選ばれた先生には、教授会の席で田中学長から表彰

す。教員に関する項目では、授業のわかりやすさ、速度、興味の

状と副賞が与えられました。

程度、私語の防止対策等が評価されます。授業の内容や方法の

幸三先生の
「製剤材料の性質」
、山本

弘先生の
「統治組織
典子先生が選ば
弘

勉先生の
「疾患と薬物治療

弘子先生の「疾患と薬物治療IIB」が選ばれ、ベスト
弘先生が選ばれました。ベストレク

優秀講義及びベストレクチャー賞の新設が、教員の活性化や

項目では、シラバスとの整合性、授業の準備状況や構成等が評

学生の質の向上に繋がることを念じております。

価されます。自己評価の項目では、授業に対する理解度、聴講の

FD実施検討委員長

杉山

清

態度等が評価されます。
平成25年度前期の授業から、優秀講義及びベストレクチャー
賞を選びました。
1年生の授業における優秀講義は、香川
の接続教育（数学）」、山本

博隆先生の「高校と

弘先生の「法学概論」、細江

智夫先

生の
「化学物質の基本的性質」であり、ベストレクチャー賞には
香川

博隆先生が選ばれました。2年生の授業においては、優秀

講義として成田

年先生の「薬の効き方

の
「医療と哲学」、小林

IA」、重野

豊隆先生

恒雄先生の「生体の機能調節」が選ばれ、

ベストレクチャー賞として成田

年先生が選ばれました。3年

生の授業においては、優秀講義として高橋

ベストレクチャー賞受賞者（左から、3人目成田教授、4人目高橋教授、右から、
3人目山本講師、4人目香川講師）

典子先生の「化学物
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平成25年度一般社団法人日本私立薬科大学協会教育賞を受賞して
鈴木

薬品毒性学教室 教授

勉

て受賞する事が出来ました。心より御礼申し上げます。私
はこれまで薬物依存の評価法や機序解明に関する研究に取
り組んで参りました。また、平成に入りがん疼痛治療に用
いられる医療用麻薬の依存性に関する研究を行い、薬学に
おける緩和医療学の必要性を痛感しました。このことを実
現するために、本学では文部科学省学術フロンティア推進
事業「緩和医療を目指した薬物療法に関する薬学的研究」が
平成13年に採択され、以来継続、戦略的研究基盤形成支援
事業も含め12年間本プロジェクトを遂行し、本学は緩和医
療薬学の拠点となった。また、このよう背景を基に、日本
緩和医療薬学会を平成17年に本学で立ち上げ、第1回の学
（左・鈴木教授、右・井上会長）

会を本学で開催し、約1,300名の参加を得た。その後数年、

私立薬科大学及び私立大学薬学部が加盟する日本私立薬

毎年千名程会員が増加し、現在約4,000名の学会に成長して

科大学協会は教育賞を設け、薬学教育に多大な貢献をし、

いる。また、認定制度も設け、現在約400名の緩和薬物療法

その進歩と発展に特に功績があった者に対して授与すると

認定薬剤師が誕生している。さらに、病院の緩和ケア診療

定められている。平成25年度の教育賞の受賞者は、木津純

加算に関する施設基準に専従の緩和ケアチームが設置され

子氏（慶應義塾大学教授）
、宮崎智氏
（東京理科大学教授）
、

ている必要があり、このチームには薬剤師がいなければな

そして私の3名であった。平成25年11月26日の日本私立薬

らない。このように、薬学教育の中に緩和医療薬学は深く

科大学協会第2回通常総会において授与式が行われ、井上

浸透し、定着しようとしている。このような業績が評価さ

圭三会長
（帝京大学理事 ・ 副学長）
より賞状、盾及び副賞が

れ、栄えある日本私立薬科大学協会教育賞を受賞すること

授与された。

が出来ました。最後に、ご推薦頂きました田中学長始め、

今回の教育賞は、田中隆治学長にご推薦を頂いて、始め

関係各位に感謝申し上げます。

日本依存神経精神科学会

第3回柳田知司賞を受賞して

薬品毒性学教室 准教授

森

友久

この度、アルコールおよび薬物依

将来的には、自信が存在すると信じている渇望を調節して

存関連研究の発展に大きく貢献し,次

いるタンパク質とその制御機構の解明が出来れば考えてい

世代を担う若手会員として日本依存

ます。

神経精神科学会

第3回柳田知司賞を

決して短くなかった海外生活において、海外で長い間頑

受賞致しました。このような名誉あ

張っている日本人の方とお会いする機会も多くありました

る賞を頂けましたことに非常に嬉し

が、その度に、日本人の素晴らしさを再認識させられまし

く思っております。

た。特に、日本人はどんな分野においてもその道を追求で

私は、動物を用いた薬物依存の研

きる国民性を持っていることを感じ、私自身も私なりの道

究を行い、2000年に学位を取得し、2005年からメリーラン

を信じ歩んで来たつもりでおります。今後も、日本人の心

ド州ボルチモアにあります米国NIH薬物乱用研究所へ5年

を持ち、日本だけでなく、世界をも見渡せる人材を育成し

に渡り留学する機会を頂きました。留学中は、生化学なら

ていきたいと思っております。その為には、後輩達の見本

びに分子生物学を用いてシャペロンタンパク、特に、現在

となるべく自分自身さらに切磋琢磨し、本学のさらなる発

のライフワークでもあるシグマ-1シャペロンの神経の可塑

展のために誠心誠意尽くしていきたいと考えております。

性に与える影響ならびに細胞保護作用の機序の解明を行っ

特に、自分の信条であるgo the distance（最後までやり通

てまいりました。現在は、これまでの経験を活かし、薬理

せ）を自ら示していく所存です。

学、法医学ならびに分子生物学の経験および手法を駆使し、

まだまだ至らぬことが多い私ですが、私なりに精一杯

行動薬理学から分子生物学に亘る幅広い分野を総合的に考

やっていきたいと考えておりますので、今後とも鈴木教授

え、薬物依存という精神症状を限局した部位におけるタン

をはじめとした先生方ならびにスタッフの皆様のからのご

パク相互作用の観点から解明する研究を進めております。

指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。
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第55回日本平滑筋学会 優秀演題賞を受賞して
機能形態学研究室 講師

松本

貴之

決意しておりました。帰国後この研究に着手し、2型糖
尿病腎動脈におけるUp4Aの収縮増強及び機序の一端
を見出しました。Up4Aの血管反応性に関して、これま
で病態下における報告が皆無であり、これらの発見は
生活習慣病時における血管機能障害の発症進展機序の
一端として重要であると考えております。
本研究におきまして多大なるご支援 ・ 助言を賜りま
した機能形態学研究室小林恒雄教授、ご協力下さいま
した、田口久美子助教、卒論生の皆様に感謝致します
と共に、発表の機会を与えて下さった、大谷卓男理事
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。

第55回 日 本 平 滑 筋 学 会 総 会
（2013年8月6〜8日 ： 於 旭川市大
雪クリスタルホール）にて、受賞
致しました。日本平滑筋学会は日
本医学会分科会の一つで、平滑筋
に関連する基礎と臨床の研究を統
合するユニークな学会でありま
す。本総会にて、優秀演題候補講
演14演題から選出されました。演
題は、
「新規内皮由来収縮因子ウリジンアデノシンテト
ラフォスフェートの2型糖尿病ラット腎動脈における
収縮反応性の変化」で、本受賞は研究室の糖尿病性血
管機能障害に関する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。
この研究に至った経緯を少し紹介致します。私は、
2010年4月〜翌年9月まで、米国ジョージア州オーガス
タにある Georgia Regents University［旧:ジョージア
ヘルスサイエンス大学、ジョージア医科大学（ここ数年
で名称が2回変更）
］へ留学する機会に恵まれ（詳細は星
薬科大学報第75号参照）、近年同定された内皮由来血管
収縮因子 uridine adenosine tetraphosphate (Up4A) の
血管反応性が高血圧動物で動脈部位特異的に異なるこ
と、分子機序の一端を世界に先駆けて見出すことが出
来ました。この時から、将来糖尿病でも検討しようと

第30回和漢医薬学会学術大会優秀発表賞を受賞して
薬動学教室 助教
平 成25年8月31日 －9月1日 に 金
沢で開催されました第30回和漢医
薬学会学術大会におきまして、私
は
「大黄およびその主成分センノ
シドAは大腸アクアポリン3の発
現低下を介して瀉下作用を発揮す
る」というタイトルで優秀発表賞
を受賞いたしました。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。
大黄は瀉下作用を有する生薬の一つであります。こ
れまで、大黄の瀉下作用は、主成分であるセンノシドA
が腸内細菌の作用によって活性代謝物レインアンスロ
ンに変換され、これが腸の蠕動運動を亢進させること
で発揮するものと考えられてきました。しかしながら、
大黄およびセンノシドAの瀉下作用において、大腸で
の水の移動がどのように行われているのかについての
詳細は、これまでまったく不明なままでした。そこで
我々は、便の水分調節において重要な役割を担ってい
る大腸のアクアポリン3（AQP3）に着目し、大黄の瀉

五十嵐

信智

下作用におけるAQP3の役割について検討しました。
その結果、大黄は主成分であるセンノシドAが大腸内
で何らかの代謝物に変化し、この代謝物が大腸のマ
クロファージを活性化させ、プロスタグランジンE2
（PGE2）の産生を亢進し、この産生されたPGE2が大腸
粘膜上皮細胞のAQP3の発現量を低下させ、水の吸収
を抑制することにより、瀉下作用を示すことが明らか
となりました。
これまで、大黄の瀉下作用については、腸内細菌の
作用のみが注目されてきました。本研究の結果から、
腸内細菌を変動させる抗菌薬などの薬物ばかりでな
く、PGE2の産生を抑制する非ステロイド性抗炎症薬
NSAIDsなどの薬物も、大黄の瀉下作用を減弱させる
可能性があるため、大黄を含む漢方薬との併用に注意
が必要であると考えられました。
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 講師に
厚く御礼申し上げますとともに、本研究を活発に行っ
ていただきました今理紗子氏をはじめとする大学院
生・学部生の皆様に感謝致します。
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新守衛所の竣工について

事務局長 田中

新しい守衛所が、本年
（2014年）3月5日に竣工いたしま

弘夫

年（1967）頃の鳥瞰写真（星薬科大学100周年写真集、72頁）

した。旧守衛所に比べ、色も明るい白色となり、大きさも

から当時の本学の佇まいを窺うことが出来ます。本館以外

一回り大きくなりました。良くご覧になると、並木と並木

は建物もグラウンドもすっかり様変わりしています。

の間に入り込むように作られているのが分かるでしょう。

警備員の皆さんは、新星館の警備室を含めて、今まで同

並木道の景観を守るために、設計変更までしてこのように

様24時間／常時3名体制で学内を警備、巡回しています。新

いたしました。

しい守衛所は旧守衛所に代わって、皆さんの安全を守って

外面の新鮮さばかりでなく、守衛所の内側も実は一新さ

いくと共に、星薬科大学のこれからの発展を見守っていく

れました。警備面での装備が更新されて、校内各場所の監

ことになります。50年

視カメラやエレベーターの運転状態等が、一目で見えるよ

後の星薬科大学は、ど

うになりました。監視テレビはデジタル化により解像度が

のようになっているの

飛躍的に向上しました。

でしょうね。

ところで旧守衛所は既に解体いたしましたが、おおよそ
半世紀の間、本学を見守ってきたことになります。昭和42

旧守衛所と建設中の新守衛所（右側）

新守衛所

創立100周年記念事業寄付者
銘板の設置について

新守衛所内部

『データで見る星薬科大学2013』
の発行について

創立100周年記念事業の一環として、百年記念館の竣工、

平成26年1月に、本学の特徴を示す基本データをコンパ

歴史資料館の整備及び奨学金制度の充実を図ることを目的

クトにまとめた小冊子
『データで見る星薬科大学2013』を発

とした募金活動を平成21年7月から平成23年6月末まで行な

行いたしました。縦210mm・横10mm、総数10ページに、
「組

い、911件67,008,239円のご寄付を賜りました。寄付者のご

織・沿革」、
「入試状況」、
「進路」、
「教育」、
「研究」等9つの項目

芳名を記載した銘板を百年記念館1階エントランスホール

について記載しています。本小冊子は、データを更新の上、

に平成25年10月に設置いたしました。銘板は、次の寄付金

毎年発行する予定です。内容は本学HPのトップページ上に

額の区分ごとに個人名、企業 ・ 団体名の順で50音順に掲載

も掲載していますので、是非ご覧ください。

しています。100万円以上が9件
（個人3名、企業・団体6件）、
30万円以上100万円未満が32件
（個人12名、企業 ・ 団体20
件）、10万円以上30万円未満が121件
（個人68名、企業 ・ 団
体53件）
、10万円未満が749件
（個人674名、企業・団体75件）
となっています。多大なるご支援を賜りましたことに改め
て御礼申し上げます。

（総務部）
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教室紹介

薬動学教室

現在、薬動学教室は新星館の4階に部屋を構えてお
り、教員は杉山

清
（教授）、落合

関しては、下痢や便秘症におけるアクアポリンの意義、

和（准教授）、五十嵐

NASHの発症におけるアクアポリンの役割、糖尿病時

信智（助教）の3名です。配属されている大学院生は、博

における腎臓のアクアポリンの変動とその薬物動態に

士課程3名、社会人博士課程6名、修士課程2名です。卒

おける意義等を研究し、臨床現場に対して基礎からの

論生は、6年生11名、5年生15名、4年生16名です。

情報を提供しています。4）に関しては、ES細胞（胚性

本年度、担当する講義・実習科目は、薬物動態演習（3

幹細胞）の肝細胞への分化誘導系を用いて、分化誘導過

年次前期、杉山、落合、五十嵐）、薬物の臓器への到達

程におけるCYPの役割について基礎研究を行っていま

と消失
（3年次後期、杉山）、薬物動態の解析（4年次前期、

す。毎年、多くの国際誌や学会にこれらの研究成果を

落合）
、薬学英語IIB（4年次後期、落合）、臨床薬剤学特

発表し、
「 星薬科大学と臨床現場をつなぐかけ橋」とな

論II（大学院、杉山、落合）です。

る様に努めています。

薬動学教室は、故全田

浩先生が創設されたもので

前述の様に、当教室には53名という大勢の大学院生

あり、
「 大学と臨床現場をつなぐかけ橋」という理念の

や学部生がいますが、学生はややもするとテーマの到

もと、教育 ・ 研究活動を行っています。当教室の主な

達度や論文発表数や学会発表回数に主眼をおく傾向に

研究テーマは、1）疾病時における薬物代謝能の変動と

あります。しかし、学生時代の成果は、与えられたテー

その対処法に関する研究、2）薬と薬、あるいは薬と食

マの難易度や流行に左右されることが多々あります。

品との相互作用に関する研究、3）アクアポリンの生理

当教室では、研究の成果ばかりでなく、問題解決能力

的意義と薬物動態学的意義に関する研究、4）個体発生

や社会性を育成することに重点をおいています。加え

時における薬物代謝酵素CYPの新規機能に関する研究

て、公的資金や研究費獲得の重要性を認識させ、自分

等です。1）に関しては、神経障害性疼痛、糖尿病、肥

の足で力強く歩み、星薬科大学の名声を高めることの

満症、胃切除患者、潰瘍性大腸炎症等を対象として薬

できる人材の育成に努めております。

物代謝能の変化を調べ、臨床現場に基礎からの情報を

最後に、当教室では、老若男女を問わずさまざまな

提供しています。また、この研究では、腸内細菌が薬物

学生を受け入れております。当教室の研究テーマや教

動態に及ぼす影響についても解明しています。2）に関

育方針などに興味のある学生は、是非、当教室へお越

しては、ポリフェノールと薬、メントールと薬、健康食

しください。一緒に研究をやりましょう。

品と薬、漢方薬と薬の相互作用について基礎的な研究

（教授

を行い、臨床現場にその情報を発信しています。3）に

前列左から4人目 杉山教授、最後列左端 落合准教授、最後列右から4人目 五十嵐助教
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●水泳部

●柔道部

私達は毎年5月、6月の火、金に定期練習、7月は自主練習、

柔道部は、毎週火曜日と木曜日の週2回活動があり、現在

8月は合宿を行っています。対外試合にも参加しており、医

はプレーヤー 4人とマネージャー 2人の計6人で、楽しく稽

歯薬看護大会では女子個人100m自由型第5位、50m背泳第

古を行っています。大学から柔道を始めた人が多いことも

5位で入賞しました。関東薬学生水泳記録大会では、男子個

あり、受身から技の掛け方まで先輩方に丁寧に教えていた

人50m自由型第2位、100m自由型第2位、50m平泳ぎ第3位、

だけます。

また女子個人で100m自由型第1位、50m自由型第3位、背泳

大会は毎年春と秋の2回あり、東日本の薬科大学と合同

ぎ第2位という上位の成績を修めることが出来ました。ま

で行っています。男子個人戦無段の部で、優勝、準優勝、女

た、大会を通じて他大学と交流を深めています。

子個人戦無段の部で優勝の成績を残すことができました。

●弓道部

道場に遊びに来てください。

初めての方も、経験者の方も興味を持った方は、ぜひ柔
私達弓道部は毎週火曜、木曜そして土曜日にキャンパス
●エトワール・アンサンブル部

内の弓道場で活動を行っております。
射技の向上と精神鍛錬を目標に稽古に励んでいますが、

こんにちは！僕たちエトワール・アンサンブル部は音楽

特に毎年春と秋にある関東医歯薬系リーグでの優勝を目指

系の部活です。クラシックからJ-POPまで幅広い楽曲を演

し、日々練習を行っています。

奏しています。最近ではバンド形式の演奏にも取り組んで

また、毎年春と夏に行う合宿や他校との親善試合、部内

います。使う楽器もバイオリン、フルート、ギターなど様々

試合などイベントも活発に行っています。

です。近年は部員に恵まれ60人以上在籍しており、また、

今年は創部45周年を迎えるにあたり、活動にもより一層

部員間の仲が良く、学年の垣根を越えて一緒に演奏したり、

の熱が入っております。

部室でおしゃべりしたりと和気あいあいとした時間を過ご

部の活動は厳しくも楽しく、弓道の腕は勿論、人間とし

しています。主な活動は、年2回の部内演奏会、星薬祭での

ても大きく成長できる部活です。

演奏、夏期合宿です。

●バドミントン部

に音楽を始められます。少しでも興味が湧いた方は是非部

大学に入るまで楽器未経験の人も多く、初心者でも気軽
室に来て下さい！一緒に音楽をやりましょう。

私達バドミントン部は毎週火水土の3回、体育館2階で練
習を行っています。現在は男子12名女子11名の総勢23名で

●薬理研究部

楽しく活動しています。このうち半数は大学から始めた初
心者です。春には新歓、夏には合宿もあり、楽しく技術を

こんにちは、薬理研究部です。

身につけることができます。また、他校との練習試合も定

私たちは主にマウスを使用した実験を行なっています。

期的に行っています。大会は、春と秋の年2回関東薬学連盟

昨年度は、ハーブと鎮痛作用の関係について研究し、ペ

バドミントン大会があります。昨年の春は男子個人戦シン

パーミントとラベンダーに鎮痛作用があることを突きとめ

グルス優勝、ダブルス3位、秋は男子団体3位、女子団体2位、

ました。また、この研究結果は星薬祭や東日本薬学連合で

女子新人戦2位と成績も良く、着実に力をつけている部活

も発表しました。

です。これからも部員みんなで力を合わせて、技術を向上

実験の他にも、ボーリング大会、スイカ割り、夏合宿と

させ、より良い成績を残せるように頑張っていきたいと思

いった楽しい行事もやっています。興味がある方はいつで

います。

も見学に来て下さい。
●漫画研究同好会
漫画研究同好会は3年生13人、2年生15人、1年生12人の
総勢40人で主に文化祭での部誌発行に向けて活動していま
す。また同時に
「漫研アニソン踊ってみた」と題して毎年来
場される多くの方にダンスを披露するべく練習を行ってい
ます。部誌は薬学部ならではの内容を目指した漢方や薬剤
のイラスト付き解説書となっており、ダンスと共に校内だ
けでなく他校からも好評をいただいています。絵が描けな
い人でも部員全員で作品を作りあげる楽しさを味わうこと
ができます。春の新歓、夏の合宿で部員同士の交流を図る
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ほか、イベントを通して他大学との交流も深めています。

●アロマセラピー研究会
アロマセラピー研究会は、5月に同好会として承認され、
区民公開講座、星薬祭に参加しました。また10名の部員が
アロマテラピー検定1級に合格しました。
更に７月に本学で開催された
「生き物文化誌学会第11回
学術集会」で研究成果をポスターセッションで発表しまし
た。本学会では、
“
「いい匂い」は男女で共通か？”をモニタ
リングから検討し、まとめました。男女間で「不快な匂い(く
さい匂い ・ 嫌いな匂い)」の一致をみたものの「いい匂い」
は
必ずしも共通しないことが明らかになりました。ご来場さ
れた方々から多くの御意見と高い評価を頂きました。
次年度はアロマセラピーの効能の科学的根拠に迫れるよ
うな研究活動を目指します。

茶道部
ごきげんよう。

るので、お作法は勿論のこと、普段のお稽古では学べな

星薬科大学茶道部です。

いお客様のおもてなしの仕方を教えていただけるので

今年度は16名の一年生を迎え、3月現在で1年から6年

大変勉強になります。

までの61名の部員が在籍しており、うち1割程度ですが
男子部員もおり、その数も年々増えております。

先日行われた春の強化練習では、茶箱というB5サイ
ズほどの小さな箱にお茶を点てるためのお道具がほと

主な活動としましては、秋に主催するお茶会に向け

んど入っているお道具を使い、卯の花点前と花点前と

て割稽古などの基本的なことを確認しつつ、学年ごと

いうお点前を学びました。今年は茶道の先生主催のお

に少しずつ上のお点前を学んでおります。その他にも、

茶会の茶箱席（茶箱を使ってお点前する席）にも亭主
（お

春は強化練習、茶道の先生主催のお茶会のお手伝い、夏

茶席でお客様の前でお茶を点てる人）として参加できる

休みには合宿、強化練習、秋には星薬祭での甘味処、区

こととなっており、部員一同熱心に励んでおりました。

民公開講座でのティーサロン、炉開き、年明けの初釜な
ど精力的に活動しております。

最後になりましたが、茶道とはお茶だけ点てられれ
ば良いわけではないと先生がよく仰います。お花もお

具体的にいくつか取り上げますと、秋のお茶会は、お

料理の知識もなければいけないなど日本文化がたくさ

茶室のあるところを貸切り
（前年ですと池上梅園）、他

ん詰まっていますので、海外の方は目の前で点ててあ

大学やOB・OG、部員の関係者などを招きおもてなしし

げますととても喜んでくださいます。将来のことを考

ます。また、この秋のお茶会では、茶道の先生の所へお

えて初めてみませんか？いつでも見学にいらして下さ

稽古に通っているOB ・ OGの方が手伝いに来てくださ

い。お待ちしております。

