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平成26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、入学おめでとうございます。また、大

員であるということを常々忘れ

学院に進まれ、さらに勉学に励もうという方に心よりお祝

ずにいなさいと、そういう教え

い申し上げます。学校法人を代表いたしまして皆さま方を

でございますから、ぜひこの星

歓迎いたします。

薬科大学に入られた以上、社会

新入生の皆さん、受験では本当によく勉強しました。星

の一員としてこれから役に立つ

薬科大学への入学は難しいです。心から
「頑張ったね」と申

のだということを深く胸に刻ん

し上げたい。皆さんが頑張ったこと、それが皆さんの自信

でいただきたい。

であり誇りでありますから、大きな財産がつくれたという

大

谷

卓

男

学校生活には楽しいことがた

ことです。是非、それらを糧に、これからの人生に前に向

くさんあります。また逆に勉学の中で壁もありますが、是

かって進んでいただきたいと願う次第です。

非、学長が言われた通り、生涯の師を見つけ、生涯の友を

裏側には、希望しながら入学が叶わなかった方が当然い

つくり、そして自分自身も生涯の友の役に立てる人材と

るわけですから、ここに来た皆さんは、その方たちの分も

なっていただきたいと存じます。

頑張って下さいね。

最後になりますが、お父さま、お母さまに心よりお祝い

先ほど学長の告辞にもありましたが、1911年に星一さん

申し上げます。また、入学された皆さんは、ご両親に是非

という方がこの大学の基礎を作りました。星製薬という製

「おかげで大学に入れたよ」ともう一度感謝を伝えて下さい

薬会社の中の一部門として教育を始めたというのが経緯で

ね。

ございます。既に建学の精神を何度も耳にされたと思いま

今日はお天気も良くて、また桜の花もきれいな中、天の

すが、一言で言えば、世の中に奉仕する人材になりなさい、

祝福と共にここにご列席いただいたわけですが、小学校入

世のため人のためお役に立てる人材になりなさいというの

学時にも桜並木がありました。私事ですが、今はもう成人

が建学の精神でございます。

した子供の小学校の入学式の時にも、桜並木の中、手を引

学ぶということは段々ハイレベルになりますから、先人

いて歩いたことを昨日のことのように思い出します。是非

が研究したことを学んだ後、自分自身でさらに上を研究し

皆さん、まずはご両親にありがとうと伝えて下さいね。

なければなりません。また、学んだことをその後、社会で

日本はこれから更に高齢化社会に向かいます。また、世

お役に立てる形で使っていかなければなりません。その時

界の中でも、医療 ・ 薬学分野はさらに厳しい競争を強いら

にいろいろ困難といいますか、レベルに応じて乗り越えな

れます。その中で未来を担うのはあなた方です。今日入学

ければならないということがたくさん出てくるわけです

された皆さん、それから大学院でこれからもっと研究しよ

が、その時に、ぜひ今日の皆さんの胸に刻んだ自信と誇り、

うという方は、是非世界の中で通用する人材となり、今ま

これを持って次のステップに進んでいただきたい、壁を乗

で治らなかった病気を治し、また、医療の現場で、重要な

り越えていただきたいと切に願います。

役割を担い、必要とされるよう頑張っていただきたいと、

星一先生は、先ほど銅像の前で記念撮影をされていた皆

お願い申し上げます。

さんも大勢いらっしゃいましたが、いつも世界を見ていた

本日は本当にこの席に皆さま方が来られたということに

人です。そして、日本が世界の中での競争に勝ち、そして

お祝い申し上げ、理事長としての式辞とさせていただきま

リードしていけるようにと強く願っていた方です。また、

す。おめでとうございます。

親切第一という言葉をもって、正しく生きなさいというこ

（平成26年4月6日の入学式における理事長式辞の録音を基

とを説かれていたわけです。親切第一、皆さんは社会の一

に掲載しています。）
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平成26年度入学式

学長告辞

星薬科大学学長

ご入学おめでとうございます。

せん。薬学を学ぶもの、その学問

本日ここに本学薬学部、薬学科 278名、創薬科学科 28名、

を基盤とし、医療現場で活用し

大学院薬学研究科

総合薬科学専攻

修士課程15名、博士

たり、新しい商品の研究開発な

課程5名、薬学専攻

博士課程11名の新入生を迎え、平成26

ど行うためには2つの事を念頭

年度星薬科大学ならびに星薬科大学大学院入学式が挙行

に置きながら勉学に励んでいた

されますことは、本学の大きな喜びであります。

だきたい。

新入生の諸君には、星薬科大学を代表して歓迎の意を表

田

中

隆

治

一つは真に人類、社会に役立

します。また、今日の日をともに祝うために、ここに参集

つ人を目指していただきたい。

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

急速な科学技術の進歩は時には

し上げます。

その成果を競うばかりに、真に人類の生存 ・ 維持に役立つ

さて、諸君が入学された星学科大学は1911年創立者の星

研究であるかどうか疑を抱くこともありますし、また実際

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

に社会に普及した後に思いがけず、その成果が我々にとっ

の母であり、良薬をつくり、世界に供給していく事が日本

て負の効果を示す事例は創薬学において過去にあったこと

の文化的使命である」との強い理念の基に、星製薬を設立

も確かです。最近では医薬品の販売競争の中でデターの改

し、医薬品の開発、生産、品質管理を担える人材を育成す

ざん等が報道されたり、研究成果のねつ造、改ざん等が話

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

題になっておりますが、科学技術は絶えず進歩し、前進し

の結果、モルヒネ、キニーネ、コカイン、アトロピンなどの

ていかなければなりません。特に資源を持たない日本は技

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

術立国としての役割が期待されています。重要な点は研究

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

成果と真実の公表であり、その成果を世に問い、正しい方

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

向に導いていくことにあると思います。

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

もし、万が一、社会の負になる問題を提起した際には、

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

直ちにその原因を把握し、改善することです。現代におい

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

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

確固たる伝統を有する、独創的な学術研究 ・ 教育を基盤に

なってきております。

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、
研究者を養成する事を目的とした薬科大学であります。

他の一つは独創性にあります。科学を志す者には独創的、
創造的発想が強く求められます。学問や研究の基本は自ら

諸君は今、これから始まる大学生活への期待で満ち溢れ

の関心と興味にあります。自らの関心と興味は各自の生ま

ていることと思います。大学生活が高校の延長ではない事

れてからの歴史や環境を基盤として生まれます。明日から

を感じ、どのようなことが経験できるのか、輝きの目で見

始まる大学生活での学びは今までの関心や興味を一層強く

ているのではないかと思います。諸君が大学生生活を送る

してくれるものと考えます。また、様々な迷いが生じるか

中で私が大切だと思っていることを述べてみたいと思いま

もしれません。いずれにしても深い教養が専門の学びを先

す。

導し、独創力の原動力になるでしょう。これから始まる大

これまでの生活や目的は受け身
（passive）の傾向が強

学生活の中で大切なことは、語り合える友を見出すことと、

かったのに対し今日からはより能動的
（active）であってほ

人生の良き師との出会いです。私自身の過去を振り返る時、

しいという事です。これは諸君が想像する以上に大きな変

迷いが生じた時にこそ、一生の師とする人に遭遇するよう

化だと思います。今迄は1＋1は2の環境下にあり、確かな目

に思われます。赤痢菌を発見した志賀潔先生は「先人の後

的
「大学に入学するという目的」の中で学び生活されてきた

を師とせず、先人の心を師とすべし」と述べられました。星

ことと思います。しかし、今こうして大学に入学した時点

薬科大学には多くの優れた教官がいます。諸君が新たな学

から1＋1が必ずしも2とはならない世界での学びが始まる

びの世界を歩んでいかれる中で人生の師と出会う事を強く

のだと思います。
「人生とは」人生における自己の存在理由

念じてやみません。

は何かなど大きな命題を考え解決していかなくてはなりま

新入生諸君は長い受験生活を終え、これからは薬学科6
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年、創薬科学科4年、さらには大学院に進まれる大学生活

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

の歩みを始めようとされています。また大学院に進まれる

得し、実習、卒業研究を経たのち、多くの学生は大学院へ

諸君は新しい研究生活に夢を膨らませていることと思いま

進み、研究開発者の基盤を形成し、社会に巣立っていきま

す。是非、今考えておられる夢を現実のものとし実現して

す。薬学科、創薬科学科ではそれぞれの考え方、進路の違

ください。

いはありますが、先にも述べましたが、薬学、生命科学、医

本学は薬学、創薬学の高度な専門知識と課題探求能力、
さらには国際感覚と倫理観を有する人間性豊かな人材を育

療の発展に貢献する優秀な人材を育成するための教育、研
究を行うことが本学の役割であると考えます。

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

さらに、社会に巣立つ前に、多くの人との出会いを経験

おります。

してください。特に互いに夢を語ることのできる、また生

新入生の諸君は、今までは小,中学校、高等学校と一定の

涯付き合っていける友達を作ってください。専門教育、研

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

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

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

い。そして共に夢を語り、夢に向かってチャレンジする精

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

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

とが大切だと思います。

を与える場所だと私は信じます。

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

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

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

を心より歓迎いたします。ここ星薬科大学で、これまでに

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

多くの先輩が学び、さまざまな体験をしてきたように、本

たすものと考えます。

学に在籍することを誇りとし、紳士、淑女の自覚を持ち、

専門教育は広く生命科学の基礎を学び、薬学科では6年

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。

間で薬学の基礎と医療薬学に関する知識を習得し、病院、

このことを祈念し、告辞といたします。

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

平成26年4月6日

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

学報によせて

星薬科大学学長

変化の激しい大学を取り巻く環境の中で将来を展望し、

田

中

隆

治

ん。小規模でも専門性に強い、しかも私立である本学でも

伝統ある星薬科大学が社会に十分理解され、益々、発展し

世界的評価されている緩和医療に関係する様々な優れた研

ていくことを強く願っております。特に今問われている大

究。高い評価を得ている脳神経科学、エピゲネティクス研

学を取り巻く環境の中で重要な課題は1）少子高齢化、特に

究、製剤学など、今後、大学の看板になり得るような特色

若年人口の激減に対する対応。最も大学に関係の深い18歳

ある分野を大切にし、研究者を育成し、研究成果を発表し

人口が1966年では249万人が2014年には119万人、2050年に

て行くことにより日本の重要な研究拠点になることも夢で

は73万人、2060年には往時の四分の一の64万人と予測され

はありません。そのためには選択と集中という考えを推し

ており、しかも昨年度は私立大学の46%が定員割れとなり、

進めていかなくてはなりません。3）には地域社会への貢献

39%が赤字収支に落ち込んでいます。益々将来に向かって

であります。大学は伝統の下に創りだされた知の継承、そ

の大学の体質強化の必要性と淘汰の時代が来ることを思考

れらを基盤に新しい知の創生の場でなくてはならないと考

していかなければなりません。2）は国際競争の激化の問題

えます。社会が求める人材、本学ではとりわけ優れた薬剤

です。大学に赴任して感じることは多くが前例主義であり、

師を育成するとともに、産学連携、大学間連携そして国際

学科間や講座間は相互不干渉で横の連携が希薄で、全体を

化を強化し、また卒後教育の機会を充実し、社会の中に存

見通したうえでの議論や運営方式にはなっていなく、更に

在感のある大学になっていかなければならないと考えま

は流動性に乏しく、変化することを好まない体質にありま

す。そこで本年より、本学の将来を考えたビジョンを作成

す。特に競争的原理が組織運営に反映されておらず、研究

し、そのビジョンに沿った形で教育、研究、学事、地域貢献、

は既にグローバル化し国際競争力で評価される時代に平均

グローバル化に挑戦していきたいと思います。この将来ビ

的な教育研究を標榜する大学では生き残ることが出来ませ

ジョンをご一読いただきご意見賜ればと願っております。
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薬剤師国家試験について

薬剤師教育研究部門

部門長

浅井

和範

めた合格率は76.12％でした。

平成25年度の薬剤師国家試験
平成23年度から新制度の薬剤師国家試験が実施され、新制度

以上から、第99回が薬学生にとって難易度の高い内容であっ

第1回にあたる第97回の新卒合格率（全国平均）は95％を超え、4

たのは明らかです。大手予備校からも、
「考える力を問う問題が

年制であった第94回以前の国試合格率を10ポイント程度上回り

多かった」、
「より実践的で臨床を意識した問題となった」などの

ましたが、第98回では旧制度国試の合格率と同程度になりまし

コメントが出されています。一方で、その出題傾向が適切でな

た。続く、第99回における新卒合格率は、旧4年制と比較し約15

いとの評価はみられていません。筆者自身も、第99回の出題内

ポイントも低い値となり、薬学生ならびに薬学教育関係者に強

容は概ね適切であったと考えています。その理由について、以

い衝撃を与える結果となりました（表１）。この傾向は星薬科大

下に述べさせていただきます。

学でも同様で、第99回における新卒合格率は80.25％、既卒を含
表１

薬剤師国家試験合格率（全国平均）

国試

90 回

91 回

92 回

93 回

94 回

95 回

96 回

97 回

98 回

99 回

新卒

93.29

85.16

85.60

86.30

84.84

39.68

33.55

95.33

85.09

70.49

84.39

74.25

75.58

76.16

74.40

56.35

44.44

88.31

79.10

60.94

合計

※

※新卒と既卒を合計した合格率

新制度薬剤師国家試験の現状

本学における国試対策

第一に、薬学教育6年制では、薬学教育及び実務実習モデル ・

第99回の結果から、本学においても国試対策の強化が必要な

コアカリキュラム
（コアカリ）に準拠した教育が求められていま

ことは明らかです。本学では、6年次前期に薬学特別演習Ⅱを設

す。すなわち、カリキュラムを各大学任せにしていた旧4年制の

置し、6年生前期に十分な学力に到達していない学生約30名の

時代と比べ、新制度国試は出題内容と教育内容の乖離が起こり

基礎学力向上を図ってきましたが、今年度からは受講生を60名

にくいことが特徴と言えます。一方、新6年制ではカリキュラム

に増やしています。また、6年次後期の総合薬学演習Ⅱの講義は、

の量が増えたため、当然、薬剤師国家試験の出題範囲は拡大し

学部のカリキュラムにあわせて演習内容を決めていましたが、

ました。国試対策は、薬学生には薬学教育の総括的学習として

新制度国試の出題傾向に合わせ、柔軟に演習内容の比率を決め

重要ですが、過度の国試対策を実施すれば予備校化した大学と

て実施する予定です。

の指摘は免れません。実際、国試対策に力を入れ過ぎることは、

第99回国試を評して、薬剤師国家試験の過去問題の勉強だけ

薬学6年制教育の特長でもある臨床教育や卒論研究などアドバ

では合格できないとの意見が聞かれますが、6年制の薬学教育

ンスト教育の時間を圧迫することに繋がります。各大学にとっ

の内容が、4年制と全て変わったわけではありません。とくに基

て、国試対策とアドバンスト教育等のバランスを如何にとるか、

礎薬学の領域では、国試過去問をこれまでと同様に十分に勉強

思案のしどころというわけです。

する必要があります。この際に過去問題に関する勉強が単なる

第二は、薬剤師国家試験による臨床能力の評価です。6年制教

暗記にならないことが重要であり、本学ではここに指導の重点

育の特長の一つは長期実務実習による臨床教育であり、新6年制

をおいています。

国試でもコアカリに則して実務領域の出題数が大幅に拡大され

長期的な国試対策としては、大学全体のカリキュラムの見直

ました。当然、新6年制国試では薬局 ・ 病院実務実習において学

しが必要になります。現在、大学教育はコアカリに準拠はして

習した内容からの出題割合が大きくなります。一方、開始から

いますが、新6年制国試と比較して、各専門領域の教育時間及び

ようやく5年目を向かえた長期実務実習は、膨大な薬学生を受け

教育方法が適切かを再評価する必要があります。言い換えれば、

入れるための実習施設の確保や薬学生割り振りの体制整備、さ

「方略
（Learning Strategies）
」のきめ細かな見直しが必要である

らに認定実務実習指導薬剤師の養成等に力を注いできたところ

と考えます。方略の見直しを実施するのは大変ですが、単に国

で、大学と実務実習施設が国試対策を念頭に置いた協議をする

試対策に費やす時間を増やすことによる大学の予備校化を避け

状況に至っていないのが現状であると思われます。このような

るためにも必須な作業と考えます。

現状を改善すべく、早急な対応が求められます。

薬学教育6年制では、長期実務実習に実践的な臨床能力の修得
を求めていますので、新6年制国試が、その能力を評価するのは
当然と言えます。本学でも実習施設と十分な協議を重ねこれに

新6年制国試の今後の展望
旧4年制国試が96回の歴史を重ねた結果、安定した出題がなさ

対応してまいります。

れてきたと考えれば、新6年制国試に僅か3年目で同様の安定を
求めるのは難しいことが理解できます。むしろ、旧4年制国試に

終わりに

捕われず、薬学教育を6年制にしたことの目的・理念に沿った薬

以上、新6年制国試の現状と本学の対応について報告させてい

剤師国家試験にしていかなければならいと考えます。したがっ

ただきました。薬剤師教育研究部門は、本年度以降の国試に対

て、この先数年間は新制度の薬剤師国家試験をより良くするた

しても万全の準備で望む所存ですので、今後とも皆様のご協力、

めのチャレンジの期間であり、出題傾向はある程度変化してい

ご支援をお願い申し上げます。

かざるを得ません。薬剤師の職能や将来を考えたとき、これは
必要なことではないでしょうか。
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新カリキュラムの導入について

薬化学教室 教授 細江

平成25年12月、
「薬学教育モデル ・ コアカリキュラム
（平
成25年度改訂版）」
（以下、新コアカリ）が、文部科学省から
公開された。新コアカリでは、現行のカリキュラム
（以下、
現行カリ）と比べて、到達目標
（SBO）の内容が全教育課程
時間数の7割程度にスリム化され、残りの3割は大学独自の
薬学専門教育で構成することとなっている。また、7つの
学習領域の大項目
「A.基本事項」
「B.薬学と社会」
、
「C.薬学
、
基礎」
「D.衛生薬学」
、
、
「E.医療薬学」
「F.薬学臨床」
、
「
、G.薬学
研究」のうち、
「F.薬学臨床」と
「G.薬学研究」の中で、優れた
薬剤師育成のための実習教育と研究教育の重要性が明確に
表現されている。この改訂に伴い、本学では
「新コアカリ
キュラム検討委員会」を発足し、本学の建学の精神や教育
理念に基づいた教育目的・カリキュラムポリシーおよび本
学の目指すべき将来ビジョンを念頭に、平成27年4月施行
に向けてその対応を行っている。以下、現時点における本
学の新コアカリへの対応状況について簡単にご報告する。
新コアカリでの薬学科の卒業必要総単位数は、現行カリと
同じ188単位とした。今回、大幅な改訂の1つとして、講義
時間を現行カリの1コマ75分×12回
（1単位）から1コマ90分
×14回（1.5単位）に変更した。また、薬学基礎実習の開始時
期を現行カリの2年次前期から1年次前期へ移行し、卒論活
動期間を現行カリよりも長い3年次から4年生前期とした。

新コアカリでは、現行カリの全教育課程時間数を7割程度
に大幅に圧縮する必要があったため、現行カリの
「高校と
の接続教育」および「薬学準備教育」の科目を一部廃止し、
その内容を薬学専門教育科目へ移行した。さらに新コアカ
リの
「C.薬学基礎」
「D.衛生薬学」
、
「E.医療薬学」領域を物理
、
系薬学、化学系薬学、生物系薬学
（衛生薬学も含む）、医療
系薬学の4学科目に分類し、現行カリの各講義内容を徹底
的に見直して、SBOの重複を整理し、科目数のスリム化を
図った。一方、薬学教養教育科目
（語学も含む）については
全学年を通じて配置することとした。5,6年次のカリキュラ
ムの概案は作成済みであるが、詳細については薬学実務実
習に関するガイドラインが示された後に検討する予定であ
る。
創薬科学科は今回の新コアカリ改訂とは直接的ではない
ため、卒業必要総単位数は現行カリと同じ128単位とした
が、講義時間等は薬学科に合わせて変更した。創薬科学科
のカリキュラム作成に関しては、同学科のカリキュラムポ
リシーを踏まえて、現行カリよりも同学科の特徴を出せる
ように配慮しながら検討している。
今年12月までに、両学科のカリキュラムが確定できるよ
うに、現在作業を進めている。

先端生命科学研究所の設置について
平成26年4月1日に本学内に先端生命科学研究所が発足し
た。
本研究所は、生命科学先導研究センター（先導研）と先
端生命科学研究センター（先端研）からなる、都市型の先
端生命科学研究拠点である。先導研は亀井淳三教授、先端
研は私
（成田）がセンター長を務め、先端研には五十嵐勝秀
先生
（副センター長）
、加藤良規先生
（准教授）
、田村英紀先
生（講師）
、大塚まき先生
（助教）の4名が専属の特任研究員
として研究に携わっている。五十嵐、大塚両先生は国立医
薬品食品衛生研究所、加藤先生はジョンズホプキンス大学、
田村先生は奈良先端科学技術大学院大学からそれぞれ移ら
れてきた。また、客員教授として牛島俊和先生
（国立がん研
究センター研究所）
、岡野栄之先生
（慶応大学・医）
、加藤忠
史先生
（理化学研究所脳科学総合研究センター）ら、各分野
の第一人者を迎えている。
先端研では、エピジェネティクス解析
（五十嵐、大塚：以
下敬称略）
、脳・神経科学研究
（田村）
、個体レベルのイメー
ジング解析と薬物送達研究
（加藤）を中心に、現在の薬学領
域では困難とされている
「生命科学、病態科学、生理学、薬
理学、薬剤学の網羅的なマルチレイヤー解析」
を行い、臨床
検体解析と高度な遺伝子操作技術を融合させた新たな
「包
括的疾患研究」
の実現を目指している。
エピジェネティクス解析は、次世代シーケンサーとバイ
オインフォマティクスを駆使した全ゲノムの網羅的解析を

智夫

薬理学教室 教授 成田

年

展開している。また、疾患エピゲノムを人為的に操作する
画期的な治療技術の開発にも着手している。脳 ・ 神経科学
については、光遺伝学的手法を用いた神経回路の人為的操
作や電気生理学的手法による神経回路応答の定量測定を通
じて、画期的な疾患治療法開発の道を探っている。イメー
ジングと薬物送達研究については、癌細胞の転移を非侵襲
的に追跡する独自の技術を用い、細胞やエクソソームをベ
クターに用いた新たな薬物送達システムの開発と治療効果
の検討に着手している。
また、先導研では専任の研究員を置かず、本学の教員が
学内の教室 ・ 研究室の垣根を越えて、大学が有するシーズ
およびノウハウを活用して民間企業等と実用化を目指した
協働 ・ 実証研究を実施し、その研究成果の社会還元を行う
と伴に人材育成を行うことを目指しており、すでに、いく
つかの民間企業等との共同研究がスタートしている。
本研究所は、本年度から始まった文部科学省戦略的研究
基盤形成支援事業や、農林水産省革新的技術創造促進事業
（異分野融合共同研究）といった大学をあげたプロジェクト
にも積極的に参画し、成果をあげようとしている。
ドアを開けたらそこに最先端生命科学研究の香りが漂
い、国内外の研究者が自然と足を運び、研究議論に花を咲
かせ、他では実現しにくい共同研究が自然と芽生える、そ
んな研究所を目指して活動していく所存である。
文責：成田年、協力：五十嵐勝秀
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「先端科学創造シンポジウム」講演会シリーズ18

『ボツリヌス菌物語』
金沢大学

中村

前学長

信一

先生

平成24年5月9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、金
沢大学前学長、中村信一先生をお招きし、星薬科大学公開
講座として、
『ボツリヌス菌物語』と題してご講演を頂きま
した。約30名の品川区民の方々をはじめ、約1100名の学部、
大学院学生、教職員、さらに同窓生が参加し、盛大な講演
会となりました。
演者の中村信一先生は1968年に金沢大学医学部を卒業
されたのち、同大学大学院医学研究科に進まれ、1973年に
博士課程を修了されると同時に医学博士を取得されまし
た。また、1971年には米国… Virginia… Polytechnic… Institute…
&… State… Universityに留学されております。大学院修了後
同大学医学部微生物学教室助手、講師、助教授を歴任され、
1986年より同教室教授に就任されました。1998年から金
沢大学医学部長を務められ、2002年から金沢大学副学長、
2008年から同大学学長を務められ、2014年3月にご退任さ
れております。また、主な受賞歴として第32回中日文化賞、
第34回小島三郎記念賞などがあり、2013年には発明実施功

毒素は眼瞼痙攣の治療に用いられています。
「 ボツリヌス
菌」は世界中の土壌に存在しますが、理由は不明なものの、
…それぞれの地域によって存在する型は異なっています。本
講演において、中村信一先生は、日本のみならず中国各地
での土壌調査から明らかになった「ボツリヌス菌」の型の分
布が何を物語っているかについてお話しされ、夢を追いか

績賞を受賞されております。
「ボツリヌス菌
（Clostridium…botulinum）
」
は、ボツリヌス
食中毒の原因菌であるとともに、ボツリヌス菌が産生する

ける楽しさやこだわることの大切さ、つまり学問を探究す
る楽しさを本学の学生始め聴講者すべてに伝えていただき
ました。…
亀井淳三（公開講座等企画委員長）

薬剤師職能開発研究部門配属にあたり
薬剤師職能開発研究部門は、平成26年4月、薬剤師教育研
究部門、実務教育研究部門に続く3番目の部門として、薬学
教育研究センター内に新設されました。また、部門設立に

ひとつとなっております。現在は、共通の研究領域も見つ
かり研究をスタートしております。
「薬剤師の職能開発」で
は、薬剤師の職能、地位向上を図るため、がん、在宅医療、

伴う学内公募を経て、実務教育研究部門より湯本哲郎、薬
理学教室より酒井寛泰、臨床化学教室より里史明が着任致
しました。
本部門は、
「高度臨床教育」
「高度臨床研究」
、
「薬剤師の職
、
能開発」をミッションとし、臨床系と基礎系教員でユニッ
トを構成している点が大きな特徴となっております。
「高度
臨床教育」
では、高度 ・ 複雑化する医療ならびに健康 ・ 福
祉領域において真に求められている薬剤師を養成するた
め、学内の諸先生のご支援のもと、医療機関や職能団体等
と密接に連携を取りながら教育プログラムを開発していき

プライマリケア等における薬剤師の介入効果に関するエビ
デンス作りや健康長寿に関するビジネスモデルの構築、次
世代マネジャー教育、博士号を含む研究支援等、
「臨床現場
の様々な想いを形にする」を合言葉に取組んでおります。
今回、全て30代の教員が着任致しました。大学のために
様々なチャレンジをさせていただける機会を…与えていただ
けたことに深謝し、真摯に取組んでいきたいと思います。
今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げま
す。…
准教授…湯本…哲郎、講師…酒井…寛泰、講師…里…史明

たいと考えております。このような表現をいたしますと臨
床により特化した教育と誤解されやすいのですが、新時代
の問題解決型薬剤師の養成には、基礎薬学の知識を臨床現
場で横断的に活用することも極めて重要であり、真摯にプ
ログラムを開発していきたいと考えております。
「高度臨床
研究」では、研究大学である本学にさらなる貢献をしてい
くため、貪欲に取組んでいきたいと考えております。基本
コンセプトは、
「 臨床現場で生じた問題を基礎薬学で解決
し、基礎薬学で得た知見を臨床現場で実証する」
であり、臨
床系教員と基礎系教員とでユニットを構成している背景の
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星薬科大学本館メインホール

開堂90周年

星薬科大学の本館は、今年2014（平成26）
年11月14日、開堂90周年を迎えました。
本学のシンボルともいうべき本館
（大講堂）
を、＜大講堂 ・ 開堂式＞と＜伝統の美

チェコ ・ キュビズム建築＞

という2つの観点からご紹介します。

建築中の骨組とアントニン・レーモンド夫妻（中央）

＜

1924年（大正13）竣工当時の本館

大講堂・開堂式

＞

現在の本館

―1924年（大正13）11月14日―
1924年（大正13）11月14日、星薬科大学大講堂（現在の本館メイ

ンホール）開堂式が挙行されました。文部大臣、後藤新平子爵等
のご臨席を頂き、ノーベル化学賞を受賞したドイツのフリッツ ・
ハーバー博士の講演も催され、列席者は3,000名と記録されていま
す。
ハーバー博士は、当時のドイツ国フリードリヒ ・ エーベルト大
統領から、星薬科大学創立者星一（ほし はじめ）への感謝の親書と
記念品（現在、星薬科大学歴史資料館に展
大講堂に掲げられたドイツ語WILLKOMMEN「ようこそ」

示）を携えて来日しており、星一が、第一次
世界大戦の敗戦で疲弊していたドイツに
7年間にわたり今の20億円を
超える支援を続け、ドイツ科
学界を復興へと導いたことへ
のドイツ国およびドイツ科学
界からの感謝の意を表しまし

記念品の一部

た。
2011（平成23）年に開催された星薬科大学創立100周年記念式典
大講堂開堂式で講演するフリッツ･ハーバー博士（1924.11.14）

の際も、ドイツ連邦共和国フォルカー ・ シュタンツェル大使がご
臨席され、100年経った今もなお、ドイツから星一への感謝の意を
表しています。
星一はこの開堂式の挨拶の中で、
「この講堂こそ実に世界に奉仕
する人材育成の揺籃であります」と述べており、この大講堂から、
社会にそして世界に奉仕する人材が輩出されることを願いまし
た。
この時の星一の言葉が、本学の建学の精神「本学は世界に奉仕す
る人材育成の揺籃である」として、現在まで脈々と引き継がれてい

ハーバー博士および夫人と星一

ます。
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＜伝統の美

チェコ・キュビズム建築＞

現 ・ 本館は1924年
（大正13）
、アメリカの有名建築家アント
ニン ・ レーモンドによって、当時の最新の技術 ・ デザインで
設計され、東京における最初の鉄筋コンクリート造りの1つと
して竣工しました。
当時、レーモンドの故郷であるチェコに興っていた美しい
「チェコ ・ キュビズム」建築様式を取り入れており、レーモン
ドの師であるフランク・ロイド・ライト
（帝国ホテル等の設計
をした建築家）の影響と彼独自のスタイルの模索とが同時にみ
てとれます。

本館正面の鋭角的なデザイン

関東大震災1923年
（大正12）
、第二次世界大戦1939年（昭和14）
～ 1945年（昭和20）を経て、90年の歴史を積み重ねた今日もな
お、美しく重厚な佇まいを見せる本館は、星薬科大学のシンボ
ルとも言うべき存在です。
外観は、チェコ ・ キュビズム建築の特徴である建築のファ
サードを覆う結晶形や鋭角的な幾何学パターンなど、シャー
プな造形が建築に光と影をつくり、ダイナミズムと立体感を
浮かびあがらせます。3階建の建物内中央には大きなスロープ
があり、階段はありません。スロープの両側には大きな壁画4

本館スロープと壁画

面が1943年（昭和18）に制作されており、推古時代における「薬
狩」
「鹿茸狩」
をモチーフに描かれております。
メインホールの天井は美しい幾何学模様のドームとなって
おり、竣工当時のままの天井を囲む7つの窓には、1982年
（昭
和57）10月18日、薬草をモチーフにデザインされた美しい7枚
のステンドグラスが取り付けられました。美しいステンドグ

「薬狩」の壁画

ラスに陽射しが差し込むその様子は、崇高かつ幻想的で、積み
重ねてきた長い歴史を感じさせてくれます。
1979年（昭和54）に日本建築学会により
「近代日本の名建築」
に選定され、2005年
（平成17）にはBELCA賞ロングライフ部門

薬草をデザインしたステンドグラス

を受賞した美しい歴史的建造物である本館には、来日したチェ
コ共和国の要人やチェコ国立放送の取材など、1年を通して全
国から多くの見学者が訪れています。
毎年この本館メインホールで行われる入学式では、約300名
の新入生が本学の建学の精神
「本学は世界に奉仕する人材育成
の揺籃である」を胸に、世界に奉仕する人材となるべく勤勉を
心に誓い、そして、4年後あるいは6年後の学位記授与式
（卒業
式）では、同じくこの本館から、世界に奉仕する人材となって
巣立っていきます。
多くの卒業生を送り出してきた本館
（大講堂）は、開堂式か
ら90年経った今もなお、学生たちをあたたかく見守り続けて
います。
学内広報委員会委員

渡邊明美
メインホールの幾何学模様の天井ドームとステンドグラス

−9−

星薬科大学報第80号（平成26年12月）

教務部長就任にあたり

教務部長

平成26年4月より、高山教授の後

杉

山

清

こと等を主眼に、新しいカリキュラムが策定されました。こ

任として教務部長を務めておりま

のカリキュラムが完成するのは4年後あるいは6年後ですが、

す。現在、薬学を取り巻く環境は目

社会のニーズに応える優秀な人材が輩出されることを強く

紛しく変化しており、社会のニー

願っております。

ズに応える教育や研究が大学に強

本学は、平成28年度に薬学教育評価機構の評価を受けま

く求められております。このような

す。この評価により、これまでの本学の教育や研究が適正で

中、教務部長という重責を担い、粉

あったかどうかが評価されます。現在、薬学教育評価対応委

骨砕身する覚悟でおります。

員会を中心に、シラバス、実習内容、卒論研究、試験等の見

平成27年度入学生から、6年制薬学教育モデルコアカリ

直しを行っております。この評価結果は、機構のホームペー

キュラムが新しくなります。平成18年度から薬学教育が6年

ジに掲載され、全国に公開されます。良い評価が得られるよ

制になり、臨床現場に即した教育の必要性が強く求められ

うに、教職員一丸となって努力しているところです。

てきましたが、社会が求める薬学教育が十分に実施されて

今後、18歳人口は確実に減少します。入試制度の改革を

いない現状を鑑み、コアカリキュラムの改正が行われた次

含め、魅力ある大学作りが急務とされている中、星薬科大学

第です。本学でも、新しいカリキュラムの実施に向けて、新

も伝統に立脚した新しい大学作りが強く望まれています。生

コアカリキュラム検討委員会を中心に検討を重ね、カリキュ

き残りをかけた戦いはすでに始まっております。教学の中枢

ラムポリシーの見直しを行い、薬学科においては1年生から

を担う教務部長として、何をすべきかを明確に認識し、優秀

6年生までを、創薬科学科においては1年生から4年生までを

な人材を育成する揺籃にしたいと考えております。ご指導ご

一貫した教育理念のもとで育成すること、社会の求める人

鞭撻を賜りますようによろしくお願い申し上げます。

材を育成すること、教員が均等に教育に携わること、留年者

（薬動学教室 教授）

や退学者を減らすとともに優秀な学生を伸ばす教育を行う

学生部長就任にあたり

学生部長

東

山

公

男

今期も継続して4月より学生部長

これは、科学の進歩とともに、修得すべき知識の多さに由来

を務めさせて頂いております。微

する時間的な余裕のなさが原因の一つでしょうか。このよう

力ながら努力してゆく所存ですの

な中、学生部も学生層の変化とともに新たな課題を抱え日夜

でどうぞよろしくお願い致します。

奮闘している毎日ですが、加えて、来年度からは新カリキュ

ご存じのように、学生部は学生

ラムがスタートします。講義時間、指導グループ制度、クラ

の大学生活を全般的にサポートす

ブ活動の形態など、今後大きく変化することが予想されま

ることを目的とする組織です。自治

すので、学生部もさらなる学生サービスの向上を図るべく一

会や課外活動に対する支援、薬祭

層の努力を尽くさねばならないと考えている次第です。

や卒業パーティー等の学生行事支援、奨学金の取り扱い、講

田中学長のご指導のもとに、部長補佐を快くお引き受け

義の出欠席管理、学生父母との連絡窓口など、授業以外の身

頂きました池田先生、また学生部の長田さん、増田さん、川

近な問題に関して幅広く取り扱う部署ですので、学生の皆

端さん、塚田さん
（就職部兼任）
、さらに学生部委員会の先生

さんには気軽に相談に訪れてほしいと思っています。職員の

方のお力添えを頂きながら学生部長の重責を果たしていき

人たちが親身になって相談に乗ってくれるはずです。

たいと思っております。教育は学生が第一です。学生部は学

さて、薬学教育は2006年より新制度に移行してから、既に

生を支え、皆様のご協力によって大学を安全で学びやすい

薬学3期生を社会に送り出しました。本学でも優秀な学生が

環境にしたいと思っています。皆様方の学生部へのご理解

巣立ったものと思っておりますが、私の学生時代とは異な

とご協力の程を切にお願い申し上げます。

り、今の学生は極めて過密なカリキュラムの中で大きなスト

（有機合成化学研究室 教授）

レスを抱えながらの毎日であっただろうと感じております。
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就職部長就任にあたり

辻

就職部長

本年4月より、鈴木勉教授の後任

勉

最近の報道でご存知のことと思いますが、2016年3月の卒

として就職部長を務めております。

業生から、経団連の指針に従い、企業の採用時期が後ろ倒し

昨年度は入試を担当しておりまし

となり、下図のようにスケジュールが大きく変わろうとして

たので、大学の入口から出口に異

います。しかしながら、外資系企業や病院等は、これまで通

動したことになります。いずれも大

りの採用活動を行うことが予想されますので、最新の情報を

学にとって重要な役割を担ってお

収集しながら、就職ガイダンスなどで柔軟に対応する予定

り、改めて就職担当として責任の

です。今後も公務員試験対策講座、TOEICの学内試験を始

重さを痛感する半年でした。

めとして、インターンシップへの参加や学内企業説明会の開

平成18年度からスタートした新薬学教育制度も定着し、

催など、就職に関して的確な情報と機会を提供して参りた

さる３月には薬学科では３期目の卒業生が、また創薬科学科

いと考えております。補佐役を快くお引き受け頂きました池

では５期目の卒業生が巣立って行きました。新課程への移

内由里先生，また就職部の塚田さん、鈴木さん、長谷川さん

行に伴い新卒薬剤師が激減した
「空白の2年間」
のために薬剤

のお力添えを頂きながらこの重責を果たしていきたいと存

師の求人／求職バランスが
「売り手市場」
に傾いていた時期

じます。皆さま何卒よろしくお願い申し上げます。

もいつまでも続かないように思われます。しかし、現在も薬

（微生物学教室 教授）

剤師の需要は多く、他学部に比べて恵まれた環境にありま
す。一方、創薬科学科の学生、薬剤師以外の就職を目指して
いる薬学科の学生、あるいは大学院生の就職支援について
もなお一層強化して参りたいと考えております。医薬品メー
カー、治験関連企業、公務員などに加えて、化学、香粧品、
食品等のメーカーや検査研究機関についても進路の拡大を
推し進めているところです。

図書館長に就任して

図書館長

髙

山

幸

三

本年4月より上田晴久先生
（現名

クセスできるようになります。公開の許諾が得られたものか

誉教授）の後任として図書館長を

ら順次登録していく予定ですが、現時点では
「星薬科大学紀

務めております。本学図書館は、医

要」
と
「星薬科大学一般教育論集」
が公開されています。本学

学、薬学を中心に123,268冊の書籍

ホームページよりぜひ一度ご覧ください。

を所蔵しており、専門雑誌
（ジャー

ラーニングコモンズ
（Learning commons）
は、大学図書館

ナ ル）も 充 実 し て い ま す。電 子

における学びのための共有スペースのことであり、近年設置

ジャーナルは3,733タイトルが利用

する大学が急増しています。複数の学生が集まって電子情

可能で、薬科大学ではトップクラス

報や印刷物を含めた様々な情報資源により議論を進めてい

です。ここでは、図書館が現在取り組んでいる
「星薬科大学

く学習スタイルを可能にする場 ・ 空間を提供するものです。

学術情報リポジトリ ： Stella」
と近々導入予定の
「ラーニング

人数に合わせて組み合わせられる可動式の椅子や机、ホワ

コモンズ」
について紹介したいと思います。

イトボードやプロジェクターなどを備え、情報・資料の収集

リポジトリ
（Repository）
とは
「貯蔵所 ・ 倉庫 ・ 宝庫」
を意

やレポート作成支援、セミナーの実施など、多様なコミュニ

味する英語です。Stellaは、ご存知の通りラテン語で
「星」
を

ケーションを可能にします。本学では、平成26年度
「私立大

意味します。
「リポジトリ：Stella」
は、本学の教員、大学院生、

学等教育研究活性化設備整備事業」
タイプ１
「教育の質的転

学部学生が生みだした研究や教育の成果を電子的に登録 ・

換」
（申請代表者 ・ 亀井淳三教授）
が採択され、本事業の一環

保存し、世界に無償で公開・発信するインターネット上の電

としてラーニングコモンズを整備することになりました。

子書庫です。検索ソフトにキーワード入力すると、たくさん

図書館スタッフとともに、新たな学びの場を提供できるよ

の情報が簡単に入手できる時代ですが、本学の研究情報も

うに努めてまいりますので、皆様のご支援とご協力をよろし

Stellaにより公開され、学内はもとより学外からも迅速にア

くお願い申し上げます。
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本年5月1日付で、生化学教室に
教授として着任致しました。歴史と
伝統のある星薬科大学の一員に加
えていただきましたことに心より
感謝致しますとともに、責任の重さ
を痛感し、身の引き締まる思いで一
杯です。
私は、昭和63年3月に東京大学薬
学部を卒業後、平成5年3月に東京
大学大学院薬学系研究科で学位を
生化学教室
取得致しました。所属致しました
教授ひ ろ と
か わ
し ま
生体異物 ・ 免疫化学教室では、大
川 島 博 人 澤利昭教授と後任の入村達郎教授
の御指導のもと、レクチンの糖結合特異性に関する研究お
よび糖転移酵素の精製を行いました。平成5年4月からは東
京都臨床医学総合研究所免疫研究部門 ・ 宮坂昌之部長の
もとに研究員として職を得て、リンパ球の体内動態
（リンパ
球ホーミング）
に関する研究を開始致しました。その後、平
成6年8月から7年間は大阪大学大学院医学系研究科
（宮坂昌
之研究室）
、平成13年10月から3年半は米国The… Burnham…
Institute（福田穣研究室）
、平成17年4月から9年間は静岡県
立大学薬学部
（今井康之研究室）
と研究の実施場所は変わり
ましたが、リンパ球ホーミングの研究は一貫して私の主要な
研究テーマです。東京都臨床医学総合研究所および大阪大
学大学院医学系研究科で行いました一連の研究では、リン
パ球の体内動態に関与する主要なレセプターであるL-セレ
クチンとCD44の共通のリガンドとしてコンドロイチン硫酸
プロテオグリカン ・ バーシカンを同定し、第7回…日本炎症 ・
再生医学会奨励賞をいただくことができました。米国The…
Burnham… Instituteでは、硫酸基転移酵素欠損マウスを作製
し、リンパ球ホーミングにおいて硫酸化糖鎖が必須の役割
をはたすことを明らかにしました。幸いなことにこの研究成
果はNature… Immunology誌に掲載され、同誌の表紙を飾り
ました。静岡県立大学薬学部 ・ 免疫微生物学分野に准教授
として着任後は、科学技術振興機構
（JST）
の
「さきがけ」
や科
学研究費補助金基盤研究
（B）等の外部資金をもとに研究設
備を整備し、リンパ節へのリンパ球ホーミングを媒介する特
殊な血管である高内皮細静脈特異的に遺伝子を改変する技
術や特定の糖鎖に特異的に結合するモノクローナル抗体を
高い効率で作製する技術等の開発に成功しました。今後は
それらの独自の技術を活用して、糖鎖生物学と免疫学を融
合した独創性の高い研究を展開していきたいと考えており
ます。
薬学部6年制教育の開始に伴い、薬学部の研究の質の低下
が全国的に大きな問題となっております。そのような状況の
もと、薬系私立大学の中でトップクラスの本学の向かう方向
性は日本の薬学界全体にとってたいへん重要な意味を持つ
のではないかと思っております。大学の魅力は質の高い研
究に裏打ちされた質の高い教育にあると思います。もとより
微力ではございますが、精一杯本学の教育 ・ 研究の発展に
貢献していく所存です。皆様の御指導、御鞭撻を賜りますよ
う宜しくお願い申し上げます。

平成26年4月1日付で、実務教育
研究部門の講師として着任いたし
ました。
私は、昭和薬科大学薬学部卒業
後、大塚製薬株式会社販売促進課
にて、昭和60年に改正された男女
雇用機会均等法施行後初の女性営
業職として約5年間勤務し、現在の

実務教育研究部門
講師み
や ま
む ら
ほ

山 村 美 保

MR職に相当する職務を経験いた
しました。同社退職後、出産を機に
6年間育児に専念し、その後調剤薬
局における調剤業務を18年間継続

し、管理薬剤師業務とともに若手薬剤師および管理薬剤師
の育成に務めてまいりました。
調剤薬局における服薬指導業務の中では、近年患者さん
から、調剤薬と一般用医薬品との併用に関する質問も増え、
その質問に対してより的確に答えるためにも、私自身が一般
用医薬品についてさらに多くの知識を得る必要性があるこ
とを感じました。
そのような背景の中で平成21年の薬事法改正により、一
般用医薬品のOTC販売業務では第1類医薬品を販売できる
のは薬剤師のみとなったことを機に、服薬指導の充実を図る
ため調剤薬局での業務とは別にドラッグストアにてOTC販
売業務を約2年間経験いたしました。その間、4年間本大学
にて
「実務実習事前学習」担当非常勤講師としてもお世話に
なっておりました。
時代とともに調剤薬局における薬剤師の役割が変化し、
「かかりつけ薬局」から
「かかりつけ薬剤師」
として薬剤師個
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人の能力が問われる時代になり、幅広い知識やコミュニケー
ション能力を持った薬剤師への社会的ニーズが高まってお
ります。
実務教育研究部門における教育目標の
「薬剤師である前に
一人の常識ある社会人であること」
「薬学の知識だけでなく、
幅広い知識を修得したバランスの取れた薬剤師の養成」
に私
自身の経験を生かし、薬剤師としてより幅広い分野で活躍
できる人材の育成にかかわりたいと思っております。
… また女性の立場として出産や育児をしながら薬剤師とし
て働き、そして社会貢献できることも学生さんに伝えていき
たいと思っております。
尚、講師着任と同時に本学薬学専攻博士課程
「がん医療 ・
臨床薬学研究コース」
に入学致しました。大学院生として先
進的な薬学研究を学びつつ、教育者としての資質向上に努
める所存です。
末筆とはなりますが、本学の益々の発展に微力ながら貢
献させていただきたいと考えております。皆様のご指導、ご
鞭撻を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。

星薬科大学報第80号
（平成26年12月）

本年4月1日付で、実務教育研究

本年、4月1日より薬理学教室の

部門の講師として着任致しました。

講師として赴任致しました。私は

出身は岡山県で、趣味はラグビーで

星薬科大学を卒業し、大学院では

す。私はこれまで、保険薬局
（5年）

薬品毒性学教室にて研究に従事し、

および2つの病院
（6年）
で計11年間、

星薬科大学大学院薬学研究科博士

臨床現場を経験させていただきま

課程後期修了後、薬学博士を取得

した。薬局勤務時には、薬剤師会の

致しました。大学院卒業後、薬品

学術委員に任命され
「薬物乱用」や

実務教育研究部門 「OTC医薬品」についての講演会を
講師か ず ひ ろ
と り
ご え

鳥 越 一 宏

薬理学教室
講師な お
く ず
ま き

行い運営に携わりました。このとき

毒性学教室の博士研究員を経て、
2008年から3年間、助教として研究、
こ

葛 巻 直 子

の経験からより多くの情報発信源

になりたい、そのためには学術的背景を磨く必要があると考

教 育に 取り組 みました。その 後、
2011年より慶應義塾大学医学部生

理学教室に異動し、特任助教として、疾患特異的iPS細胞研

え、病院への転職とともに星薬科大学者社会人博士課程の

究拠点に所属し、パーキンソン病を始めとした神経変性疾

門を叩きました。そして、薬品毒性学教室において
「オピオ

患のメカニズム解明研究に従事して参りました。この度、改

イド鎮痛薬の副作用対策に関する基礎研究」
に従事する機会

めて、母校に赴任する機会を頂き、大変光栄であると感じて

をいただき、非定型抗精神病薬オランザピンのモルヒネ誘

おります。

発嘔気 ・ 嘔吐に対する制吐作用ならびに神経障害性疼痛に

現在の薬理学教室は、成田年教授、池上大悟助教ならびに

対する鎮痛補助薬としての有用性に関する研究に取り組ん

大学院生から学部生、専攻生、研修生を含め、96名からなり、

で参りました。本研究は、鈴木勉教授、成田年教授のご指導

国内最大の薬理学系の教室です。研究テーマとして、疼痛制

のもと国立がん研究センター中央病院緩和医療科との共同

御機構の解析、神経疾患における後生的遺伝子修飾の解析、

研究によって成果を報告することができ、博士
（薬学）
の学位

ヒト疾患由来iPS細胞の分化誘導解析などを中心として、細

を取得させていただきました。一方、はじめに勤務した病院
では緩和ケア病棟の薬剤師としても従事し、薬の適正使用

胞記憶と細胞劣化ならびに細胞初期化
（脱分化）
のメカニズ

について看護師教育にも携わってきました。その後、より質

ムを明らかにし、難治性疾患の原因や治療法について最先

の高い緩和医療に薬剤師が寄与するためにはがん化学療法、

端技術を導入し追求しています。また、科学的根拠をベース

外科的治療、放射線治療、免疫療法、支持療法といったがん

として、緩和医療領域における治療アルゴリズムの確立も

治療全般に精通している必要があると考え、2012年からは

行っております。一方、薬学出身者のキャリアパスについて

国立がん研究センター中央病院に勤務しておりました。

も積極的に取り組んでおり、我々の研究活動を起点として、
多くの企業、病院、大学/研究機関と連携を取っております。

着任しました実務教育研究部門では、基礎と臨床が共存
する薬学研究を進める所存です…。大学と病院、大学と保険

現在に至るまで、自分がどのように社会貢献、医療貢献が

薬局は長期実務実習のためだけにある連携ではなく、研究

できるのか、本質的に重要なことに正面から取り組んでい

の連携でもあります。多くの臨床疑問について、
「薬学」
ある

るのか、しっかりと本物を見極めているのかということを自

いは
「科学」に基づいた治療アルゴリズムを臨床に提供する

問しながら、精進して参りました。私が思う
「本物」
とは、付

“薬・薬・学”
連携を目指します。また、学生が将来
「薬」
のプ

加価値を得られるプロセス
（派生コンテンツ）
を考え出し、そ

ロとして存在感を発揮するためには、病態生理学の視点か

れを即遂行し、社会に還元ができることであると考えていま

ら患者がおかれている状況を理解し、その治療薬、治療体系

す。平成26年9月に星薬科大学と慶應義塾大学医学部間での

について学ぶことが大切だと考えています。したがって、病

研究 ・ 教育協定も締結され、医学部との連携も強固となり、

態 ・ 治療 ・ 人の関連性に焦点をあて問題点を抽出すること

星薬科大学発信の独自性のあるプログラムの充実が期待さ

で、個々に応じた薬学的考察を導き出せるような人材育成に

れます。私自身も薬学部と医学部の両者で学んだ経験を生

努めたいと考えております。末筆となりますが、本学の益々

かし、本学の発展に貢献していきたいと考えております。

の発展に微力ながら全力で貢献させていただく所存です。
今後とも皆様のご指導 ・ ご鞭撻を賜りますよう何卒よろし

日々勉強であり、まだ不足の点も多いと思いますが、今後と
もご指導、ご鞭撻を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げ

くお願い申し上げます。

ます。
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平成26年度大谷記念研究助成金を受領して
安定性の高い凍結乾燥DDS製剤の開発に関する研究
当研究室では、短鎖二本鎖のsiRNAとリポソームと呼ば
れる脂質小胞体の複合体
（リポプレックス）を用い、抗癌作
用を示すDDS製剤の開発を試みてきました。この製剤は
数百ナノメートル程度の微小な粒子の水性懸濁液であり、

創剤構築研究室

siRNAが熱および分解酵素に対して不安定な場合がありま

教授

した。現状では、製剤の常温での長期保存ができないため、

米持

投与直前に製剤を調製せざるを得ません。このようなDDS

悦生

製剤の今後の臨床展開のためには、凍結乾燥などの技術に
よる製剤の固体状態化を進める必要がありますが、リポプ

この度は、大谷記念研究助成金を賜りましたこと、誠に

レックス溶液を単に凍結乾燥しただけでは…再溶解後に元の

有難うございました。大谷卓男理事長並びに田中隆治学長

状態に戻りにくく、高い保存安定性と良好な再溶解性をも

に深謝しております。また、選考にあたられました辻勉運

つ凍結乾燥製剤の開発が望まれています。
本研究では、合成siRNAとの複合体形成が容易かつ、目

営委員長並びに運営委員の先生方には厚く御礼申し上げま

的組織への移行性、細胞内遊離性を改善可能な新規な添

す。
凍結乾燥は、古くは高野豆腐、今ではインスタントラー

加剤として、イオン液体の形成が示唆されているアミン

メンの具やスープなど、食品分野で汎用されている技術で

酸と有機酸のコンプレックスを利用し、安定性の高いリポ

す。製薬分野においても、抗生物質や蛋白質、ワクチンな

プレックス製剤の開発を進めます。さらに、製剤の保存安

ど水溶液での長期安定性確保が難しく熱に不安定な医薬品

定性の改善を目的として、凍結乾燥などの手法を用い固体

の注射剤製造に広く用いられています。また、水に溶けに

製剤化を試み、溶液状態ではなし得なかった安定性の高い

くい医薬品の経口投与におけるバイオアベイラビリティ向

DDS製剤の開発を目指す予定です。

上の手段としても利用されつつあります。

視床下部ドパミン神経による摂食調節機構の解明
食調節に重要な役割を果たすことが考えられます。ドパミ
ン神経による摂食調節に関しては、中脳辺縁系ドパミン神
経が食物の嗜好性に関与し、嗜好性の高い食物によりドパ
ミン神経が活性化し、これが摂食行動を促進することが報

薬物治療学教室

告されています。しかし、マジンドールはドパミン神経活

准教授

性化作用を持ちながら摂食を抑制することから、他のドパ

池田

ミン神経に作用し摂食抑制作用を示す可能性が考えられま

弘子

す。視床下部はエネルギー代謝調節において中心的な役割
を果たすことから、私たちは視床下部のドパミン神経に注
目し、その摂食調節における役割について研究しています。

この度は、大谷記念研究助成金を賜り、誠にありがとう
ございます。本学理事長大谷卓男先生ならびに学長田中隆

これまでに、摂食中枢として知られる視床下部外側野のド

治先生に厚く御礼申し上げます。また、選考に当たられま

パミン量が摂食により増加すること、視床下部外側野にド

した運営委員長の辻勉先生ならびに運営委員の先生方に深

パミン受容体作動薬を投与すると摂食量が減少することを

く感謝いたします。

明らかにしました。これらは摂食に伴って視床下部のドパ

近年、肥満人口は増加し、世界的な問題となっています。

ミン神経が活性化し、この活性化が摂食を終了させること

肥満は高脂血症や糖尿病等の生活習慣病をひき起こすこと

を示唆しており、視床下部による摂食調節機構に新たな知

から、その予防 ・ 改善は必須です。肥満の予防 ・ 改善には

見をもたらすものです。

食事量のコントロールが有効だといえます。摂食行動は中

今後は研究をさらに…発展させ、中枢による摂食調節機構

枢神経により制御されることが知られていますが、その詳

を明らかにすべく日々精進してまいります。摂食調節機構

細は明らかではありません。現在、マジンドールのみが摂

の理解は、現在問題となっている肥満に対する将来の治療

食抑制薬として使用されていますが、マジンドールはドパ

戦略の提案につながるものと考えています。

ミン神経を活性化することから、中枢のドパミン神経が摂
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モルヒネ誘発性便秘症の発症機序ならびにその緩和に関する研究
ムについてはほとんどわかっておらず、いまだ全容解明に
は至っておりません。一方、私たちの研究室では、大腸に
発現する水チャネルアクアポリン3（AQP3）が便の水分調

薬動学教室

節に重要な役割を担っていることを明らかにしてきまし

博士課程3年

た。本研究では、モルヒネ誘発性便秘症の発症における大

今

腸AQP3の役割とその発現制御メカニズムを解明すること

理紗子

により、便秘症の新規治療法および薬物の適正使用の提案
を試みることとしました。
この度は、大谷記念研究助成金を賜りまして誠にありが

ラットにモルヒネを投与し便秘が発症した際の大腸

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

AQP3の発現量を解析した結果、AQP3の発現量は約2倍増

厚く御礼申し上げます。また、辻勉運営委員長をはじめと

加していることがわかりました。この発現増加は、大腸か

する運営委員会の先生方に深く感謝いたします。

らの水の吸収を亢進させ便の硬化を引き起こすものと考え

がん性疼痛の治療に用いられるモルヒネは、強力な鎮痛

られ、便秘発症機序の一端を担っているものと考えられま

作用を有する一方で、副作用として重度の便秘を引き起こ

した。また、AQP3の発現を増加させたのはモルヒネ代謝

します。長年、臨床現場において、その緩和や治療が重要

物であるモルヒネ-6-グルクロニドおよびセロトニンである

な課題となっていますが、現在用いられている便秘治療薬

可能性が示唆されました。今後は、AQP3の発現増加メカ

の効果は十分なものとはいえず、新しい治療薬や対策を講

ニズムの詳細を明らかにすることにより、現行の便秘治療

じることが急務となっています。モルヒネの便秘発症メカ

薬の適正使用について言及するとともに、モルヒネ誘発性

ニズムについては、これまで腸の蠕動運動抑制作用ばかり

便秘症の新規治療方法を提案していきたいと考えておりま

が注目されてきました。しかしながら、その他のメカニズ

す。

Autophagy-lysosome pathwayを利用した動脈石灰化に対する新規治療戦略の探索
ンスを担う細胞内タンパク質分解経路の一つであり、この
ALPの異常は動脈石灰化の進展因子である細胞死を引き起
こすことが知られています。近年、このALP活性の変動が

臨床化学教室

動脈石灰化病変部で観察されたことから、病態進展との関

博士課程2年

連が注目されています。

須藤

本研究では、酸化コレステロールの一種である

涼

7-ketocholesterol（7-KC）が動脈石灰化を惹起し、またALP
活性を変動させることから、7-KCによる石灰化誘発にお
けるALPの関与を検討しました。様々な解析を行った結

この度は、星薬科大学大谷記念研究助成金を賜り、大谷
卓男理事長、田中隆治学長ならびに辻勉委員長を初めとす

果、細胞死を誘発しない濃度で、7-KCは①ALPを阻害し、

る運営委員会の諸先生方に厚く御礼申し上げます。

石灰化を惹起すること、②ALP阻害は、lysosome機能不
全に由来することを明らかとしました。これらの結果は、

今回の研究課題である動脈石灰化は、動脈組織への病的
なカルシウム沈着を主病変とする疾患であり、動脈の脆弱

lysosome機能不全が細胞死とは独立した新たな石灰化進

化を招く要因となります。また、動脈石灰化の進展は、日

展の危険因子である可能性を示しており、lysosomeの機能

本の二大国民病の一つである心血管疾患の罹患率と正相関

を改善させることが新たな石灰化の治療につながると期待

しており、新規予防法および治療法の確立が急務の課題と

されます。今後は、lysosome機能に着目した新規の動脈石

なっています。Autophagy-Lysosome Pathway（ALP）は、

灰化治療法確立に向けて邁進していきたいと考えておりま

lysosome中の加水分解酵素を利用した細胞内のクリアラ

す。

−15−

星薬科大学報第80号（平成26年12月）

免疫細胞活性化マーカー CD83を介したB-1 B細胞の機能調節メカニズム解析
免疫細胞の活性化マーカーとして用いられるCD83分子に
着目しました。
CD83は、免疫グロブリンスーパーファミリーに属する
細胞膜糖タンパク質であり、樹状細胞の成熟に伴って細胞
表面での発現が上昇するため、成熟樹状細胞のマーカー分
子として用いられてきました。近年、樹状細胞のみならず、
活性化された多くの免疫細胞において発現が上昇すること
が報告されています。また、CD83遺伝子改変マウスを用い
た解析より、CD83が免疫応答を調節していることが報告
されています。しかしながら、CD83のリガンド分子は同定
されておらず、本分子を介した免疫応答の制御機構の詳細
は解明されていません。本研究では、CD83リガンドを同定
し、CD83-CD83リガンド相互作用が細胞機能に与える影響
を解明することを目的としています。
これまでに、CD83はマウス腹腔内のB細胞亜集団である
B-1 B細胞に特異的に結合し、その結合にはB-1 B細胞表面
の免疫グロブリンM（IgM）を含む複合体が関連している
ことを明らかにしました。今後、CD83リガンドの特定およ
びCD83-CD83リガンド相互作用のB-1 B細胞機能へ与える
影響について検討していきたいと考えております。

微生物学教室
博士課程2年

安藤

祐介

この度は、大谷記念研究助成金を賜りまして誠にありが
とうございます。大谷卓男理事長ならびに田中隆治学長に
深く感謝致します。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。
免疫応答は自己と非自己とを見分け、非自己を排除する
システムです。微生物などの異物
（非自己）が体内に侵入す
ると、免疫細胞が刺激を受け、免疫細胞の協同作用に必要
な様々な補助刺激分子を細胞表面に発現することが知られ
ています。そして、補助刺激分子に対応するリガンドが結
合することによって、免疫細胞活性化の促進と抑制のバラ
ンスが調節され、免疫応答の方向性が決定されると考えら
れています。このような補助刺激分子のうち、本研究では

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26年度まで毎年2〜5名に授与されています。

「平成26年度日本医療薬学会Postdoctoral Awardを受賞して」
薬動学教室 助教

五十嵐

平 成26年9月28日 に 開 催 さ れ た 第
24回日本医療薬学会年会におきまし
て、私は日本医療薬学会Postdoctoral
Awardを受賞し、
「 浸透圧性下剤硫酸
マグネシウムおよび大腸刺激性下剤
ビサコジルの瀉下作用における大腸
アクアポリン3の役割」というタイト
ルで受賞講演をいたしました。以下
に受賞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、便秘症患者が急増し、その治療や緩和がクローズ
アップされています。便秘症患者に対しては、現在、種々
の瀉下剤が経験的に使用されていますが、その詳細な作用
メカニズム、特に腸管における水輸送機構についてはこれ
まで全く不明でした。加えて、臨床現場では複数の瀉下剤
が併用されているのにも関わらず、その併用効果に関する
エビデンスはほとんどありませんでした。私は、上述した
点を基礎研究から明らかにすることにより、瀉下剤を適正
に使用するためのエビデンスを臨床現場に提供できるので

信智

はないかと考え、研究を行いました。水輸送機構の解析に
ついては、大腸の水チャネルアクアポリン3（AQP3）に着
目しました。
解析の結果、浸透圧性下剤硫酸マグネシウムの瀉下作用
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。一方、
大腸刺激性下剤ビサコジルの瀉下作用は、AQP3の発現低
下による水の吸収抑制に起因していることがわかりまし
た。加えて、両瀉下剤を併用しても瀉下作用は増強せず、
この理由としてAQP3の発現量の変化が関与している可能
性が考えられました。
以上の結果から、瀉下剤の作用発現において、AQP3が
重要な役割を担っていることが明らかとなりました。今後、
腸管のAQP3に関してさらなる研究を展開することによ
り、瀉下剤の適正使用について言及できるものと考えます。
最後に、本研究を遂行するにあたり、御指導 ・ 御鞭撻を
賜りました杉山 清教授に深く感謝致します。また、共同
研究者の方々に厚く御礼申し上げます。
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日本平滑筋学会第10回栗山熙賞及び平成26年度日本薬学会関東支部奨励賞を受賞して
田口

機能形態学研究室 助教

久美子

2014年8月6―8日
（横浜）に開催され

尿病性血管障害について研究をしてきました。2004年当

ました第56回日本平滑筋学会総会に

時、2型糖尿病時に胸部大動脈ではAkt/eNOS経路の活性

て
「GRK2, with β-arrestin 2 impairs

が減弱することにより血管弛緩因子であるNO産生が減少

insulin-induced Akt/eNOS signaling

し、血管弛緩反応が減弱することを見出しましたが、その

in ob/ob mouse aorta」という演題名

原因は不明のままとなりました。しかし、2005年、病態時

で第10回栗山熙賞
（平滑筋とその関連

にGRK2がeNOS活性を制御しているという論文がLiuらに

領域の若手研究者の研究奨励を目的

よって発表されました。そこで、このGRK2というタンパク

としていただける賞）を、2014年10月

は糖尿病時においても関与がみられるのではないかと考え

4日
（町田）に開催されました第58回日本薬学会関東支部大

検討するに至りました。その結果、インスリンによって増

会にて
「糖尿病性血管合併症におけるGRK2の関与と新規治

加したGRK2発現がAkt/eNOS経路の上流にてNO産生を制

療ターゲットとしての可能性」という演題名で関東支部奨

御していることが明らかとなりました。さらに、GRK2阻

励賞を受賞いたしました。関東支部奨励賞は、41歳未満の

害剤を投与することで血管弛緩反応だけでなく、インスリ

薬学会関東支部会員の中から薬学に関する優れた研究業績

ン抵抗性や高血圧を改善することが示唆されました。本研

を挙げた者を奨励賞選考委員会にて選び、3名に授与して

究は、今なお進行中でありますが、糖尿病性血管障害発症

います。優れた研究機関の研究者が受賞しており、その中

進展機序解明の一助となったと考えております。

の一人となったことに大変感激しております。今回の2つ

最後になりますが、本研究遂行にあたり多大なるご支

の賞では、GRK2というタンパク質に着目いたしました。

援 ・ ご助言を賜りました小林恒雄教授、松本貴之講師に深

以下、この酵素に着目するに至った研究経緯を少し紹介さ

く感謝いたしますと共に、本研究を活発に行っていただき

せていただきます。

ました卒論生の皆様に厚く御礼申し上げます。

私は、10年程前から現在に至るまで、当研究室にて糖

第87回日本薬理学会年会優秀発表賞を受賞して
薬物治療学教室

助教

池上

めぐみ

第87回 日 本 薬 理 学 会
（2014

は中枢、特に視床下部において、AMPKの活性化を介して

年3月19-21日、 仙 台）に お き ま

糖代謝異常を示すことが明らかとなりました。さらに、視

し て、 英 語 で の 発 表
“Possible

床下部において活性化したAMPKは交感神経を興奮させ、

involvement of histaminergic,

肝臓での糖産生を亢進させることにより血糖値を上昇させ

dopaminergic and adrenergic

ることが示されました。また、このオランザピンによる視

functions in the central nervous

床下部のAMPKを介した血糖上昇作用は、ヒスタミンH1、

system on olanzapine-induced

ドパミンD2ならびにα1アドレナリン受容体の拮抗により

hyperglycemia”に対して優秀発

引き起こされる可能性が示されました。抗精神病薬で引き

表賞を受賞致しました。

起こされる血糖上昇の発現機序が明らかになることによ

私の所属する薬物治療学教室では、中枢を介した糖代謝

り、中枢を介した糖代謝メカニズムの解明につながり、さ

メカニズムの解明を研究テーマの一つとしています。その

らには肥満や糖尿病といった代謝性疾患による糖代謝異常

一環として、本研究ではオランザピンをはじめとする多元

の理解に新たな知見をもたらすものと考えています。

受容体標的化抗精神病薬が体重増加や糖代謝異常を引き

最後になりましたが、本研究の遂行にあたり多大なるご

起こすことに着目し、オランザピンが血糖値を上昇させる

指導ならびにご助言を賜りました薬物治療学教室の亀井淳

機序を明らかにしました。特に、近年5’AMP-activated

三教授、池田弘子准教授に厚く御礼申し上げます。また、

protein kinase（AMPK）
がエネルギー代謝や肥満、糖尿病

ご協力を頂きました薬物治療学教室の教室員の皆様に心よ

発症に関わる重要なシグナル伝達分子として注目されてい

り感謝申し上げます。

ることから、AMPKの関与を中心に検討し、オランザピン
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武田文和賞を受賞して
鈴木

薬品毒性学教室 教授

勉

がん

第1回武田文和賞の選考は理事会で行なわれました。本

疼痛・症状緩和に関する

会の常任理事で、日本緩和医療薬学会代表理事の加賀谷肇

多施設共同臨床研究会

先生
（明治薬科大学教授）が私を推薦されました。推薦理由

（SCORE-G）
は、2003年7

として
「がん疼痛にモルヒネのようなオピオイド鎮痛薬を

月に設立されました。全

使用しても精神依存に陥る事は殆どない」との臨床経験を

国の緩和医療に関わる

動物実験で証明し、この事を全国各地で啓発されている。

医師、薬剤師、看護師な

さらに、最近は子どもたちに
「不正麻薬」と
「医療用麻薬」に

どが集まり、さらに基礎研究者も加わり、緩和医療の現場

関する教育の必要性を訴え、自らも実践されていることが

で役に立つ共同研究や、わかりやすい情報提供を目指して

述べられている。このような推薦理由により、第1回武田文

活動している研究会です。これまでも全国各地にメンバー

和賞の受賞が決定し、平成26年8月23日の軽井沢セミナー

が集い、各地区の緩和医療の普及活動を行っています。さ

で授賞式並びに受賞講演をさせて頂きました。授賞式では

らに、医療者向けの解説書の作成、夏期セミナーの開催等

武田文和先生ご臨席の下で、的場元弘代表理事より賞状と

を行なっています。昨年の理事会で武田文和賞を本会に設

副賞が授与されました。なお、受賞講演は「医療用麻薬の臨

ける事が決定しました。武田文和先生は埼玉県立がんセン

床から基礎、そして基礎から臨床」と題して、1時間行いま

ター総長、WHO方式がん疼痛治療法の策定委員として活

した。尊敬する武田先生のお名前を冠にした賞を受賞する

躍され、わが国のがん疼痛治療を牽引されてきた先生であ

事ができ、大変光栄に思います。これまでご協力頂きまし

ります。武田先生は本研究会の顧問として永年に渡りお務

た卒論生、大学院生、研究生、そしてスタッフの方々に深

め頂いている事から、本賞を設ける事にも快く賛同されま

く感謝致します。

一般社団法人

写真右：鈴木教授

した。

平成26年度日本病院薬剤師会

学術奨励賞を受賞して

薬剤師職能開発研究部門 准教授

湯本

哲郎

この度、公益社団法人神奈川県病

学療法士、作業療法士等の記載はありますが、薬剤師は明

院薬剤師会の特別委員としてお手伝

記されておりません。また、薬剤師が患者さんへ一般の病

いをさせていただきました研究論文

棟と同様な薬学的介入を実施しても診療報酬上の加算は認

が日本病院薬剤師会学術奨励賞を受

められておりません。しかしながら、現場の薬剤師は、患

賞致しました。

者さんの多くが基礎疾患を有し、リスクの高い薬剤を服用
していることから、診療報酬の加算有無に関わらず、使命

現在、本年4月に新設されました薬

感のもとで薬の安全かつ適正な管理を実践しております。

剤師職能開発研究部門に所属してお
りますが、本部門でのミッションのひとつとして、関連職

このような状況下、職能団体が薬剤師介入の実態と介入効

能団体と協力して薬剤師の職能を向上させるために不可欠

果を客観的データで提示し、正当な評価を主張していくこ

な客観的エビデンスを構築することを掲げております。そ

とは重要であり、その組織活動において大学教員、特に臨

のため、今回の受賞は、共同研究者として大変嬉しく思っ

床系教員が真摯に協力をさせていただくことは当然の責務

ております。

だと実感しております。
まだまだ若輩者で力が及ばない点も多々ございますが、

回復期リハビリテーション病棟は、急性期治療後の患者
が集中的にリハビリテーションを行い、ADLの向上・維持

今後とも本学の社会活動のひとつとして、しっかり取組ん

を図ることを主たる目的としております。本背景より、当

でいきたいと考えております。どうぞご指導ご鞭撻のほど

該病棟の入院料に関する施設基準には、医師、看護師、理

よろしくお願い申し上げます。
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学生の受賞一覧
①日本薬学会第134年会における一般学術発表の報道機関

須田…雪明さん

向け講演ハイライトに下記演題が採択された

“Parkinson病 患 者iPS細 胞 由 来 神 経 細 胞 に お け る

ⅰ）
創剤構築研究室
（修士課程1年）
新井…翔平さん

Parkin-PGC-1α経路の障害”

“遺伝子で悪玉コレステロールを減らせ！”

⑥医療薬剤学教室（5年生）山本…純也さん

ⅱ）
創剤構築研究室
（修士課程2年）
中村…文子さん

第16回日本褥瘡学会学術集会においてポスター賞を受賞

“届け遺伝子！ナノサイズのがん遺伝子治療薬”

“各種軟膏基材の吸収試験比較とその特徴”

ⅲ）
薬動学教室
（博士課程2年）
今理…紗子さん

⑦薬動学教室（修士課程2年生）廣部…隆太さん

“大黄の瀉下作用は大腸マクロファージの活性化を介

第31回和漢医薬学会学術大会において優秀発表賞を受賞

した大腸アクアポリン3の発現低下により発揮される”
②日本薬学会第134年会における優秀発表賞の受賞

“高濃度緑茶カテキン含有飲料と薬物との相互作用に関
する基礎研究”

ⅰ）
薬品毒性学教室
（5年生）
松田…昌憲さん

⑧薬動学教室（博士課程3年生）今…理紗子さん

“オピオイド鎮痛薬によるμオピオイド受容体に対す

第24回日本医療薬学会年会において優秀演題賞を受賞

る分解機構”

“モルヒネ誘発性便秘症の新規発症メカニズムの解析”

ⅱ）
薬動学教室
（博士課程3年生）
楠…欣己さん

⑨第8回緩和医療薬学会年会における優秀発表賞の受賞

“大腸炎モデルマウスの病態変動に伴う肝臓における

ⅰ）薬理学教室（博士課程2年）相良…篤信さん

Cytochrome…P450の発現変化”

“5-FU誘発下痢発症時のCXCL1発現亢進における… NF-

ⅲ）
生物学研究室
（6年生）
須藤…怜奈さん

κBの関与：5-FU誘発下痢におけるクルクミンの効果”

“培養ヒト気管支平滑筋細胞におけるRhoA発現に対す

ⅱ）薬理学教室（博士課程2年）濱田…祐輔さん

るLIGHTの効果”

“腫瘍血管新生に対するオピオイドの役割:κオピオイ

ⅳ）
病態機能制御学研究室
（博士課程1年生）
李…川さん

ド受容体作動薬の腫瘍血管新生阻害薬としての可能

“ビタミンA代謝物の癌細胞の増殖 ・ 接着に及ぼす影

性”

響”

ⅲ）薬動学教室（博士課程3年）今…理紗子さん

ⅴ）
薬理学教室
（修士課程2年生）
佐藤…健さん

“モルヒネ誘発性便秘症の発現機序における大腸

“種々のハプテン誘発接触皮膚炎皮膚肥厚における

aquaporin-3の役割”

Spred/SproutyファミリーおよびSefの発現減少”

⑩薬品毒性学教室（修士課程2年）岩瀬…祥之さん

③薬剤学教室
（修士2年）
長谷川…直毅さん

第49回日本アルコール・薬物医学会において優秀演題賞

日本薬剤学会第29回年会にて最優秀発表者賞を受賞

を受賞

“MRIおよび統計学的手法に基づいたエマルション製剤

“薬物依存の研究（第495報）DOPAのmethamphetamine

の設計”

誘発報酬効果形成における関与”

④臨床化学教室
（修士2年）
鹿野…潤さん

⑪生薬学教室（卒業生）在間…一将さん

第46回日本結合組織学会学術大会にて優秀演題賞を受賞

日本生薬学会平成26年Journal…o…f…Natural…Medicines…の

“Latent…TGF-βbinding…protein1はFibulin3とFibulin4の

論文賞を受賞

Microﬁ…brilへの沈着を促進する”

“Vasorelaxant… activity… of… indole… alkaloids… from…

⑤第130回日本薬理学会関東部会にて受賞

Tabernaemontana…dichotoma.”

ⅰ）
薬品毒性学教室
（5年生）
鷹箸…飛鳥さん

若手優秀発表賞

⑫漢方研究部（薬学科3年）

若手優秀ポスター発表賞

酒井…隼さん、安東…貴明さん、増田…一穂さん

“近交系ラットを用いた側坐核でのastrocyteの比較検

第31回和漢医薬学術大会にて江戸時代の本草書を学生と

討：精神刺激薬誘発報酬効果形成への関与”

考えるシンポジウムに於いての講演に対して、学会大会

ⅱ）
薬物治療学教室
（博士2年）
Chrismawan…Ardiantoさん

長より感謝状授与
若手優秀発表賞

⑬薬動学教室（修士2年）廣部…隆太さん

“Opioid…systems…in…the…lateral…hypothalamus…regulate…
feeding…behavior…through…orexin…neurons”

第87回日本生化学会大会において優秀発表賞を受賞
“肝臓におけるCYP3Aの発現に及ぼすエピガロカテキン

ⅲ）
薬理学教室
（博士1年）

ガレートの影響”
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2014年度オープンキャンパスの実施について
2014年度オープンキャンパスは、8月1日（金）～ 2日

が教職員と個別相談を行うこともでき、2日間で177組

（土）の2日間行われ、合計で4,287名の来場者がありま

もの相談希望者がありました。総合ガイダンスでは本

した。来場者の内訳をみると、北海道から沖縄まで全

館メインホールが満席になるほどの参加があり、星薬

国各地から参加いただいております。大学案内パンフ

科大学の概要が説明されました。入試ガイダンスでは

レットでは伝えきることのできない星薬科大学の良さ

平成26年度入試の結果と平成27年度入試の概要 ・ 傾向

を、高校生やその保護者に対してアピールする最大の

等が説明され、受験生が熱心にメモをとる姿が見られ

イベントであります。

ました。8月1日（金）のミニ講義では、鈴木勉教授によ

星薬科大学のオープンキャンパスの最も大きな特徴

り「医療用麻薬と不正麻薬」をテーマに、8月2日（土）に

は、
「 来場者が学生と密に接することができる」という

おいては、山﨑正博准教授により「太るリスク、痩せる

ことです。2014年度におきましては、学生によるキャ

クスリ～医薬的観点から見た脂肪組織の功罪」をテー

ンパスツアーが行われた他、来場者と学生がアイスを

マでご講義いただき、2日間ともに「満足した」という

食べながらざっくばらんにフリートークを行い、星薬

多くの評価を得ました。

科大学での勉強や就職活動、部活、アルバイト等様々

最後になりますが、ミニ講義の講師の先生方、個別

なテーマについて熱心に質疑応答を行いました。星薬

相談でご対応いただいた歴代入試実行委員長の先生

科大学の一番の財産は「学生」であり、学生が親切 ・ 熱

方、キャンパスツアーの準備 ・ ご対応いただいた関係

心に受験生等と笑顔で接する姿は、受験生だけではな

教職員の方々、約160名ものオープンキャンパス学生ス

く保護者からも
「星薬科大学の良さがわかった」と高評

タッフのご協力により、大きなトラブルもなくオープ

価を得ております。

ンキャンパスを盛会裏に終えることができました。皆
様に厚く御礼申し上げます。

また、星薬科大学のオープンキャンパスでは来場者
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役職も星薬祭前日までには役職ごとの仕

間行われました。今年は両日とも天候に

事はすべて終わっているような状態だっ

恵まれ、自分たちのやりやすいような環

たのですが、いざ前日準備になってみる

境で星薬祭を運営することができたと思

と、やらなければいけないことが次々と

います。私たちは4月の段階から活動を始

出てきてスムーズに準備を行うことがで

め、少しずつですが、下準備に取り掛かっ

きませんでした。しかし、そのようなとき

てきました。今回の星薬祭実行委員会の

に前委員長をはじめとする先輩方が指示

第

今 回 の 星 薬 祭 は10月25日、26日 の2日

スタッフは例年に比べて少し人数が少な

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

を自ら考え行動してくれていました。ま

が多く、決して楽しいものではなかった

一

た、1年生の仕事は先の見えない単純作業

中 謙

で声を掛け合い、自分たちでできること

田

などで時間が取れなかった時も1年生同士

回 星薬祭を終えて

44

一杯働いてくれたことに本当に感謝して

も感謝しています。2年生は10月から実習

44

回星薬祭 実行委員会委員長

の仕事等で手を抜くようなことをせず精

第

かったのですが、誰1人として準備や当日

や手伝いをしてくださったため、なんと
か無事に準備を終えることができました。
その安心感からか、星薬祭当日はどの部
署も落ち着いて行動することができたと
思います。星薬祭が終わり片づけも終わ
ると、今まで生きてきて感じたこともな
いような達成感を得ることができました。
これは実行委員全員が協力して一生懸命
取り組んできたからこそ得られたのでは
ないかと思います。来年も今度は今の1年
生がこの感覚を味わい、無事成功させて
くれるものと信じています。

と思いますが、それでも嫌な顔一つせず

最 後 に な り ま す が、 実 行 委 員 会 の ス

に黙々と仕事をしてくれていました。1年

タッフの仲間たち、先輩方、いつも私たち

生がここまで協力してくれていなければ

を助けていただいている学生部 ・ 管財部

今回の星薬祭の成功はなかったと思いま

の方々、ご協力したいただいた大学関係

す。

者、揺籃会の方々、地方の方々、盛り上げ

どの役職も準備の段階でいくつかの困

てくれた部活 ・ 研究室の団体、多くの人

難に見舞われましたが、その度に皆が試

に支えられて頂くことにより運営するこ

行錯誤し、他の役職とも助け合い、無事当

とが出来ました。ここに代表して厚く御

日を迎えることが出来ました。また、どの

礼申し上げます。
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国際カルノシン・アンセリン学会2014（International Congress
of Carnosine and Anserine 2014: ICCA2014）
の開催について
本年8月5日から7日まで、本学において国際カルノシン・

され、2011年にはベルギー・ゲント大学Derave博士が議長

アンセリン学会2014（International Congress of Carnosine

として第2回会議がゲントで開催されました。今回3回目の

and Anserine 2014: ICCA2014）が開催されました。田中隆

会議が東京で開催され、今回の会議が好評であったことか

治学長のご配慮もあり、本国際会議の議長を仰せつかり、

ら、今後3年毎に開催しようとの決議がなされ、2017年に

学内外の多くの先生方のご協力を得て、成功裏に会議を終

ニューヨークで開催されることが決まりました。

了することが出来ました。

今回のICCA2014の開催に際し、学内の施設 ・ 設備を無

カルノシンやアンセリンは、21世紀前半に発見された鶏

償で使用することをご許可いただき、様々なご配慮を頂い

肉やマグロなどの回遊魚の筋肉に多く含まれているジペプ

た法人ならび教職員の皆様に厚く御礼申し上げます。

チドですが、近年、これらは様々な生体調節機能を有する

国際カルノシン・アンセリン学会2014会長

ことが明らかとなり、これからの高齢社会に向けて、ヒト

薬物治療学教室教授

亀井淳三

の健康維持に寄与する天然の機能性素材の1つとして非常
に注目されています。ICCA2014では、世界中の薬理学者、
栄養科学者、食品科学者、そして臨床医など約130名が参加
し、カルノシンとアンセリンならびに関連ジペプチド、さ
らにはそれらを含有する機能性食品の機能性や化学などの
分野における学際的な科学研究に焦点を当て、それらの健
康増進、長寿および疾病管理における概念や応用に関する
最新の研究成果について議論を行いました。
本国際学会は、2000年にカルノシン研究の第1人者であ
り、カルノシンの持つ機能性を初めて提唱したBoldyrev博
士（2013年没）が議長となって第1回会議がモスクワで開催

ドイツ・ヴュルツブルク大学との学術交流
昨年6月に新たに学術交流協定を締結したドイツ ・ ヴュ

で英語で話すのを躊躇していた学部学生、大学院生も積極

ルツブルク大学化学 ・ 薬学部から学部学生
（2名）
、大学院

的に英語で交流を深め、彼らが来日して1週間くらいたつ

生（2名）および教員
（2名）が7月18日～ 8月11日までの日程

と、観光のための旅程や宿泊交通手段の手配など英語を駆

で本学を訪れ、サマースクールプログラム、ジョイントシ

使して相談に乗っている様子でした。まさに、
「習うより慣

ンポジウムの開催、共同研究の打合せなど、活発な学術交

れろ」を実践した意義のある交流でした。

流を行いました。

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

今回の交流は、学術交流協定締結時に、速やかで着実

りではありますが、すでに実動状態となっており、今後、

な学術交流を目指してドイツ学術交流会
（Der Deutsche

両校の学術交流のますますの進展が期待されます。

Akademische Austauschdienst、DAAD）に申請し、採択

亀井淳三（国際学術交流委員長）

された2年間にわたる学術交流共同事業によるものです。
本学からも11月から12月にかけて大学院生
（1名）が4週間、
私を含めて教員4名が1週間、ヴュルツブルク大学を訪問し、
ジョイントシンポジウムの開催や共同研究の打合せが予定
されています。
ヴュルツブルク大学からの学生・教員は学術交流だけで
なく、土曜、日曜を利用して富士山頂への登山、京都、大阪、
横浜、鎌倉観光、そして私の教室の職員および学生ととも
に水上温泉で温泉体験など猛暑の日本の夏を満喫していま
した。ヴュルツブルク大学学生 ・ 教員との交流で、これま
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海外研修記
心理学研究室

准教授

川

崎

勝

義

昨年2月26日より本年2月25日までの一年間、長期研修の

実験であったが、彼の研究室に手法に長けたものがおらず

機会をいただき、米国テキサス州フォートワース市にある

私の経験が役に立った。Papini研究室が持つ行動実験に関

Texas…Christian…University（TCU）
で研究生活を送ってき

する知識、経験と私の持つ技術とが融合したよい共同研究

た。TCUは広くて手入れの行き届いた美しいキャンパスに

になったのではないかと思っている。

科学や芸術、教育、社会科学などの学部がおかれ、毎週コ

動物実験倫理規定に基づく研修が終わり、実験が本格化

ンサートや映画鑑賞会が催される文化の薫り高い大学だっ

した夏以降かなり忙しくはなったものの、基本的に夕方に

た。世界的有名大学というわけではないが、コンパクトな

は大学から徒歩15分の借家に帰り、家族と過ごすことがで

研究大学で、心理学のチアーでもあるPapini教授はアメリ

きた。片道2時間かけて通勤している日本での状況を考え

カ心理学会比較 ・ 生理心理学部門…のトップでもある。彼の

ると、大変恵まれた、そして充実した1年間を過ごすことが

研究テーマ、behavioral…contrast…（行動対比）
は、報酬効果

できた。研修を支えてくれたすべての関係者の方に感謝申

の高い刺激になれた動物がより低い報酬効果の刺激にさら

し上げたい。

された時に起こる現象で、たとえば高い給料で働いていた
人たちが給料を下げられたとき、不満を持って働かなくな
るのと似ている。彼はこの現象について30年以上研究を続
けている世界の第一人者であるが、このテーマは私が大学
院時代に取り組んでいたものと極めて近く、今回この現象
に関する扁桃体の役割を検討する共同研究をすることに
なった。実験は扁桃体の働きを薬物の微量投与によって一

TCUのメインホールと
学生達が憩うキャンパス

時的に停止させる実験と、扁桃体を化学破壊する実験の2

北米神経科学会で発表するポスターの前で
（中心がPapini教授、右端が著者）

つであった。いずれもラットの脳にオペを施す必要のある
実務教育研究部門

講師

湧井 宣行

講師

鳥越 一宏

平成26年8月18日−27日の間、学生の海外研修施設に関

最後に訪れたスタンフォード大学では、麻酔科医の

わる調査として、米国のマイアミ大学医学部、セントルイ

Vivianne先生のご配慮で麻酔科の症例カンファレンスへ参

ス大学医学部 ・ 薬学部、スタンフォード大学医学部 ・ 附属

加させていただきました。また、科学雑誌Natureなどに発

病院・薬剤部を視察して参りました。

表した研究成果の紹介や広大な研究所の視察も行うことが

はじめに訪れたマイアミ大学医学部では、麻酔科准教授

できました。さらに、附属病院では薬剤部長のKlanjac先生

のHao先生より「HIV関連神経障害性疼痛の分子メカニズ

から薬剤師業務の紹介や、ICUで医師とディスカッション

ム」の最新の知見についてレクチャーを受けました。マイ

する薬剤師の姿をみることができました。今後は、本学の

アミは全米のなかでもエイズ患者が多い地域とのことで

国際交流委員会にご助言を頂きながら海外実習施設の確保

す。痛みの機序とその治療方法を模索する研究は疾患の治

に向け、積極的に対応していく所存です。

療を円滑に継続していくうえでも重要なテーマでありまし

最後になりますが、本研修にあたりご支援を賜りました

た。

成田年教授に深く感謝致しますとともに、海外研修の機会

次に訪れたセントルイス大学医学部では、分子生物学教

を与えて下さいました、大谷卓男理事長、田中隆治学長、

室の名誉教授Carmine先生が
「モルヒネ投与時の神経軸索

教授会の先生方に心より厚く御礼申し上げます。…

の増殖ならびにシナプス形成の機序」と題してこれまでの
研究成果をレクチャーして下さいました。また翌日に訪問
した薬学部では、薬学部長のCanaday先生と対談すること
ができ150周年を迎える薬学部のVision… /… Mission、施設を
ご紹介いただきました。薬学部は4年間の博士
（Pharm.D）
課程であり、テクニシャンとは一線を画した薬物療法の専

スタンフォード大学にて
研究成果の紹介をうける

門家を養成する環境が整備されていました。
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教室紹介

微生物学教室

微生物学教室は新星館5階に研究室があります。教員は、

らの細胞の協力関係に重要な役割を演じる伝令役のサイト

辻
（教授）、築地（准教授）
、奥
（助教）の3名で構成され、現

カインや細胞と細胞を結びつける細胞接着分子と呼ばれる

在、大学院生2名と卒論生23名が在籍しています。講義や実

タンパク質の構造や機能について、あるいは免疫記憶ので

習では、
「ミクロの生物
（2年次前期）
」
「免疫の基礎
、
（2年次後

きるメカニズム、免疫細胞が微生物を捕捉する食作用のは

期）
」
「
、感染症と病原体
（3年次前期）
」
「生物系実習 III（2年
、

たらき、微生物側の武器である毒素についても研究の対象

次後期）
」
、そして大学院の
「環境保健学特論 II」
を担当して

としています。これらに加えて、がん細胞が身体の随所に

います。

転移する機序についても、免疫細胞の体内移行の機序と似

人類は、長い歴史の中で細菌やウイルスなどの微生物と

ていることから興味をもって研究しています。

共存してきました。人間の腸内には、ヒトの細胞よりも多

微生物学教室では、実験が好きな学生はたくさん、そう

い百兆個を超える細菌が住んでいると言われています。ヒ

でない学生も適度に実験しています。このような研究に興

トが作れないビタミンを作ってくれたり、消化できない食

味のある人は是非訪ねて話を聞いてみてください。研究の

物成分を分解してくれたりして互いによい関係を築いてい

面白さを一緒に味わいましょう。

（教授

辻

勉）

ます。また、さまざまな発酵食品は、私達の食生活を豊か
にしてくれます。しかし、なかには体内に侵入して感染症
を引き起こす微生物もいます。今年もデング熱やエボラ出
血熱など感染症のニュースがメディアで報じられていま
す。私達は、いつも環境の病原微生物と遭遇していますが、
皆が病気にならないのは、防御システムである免疫系が備
わっているからです。微生物学教室では、微生物と免疫系
の戦いをさまざまな角度から研究しています。例えば、リ
ンパ球やマクロファージなどの免疫を担当する細胞が互い
に協力しながら、侵入する微生物を排除しています。これ

教室紹介

前列右端 築地准教授、中列右から3人目 辻教授、後列右端 奥助教

病態生理学教室

病態生理学教室は新星館4階にあり、武藤章弘
（教授）、清

肉腫に関しては、疾患モデルマウスを用いて骨肉腫細胞の

水孝恒
（准教授）、福地由美
（助教）の3名の教員がおります。

悪性度の進行に関する分子機構の解明、新規治療法の確立

教室に所属する学生は、大学院生は修士課程1名、卒論生

と疾患特異的標的分子の解明を目指して研究を行っていま

は、薬学科6年生10名、5年生14名、4年生16名、創薬学科3

す。

年生1名です。

当教室では、専門分野に関する深い知識の取得と理解を

病態生理学教室では、免疫と疾患
（3年次前期、武藤、清

すること、専門分野の異なる人にもわかりやすく伝える能

水）、疾患と薬物治療Ⅰ
（3年次後期、武藤、清水）
、病原微生

力をのばすこと、生活リズムをはじめ教室の一員として自

物と悪性新生物
（4年次後期、武藤、清水）
、症候をよむ（6年

己マネジメントを行うことを基本としています。学生とと

次前期、武藤）
、病態解析学特論

もに学び、アカデミックな環境、楽しい研究生活、活発な

I（大学院、武藤、清水）、

薬学英語ⅡB（4年次後期、清水）
、生物系実習 IV（3年次前

議論ができる機会と場所を提供していきたいと考えていま

期、福地）
を講義・実習科目として担当しています。

す。

（教授

武藤

章弘）

病態生理学教室は、平成12年に
「薬剤師と医師の連携を
みすえた薬学教育を現役医師が行う」ことをコンセプトと
して創設された比較的若い教室です。当教室では自己免疫
性甲状腺疾患であるバセドウ病に関する研究、白血病、骨
髄腫に関する研究、骨肉腫に関する研究を行っています。
バセドウ病の研究では、TSH受容体に対する抗体産生が誘
導される機序や発症時の免疫状態、臓器合併症などについ
てモデルマウスを用いて検討を行っています。白血病、骨
髄腫に関しては、増殖と細胞死調節、分化誘導に関わる分
子機構について、新規治療法の確立を目指して研究を行っ
ています。特に若年者にみられる難治性悪性腫瘍である骨

前列左から4人目 武藤教授、5人目 清水准教授、3人目 福地助教
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粕谷

豊先生を偲んで

薬物治療学教室

教授

亀井

淳三

星薬科大学学長を務められた粕谷豊先生は2014年5

星薬科大学学長をご退任後は川崎市のご自宅と故郷

月26日
（月）に逝去されました。享年88歳でした。ここ

の千葉県鴨川の実家を行き来し、晴耕雨読の生活を送

に生前の先生を偲び、謹んで哀悼の意を表します。

られておりました。また、そして私もよくご一緒させ

粕谷先生は1986年に東京大学を定年で退職されてか

て頂いたご趣味のゴルフもエイジシューターを目指し

ら、星薬科大学薬理学教室の教授に就任されました。

ていると、いつも言われておりました。一昨年10月に

さらに、1989年から1995年までの6年間星薬科大学学

は薬理学教室で教えを受けた大学院生などが集まり粕

長を務められ、薬理学研究を進めると共に、本学の教

谷先生と昼食をとりながら楽しいひと時を過ごさせて

育と大学運営に努力されました。粕谷先生は、教育 ・

頂き、米寿のお祝いでもう一度集まりましょうとお約

研究以外にも、医薬品等に関わる厚生行政等のお仕事

束したのですが、その約束を果たすことが出来なかっ

もあり、多忙にされておりましたが、いつも暖かく学

たのが心残りです。

生 ・ 院生を指導され、数多くの薬理学研究者を育て、

粕谷先生のご葬儀は、西五反田の桐ケ谷斎場で執り

有為の人材を社会に送り出してくださいました。粕谷

行われ、多くの親族 ・ 関係者に見送られ旅立たれまし

先生は1991年に日本薬理学会名誉会員の称号が授与さ

た。星薬科大学に近い桐ケ谷斎場で葬儀を行うことは

れております。また、日本毒性学会名誉会員、日本平滑

先生の生前からの願いであったことを、ご子息である

筋学会名誉会員、日本薬学会有功会員としても賞され

粕谷善俊先生（千葉大学教授）からお聞きし、最後まで

ております。さらに、これまでの絶大なご功績に対し

星薬科大学のことを心に留めて頂いていたことに熱く

て2003年秋に日本国政府より瑞宝重光章が授与されま

こみあげてくるものがありました。ここに先生のご業

した。

績とお人柄を偲び、心からご冥福をお祈り申し上げま
す。
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新任教職員紹介
平川

城太朗

やまぐち

助教

山口

生化学教室
10月より生化学教室の助教
に着任いたしました。恵まれ
た環境のもと、研究・ 教育と
もに励みたいと思っておりま
す。どうぞよろしくお願い致
します。

学長室だより

＜第 1 話

けやき

職員

総務部
12月1日付で総務部に着任
致しました。一職員として、
本学の更なる発展に寄与でき
るよう日々邁進してまいりま
す。何卒ご指導ご鞭撻のほど
よろしくお願い申し上げま
す。

杉浦非水のポスター＞

ごきげんよう。星薬科大学学長室です。第1話は星薬
すぎうら ひ

科大学歴史資料館にレプリカが展示されている杉浦非
すい

水 作「星製薬株式会社のポスター（東京国立近代美術
館所蔵）
」について紹介します。近代グラフィックデザ
インの父 ・ 杉浦非水。日本で最初に商業美術という分
野を切り拓き、多摩美術学校の初代校長兼教授として
日本にデザインを根付かせる為に生涯尽力した人物で
す。もともと非水は、伝統的な日本画を目指していま
したが、東京芸大に進学し、当時洋画家の巨匠として
活躍していた黒田清輝と交流を持つようになります。
ある時、パリ万博から帰ってきた黒田の土産の、当時
パリで流行していたアール ・ ヌーヴォー様式の本や雑
誌、ポスターに、大きな衝撃を受けます。特に、アール・
ヌーヴォーをポスターに取り入れた第一人者アルフォ
ンス ・ ミュシャ（チェコスロバキア出身）に強い衝撃
を受けた非水はミュシャ作品の模写に没頭し、日本に
新しい図案の様式を生み出すべく研究を始めました。
そうして生み出されたモダンポスターの傑作の中の1
枚がこの星製薬のポスターでした。今からちょうど100
年前、1914年
（大正3）のことです。杉浦非水といえば、
三越や地下鉄のポスターが大変有名ですが、星薬科大
学創立者星一が星製薬株式会社のポスターを杉浦非水
に依頼していたことからも、星一が「広告」の重要性を
杉浦非水作＜星製薬ポスター＞

深く認識していたことが伺えます。
（学長秘書

渡邊明美）
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1914年（大正3）110.4×78.0cm
東京国立近代美術館所蔵
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●茶道部

●漫画研究同好会

私たち茶道部は毎週月曜日と木曜日に百年記念館にある

漫画研究同好会の活動についてアピールしたいと思いま

幽寂で活動しています。外部から先生を招いて、薄茶や濃

す。主な活動として星薬祭に向けて部誌を作成しました。

茶などのお手前が立派に出来るよう練習しています。

薬科大学ならではの部誌を作ることをモットーに、部員で

今年度は、十二月上旬に行われる茶会に向けて部員一同

絵と文章の担当に分かれて作成し、医薬品を擬人化して作

より良い茶会にするために練習に励んでいます。そこでは、

用や副作用のイラストを添えて解説しました。この本で薬

三年生は濃茶席、二年生は薄茶席を行い、来て下さった

に詳しくない方も薬をもっと身近に感じてもらいたいで

方々をもてなすとともに、私たちの日頃の練習の成果を発

す。学祭だけでなく部室にても販売中です。また星薬祭の

揮するために日々練習をしています。

見せ物としてダンス公演を行いました。ダンスに関して初

日々の練習では、一年生から三年生まで合わせて約四十

心者ではありますが、放課後や休み時間に練習に励み、無

人で、お稽古は真剣ですが、和気あいあいと楽しく行って

事2日間に渡り公演を行えました。漫研の活動が表に出る

います。

のは主に星薬祭だけですが、星薬祭を盛り上げて行くべく、
部員一同精進したいと思います。

●有機化学研究部
有機化学研究部、通称
「有機研」です。有機研は今年で再
活動から12年目となりました。そこで、毎年メインの活動
である春実験と夏実験、毎年参加している
「薬学への招待」
での演示実験に加え、11月8日に医薬品化学研究所ラウン
ジにて「第1回有機化学研究部総会」を開催しました。OBの
方々との貴重なお話を通じて、少しずつではありますが活
動の幅が広がってきていることを知り、アドバイスも得ら
れた会となりました。
これらの活動を通して、来年はより積極的に活動ができ
る様、工夫していこうと思っています。

●バスケットボール部
東日本薬学生バスケットボール選手権春期大会
男子 第3位

女子 準優勝

全国薬学生バスケットボール選手権夏期大会
男子 ベスト8

女子 優勝（女子Capが大会MVP）

東日本薬学生バスケットボール選手権秋期大会
男子 第3位
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女子 優勝（女子Capが大会MVP）
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弓道部
こんにちは。星薬科大学弓道部です。

営や各行事の進行などを行っており、そのため先輩後

私達弓道部は毎週火曜、木曜そして土曜日にキャン

輩の繋がりが非常に強い部活です。
さて、弓道部は今年で創立45周年を迎えることとな

パス内の弓道場で活動を行っております。
今年度は新入部員を21名迎え、現役部員数
（1〜3年
生）は44名、全体では約80名と過去類を見ないほどの人

りました。これを受けまして、去る10月12日（日）に百年
記念館にて45周年記念パーティーを開催いたしました。
当日は天気も心配されましたが、無事天候に恵まれ

数となりました。以前にも増して賑やかに活動してい

非常に多くのOB,OGの方々にご参加頂きました。弓道

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

部の創設に関わった先輩もご来場下さり、弓道部の歴

が、特に毎年春と秋にある関東医歯薬系リーグでの優

史の重さを改めて感じました。2時間30分と短い時間で

勝と、年二回ある昇段審査での段の取得を目指し、日々

したが、現役部員とOB,OGの先輩方の交流を深めるこ

練習を行っています。

とができ、これ以上ない経験となりました。
最後に弓道と聞くとなかなか身近に感じられず難解

主な行事としては、毎年春と夏に行う合宿や年3回の
他校との親善試合、初夏と冬に行う部内例会や射初め、

に思われる方も多いと思います。ですが弓道は老若男

更に星薬祭への出店など活発に行っています。

女問わず始めることができ、更に何十年と長く続けら

また当部には通常指導者がおらず、先輩が後輩を指

れる武道です。また弓道の技術だけでなく日本古来の

導する形で練習しており、夏合宿の時のみOBの方に指

礼儀作法も身に付けることができます。もし興味をお

導いただいております。指導体制などの地盤が固まっ

持ちになりましたらいつでも弓道場にいらしてくださ

ているとはいえませんが、部員全員で協力して部の運

い。お待ちしております。
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