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平成26年度学位記授与式の挙行
平成26年度学位記授与式

学位記を受ける学生

平成26年度学位記授与式を3月15日
（日）に、星薬科大学本館メインホール

薬学科10名、創薬科学科2名の特別奨学
生に対し、表彰状が授与されました。

において執り行いました。当日は晴天

続いて、星薬科大学特製白衣授与を

に恵まれ、桜の蕾も膨らむ中、キャン

執り行いました。星薬科大学特製白衣

パスは色とりどりの袴姿に身を包んだ

は、学部学生及び大学院生が学会等で

女子学生、凛々しいスーツ姿の男子学

受賞するなど、その顕著な活躍に対す

生たちの誇らしげな笑顔とご家族皆様

る大学からの褒賞として、平成26年度

の喜びの笑顔で溢れていました。

より制作されたもので、賞状と共に授

学位記授与式は、来賓、理事、教員等

与されます。対象者13名を代表して、

の列席の下、
「国歌演奏」
で開始され、大

薬動学教室修士2年廣部隆太さんが学

学院学位記授与では、大学院課程博士

長より賞状と星薬科大学特製白衣を授

学位取得者3名、大学院課程外博士学位

与されました。

取得者4名に対し博士学位記が、修士学

星薬科大学同窓会会長久米基夫様よ

位取得者24名に対し修士学位記が、田

りご祝辞を頂いた後、在学生代表送辞、

中学長より授与されました。

卒業生代表答辞、そして、卒業生代表

大学学位記授与では、薬学科240名、

理事・ご来賓の皆様

者より記念品の寄贈があり、出席者全

創薬科学科23名に対し、田中学長より

員による
「校歌」合唱、
「 蛍の光」斉唱で

学位記が授与されました。

式は終了しました。

田中隆治学長より学長告辞が、大谷

同日午後には、品川プリンスホテル

卓男理事長より理事長式辞が述べられ

にて、平成26年度卒業記念パーティー

た後、特別奨学生表彰を行いました。

が執り行われました。

星薬科大学特製白衣授与

星一先生の胸像の前で記念撮影
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平成26年度 学位記授与式 理事長式辞

学校法人星薬科大学理事長

大谷

卓男

本日はご卒業おめでとうございま

で恐縮ですが、卒業の日の我が子から

第四に、
「生涯の師」
「生涯の友」を育
、

す。決して容易ではない薬学の勉強を

の
「ありがとう」の一言は、今でも強く

んでいただきたいと存じます。社会に

修了され、めでたく卒業されたことに

心に残っています。

出ると困難なことに直面することがあ

心よりお祝い申し上げます。皆様の努

第三に、
「 親切第一」と言う本学の精

ります。そのような時に親身になって

力に心より敬意を表するとともに、皆

神を是非これからも持ち続け、ご自身

相談に乗ってくれる人は、ご両親、伴

様を導いて下さった先生方、ご両親、

を磨いていただいきたいと思います。

侶、ご家族は勿論ですが、貴重なアド

先輩の皆様に対し、心より御礼申し上

日本社会は、今までの歴史の中で直面

バイスをいただけるのは恩師であり、

げます。

したことのない少子高齢化を迎えつ

友人だと思います。本学で「生涯の師」
、

本日は晴れの卒業式を迎えられる皆

つあります。皆様が社会の中心となっ

「生涯の友」を得られたと思います。卒

様に折角の機会ですので、皆様の先人

て活躍される20年後には、3人に１人

業後も、本学で得られたこの大切な絆

として一言お話を申し上げたいと存じ

が65歳以上の高齢者となります。この

をお互いに培っていっていただきたい

ます。

ような状況の下で、70歳を超えても生

と思います。

第一に、星薬科大学をめでたく卒業

きがいを持って働くことのできる健康

最後に、
「 志」を忘れないでいただき

されたことに、
「 誇り」と
「自信」を持っ

長寿社会の実現が不可欠です。そのた

たいと思います。卒業に当たり、皆様

ていただきたいと思います。
「 誇り」と

めには、薬に対する正しい知識を国民

が目指そうとしていることや自分の夢

「自信」は、皆様にとって大切な財産 ・

が広く共有することが不可欠です。そ

を書き留めてみてください。忙しさや

宝物であり、将来厳しい状況に直面し

の大きな役割を担っているのが、薬学

困難の中で自分自身を見失ってしまう

たときの支えになってくれると思いま

部を卒業され、薬剤師を始めとする医

ことがあるかも知れません。そのよう

す。

薬品に関係する皆様です。その役割と

な時に、卒業時の自分を振り返ること

責務の重要性は、ますます高まってい

によって、改めて自分と向き合い、自

お母様に
「ありがとう」の御礼の言葉を

ます。大きな責任と義務が求められる

信と信念の糧にしていただきたいと思

はっきり伝えていただきたいと思いま

お仕事ですが、その中でもっとも大切

います。

す。皆様が心の中で充分そう思われて

な事は
「親切第一」
、すなわち、相手の

いる事は、ご両親もよくご存知です。

身になって考え、思いやりを持って人

皆様が社会人として、ご発展 ・ ご活躍

しかし、言葉に出して感謝の気持ちを

のために尽くすということだと思いま

されることを心よりお祈りしていま

示すことが社会人として育っていく皆

す。この言葉を座右の銘としてお仕事

す。

様にとって大変大事なことです。私事

に励んでください。

第二に、皆様のご家族、特にお父様、
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星薬科大学で学ばれたことを基に、
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平成26年度 学位記授与式 学長告辞

星薬科大学学長

田中

隆治

ここに、平成26年度星薬科大学学位

盤とし、様々な社会の現場でプロの社

言われています。私達はこのように長

記 ・ 修了証書授与式が挙行されますこ

会人を目指す出発の時である気構えを

い宇宙の歴史の中のほんの一瞬生きて

とは誠に慶賀に存じます。ただ今、薬

持って将来の糧にされることを願って

いるにすぎないのです。この気の遠く

学部、薬学科240名、創薬科学科23名、

やみません。

なるような長い宇宙の歴史の中で皆さ

大学院薬学研究科 総合薬科学専攻 修

この諸君の出発の門出に、人生の先

んが誕生し、生きていることは中国大

士課程24名、課程博士3名、課程外博士

輩として一言述べてみたいと思いま

陸を横断する際、何気なく投げたコイ

4名の方々に学位記、修了証書をお渡し

す。

ンがその地上を歩くアリにあたるくら

いしましたことは、本学の大きな喜び

ご 存 じ の よ う に21世 紀 を 迎 え、 薬

いの確立であると言われている事を思

であります。まずもってお祝い申し上

学 ・ 医学の分野においてゲノム解析技

うと、全ての人の存在自身がいかに大

げます。同時に本日ご列席いただいて

術や遺伝子工学技術の進歩により、生

切で価値のあるものかを理解すること

おりますご父母の皆様、ご家族の皆様

命現象の仕組や、様々な疾病が起こり

が出来ます。諸君や全ての人々はこの

方にとりましても喜ばしい日であるこ

得る要因が解析され、新たに安全で、

雄大な時空間の中で奇跡に近い幸運

とと存じ上げます。この良き日を迎え

治療効果の高い核酸、抗体医薬等の薬

の元に生を受け、この与えられた生命

るまで長年に渡り、本学に対するご支

剤開発や機能を喪失した臓器を再生

は恵まれた特権であり、このお互いの

援、ご協力をいただきました事、教職

させる新しい医療技術、再生治療、ロ

特権を無駄にしてはなりません。1億

員を代表いたしましてお礼と感謝を申

ボット工学、コンピュータ技術を取り

4000世紀の間眠り続け、この美しい、

しあげます。

入れた優れた医療機器の開発がなされ

生命力にあふれた惑星で目をさまし、

さて、4月の始めには、諸君の大多数

てはいますが、まだまだ治療の行き届

しばらくして目をとじるまで目覚めた

は病院、薬局、公的研究機関、大学、そ

かない疾患が数多くあることは御存じ

この宇宙で生活し、しかも最も不思議

して企業へと就職されます。または継

のとおりです。一方ではそれらの原因

で複雑で難解な生命に関する問いに応

続して博士、修士の研究生として大学

を解明するための生命科学の研究は多

えようとする仕事に従事することは

院に進学し、一層の研鑽を重ねるため

くの研究者の関心を呼び、次々に新し

もっとも有意義で、やりがいのあるこ

に新たな気持ちでこの学位授与式に臨

い研究成果が創りだされております。

とだと考えます。諸君はまさにこれか

まれているものと存じます。学位授与

科学には宇宙科学や社会科学等、数多

らその仕事にチャレンジしようとして

式は、大学において様々な教育 ・ 実習

くの興味のある研究分野があり、驚く

いるのです。これからはそのような使

を受けた後、各研究室で研究課題に取

べきテクノロジーが生まれ、発展を遂

命感を強く持ち、社会が期待する人材

り組んだ結果として学位を授与される

げてはおりますが、私には生命を科学

として、自ら考え、自ら問題解決ので

のであり、これからは大学で学んだこ

することの素晴らしさの前ではこれに

きる人として、発想を大きくし、高齢

とを基盤として、新しい職場や研究機

勝るものはないように感じておりま

化社会の中で必要とされる医療の仕組

関において新たなる価値を創りだす第

す。宇宙は誕生から140億年経過し、そ

みを創りあげて行っていただきたい。

一歩を踏み出す区切りの時であると考

の宇宙空間の中で地球が46億年前に誕

また、世界の競合の中で勝ち抜いてい

えます。諸君は本日、学業、研究をし終

生し、今後60億年後には太陽が赤色巨

かなければならない立場にある日本の

えたのではなく、学んできたことを基

星になって地球を飲み込んでしまうと

現状を考えた時、次の世代を担う若い

−3−

星薬科大学報第81号（平成27年4月）

人たちには思考の大胆なパラダイム

パラダイムが根本的に変わりつつあり

験を基にした安易な判断に起因するも

シフトが求められています。生活習慣

ます。このような環境下において本学

のが多いように思います。本学で学ん

病、様々な悪性腫瘍、感染症、そして高

は今後、一層、研究力を高め、国内外

だ専門知識を生かし、今後、自分の人

齢化社会とストレス社会下で増え続け

で特徴のある大学を目指してまいりま

格形成と維持のために多くの広い分野

る精神疾患など克服しなければならな

す。それらの結果を地域に大いに還元

での知識を身に着け、社会正義を持っ

い問題が数多く存在することは御承知

し、卒後教育、薬剤師認定教育に一層

て社会に対処していただきたい。多く

のとおりであります。医師や看護師 ・

力を注いでまいります。何かをやり遂

の諸君が薬局、医療業務に従事される

薬剤師も医療現場において協力し、新

げるためには強い信念と意志を持つこ

ものと思います。高齢化社会において

しい枠組みの中で力を発揮し、社会の

との大切さが必要な時代であると考え

医療、健康ビジネスは究極のサービス

ニーズに応えられることが期待されて

ます。

産業だと私は考えます。健康維持を求

いますし、皆さんがその役割を果たし

本日諸君たちは星薬科大学を巣立っ

める人たち、病気の早期治癒を求める

ていかれます。どのような職場、研究

人たちが増加する中で、多くの人たち、

一方、現在進行しているグローバル

の現場に入ろうともすでに基礎的なも

また社会が期待する薬剤師、医療従事

化は世界の経済の拡大と繁栄をもたら

のは十分身につけられたことと思いま

者を目指してください。星薬科大学の

し、インターネット等による情報発信

す。これからは多くの人との出会いの

卒業生は薬局、医療現場において本当

のスピードと情報量の拡大は世界の一

中で様々な評価を得ながら成長してい

に頼りになる、明るい人たちだといわ

元化に大きく貢献しています。今迄は

かれるものと思います。まず、一層自

れるように頑張ってください。

考えることや知的だと思っていた労働

らを磨き上げ、出会いを大切に考え、

が機械で置き換えられるようになって

今持っておられる夢をより大きなもの

生涯に渡り継続的に学ばなければなり

きましたが、創造するという点はまだ

にしていただきたい。

ません。星薬科大学は皆さんの、知の

ていく立場にあるように思います。

21世紀はまた知識基盤社会であり、

まだ人が本来やるべきこととして残っ

諸君は4年間あるいは6年間、薬学領

創造の原点という意味で、いつまでも

ていくのではないかと思います。その

域を集中して学び、その結果、専門的

諸君の母校であり、同窓生として、仕

ためにも今後は世界中のいたるところ

知識においてはある程度の意見を述べ

事の関係で、また再び学ぶために母校

で活動する場が与えられるものと考え

ることが出来ると思います。しかし、

を訪ねられることがあれば、できうる

ます、今まで以上に研鑽し、専門知識

ともすれば専門知識にとらわれ、物事

限りご相談に乗り、迎えいれる用意を

を体得し続けていかなければならない

の判断も自分の狭い専門領域に依存す

しております。星薬科大学で学んだこ

と思います。また大学教育研究の在り

ることが多くみられがちです。現在の

とを誇りにしてください。

方や大学が果たすべき役割が大きく変

複雑な流動的社会ではそのような専門

本日ここに新しく社会に巣立ってい

わってくるものと考えます。今まさに、

知識による判断では不十分であり、現

く諸君の将来の幸せと活躍を教職員一

経済、政治、科学、社会のあらゆる面

代の社会で起こる多くの問題はあまり

同心から願い告辞といたします。

において認識、思考、価値観、つまり、

にも狭い自己中心的な精神と少ない経
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平成26年度卒業記念パーティーを終えて

私たちの代は薬学部が6年制になっ

た。今年は、研究室の合併など大学の

て4期目の卒業生になります。6年制に

流れも大きく変化しています。しかし、

なり同期の仲間達と触れ合う時間が多

在校生の皆様には厳しくも充実した研

くなりました。そして、学年全体がと

究室生活を送っていただきたいと思い

ても親密になり友情も深まりました。

ます。

そんな6年間は長いようで、あっという

そして、実行員としてパーティーを

間のものでした。そのような大学生活

企画 ・ 準備をする中で多くの困難があ

の最後の行事が卒業記念パーティーで

りました。しかし、当日の皆様の笑顔

す。卒業記念パーティーは、教員 ・ 学

を目の当たりにし、最後まで仲間を信

生がともに笑顔で過ごすパーティーで

頼し、協力してきてよかったと心から

す。なかには、大学 ・ 仲間からの別れ

思います。

を惜しむ学生が涙する場面も見受けら

私自身、仲間にしてもらった壇上で

れます。そして私はこの卒業記念パー

の胴上げの会場の景色は忘れられない

ティーの実行委員長を務めさせていた

ものの一つだと思います。また、参加

だきました。今年のパーティーでは、

者の皆様にも忘れられない会話、景色

研究室ごとに動画を作成し、それを統

があると思います。このような心に残

合して10分程度の動画にしました。こ

る場を提供する機会を与えていただき

の動画の目的は、大学生活の半分を占

感謝しています。また、委員長として

める3年間お世話になった研究室や職

の経験を今後の社会活動の中で生かし

員の方々に感謝の気持ちを伝えたるた

たいと考えています。

めです。動画は各研究室で様々な個性

最後になりましたが、卒業記念パー

がありました。そして、このムービー

ティーを実行するにあたりお世話に

を流した後には研究室での大変だった

なった方々に今一度、深く御礼申し上

思い出や楽しかった行事などを学生と

げます。ありがとうございました。

教員の方が笑顔で会話をしていまし

平成26年度卒業記念パーティー
実行委員長
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平成27年度入学式の挙行
平成27年度入学式

本館メインホール

平成27年度星薬科大学並びに星薬科

た後、大学役職者紹介の後、コーラス

大学大学院入学式を4月5日
（日）に、星

部の合唱に併せて、出席者全員による

薬科大学本館メインホールにおいて執
り行いました。当日は、小雨降る中、

「校歌」
の合唱で式は終了しました。
入学式終了後には、指導グループ懇

スーツ姿の緊張した面持ちの新入生と

談会が開催され、新入生は、各指導グ

喜びの笑顔に包まれたご家族の皆様が

ループ懇談会場にて、それぞれの担当

メインホールに集まりました。

教員から、これからの大学での勉強及

入学式は、来賓、理事、教員等の列席
の下、
「国歌演奏」
で開始され、田中隆治
学長より新入生に対し告辞が述べられ
ました。

び学生生活等について説明が行われま
した。

星薬科大学正門で記念撮影

同日午後には、本館メインホールで
は、揺籃会通常総会が開催され、保護

続いて、学部生318名、博士課程薬学

者の皆様が会員となり、平成26年度事

専攻3名、博士課程総合薬科学専攻3名、

業報告及び平成27年度役員の選出、平

修士課程総合薬科学専攻15名の代表者

成27年度事業計画等について承認され

から入学生宣誓が行われました。

ました。

その後、大谷卓男理事長より式辞が

本館第2ホールでは、新入生歓迎会が

述べられ、来賓祝辞に続いて、来賓、役

開催されクラブ紹介が行われ、すべて

員が紹介されました。

の行事が終了しました。

入学生宣誓

在学生代表より歓迎の辞が述べられ

入学式会場の様子
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平成27年度 入学式 理事長式辞
新入生の皆様、入学おめでとうござ
います。また、大学院に進まれ、さらに
勉学に励むという皆様にお祝い申し上
げます。学校法人を代表いたしまして、
心より歓迎いたします。

学校法人星薬科大学理事長

た移行期間でもあります。この学生時
代には、次の三点が大切です。
第一は、
「自分として生涯やりたいこ
と」
を見出すことです。
小学生の頃、
「大人になったら何にな

大谷

卓男

ください。
「縁と出会い」には、思わぬ出会いや
偶然がもたらす縁が少なくありませ
ん。そして、数多い日常の出会いのな
かで、
「良い出会い」を引き寄せる力が、

新入生の皆さん、受験では本当によ

りたい」と聞かれた方も少なくないと

「自分の信条」です。その意味でも、
「自

く勉強されました。薬科大学への入学

思います。大学や大学院では「自分とし

分の信条」をしっかりと持ってくださ

は、決して容易ではありません。心か

て、生涯をかけて何をやりたいか」を考

い。

ら「がんばったね」と申し上げたい。皆

えて下さい。
「自分で考えることのでき

先程、学長から学生時代に「人生の

さんが頑張ったこと、それが皆さんの

る人材」
の育成が、現在大学に強く求め

師」と出会い、見出して欲しいという

「自信」
であり、
「誇り」
ですから、大きな

られていますが、まず、
「何になりたい

お話がありました。
「 縁と出会い」を大

財産が作られたということです。是非、

かではなく、何をやりたいか」を考えて

切にし、苦しいときや辛い時に、親身

それらを糧にこれからの人生に向かっ

ください。決して容易な問いではあり

になって相談に応えてくれる
「人生の

て進んでいっていただきたいと願う次

ません。しかし、この問いに対し、自分

師」、互いに助け合える「生涯の友」
と本

第です。

なりに一生懸命考えていくと、
「やりた

学で出会い、培ってください。

そして、皆さんが今日の晴れの日を
迎えることができたのは、ご両親、ご

いこと、自分として進むべき道」が次第
に明らかになってくると思います。

日本は歴史上例のない高齢化社会を
迎えています。二十年後、国民の三分

家族の支えがあったからこそです。今

第二に、人生を歩んでいく時に、
「自

の一が六十五歳以上になると予想され

まで支えて下さったご両親、ご家族に

分として守るべきこと、自分としての

ています。健康長寿社会の実現が求め

対し、是非「ありがとう」の感謝の言葉

信条」を心に決めてください。その「信

られている中で、薬剤師、創薬研究者

をしっかり伝えて下さい。

条」が自分のやりたいことを実現して

など医療健康を担う人材は、ますます

くれる大きな力になります。そして、

重要になって来ています。本日入学さ

機会ですので、皆様の先人として一言

その信条のひとつに、本学の基本精神

れた皆様は、将来このような分野を担

お話を申し上げたいと存じます。

である
「親切第一」を是非加え、
「 人間

う人材です。本学で「最新の知識」
と
「自

本日は、入学式を迎えられる折角の

皆さんは、大学や大学院で学業を積

力」を磨いてください。相手の立場を

分で考える力」を身につけ、
「よき師、よ

まれた後、社会に巣立って行きます。

理解し、思いやりのある
「親切な人」に

き友」を得、世のため、人のために役立

その意味で皆様が本学で過ごされる学

なって下さい。

つ人材になってください。

生時代は、社会人としての自立に向け

第三に、
「 縁と出会い」を大切にして

皆様の門出を心から祝福します。
平成27年4月5日

平成27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。

集されましたご家族の皆様に対しまし

カイン、アトロピンなどの植物由来の

本日ここに本学薬学部、薬学科287

ても、心よりお祝い申し上げます。

アルカロイド薬剤を世界に先駆けて工

名、創薬科学科31名、大学院薬学研究

さて、諸君が入学された星学科大学

業生産する事に成功し、我が国初の工

科 総合薬科学専攻 修士課程15名、博

は1911年創立者の星一先生が「日本は

業生産された医薬品原体輸出の先鞭を

士課程3名、薬学専攻 博士課程3名の新

世界一の製薬国になりうる国で 薬は

つけ、世界の人々の健康維持、疾病予

入生を迎え、平成27年度星薬科大学な

文化の母であり、良薬をつくり、世界

防 ・ 治療に大きく貢献してまいりまし

らびに星薬科大学大学院入学式が挙行

に供給していく事が日本の文化的使命

た。また、星一先生は第一次世界大戦

されますことは、本学の大きな喜びで

である」
との強い理念の基に、星製薬を

で疲弊したドイツの科学者のために多

あります。

設立し、医薬品の開発、生産、品質管

大な援助金を供出し、科学の発展に寄

新入生の諸君には、星薬科大学を代

理を担える人材を育成する目的で教育

与し、その援助でドイツにおいて多く

表して歓迎の意を表します。また、今

部門を社内に設置したことに始まりま

のノーベル賞に輝く研究者を輩出した

日の日をともに祝うために、ここに参

す。その結果、モルヒネ、キニーネ、コ

ことが高く評価され現在、最も伝統あ
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るヴュルツブルグ大学との学術交流が

に思いがけず、その成果が我々にとっ

盛んになされています。このような信

て負の効果を示す事例は創薬学にお

本学は薬学、創薬学の高度な専門知

念を成就するためには星一先生は人材

いて過去にあったことも確かです。最

識と課題探求能力、さらには国際感覚

の育成が最も大切であるとし
「世界に

近では医薬品の販売競争の中でデータ

と倫理観を有する人間性豊かな人材を

奉仕する人材育成の揺藍である」を建

の改ざん等が報道されたり、研究成果

育成することを中心とし、諸君の主体

学の精神とする星薬科大学を創設する

のねつ造、改変、医療ミス等が話題に

的な学びを強く望んでおります。

に至りました。このような確固たる伝

なっておりますが、一方、科学技術は

本学の教育は教養と専門の教育プロ

統を有する、独創的な学術研究 ・ 教育

絶えず進歩し、前進していかなければ

グラムから成り立っています。教養教

を基盤に国際社会で活躍できる豊かな

なりません。特に資源を持たない日本

育は専門教育の基礎であると同時に諸

創造性をもった医療従事者、研究者を

は技術立国としての役割が期待されて

君のこれからの世界観の形成と人間の

養成する事を目的とした薬科大学であ

います。重要な点は研究成果と真実の

涵養に大きな役割を果たすものと考え

ります。星先生が開発されたモルヒネ

公表であり、その成果を世に問い、正

ます。

と痛みの科学、特に疾病による痛みの

しい方向に導いていくことにあると思

メカニズムを明らかにし、疾病時にお

います。

のものとし実現してください。

専門教育は広く生命科学の基礎を学
び、薬学科では6年間で薬学の基礎と

ける痛みの軽減の必要性を強く示唆し

もし、万が一、社会の負になる問題

た緩和医療への本学の応用開発研究は

を提起した際には、直ちにその原因を

薬局での実務研修後、国家試験を経た

世界をリードする研究成果の一つとし

把握し、改善することです。現代にお

のち薬剤師として広く社会に貢献する

て継承されていっております。

いて研究者や医療従事者の社会におけ

ことを期待いたしますし,創薬科学科の

る責任は益々大きくなってきておりま

皆さんは4年間で薬学領域全般にわた

す。

る幅の広い知識を習得し、実習、卒業

諸君は今、これから始まる大学生活
への期待で満ち溢れていることと思い

医療薬学に関する知識を習得し、病院、

ます。大学生活が高校の延長ではない

他の一つは独創性にあります。科学

事を感じ、どのようなことが経験でき

を志す者には独創的、創造的発想が強

へ進み、研究開発者の基盤を形成し、

るのか、輝きの目で見ているのではな

く求められます。多くの事に興味を示

社会に巣立っていきます。薬学科、創

いかと思います。諸君が大学生生活を

し、問題解決できる思考力、新たなこ

薬科学科ではそれぞれの考え方、進路

送る中で私が大切だと思っていること

とを生み出せる発想力を創造すること

の違いはありますが、先にも述べまし

を述べてみたいと思います。

が期待されています。明日から始まる

たが、薬学、生命科学、医療の発展に貢

研究を経たのち、多くの学生は大学院

これまでの生活や目的は受け身

大学生活での学びは今までの関心や興

献する優秀な人材を育成するための教

（Passive）の傾向が強かったのに対し

味を一層強くしてくれるものと考えま

育、研究を行うことが本学の役割であ

今日からはより能動的
（active）であっ

す。また、様々な迷いが生じるかもし

ると考えます。

てほしいという事です。これは諸君が

れません。いずれにしても深い教養が

さらに、社会に巣立つ前に、多くの

想像した以上に大きな変化だと思いま

専門の学びを先導し、独創力を生み出

人との出会いを経験してください。特

す。今迄は1＋1は2の環境下にあり、確

す基にになるでしょう。これから始ま

に互いに夢を語ることのできる、また

かな目的
「大学に入学するという目的」

る大学生活の中で大切なことは、語り

生涯付き合っていける友達を作って

の中で学び生活されてきたことと思い

合える友を見出すことと、人生の良き

ください。専門教育、研究指導をして

ます。しかし、今こうして大学に入学

師との出会いです。私自身の過去を振

くださる尊敬できる先生に出会って

した時点から1＋1が必ずしも2とはな

り返る時、迷いが生じた時にこそ、一

ください。そして共に夢を語り、夢に

らない世界での学びが始まるのだと思

生の師とする人に遭遇できたように思

向かってチャレンジする精神を育んで

います。
「生命とは」
「健康とは」
「人生と

います。赤痢菌を発見した志賀潔先生

いただきたい。大学は諸君に限りない

は」
「社会とは」
「生きがいとは」
［友情と

は
「先人の後を師とせず、先人の心を師

夢と希望を与える場所だと私は信じま

は」多くの自ら考え、決定していかなけ

とすべし」と述べられました。星薬科大

す。

ればならない問題の中で歩みを進めて

学には多くの優れた教官がいます。諸

品川の緑あふれるキャンパスと我々

いかなければ成りません。

君が新たな学びの世界を歩んでいかれ

教職員は諸君の入学を心より歓迎いた

る中で人生の師と出会う事を強く念じ

します。ここ星薬科大学で、これまで

てやみません。

に多くの先輩が学び、さまざまな体験

明日から始まる大学生活を前にして
二つのことをもうしあげたい。
一つは大学で学び専門知識を身に付

新入生諸君は長い受験生活を終え、

をしてきたように、本学に在籍するこ

けて真に人類、社会に役立つ人を目指

これからは薬学科6年、創薬科学科4年、

とを誇りとし、紳士、淑女の自覚を持

していただきたい。急速な科学技術の

さらには大学院に進まれる大学生活の

ち、充実した大学生活を謳歌されんこ

進歩は時にはその成果を競うばかり

歩みを始めようとされています。また

とを念じてやみません。このことを祈

に、真に人類の生存 ・ 維持に役立つ研

大学院に進まれる諸君は新しい研究生

念し、告辞といたします。

究であるかどうか疑を抱くこともあり

活に夢を膨らませていることと思いま

ますし、また実際に社会に普及した後

す。是非、今考えておられる夢を現実
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定年退職に当たり

薬品毒性学教室 鈴 木
に私は本学に入職しました。以来、本

勉

わっています。

学卒業生も多く本学の教員として入

一方、モルヒネなどのオピオイド

職できるようになってきました。そし

鎮痛薬の研究を長年行ってきたこ

て、助手が教育研究に深く関わること

ともあり、がん疼痛治療における

から、大学院助手会を仲間とともに作

モルヒネ依存に興味を持ち、1990

り大学院の活性化を目指しました。学

年頃より緩和医療の研究に取り組

部教育では中枢神経系の薬理学と毒性

み ま し た。WHOで は 臨 床 経 験 か

学の講義を担当させて頂きました。研

らがん疼痛治療にモルヒネなどの

究面では大学院生時代から一貫して薬

オピオイド鎮痛薬を用いても精神

物依存の研究を行わせて頂いたことに

依存が問題となることはほとんど

程を修了し、日本ロシュ株式会社

深く感謝致します。その成果として、

ないと報告しています。しかし、こ

研究所に就職しました。その1年後

薬物依存の研究が本年3月に500報を迎

れらは実証されていないことから、

に、本学大学院に博士課程が設立

え、薬理学教室と薬品毒性学教室の共

疼痛モデル動物を用いてモルヒネ

されたことや、外資系製薬会社の

同で行った研究を報告させて頂きまし

の精神依存が形成され難いことを

研究所で働き、研究を行うには博

た。当初は薬物依存の評価法開発に取

世界で初めて証明しました。この

士の学位が必要であることを強く

り組み、ラットを用いた身体依存の評

成果は、がん疼痛治療にモルヒネ

感じました。そこで、昭和51年4月

価法を確立しただけでなく、精神依存

などのオピオイド鎮痛薬を適切に

に本学大学院博士課程後期の2期生

の評価においても条件づけ場所嗜好性

用いれば依存が問題になることは

として入学し、修士時代に取り組

試験をマウスで確立し、現在これらは

ないことの啓発に広く用いられ、

んでいました薬物依存の研究を再

世界中で使用されています。さらに、

オピオイド鎮痛薬の適正使用に役

び行うことができました。2年間社

これらのモデルを用いた依存形成機序

立てられています。また、がん疼

会で種々の経験をしたこともあり、

や薬物依存の治療法に関する研究も多

痛治療に用いられるオピオイド鎮

自分が遣りたい研究だけでなく、学

く行ってきました。

痛薬の副作用とその対策に関する

昭和49年3月に本学大学院修士課

生実習や卒論生の指導に関わるこ

依存性薬物はその程度にもよります

基礎研究も行い、新たな知見を臨

とができ、教育研究に携わることへ

が、所持や使用を規制する必要があり

床現場に数々提供し、基礎と臨床

の興味を持ち始めました。そして、

ます。そのため、行政にも関わり厚生

の連携の重要性をアピールしまし

当時の柳浦才三教授のお勧めもあ

労働省の薬物依存に関係する依存性薬

た。このような背景から、緩和医療

り、昭和54年4月に本学薬理学教室

物検討会の座長と薬事食品衛生審議会

における基礎と臨床の連携を目指

の助手として採用して頂きました。

指定薬物部会の部会長を務め、医薬品

した日本緩和医療薬学会を設立し、

以来、36年間教員、職員の方々にお

や乱用物質および危険ドラッグを法的

初代理事長を務めました。今年で

世話になり、さらに大学院生、卒論

に規制すべきか否かを検討していま

設立以来9年、会員数も約3,500名に

生、研究生にご協力を頂きながら、

す。また、世界保健機関
（WHO）薬物

達しています。

本年3月に定年退職を迎えることが

依存性専門委員会
（約10名の委員から

このように教育、研究および社

できました。

構成）の3名のアジア委員の一人として

会活動において充実した36年間を

36年間を振り返ると、教育面で

2002年から務めて、依存性薬物を単一

過ごすことができました。この間、

は大学院博士課程が完成年度を迎

麻薬条約や向精神薬条約で規制すべき

寄り添い、支えていただいた多く

え、私の学位記が3号であり、漸く

か否かを検討しています。さらに、独

の方々に感謝申し上げます。

学部教育から大学院教育まで一貫

立行政法人医薬品医療機器総合機構の

して教育できる大学になった時期

専門委員として医薬品の審査にも携
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学生が学んでいること

教務部長

杉山

清

本学には、6年制の薬学科
（定員260

学においてもおよそ2年間にわたる検

学教育研究部門を設置しました。この

名）と創薬科学科
（定員20名）がありま

討を経て、平成27年度の1年生から新た

部門では、各学期が終わるごとに成績

す。薬学科は薬剤師としての資質を備

なカリキュラムをスタートしました。

下位の学生20名程度を対象に、一人一

えた人材を育成することが主な目的で

本学における新カリキュラムの特

人の学生の進捗度に合わせたきめ細か

すが、単に薬学の知識や技能を備えた

長は、それまでのカリキュラム以上に

な指導を行い、留年者等の減少につと

薬剤師を育成するのではなく、教育実

「学生自らが考え、能動的に学修して

めています。また、1年生においては、

習や卒業研究を行う中で、研究マイン

いく力の育成」に重点を置いていると

高校生活とのギャップ等で健康を損ね

ドや生きる力を兼ね備えた薬剤師を育

ころにあります。そのため講義時間を

る学生も多くいますので、指導グルー

成します。したがって、本学の薬学科

それまでの75分から90分に変更し、1

プの先生と連携をとりながら、健康面

を卒業すると薬剤師としての能力ばか

つの講義で学ぶ内容を再構成すると

でのケアも行っています。

りではなく、薬学研究者や創薬研究者

ともに、スモール ・ グループ ・ ディス

等の能力も培われ、企業の創薬研究者

カッション
（SGD）な ど 学 生 参 加 型 の

等としても活躍することができるよう

講義 ・ 演習を実施できるようにしまし

になります。一方、創薬科学科は、薬学

た。SGDを 積 極 的 に 活 用 す る こ と に

を基礎として生命 ・ 健康を科学し、創

よって、学生のコミュニケーション能

薬研究 ・ 開発に携わる人材の育成を目

力、問題解決能力等、所謂「生きるため

的としています。また、創薬科学科は、

に必要な能力」が培われます。

薬学科との連携により、医療現場の知

また、新カリキュラムにおいては、

識や技能を修得し、創薬研究に欠かせ

教育実習の内容や仕組みを大きく見直

ない現場の視点を身につけることがで

し、実験に必要な手技の確実な獲得や

きるという特徴を持っています。

能動的学習能力、問題解決能力を育成

本学では2学期制をとっており、4月

することに主眼を置いています。それ

と10月に新学期がはじまります。4月

まで教育実習は2年次から開始してい

から9月末までが前期です。午前中は講

ましたが、平成27年度からは1年次から

義を中心とした座学が行われ、午後は

開始することにしました。薬学科では

【2年生】現行の2年生は、旧課程のカリ

教育実習
（基礎系の実習）あるいは事前

1年前期に「研究入門」の授業を設定し、

キュラムで講義が行われていますの

学習（実務系の実習）を行います。7月

実験計画の構築方法や構築した実験計

で、講義時間は75分です。2年生のカ

末には前期の本試験が行われますが、

画をプレゼンテーションし、討議を行

リキュラムの特長は、1年生で設定し

不合格者や病気等で試験を欠席した

う中で上述した能力を身につけさせま

た薬学教育の導入及び基礎固めの科目

学生には、9月に追再試験を行います。

す。後期には「化学系実習Ⅰ」と「生物系

を受けて、本格的に専門科目が開始さ

10月から3月末までが後期です。後期も

実習Ⅰ」
において、実際の課題に取り組

れることにあります。引き続き教養科

前期と同様に2月初旬に本試験を行い、

み、前期で身に付けた能力の確認と更

目や英語の授業も行われ、大学生とし

3月初旬に追再試験を行います。3月末

なる向上を目指します。一方、創薬科

ての知識 ・ 教養の涵養にも力を注いで

には卒業判定会議が行われ、規定の単

学科は研究志向が強いため、前期は同

おりますが、専門科目では講義に加え

位を修得した学生は、進級あるいは卒

様に
「研究入門」を受講しますが、後期

て本格的に教育実習が開始され、講義

業することができます。概略すると次

には
「創薬系実習Ⅰ」を設定し、化合物

で習った内容を実習で技能として確認

のようになります。

の精製の他、大型機器を使用した最新

し、確実に身に付けていきます。一方、

の実習を行います。

創薬科学科の学生は、3年生の後期か

【1年生】平成18年度から新たな薬学の

星一先生の胸像に見守られ登校する学生たち

教育制度が開始され9年間が経過しま

大学の質を評価する項目の一つに

ら特別実習（卒論研究）が始まりますの

した。その間の薬学教育に対する社会

「ストレート卒業率」があります。入学

で、卒論教室を選択するために、教室

のニーズの変化や急速な大学改革等に

した学生が、留年、退学、休学すること

や研究室の訪問がこの時期から行われ

鑑み、教育内容をさらに充実させるた

なく卒業する割合のことです。薬学部

ます。何度も教室や研究室に足を運び、

めに、薬学教育の指針として日本薬学

において修得すべき単位をしっかり修

教員や卒論生と相談し、自分の進むべ

会が中心となり作成した
「薬学教育モ

得させ、この割合が高い大学ほど評価

き道に適した卒論教室を決める必要が

デル・コアカリキュラム」
が、この度改

の高い大学ということになります。本

あります。そのため、創薬科学科では、

訂されました。これにより全国の薬学

学では、ストレート卒業率を向上させ

スーパーローテーションという単位を

部はカリキュラムの見直しを行い、本

るために、平成27年度から総合基礎薬

設定しています。学生は、一定期間研
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究室等に配属される中で、自分の求め
る研究室を選別します。

【4年生】創薬科学科は最終学年となり、

一遇の機会でもあり、この実務実習を

卒業に向けての準備と卒論のまとめを

経験した学生は、一回り成長して大学

2年生にもなると大学にも慣れ、ア

行うため、多く時間を研究室で過ごす

に戻ってきます。その一方で、卒業研

ルバイト等に力を入れすぎる学生も多

ことになります。また、大学院に進学

究や事前学習と現場での実務実習との

く、それに伴い留年者の数も増加しま

しない学生は、就職活動もこの時期に

ギャップを感じる学生も見られ、大学

す。2年生は重要な時期ですので、気

行い、大変忙しい学年となります。

での教育や研究のあり方について議論

を引き締めて過ごしていただくととも

薬学科では、必修として学修する講

されています。また、最近は、この実務

に、時間があるので将来のことをしっ

義科目は4年生で全て終わりとなりま

実習で学んだことが、薬剤師国家試験

かり考える期間にしていただきたいと

す。従って薬剤師になるために最低限

に多く出題されるようになり、実務実

思います。

必要な講義は、すべて受講したことと

習の位置づけがいっそう重要になって

なります。薬学科4年生の最大の関心事

きました。5年生は、実務実習以外の時

は、5年生で行う病院 ・ 薬局実務実習

間は、卒論教室において卒業研究や文

に向けての共用試験（OSCE、CBT）に

献検索等を行い、卒業論文の作成に努

合格することです。共用試験は、薬剤

めます。

師になるための最低限の技能 ・ 知識 ・
態度を修得しているかどうかを判定す
る試験です。この試験に合格しないと、
午後、実習室での実習風景

病院や薬局において実務実習を行うこ
とができません。OSCE（実技試験）の

【3年生】3年生は2年生に引き続き専門

ために、4年生になると事前学習
（病院

教育を中心にカリキュラムが展開され

や薬局等で実際に行われている実技や

ます。薬学科と創薬科学科で分かれて

態度等を学ぶ実習）が行われます。ま

行う講義も増え、より専門性の高い教

た、CBT（コンピュータを用いる学科

育が行われます。卒論研究のために、

試験）のために、4年間の復習をしっか

教室や研究室等への配属もこの時期に

り行います。このように、薬学科の学

行われます。創薬科学科は、前期に卒

生は研究室に配属され、卒業研究を行

論教室を決め、後期から卒論教室への

いながら、共用試験に備えなければな

配属が行われ、研究に費やす時間も多

らず、大変忙しい1年間となります。同

くなり、進路についての活動
（就職活

時に、薬学科の学生にとって、4年生は

動や進学準備）
も行われます。一方、薬

薬剤師になるということを強く意識す

学科の卒論は4年生になってから開始

る時期となります。

されますが、配属は3年生の後期に決定

病院実務実習先

東京大学医学部附属病院

抗がん剤の調整

します。薬学科の学生は、この時期に

5年生の後期には、アドバンスト実

しっかり教室や研究室等を見学し、自

務実習があります。これは、2.5 ヶ月の

分が望む卒論教室を選ばなければなり

薬局実習あるいは病院実習を修了した

ません。卒論教室の選択は、基本的に

学生に対して、希望者を対象に薬局で

は学生本人の希望が優先されますが、

1 ヶ月間の実務実習を行うものです。

各研究室には定員がありますので、必

これまで、このアドバンスト実務実習

ずしも学生の希望通りにはなりませ
ん。卒論教室は、卒業後も大変重要な

モデル薬局での実習風景

は国内の薬局での研修に限られていま
したが、平成26年度からはカナダの薬

役割を果たしますので、何度も足を運

【5年生】薬学科5年生は、病院2.5 ヶ月、

局での実務実習も行われるようになり

んで、希望に適った研究室を選んでい

薬局2.5 ヶ月の合計5 ヶ月間に及ぶ「実

ました。昨年度は一人の学生が参加し、

ただきたいと思います。

務実習」
を行います。病院の薬剤部や保

国内では経験できない多くの成果を得

険薬局という実際の現場において、今

てきました。今後は、国内外の病院で

まで学んできた知識や技能を確認する

のアドバンスト実務実習を行うことを

こととなります。薬剤師免許を取得し

計画しております。

ていませんので、作業がかなり限定さ
れた実習になりますが、大学で得た机

午後の実習に向かう学生たち

【6年生】6年生の最大の関心事は、就職

上の学問や患者のいない大学での実習

と卒業と国家試験合格です。本学では、

とは異なり、この実務実習では実社会

平成12年に国家試験の合格率の向上

という生の現場を経験するという千載

を目指し、薬学教育研究センターを設
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置しました。このセンターの中に薬剤

すます広く、かつ重要になる中で、医

対し、先進的な薬学領域に重点を置い

師教育研究部門があります。この部門

療現場では高度な専門教育を修めた人

た教育 ・ 研究を施し、高度の研究能力

の使命は、薬剤師国家試験の合格率を

材が強く求められています。本学では

と豊かな学識を有した研究者 ・ 教育者

向上させることですが、6年生で行わ

こうしたニーズに対応するため、より

の育成」を目標としています。

れる講義や試験等はこの部門が中心に

高度な研究能力と豊かな学識を養うこ

一方、創薬科学科の上には、総合薬

なって企画、立案しています。特に、5

とを目的に、大学院薬学研究科に修士

科学専攻修士課程
（博士前期課程、2年

年生までの成績が下位の学生に対して

課程
（博士課程前期）と博士課程（博士

制）と、総合薬科学専攻博士課程（博士

は、個人指導を行い成績の向上に努め

課程後期）を設置し、教育と研究の一貫

後期課程、3年制）があります。総合薬

ています。この他に、6年生前期には薬

した制度を確立して、確かな専門知識

科学専攻博士課程は、創薬科学科＋総

剤師に必要な知識や技能を修得するた

と高度な研究能力を備えた人材の育成

合薬科学専攻修士課程を基礎とし、
「薬

めに、大学独自の教育
（アドバンスト講

に努めています。

学領域を中心とする大学の教員 ・ 研究

義、アドバンスト卒論）
が開講されてい

薬学科の上には大学院薬学専攻博士

者、製薬企業等の研究開発担当者、薬

ます。また、卒業論文を作成して発表

課程
（4年制）があり、
「臨床 ・ 医療薬学

学 ・ 医療領域で活躍できる公務員等の

会を行い、卒業研究の単位を修得しま

研究コース」
「先進薬学研究コース」と
、

人材の育成」を目的としています。

す。全員が薬剤師国家試験に合格する

社会人を対象とした
「がん医療 ・ 臨床

以上、教学を中心に、1年生から大学

ことを目標としていますが、国家試験

薬学研究コース」の3つのコースがあり

院生までの概略を述べました。近年大

に合格することは、決してゴールでは

ます。本博士課程は、薬学科を基礎と

学に求められる責務も大きく変化し、

なく、優れた薬剤師になるための出発

し、
「医療の現場における臨床的な課題

大学改革が強く求められています。本

点に立ったに過ぎません。将来の薬剤

を対象とする研究領域を中心とした教

学も、社会の要請に応えるように大学

師像を見据えて、最終学年である6年生

育 ・ 研究を行い、臨床薬学 ・ 医療薬学

改革を実施しているところです。学生

を有意義に過ごしていただきたいと思

研究者や専門薬剤師など高度な職能を

諸君も、今一度、大学で学ぶことの意

います。

持つ人材、もしくは学部教育において

義について確り考えていただきたいと

臨床に係る実践的な能力を培った者に

思います。

【大学院】薬学の果たす社会的役割がま

新星館前

研究室での研究風景
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第3回日本臨床腫瘍薬学会学術大会

優秀演題賞を受賞して

実務教育研究部門 講師 湧井

宣行

世界保健機構
（WHO）の一部門である

てそのまま経管投与が可能となりま

国際がん研究機関（IARC）では、CPA

す。実際に調製者の口元付近に浮遊す

の発がん性に対してアスベストと同等

るCPAを捕集し、高感度分析機器によ

の危険度が最も高いグループ1に分類

り曝露評価を行った結果では、人体に

されており、調製者の曝露が最も懸念

影響のないレベルまで調製者曝露を軽

される抗がん剤でもあります。嚥下障

減することが確認されました。このこ

害の患者にはCPAの錠剤を粉砕して投

とから、本研究で開発した錠剤懸濁器

与しており、粉砕時に発がん性のある

具及び錠剤懸濁投与方法は、調剤者に

平成27年3月14日～ 15日に京都で開

CPAが大気中に飛散し、調製者が曝露

とって安全で、かつ簡便 ・ 安価な抗が

催されました第3回日本臨床腫瘍薬学

する危険性があることから、その予防

ん剤投与法となりえることが示唆され

会 学術大会にて優秀演題賞を受賞い

対策が求められております。

ました。今後も、抗がん剤の曝露防止

®

そこでエンドキサン 錠を代表とし

たしました。このような栄誉ある賞を

をテーマとした臨床に貢献できる研究
を遂行したいと考えております。

いただき大変嬉しく思っております。

た、経口抗がん剤調製者への薬剤曝露

受賞の対象となった発表演題は、
「経口

を回避する新規薬剤懸濁法
（錠剤懸濁

最後になりますが、本研究におきま

抗がん剤の調製時曝露を防止するため

投与器具及び錠剤懸濁投与方法）を開

してご支援 ・ ご助言を賜りました実務

の錠剤懸濁投与器具及び錠剤懸濁投与

発しました。錠剤を閉鎖空間で粉砕で

教育研究部門 櫻井正太郎教授、薬品

方法の開発」
になります。以下に受賞の

きるよう、シリンジ
（A）に錠剤粉砕用

分析教室 斉藤貢一教授をはじめとし

対象となった研究内容の概略を紹介さ

の突起物を取り付け、シリンジ
（A）の

た先生方に深く感謝いたしますととも

せていただきます。

注入口に三方活栓ともう一つのシリ

に、発表の機会を与えて下さった、大

ンジ
（B）を連結させた器具を作成しま

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。

経口抗がん薬のエンドキサン®錠
（シ
以下、CPA）は常

した。この器具の使用により、エンド

温で揮発するため、薬剤師など調剤者

キサン®錠はシリンジ内の閉鎖的空間

への曝露が多く報告されております。

で粉砕でき、更に、懸濁した薬液とし

クロホスファミド

学生の受賞等
①薬品毒性学教室 薬学科5年生 松田昌憲さん

演題名：『自然発症高血圧ラット（SHR）摘出動脈におけ

綜合臨床ホールディングス
「第2回SOGO学術委員会」に

る心房性ナトリウム利尿ペプチド、アセチルコリン、ニ

おける優秀賞を受賞

トロプルシドナトリウム誘発弛緩反応の動脈部位差の

論文題名：次世代が創る高齢者の健康長寿・医療支援モ

検討』

デル
「
『ALL JAPAN』
構想」

⑤薬剤学教室 修士課程 修了 赤木千夏さん

②薬理学教室 博士課程2年生 須田雪明さん

（現、興和（株）勤務）

第88回日本薬理学会年会
（名古屋）で年会優秀発表賞（英

日本薬学会第135年会で優秀発表賞を受賞

語口頭発表）
を受賞

演題名：『角層細胞間脂質の構造変化を利用した製剤成

演題名：「ヒト疾患特異的iPS細胞を用いたパーキンソン

分の吸収促進機構の解明』

病態下における代謝変動の解析」

⑥薬動学教室 博士 4年生 今理紗子さん

③薬理学教室 博士課程1年生 渡邉萌さん

日本薬学会第135年会で優秀発表賞を受賞

第88回日本薬理学会年会
（名古屋）で年会優秀発表賞（英

演題名：『モルヒネによる便秘はセロトニンの分泌亢進

語口頭発表）
を受賞

を介した大腸AQP3の発現増加により発症する』

演題名 ：「光遺伝学的手法ならびにDREADDシステム

⑦薬理学教室 6年生 佐々木美理さん

（ドレッド システム）を用いた痛覚伝達における中脳辺

日本薬学会第135年会で優秀発表賞を受賞

縁ドパミン神経系の機能解析」

演題名 ：『中枢性morphine誘発大腸輸送能低下作用に

④機能形態学研究室 5年生 松原花歩さん

関わる脳部位の検討』

日本薬学会第135年会で優秀発表賞を受賞
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先端生命科学研究所の設置と運営状況
ミクロ機能と、
「 くすり」や機能性食品

研究所脳科学総合研究センター）ら、各

分野の第一人者が名を連ねています。 の細胞薬理学的機序の解明を進めてい
一方、GriLは亀井淳三教授がセンター

ます。一方、GriLでは、共同研究ベー

長を務められ、積極的な産 ・ 官 ・ 学連

スに、様々な生命科学研究のシーズ探

携／共同研究を図っており、本学のイ

索を行っています。特に、新規の機能

ノベーションセンターと協力体制のも

性食品の開発や、それらの薬効解析に

とで運営されています。

重点を置いた研究を、L-StaRとともに
行っています。

L-StaRでは、エピジェネティクス研

左から 山本直樹 特任助教、田村英紀 特任講師、加
藤良規 特任准教授、五十嵐勝秀 副センター長/特
任准教授、成田年 センター長、大塚まき 特任助教

究
（成田、五十嵐、大塚、山本）、脳 ・ 神

本研究所は、文部科学省戦略的研究

経科学研究
（成田、田村）
、個体イメー

基盤形成支援事業や、農林水産省革新

先端生命科学研究所は、先端生命科

ジング解析と薬物送達研究（成田、加

的技術創造促進事業
（異分野融合共同

学研究センター（先端研 ： L-StaR）と

藤）を三本柱に、現在の薬学領域では

研究）、農林水産省技術革新を加速化

生命科学先導研究センター（先導研 ：

それぞれの専門性が高いために研究が

する最先端分析技術の応用研究支援事

GriL）
からなる、都市型の先端生命科学

分断されている、生命科学、病態科学、 業といった本学をあげた大型研究プロ

研究拠点です。L-StaRは私が初代セン

生理学、薬理学および薬剤学領域を横

ター長を務め、五十嵐勝秀先生
（副セン

断的、統合的に理解する
“領域横断的”

皆様からのご支援を受けて、本研究

ター長）
、加藤良規先生
（准教授）
、田村

な先端融合研究を展開しています。特

所の発足から1年を経過しましたが、

英紀先生
（講師）
、大塚まき先生
（助教）
、

に、1細胞（シングルセル）解析を含む

研究も軌道に乗ってまいりました。本

さらに本年度4月から山本直樹先生
（助

疾患依存的
“On”細胞の形質特性を理

研究所では、本学の将来ビジョン計画

教）が九州大学から加わり
（研究所所

解するために、遺伝子／タンパク質発

に則り、本学における看板研究を確立

属、L-StaR出向／派遣）
、6人の常勤で

現調節のトランスオミクス解析
（縦横

し、発展させ、社会貢献や人材育成に

研究を行っています。また、L-StaRの

断的網羅解析）を行い、さらには遺伝子

積極的に取り組むべき、精力的な活動

客員教授には、牛島俊和先生
（国立がん

工学を応用した神経回路網活性調節技

を行っております。

研究センター研究所）
、岡野栄之先生

術を駆使することで、それらの“On”細

先端生命科学研究センター長 成田 年

（慶応大学・医）
、加藤忠史先生
（理化学

胞の人工的活性化調節を試み、生体の

ジェクトを牽引しています。

副センター長

先端生命科学研究所
所長：田中隆治

先端生命科学研究センター
（L-StaR）
セ ン タ ー 長：成田年
副センター長：五十嵐勝秀
特 任 准 教 授：加藤良規
特 任 講 師：田村英紀
特 任 助 教：大塚まき
特 任 助 教：山本直樹
客 員 教 授：牛島俊和
客 員 教 授：岡野栄之
客 員 教 授：加藤忠史
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生命科学先導研究センター
（GriL）
セ ン タ ー 長：亀井淳三
特 任 教 授：塩田清二
特 任 教 授：鈴木勉

五十嵐勝秀
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ペプチド創薬研究室紹介

後列左から 木村
（由）
研究員、白井事務局員、
木村
（愛）
特任研究員、柴藤特任研究員

ペプチド創薬研究室は、本年4月に
本学の先端生命科学研究所の生命科学
先導研究センターのなかに寄付講座と
して設置されました。構成メンバーは
塩田（特任教授）
、柴藤
（特任研究員）
、
木村
（特任研究員）、白井
（事務職員）の
4名です。その他に協力研究者として
SHIODAライフサイエンス研究所の研
究員である長島、神保、相内、木村の4

名がおります。さらにOMIX解析担当
の筑波大学のランディープ（教授）博士
がおります。
私どものラボは種々の神経ペプチド
について基礎から臨床応用さらに創薬
の実現までを目指した研究室です。自
分の前職は昭和大学医学部解剖学教室
教授で、機能形態学的研究を40年近く
行ってきました。そのなかで特に視床
下部から1989年に発見されたPACAP
というペプチドに注目して研究を行っ
ています。このPACAPという神経ペ
プチドはホルモン、伝達物質、修飾物
質あるいは栄養因子としての機能をも
ちます。またPACAP受容体（PAC1R）
は中枢 ・ 末梢神経系の他に諸臓器に
も発現しています。生理的機能として
PACAPは細胞内のcAMP上昇を強力
に刺激し、類似ペプチドであるVIPの
千倍以上も強力であることが分かって

います。PACAPの神経系に対する機
能として、神経細胞死抑制作用、神経
新生 ・ 再生作用、神経前駆細胞からグ
リア細胞への分化誘導作用など多彩な
生理機能が知られています。最近我々
は、このペプチドがドライアイやドラ
イマウスあるいはドライスキンなどの
疾患の予防や治療に使えることを発見
し、特許化をしました。我々は、本研究
室においてPACAPによる脳梗塞、頭
部外傷、脊髄損傷などの予防・治療や、
ドライ症候群などへの創薬の確立を目
指していきます。今後本学あるいは世
界のこの分野の研究者の方々と手を携
えて創薬研究を推進したいと考えてい
ます。どうか宜しくご指導とご鞭撻の
ほどお願いいたします。
ペプチド創薬研究室 特任教授
塩田 清二

イノベーションセンター紹介

前列左から 小田嘱託職員、前田嘱託職員、堀内助教
後列左から 安嶋特任部長、Eko特任研究員、
亀井センター長、谷本担当部長

イノベーションセンターは、本学と
他大学等の研究機関との共同研究等や
地域との連携協力及び国際交流を推進
し、本学における研究及び教育の活性
化を図るとともに、地域社会の発展に
資することを目的として平成25年9月
に設置され、平成27年4月1日現在、セ
ンターに国際交流室（室長 亀井淳三
教授）、地域連携室（室長 杉田和幸教
授）及び薬剤師生涯学習支援室
（室長
亀井淳三教授、室長補佐 湯本哲郎准
教授）
の3室が併設されています。
現在、センターは、研究機関等との共
同研究や受託研究、知的財産権の獲
得 ・ 保護、外部資金の獲得、地域との
連携協力及び国際交流に係る支援事業

並びに認定薬剤師研修制度等の生涯学
習に係る事業を行っています。
イノベーションセンターには、亀井
淳三センター長、安嶋章隆特任部長、
谷 本 滋 担 当 部 長、Nugroho,Alfarius
Eko特任研究員、小田奈津記職員、薬剤
師生涯学習支援室には堀内正子助教、
前田美千絵職員が配置されています。
センター開設より亀井淳三センター
長を中心とした研究活動への積極的な
アプローチの結果、文部科学省や農林
水産省の大型プロジェクト研究を複数
獲得し、科研費や助成金等の獲得数も
上昇いたしました。これは教員を初め
とする研究者の研究意欲へ向上へと繋
がっております。
また、生涯学習支援室の事業である
講座の開催は、多くの受講者の皆様に
参加頂き、薬剤師の生涯学習の場とし
て定着しつつあります。同様に地域連
携室の活動としてお子様から大人まで
幅広く学べる公開講座の開催も行い、
好評をいただいております。
今後は学術交流を含めた国際交流支
援事業をより活発に行い、世界へ向け
た学生や研究者の輩出を目指す本学の
発展に寄与するセンターとして更なる
活動を行ってまいります。
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新職員紹介
・Nugroho,Alfarius Eko特任研究員
4月1日からイノベーションセンター
の特任研究員に着任いたしました。本
学の更なる国際交流及び研究活動の発
展に寄与できるように励みたいと思っ
ております。どうぞ宜しくお願い致し
ます。
・前田美千絵 嘱託職員
4月からイノベーションセンター薬
剤師生涯学習支援室に着任いたしま
した。多くの薬剤師の皆様の自己研鑽
のお役にたてますよう、これまで以上
に支援室業務に精励してまいりますの
で、どうぞ宜しくお願い致します。
・小田奈津記 嘱託職員
平成27年1月から着任いたしました。
イノベーションセンターでは外部資金
獲得に関する事務業務を担当させてい
ただいております。本学の研究機関と
しての更なる発展に寄与できますよう
努めさせていただきますので宜しくお
願い申し上げます。
イノベーションセンター

小田奈津記
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慶應義塾大学医学部・大学院医学研究科と星薬科大学間における
共同研究および学生交流に関する協定の締結について
平成26年9月に、慶應義塾大学医学

疾患のメカニズム解析やiPS細胞由来

醒下での脳エネルギー代謝のメタボロ

部 ・ 大学院医学研究科と星薬科大学間

神経幹細胞（自殺遺伝子を導入し、自家

ミクス ・ イメージング」というタイト

において、両大学間（学部間）の交流と

移植によるバイスタンダー効果を期待

ルでご講演頂き、また、平成27年5月に

協力を促進し、共同研究の充実や学生

した幹細胞）を用いた原発性脳腫瘍の

は、現在、国立研究開発法人日本医療

交流を目的として、研究教育協定が締

制圧に向けた研究を行っています。一

研究開発機構理事長、前慶應義塾大学

結されました。現在、星薬科大学から

方、星薬科大学薬理学教室には、慶應

医学部長兼医化学教室教授の末松誠先

慶應義塾大学医学部へ4名の学部学生

義塾大学医学部麻酔科医師（大学院生）

生にも
「ガス分子受容体の系統的探索

／院生の派遣、ならびに慶應義塾大学

ならびに口腔外科の歯科医師
（大学院

と機能解明」というタイトルで本学の

医学部から星薬科大学へ3名の大学院

生）が、研究生／研修生として所属し、

全学生にご講演頂きました。また、星

生の学生交流が実施されております。

オプトジェネティクスやDREADDと

薬科大学の大学院夜間講義において

本学の薬理学教室の大学院生ならびに

いった遺伝子工学技術を応用した神経

も、岡野栄之先生にご講義頂くなど、

学部生達は、慶應義塾大学医学部生理

機能制御による疼痛制御機構への影響

多方面に渡り研究/教育交流を行って

学教室の岡野栄之教授
（慶應義塾大学

についての研究を、日々行っています。

おります。

医学部長）
のご指導のもとで、疾患特異

平成27年の1月には、慶應義塾大学医

薬理学教室 教授

成田

的iPS細胞を用いた神経変性疾患/精神

学部医化学教室の杉浦悠毅先生に
「覚

講師

巻

年
直子

チュラロンコン大学薬学部教員の来校
ら3か月、2名の学生さんを受け入れる
ことになりました。また、将来的には
学術研究以外にも、製薬企業、化粧品
企業、病院 ・ 保険薬局等での研修受け
入れ先が有ればぜひ学生を派遣したい
との話もあり、今後さらなる学生の受
け入れに向けて協議を続けていくこと
になっております。
本学では、ドイツ国ヴュルツブルグ
大学を始めとして海外8大学と学術交
2014年11月13日 に タ イ 国 チ ュ ラ

薬学部の学部学生が本学において研修

流協定を結び、国際交流を進めてお

ロ ン コ ン 大 学 薬 学 部 長Rungpetch

を行うことの可能性を協議することで

ります。本年よりイノベーションセン

Sakulbumrungsil教授をはじめとする

した。チュラロンコン大学薬学部では

ター内に国際交流室を設置することで

教員8名が本学を訪問されました。本学

学部6年時に数週間単位でローテショ

国際交流をより積極的に進める環境を

とチュラロンコン大学薬学部は2007年

ンを組んで、製薬企業、化粧品企業、

整備しました。カナダ ・ バンクーバー

に学術交流協定を締結し、交流を続け

病院 ・ 地域薬局、そして大学研究機関

での海外アドバンスト実務実習も開始

て来ました。今回の来学では、より積

等での研修を行っています。この一環

されました。今後はチュラロンコン大

極的な交流を行えるように学術交流協

として、学術研究を目的とした研修を

学のように本学の院生 ・ 学部学生をよ

定を改訂し、新たに締結するとともに、

本学で行いたいとの申し出を受けまし

り積極的に海外派遣できる体制を作り

今後の学術交流に関する打ち合わせを

た。研修期間は当初6週間とのことでし

上げていきたいと考えております。

行いました。

たが、6週間で一定以上の成果を出す

今回のチュラロンコン大学教員の来

のは困難であることから3か月間の研

学の第1の目的はチュラロンコン大学

修を行うことで一致し、本年6月中旬か
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イノベーションセンター 国際交流室長
亀井

淳三
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カナダにおけるアドバンスト実務実習
平成26年度より薬学科6年次生のアドバ
ンスト・コースのカリキュラムに「海外薬
局研修」が加えられました。海外の薬剤師
業務に直接に触れながら、異なる医療制
度のもとでの薬剤師業務や医療における
役割を学ぶことを目的とし、同時に語学
力やコミュニケーション能力を身につけ、
国際的な視野に立つことのできる薬剤師
の養成も期待しています。
平 成27年2月1日 〜28日 の4週 間 に わ た
り、本学の提携するカナダのバンクーバー
市の2か所の薬局において、現地で薬剤師
として活躍する椿井真貴先生の指導のも
と、5年次生の野口佳奈子さんが実務実習
に取組みました。
＜実習プログラム＞
1. 薬局における実習（週3〜4日の実習）
（1）Oakridge Pharmasaveにて
・調剤業務に参加（受付・調剤・監査・
カウンセリング）
・処方入力体験
・一包化調剤への参加
・カナダBritish Columbia州の医療制
度・保険制度について学ぶ
（2）Burrard Pharmasaveにて
・調剤業務全般の見学
・加圧靴下指導
・薬剤師による皮下・筋肉注射の実
施見学
・薬剤師とテクニシャンの業務内容
の相違について学ぶ

2. 特別実習・フィールドトリップ
専門知識や技術を修得した薬剤師 ・ 助
手に以下のような指導を受けた。
（1）血液透析
・病院での透析の見学
・透析患者さん宅への訪問に同行
（事
前に業務内容、服薬指導のアウトラ
インを翻訳し持参）
（2）メサドン療法
・薬物依存者のためのメサドン療法
を学ぶ
（3）
Professional Compounding Centers
of America（PCCA）
・認定薬剤師・助手による指導のもと
カプセル、外用薬などを調剤
（4）調剤業務以外の薬局業務、メディカ
ルサプライ、OTCについて学ぶ
＜実習の引率を終えて＞
カナダでの薬剤師の職務内容や地位は、
日本とはかなりの差があることを感じま
した。薬剤師の主な業務は処方監査、調剤
監査、服薬指導とされ、その他の業務
（調
剤、ピッキング、製剤）はテクニシャン、
アシスタントという制度が確立し、業務
分担が明確化されています。また、特殊な
資格を取得することにより薬剤師が皮下・
筋肉注射を実施することが可能となって
います。医師と対等な関係であり、さらに
は処方権も与えられ、信頼される職業No.1
としての地位が確立しています。
この海外薬局研修制度を通して、海外

カナダにおけるアドバンスト実務実習
平成27年2月1日～ 28日の間、カナダの
バンクーバーにおいて実務実習をして参
り ま し た。主 にOakridge Pharmasave、
Burrard Pharmasaveで の 薬 局 実 習 を 行
い、そのほかVancouver General Hospital
の見学、UBC（University of British
Columbia）の訪問等も致しました。
薬局実習では、医療システムや保険の
仕組み、処方箋のルール等を学び、また実
際に手を動かし調剤、一包化、薬局製剤の
作成も致しました。OTC併設店であった
ため、OTCのカウンセリングの様子も見
学させていただきました。
バンクーバーでは医師不足の深刻化に
伴い、薬剤師による注射の実施が許可さ
れるなど薬剤師の仕事の幅が徐々に拡大
されています。また調剤助手の活躍によ
り、薬剤師は処方内容や患者さんのカウ
ンセリングに重きを置くことができます。
日本の薬剤師とバンクーバーの薬剤師は
立場から仕事内容から全てが異なり、衝
撃を受けました。また病院実習、薬局実習
を終えてからのカナダ実習であったため、
よりカナダと日本の薬剤師の違いを感じ

カナダ実習先 椿井指導薬剤師（右端）

カナダ実習先 薬局内の調剤棚

実務教育研究部門 講師

山村

薬学科5年（実務実習生） 野口

ることができました。
病院見学では調剤室、感染症対策チー
ムのカンファレンス、透析センターの見
学や、薬剤師をはじめとする医療従事者
の方や患者さんとお話をさせて頂きまし
た。UBCでは現役の薬学生や医学生とお
話をしましたが、大学生活を心から楽し
んでいる様子や自らのこれからの人生を
しっかり見据えている様子に刺激を受け
ました。
初めての派遣学生ということで当初は
不安もありましたが、バンクーバーで出
会った皆様が温かく迎えてくださり、心
から楽しむことのできた1か月となりまし
た。貴重な経験をさせていただいたこと
に感謝しております。今後も一人でも多
くの学生が、この素晴らしい海外研修を
経験できることを願っております。
最後になりますが、このような貴重な
機会を与えて下さった亀井先生、山村先
生をはじめとする諸先生方、バンクーバー
において私を支えて下さった椿井先生を
はじめとする全ての方々に心より厚く御
礼申し上げます。
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の薬剤師の役割や医療制度に直接に触れ
ることにより、グローバルな視点をもつ
資質の高い薬剤師の育成につながる実習
となることを確信いたしました。

Burrard Pharmasave

薬局製剤（カプセル）を作成

美保

佳奈子
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ドイツ・ヴュルツブルグ大学留学報告

薬理学教室

ヴュルツブルグ大学 薬理学教室の研究棟

博士課程3年

相良

篤信

マイン川を中心としたヴュルツブルグの優美な街並み

2014年11月18日から12月19日まで1 ヶ月間ドイツ・

（G-Protein Coupled Receptor : GPCR）に関する研究に

ヴュルツブルグ大学
（Julius-Maximilians-Universität

取り組みました。GPCRは多様な刺激を受容しヘテロ

Würzburg）に留学させていただきました。2013年に星

三量体Gタンパク質を介して、その情報を細胞内に伝

薬科大学とヴュルツブルグ大学は学術交流協定を締結

達する7回膜貫通型タンパク質としてよく知られてい

しており、その交流の一環で留学の機会に恵まれまし

ます。ヒトには多くのGPCRの存在が報告され、現在

た。私が留学期間中に経験できたことを報告させてい

までに開発されてきた薬物の実に40％以上はGPCRを

ただきます。

ターゲットとしているため、薬学にとってどんなに重

ヴュルツブルグ大学はX線の発見で著名なレントゲ

要なものであるかを疑う余地はありません。私は蛍光

ン博士をはじめとしたノーベル賞受賞者を14名輩出し

共鳴エネルギー移動（Fluorescence Resonance Energy

た名門大学であり、各分野でレベルの高い研究が進め

Transfer ： FRET）を計測する技術を用いてGPCRの1

られています。また長崎の出島で活躍した医師シーボ

つであるμオピオイド受容体の各アゴニストによる受

ルトはこの街に生まれ、医学を学んだ後、鎖国の日本

容体活性化や下流シグナリングの解析を勉強させてい

に赴任しています。

ただきました。研究室内には数えきれないほど様々な
顕微鏡が配置されており、日々スタッフや学生の方々

ヴュルツブルグはフランクフルトから鉄道で約1時

に指導いただくことができました。

間程度に位置する人口約13万人のフランケン地方の中
央都市で、ロマンティック街道の起点であることでも

研究室では週一回の全体ミーティングがあり、英語

有名です。世界遺産のレジデンツや立派な大聖堂が並

でのディスカッションが行われました。研究室内は半

び、マイン川の両岸にはワイン畑が広がる優美な街で

分がドイツ人、あとの半分はドイツ国外からの留学生

す。ヴュルツブルグは大学街として街の至る所に大学

等で構成されており、ドイツ国内でありながら日常的

の建造物が並んでおり、2万人以上の学生がヴュルツ

に英語でのやりとりされていました。ドイツの方々は

ブルグ大学で勉学に励んでいます。

ネイティブに近いほど英語が堪能であることに非常に

私はDepartment of Pharmacology（薬理学教室）の

驚いたと同時に、私自身今後さらに語学の習得に努め

Carsten Hoffmann教授ならびにMartin J. Lohse教授の

なければならないと反省しました。ドイツの方々は非

ご指導の下、日々研究室にて学ばせていただきました。

常に親切で、私の拙い英語にも理解を示してくれまし

日本における薬学教育では学部生が各研究室に配属さ

た。

れますが、ドイツでは基本的に学部生の配属は行われ

留学前の2014年のセミナーにて、私はドイツ現地で

ないため、研究室にはPh.D. student（博士課程）
が中心

薬剤師として活躍されている唯一の日本人、アッセン

となり研究を遂行しています。また薬理学教室のみで5

ハイマー慶子先生のお話を伺う機会がありました。ド

階建ての研究棟を1つ所有しているため、充実した広大

イツは医薬分業としての歴史は古く、13世紀から
「薬

な施設には驚かされました。

剤師」は薬の専門家として医療に貢献してきました。私
は基礎研究のみならず6年制薬学教育の卒業生として、

薬 理 学 教 室 で はGタ ン パ ク 質 共 役 型 受 容 体
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ドイツにおける実際の臨床現場や薬剤師のあり方に

した。ドイツの12月は各都市でクリスマスマーケット

大変興味があったため、そのご縁で留学中に慶子先生

が開催され、有名なニュルンベルクのクリスマスマー

が開局されているセントラル薬局
（Central Apotheke:

ケットを訪れることができ素晴らしい経験をすること

Apothekeはドイツ語で薬局の意味）にて幸運にも2日

ができました。さらにローテンブルグの美しい景色を

間研修を受けさせていただくことができました。ドイ

見せてくれた彼らには本当に感謝しています。

ツの薬剤師は人々に信頼されながら地域の医療を支

1 ヶ月間の留学では研究だけでなく、多くのドイツ

え、どんな相談にも応対する街の科学者としての姿を

の文化に触れさせていただけることができました。

見ることができました。ドイツ薬剤師の方々のマイン

黙っているだけではことは進まず、何事にも積極的に

ドを参考にして、実践していきたいと強く感じました。

行動し、満足がいくまで問題解決に取り組むドイツ人

12月8日からの5日間、本学の亀井 淳三 教授、米持

の姿勢は忘れません。また国外から日本を見たときに、

悦生 教授、杉田 和幸 教授、落合 和 准教授がヴュル

本当に恵まれた環境で生活を送っていることを強く実

ツブルグ大学を訪問して下さいました。またLorenz

感しました。日々の感謝を忘れずに、留学させていた

Meinel教授が開催して下さった星薬科大学とヴュルツ

だいた経験を今後の研究に生かしていきたいと思いま

ブルグ大学とのジョイントシンポジウムが盛況にとり

す。

行われました。

最後になりましたが、このような素晴らしい留学の

滞在中は交流の一環で2014年夏にヴュルツブルグ大

機会を与えて下さった田中 隆治 学長先生、国際学術

学から星薬科大学に留学されたAnna Mütterleinさん、

交流委員長 亀井 淳三 教授ならびに国際学術交流委員

Steiger Christophさんに現地で大変お世話になりまし

会の先生方、またドイツでの生活をご支援いただいた

た。彼らの協力がなければ、私はドイツでの充実した

ヴュルツブルグ大学のLorenz Meinel教授に深く感謝

生活を送ることができませんでした。

致します。さらに多大なご高配を賜りました薬理学教

週末には実家に招待していただいたり、勉学で忙し

室 成田 年 教授 ならびに教室員の皆様にこの場を借

い中、様々なドイツの観光名所や食事に誘ってくれま

りて厚く御礼申し上げます。

薬理学教室前でCarsten Hoffmann教授と

アッセンハイマー慶子先生ご指導の下
セントラル薬局にて薬剤師としての研修

ヴュルツブルグの象徴である世界遺産レジデンツ

ヴュルツブルグ大学の先生・学生方との交流会
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星薬科大学ホームページ
（公式サイト）
のリニューアルについて
平 成27年4月1日
（ 水）に 本 学 ホ ー ム

た。各閲覧者が一番得たい情報を如何

ページ（以下、HP）をリニューアル致

に簡単に見つけられるか検討した結

しました。

果、閲覧者の属性ごとにページを作成

大学全入時代を迎えた今日におい

することにしました。

て、限られた経営資源のなかで、如何

また、トップページのInformationを

に戦略的に広報を推進するかが多くの

『お知らせ』
『ニュース』
『受賞情報』に区

大学にとって課題となっております。

分しました。旧サイトでは、全ての情

その中で、不特定多数者へ速報性を

報 が ひ と つ のInformationに 掲 載 さ れ

持って情報発信を可能とするWeb広報

ており、新着情報を時系列的に見るこ

は重要な役割を担っております。

とには適していましたが、多くの情報

本学のHPは平成19年に作成された

が混在していたため、見づらい状況に

もので、視覚的 ・ 技術的に古く、更新

ありました。このため、過去数年分の

作業が煩雑であったため、速報性に課

新着情報を分析した結果、当該三区分

題がありました。そこで、広報委員会・

とすることにしました。
『 お知らせ』に

総務部が中心となり、半年をかけてリ

は入試に関わる情報、
『 ニュース』には

ニューアルを行いました。

本学の最新情報を掲載しています。
『受

まずは、本学HPの現状を把握するた

賞情報』は田中学長のアイデアであり、

めに、閲覧者環境調査を行いました。

教職員 ・ 学生問わず、学会等での受賞

その結果、閲覧者のうち50.2%がスマー

者についての情報を掲載しています。

トフォン
（以下、スマホ）から、44.2%

これは、学外への情報公開の意味合い

がパソコンから、5.6%がタブレットか

だけでなく、学会発表に向けて教職

らアクセスしていることが判明しまし

員 ・ 学生のモチベーションを高めるこ

た。このことから、スマホ化対応を優

とも目的としております。なお、受賞

先課題としました。この対応をするこ

者には、研究内容、受賞された感想等

とで、スマホから本学HPを閲覧した

について、原稿を作成していただいて

際、サイトが縮小表示されることがな

おります。特に、薬学に詳しくない方

くなり、どの機種のスマホ ・ タブレッ

が読んでもわかるように作成していた

トにおいても、一番最適な大きさで表

だいているため、他大学からも面白い

示されます。実際に、リニューアル後

と評価を受けております。

は、スマホ画面からも操作がしやすく

今回のリニューアルには、広報委員

なり、文字が小さくリンクを押しにく

会 ・ 情報委員会 ・ 管財部等の多くの

いといった問題が生じなくなりまし

方 々 に ご 協 力 を い た だ き ま し た。こ

た。

の場を持って御礼申しあげます。今後

次に、トップページに
『受験生の方

旧HP

も効果的な広報を念頭に入れながら、

へ』
『在学生の方へ』
『卒業生の方へ』
『一

ホームページの改善にむけて取り組ん

般 ・ 地域の方へ』のページを設けまし

でいく所存です。
総務部

髙橋

俊介

新HP
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「星薬科大学特製白衣」
の紹介

田中学長と星薬科大学特製白衣受賞者（H27.3.15学長室にて）

「星薬科大学特製白衣」
の誕生
「星薬科大学特製白衣」は、学部生及
び大学院生が学会等で受賞するなど、

星薬科大学特製白衣

キー」の企画立案制作者の佐伯さんな
らではと感心致しました。
アンケートに基づき学生たちの要望

「星薬科大学特製白衣」の特徴
左胸には、星薬科大学の校花である
「ムラサキハナナ」の紫色で星薬科大学

その顕著な活躍に対する大学からの褒

も踏まえて、さらに大学院生、また生

ロゴマークと「HOSHI UNIVERSITY」

賞として、制作されました。

協の皆さんにもご意見を頂きながら、

の文字が刺繍されています。左腕には、

特製白衣を制作するにあたり、授与

特製白衣のデザイン、星薬科大学のロ

学生一人一人の氏名を刺繍し、色は

される学生たちの意見を取り入れ、学

ゴマークのデザイン、そして氏名を刺

ゴールドとオレンジの2色から選択で

生たちに喜ばれるデザインにしたいと

繍する位置やカラー等検討を重ね、平

きます。白衣のデザインはシングル ・

考え、一昨年卒業したばかりの
「星薬

成27年3月に、星薬科大学を愛する皆の

ダブルから選択することとし、世界に

科大学ユースアドバイザー」の佐伯朋

思いがギュっとつまった
「星薬科大学

たった1枚の
「星薬科大学特製白衣」と

哉さん
（平成25年度卒 東京女子医大勤

特製白衣」が完成いたしました。

なります。

務）にご意見ご協力を頂き進めました。

平成26年度の
「星薬科大学特製白衣」

まず始めに他大学及び病院等の白衣

授与対象者は学部生 ・ 大学院生を合わ

のデザインを調査して頂き、そして、

せて、男子22名、女子12名の合計34名

実務教育研究部門の先生方にもご協力

です。平成27年3月で卒業した学生・院

を頂き、本学学生たちへのアンケート

生には、3月15日の学位記授与式にお

調査も行って頂きました。アンケート

いて、星薬科大学特製白衣授与式が行

対象学生は、研究室に配属になる4年

われ、田中隆治学長より授与者を代表

生、病院 ・ 薬局での実務実習を行う5

して薬動学教室修士2年廣部隆太さん

年生を対象にアンケート調査を行って

に賞状と共に授与されました。

頂きました。アンケート回収率は4年

渡邊

平成27年4月以降在籍する男子13名、

生93.25%、5年生86.24%で、さすが平成

女子8名、合計21名に対しては、5月8日

25年度卒業記念パーティー実行委員長

に開催された創立記念式典において星

であり、また、本学のイメージ動画
「星

薬科大学特製白衣授与式を執り行いま

薬科大学

した。

恋するフォーチュンクッ

学長秘書
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キャンパスに咲く「ムラサキハナナ」

明美
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図書館に「ラーニング・コモンズ」
オープン
ロジェクター（3台） 50インチ液晶モ
ニ タ ー（3台） LANシ ー ト（3台） ホ
ワイトボード（7台） 机・椅子
（130席）
利用できるのは、本学の学生、教職員
で、図書館開館日の9 ： 00から、閉館30
分前までです。授業での利用では予約
の上、貸切とし、既に10コマの授業が
実施、或いは予約済みとなっています。
また、定期試験の2週間前から試験終了
日まで、薬剤師国家試験1 ヶ月前から
試験前日までは、静かに学習する従来
の「学習室」としての利用とします。

図書館はこれまでの
「学習室」を改修

ができるスペースです。机は組み合わ

し、4月13日、新たに
「ラーニング ・ コ

せ自由で、LANシートを備えた大型机

従来の図書館の資料
（図書、雑誌）に

モンズ」
としてオープンしました。これ

では、シートにパソコンを接触させる

加えてインターネット上の様々な情

は文部科学省の平成26年度
「私立大学

ことで無線によるネットワーク通信が

報、各種ソフトウェア、情報機器を活

等教育研究活性化設備整備事業」の補

可能となります。

用し、図書館が新たな学びの場として

助金により整備したもので、学生がグ

主な設備は次のとおりです。視聴覚

ループワークやディスカッション、プ

設備一式
（150インチスクリーン、液晶

レゼンテーションの練習等をすること

プロジェクター） ポータブル液晶プ

利用されることを願っています。
図書館課長

藏野由美子

絵画の設置について
学生時代は、美術部に所属され、平成
16年からは廣畑正剛氏（一水会常任委
員）に師事され、油絵を中心に描かれて
きました。
絵画は2点とも「大調和展」の入選作
品です。大調和展は、毎年上野の東京
都美術館にて全国公募の絵画を発表
している展覧会で、大調和会は東京都
後援の絵画公募団体です
（大調和会公
式ホームページより）。
「Artichoke」は
平成23年度 第50回大調和展、
「 アマル
平成27年3月に本館3階の通路と百年

㎜）
の大きさで、南イタリアの教会の回

フィー ・ 教会」は平成24年度 第51回大

記 念 館1階 入 口 に2点 の 絵 画 が 設 置 さ

廊が描かれています。コンクリート打

調和展の入選作品です。髙田様の別の

れました。本館3階に設置された絵画

ちっぱなしの壁に、大きさ、色調もよ

作品は、2014年の同展覧会で東京都知

「Artichoke」 は、F15号（652×530㎜）

く合っていて、入館者の目を楽しませ

事賞を受賞されています。

の大きさで、薬用植物園のアーティ

てくれています。

設置にあたって、田中学長から髙田

絵画は、本学の卒業生、髙田
（旧姓

様に感謝状が贈呈されました。2点の

殺風景だった通路は少し明るい雰囲

及川）直子様からの寄贈によるもので

絵画は、本学卒業生からの貴重な寄贈

気になり、同じフロアにある自習室で

す。髙田様は昭和45年度に本学を卒業

品として、末永く大切に展示されるこ

学んだ学生を癒してくれています。ま

され、東京薬科大学大学院修了後、麻

とになります。

た、百年記念館に設置された絵画
「アマ

布大学の教員を永く務められ、平成25

ルフィー ・ 教会」は、F30号
（910×727

年3月に同大学を定年退職されました。

チョークと本館が描かれていいます。
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佐藤

史朗
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部門の設置およびセンター・講座等の改組について
大学入試の多様化あるいは学生の基

27年4月から新星館5階にて再出発しま

の減少、グローバル化の進展等によ

礎学力の低下等が問題となっており、

した。今後、本センターを中心に、大

り、大きく変化しています。星薬科大

学ぶべき学問の質と学生の資質との

学全体の教育実習の内容や実習を指導

学は、建学の精神と教育の理念に基づ

ギャップが拡大する傾向にあり、退学

する教員の配備等が行われるようにな

く教育研究活動を永続的に発展させる

者や留年者および卒業延期者の増加や

り、実習の効率化と質の向上が図られ

ため、2025年から2030年を見据えたビ

国家試験の合格率の低下を招いていま

ます。特に、本センターでは、これまで

ジョンを平成24年度に策定しました。

す。このような現状に鑑み、特に成績

行われていた「教員から学ぶ教育」から

1.世界に通用する国内有数の研究型大

下位の学生を指導して、ストレート卒

「自ら考える教育」に実習内容を改め、

学を目指す、2.日本国内有数の薬系教

業率の向上および国家試験の合格率の

「生きる力」を培うことに重点をおいて

育機関を目指す、3.国際化及び多角的

向上を使命とする
「総合基礎薬学教育

実習をおこない、本学のビジョンに即

な産学官連携を推進する、4.社会連携

研究部門」が設置された次第です。本部

した研究者や社会が求める薬剤師の育

を通じて社会貢献を果たす、5.社会の

門では、各学年20名程度の学生を対象

成に務めます。

変化に対応できる大学経営を目指すの

に、学生一人一人の進捗度に合わせた

研究や教育の効率化や質の向上を図

5つです。平成26年度には、それらを実

きめ細かな指導を行い、学生の基礎力

る目的で、講座 ・ 研究室 ・ センター等

現するための行動計画が策定されまし

や能動的学習能力の向上に努めます。

も次のように統廃合しました。薬理学

大 学 を 取 り 巻 く 環 境 は、18歳 人 口

たが、その一環として、
「総合基礎薬学

薬学部では、卒業研究に入る前に、

教室と薬品毒性学教室の統合
（成田

教育研究部門」の設置、
「 教育実習セン

基本的な技能、態度および研究マイン

年教授、森

友久准教授、葛巻直子講

ター」の強化ならびにセンター ・ 講座

ドを修得させるための実技教育
（実験

師、芝崎真裕助教、河田美穂助教）
、医

等の改組が行われました。

を中心とした実習）を行っています。本

療薬剤学教室と創剤構築研究室の統合
（大西

啓教授、服部喜之准教授、池内

薬学教育センターは、本学の教育の

学では、この実技教育を、薬剤師養成

中枢を担う組織であり、学生全体の学

のための実技教育（実務実習）と区別し

由里講師、川野久美助教）、衛生化学教

力向上を目指し、平成12年度に開設さ

て、教育実習と呼んでいます。この教

室と病態機能制御学研究室の統合（高

れました。現在は、薬剤師国家試験の

育実習の中枢を担う組織が
「教育実習

橋典子教授、山崎正博准教授、高橋勝

合格を目指す学生の支援を行う
「薬剤

センター」であり、教育実習の効率化と

彦准教授、長谷川晋也助教、今井正彦

師教育研究部門」、ヒューマニズム教

質の向上を目指し、平成26年度に開設

助教）、薬品物理化学教室と放射線応用

育、実務実習事前学習、OSCEおよび

されました。これまで、本学の教育実

科学研究室の統合（米持悦生教授、遠藤

長期実務実習を主に担当する
「実務教

習は講座や研究室が中心となり、独自

朋宏准教授、古石誉之助教、郡司美穂

育研究部門」、高度臨床教育、臨床研

の内容と限られた教員によって実施さ

子助手）、生薬学教室と薬用植物研究室

究、薬剤師の職能開発の推進を目的と

れてきました。その結果、実習内容や

の統合
（森田博史教授、須藤

する
「薬剤師職能開発研究部門」の3部

実験器具等の重複、実習を指導する教

授、金田利夫准教授、平澤祐介助教）、

門があります。薬学教育センターの第4

員の不足等を招き、教育実習の改善が

臨床化学教室の閉鎖、教養科を総合基

番目の部門として、浅井和範教授
（部門

強く望まれていました。平成27年4月か

礎薬学教育研究部門と教養科
（重野豊

長、兼務、学部担当）
、亀井淳三教授
（兼

ら、
「薬学教育モデル ・ コアカリキュラ

隆教授、中川弘一教授、金澤洋子教授、

務、大学院担当）
、千葉義彦准教授、坂

ム」が6年制薬学教育の目的を明確に反

川崎勝義准教授、吉澤小百合准教授、

田

健准教授、竹ノ谷文子准教授、岩

映するものに改訂されましたが、この

香川博隆講師、山本

崎雄介助教からなる
「総合基礎薬学教

カリキュラムの改訂を契機に、
「教育実

以上のように、本学は「星薬科大学ビ

育研究部門」
が、平成27年4月、新星館4

習センター」が強化され、輪千浩史教授

ジョン 2025-2030」の実現に向けて、平

階に新設されました。医学、医療の急

（センター長）
、渡辺

聡講師、宮下正

速な親展に伴い、質の高い薬剤師の養

弘講師、笹津備尚助教、板橋武史助手

成が社会的要請となっている一方で、

の5名の教員からなる組織として、平成
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浩准教

弘講師）
に分割。

成27年4月から新しい組織として動き
出しました。
副学長

杉山

清
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教室紹介

生薬学教室

生薬学教室は平成17年4月に森田博

り、天然物ならではのユニークな骨格

ンの中には、未だ成分研究が十分に行

史教授が就任してから、今年の春で丁

を有する化合物の単離 ・ 構造決定を行

われていない植物も多く、機器分析に

度10年を迎えました。当教室は、この

い、新規物質の発見を目指しています。

より成分プロファイルを明らかにする

節目に
『薬用植物研究室』と組織統合

これらの研究では、東南アジアなどの

ことで、特徴ある個体や系統を見出し

し、新生『生薬学教室』に生まれ変わり

熱帯地域の研究機関と共同で未利用植

て行くものです。また、甘草など一部

ました。

物の開拓や伝承民間薬の調査等も行

の植物については各種無菌培養に取組

この新しい生薬学教室は、森田博史

い、これまで多数の新しいアルカロイ

み、倍数体育種や遺伝子組換え等によ

教授、須藤准教授、金田准教授、平澤

ド、テルペノイド、ペプチドなどを発

る品種開発の基礎技術とする他、無菌

助教のスタッフ4名の他、ポスドク1名、

見してきました。最近では、インドネ

培養による有用物質生産にも取組んで

大学院生5名、学部卒論生37名で構成さ

シアで採取したマメ科植物より強力な

います。

れています。また、当教室は以前より

抗マラリア活性を有する化合物の単離

また、新しい組織においては、森田

海外からの留学生を積極的に受け入れ

に成功し、合成研究や更なる活性評価

教授が『星薬科大学薬用植物園』の園

てきましたが、現在もマレーシア、イ

の研究を行っています。

長、須藤准教授が園長補佐として同園

ンドネシア、中国出身の学生が所属し

2つ目は、
『 天然物の新しい活性を見

を管理しています。大学構内の約3000

ており、国際色豊かなメンバーで研究

いだす』ことを主眼に置いたグループ

平方メートルの広さに薬用を中心とし

活動に励んでいます。

です。これらの研究では、新しく発見

た有用植物約800種が栽培されており、

講義科目については、准教授以上の

された天然物、あるいは構造は既知で

よく知られた民間薬や漢方薬、あるい

スタッフが「天然資源 I」
「 薬になる天
、

あるものの活性が明らかにされていな

は医薬品の原料となる重要な植物が見

然資源 II」、
「 薬になる天然資源 III」
、

い天然物を対象として、その生物活性

学できます。当教室では研究面でこれ

「化合物の構造決定」および、スタッフ

を解析しています。通常、天然物はご

らの施設も有効に利用すると同時に、

全員で1年次の化学系実習 I、創薬化学

く少量が単離されるのみです。また、

訪れる見学者に対して、生きた教材を

実習、3年次の化学系実習 III（生薬学

構造が複雑な化合物が多いことから、

いかに提供するかといったことも考慮

実習）
を担当しています。

これらは容易には市場に流通しませ

しながら運営しています。

当教室では、植物に由来する新しい

ん。したがって、構造が明らかであっ

以上のように、各グループはそれぞ

化合物、新しい生物活性、そして新し

ても活性が調べられていない天然物が

れ異なる知識と技術を持っており、こ

い栽培法や生産技術を見いだすことを

大半です。植物由来の天然物には意外

れまでもお互いの協力により多くの研

目指し、それぞれ3つのグループに分か

な程の高い率で生物活性を有するもの

究成果を出してきました。この春より

れて研究を行っています。

が多く、研究材料として、これらは宝

新しい組織となり、これからの研究活

の山と言えるのです。

動においてこれらを協力体制が、なお

以下、各グループの研究を紹介しま
すが、まず1つ目は『新しい天然物を見

最後のグループは
『薬用植物の品種

いだす』ことを主眼に置いたグループ

開発や生産技術開発』に関する研究を

教授

森田

博史

です。これらの研究は植物に含まれる

しています。本学薬用植物園で保存し

准教授

金田

利夫

天然由来成分を軸に研究を進めてお

ている多種多様な薬用植物コレクショ
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一層の相乗効果を生むことでしょう。
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新任教職員紹介
松澤 彰信
助教

河田 美穂
助教

薬品製造化学教室
最終学歴 ： 東京大
学大学院薬学系研
究科
研究内容 ： 新規不
斉触媒の開発

薬理学教室
最終学歴 ： 奈良先
端科学技術大学院
大学バイオサイエ
ンス研究科
研究内容 ： 細胞外
プロテアーゼの機
能解析

4月1日付で薬品製
造化学教室に着任
致しました。恵まれた環境の中で日々精進
し、学生と共に成長しながら世界最先端の
研究に取り組んでいきたいと考えています。
どうぞよろしくお願い致します。

学長室だより

4月より薬理学教室の助教に着任いたしま
した。伝統ある本学において、教育・研究の
さらなる発展に貢献できるよう、また、あら
ゆる視点から薬学を見つめ、新しい発見が
できるよう精進していく所存です。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。

＜第 2 話

内海 俊一
助手
薬剤学教室
最終学歴 ： 平成20
年3月 星 薬 科 大
学大学院修士課程
修了
前職場 ： 川崎市立
川崎病院
仕事内容 ： 病院薬
剤師として、内服 ・
注射薬などの調剤、抗がん剤調製、薬剤管理
指導、その他、栄養サポートチームで活動を
行っていた。
星薬科大学を卒業後、薬局 ・ 病院で薬剤師
として経験を積んできました。現場での経
験を活かし、また、大学職員として学びなが
ら、研究 ・ 教育ともに貢献していきたいと
思います。どうぞよろしくお願い致します。

星 一 を支えた人たち＞

ごきげんよう。星薬科大学学長室で
す。第2話は、星薬科大学の創立者星一
先生を支えた人たちをご紹介します。
1901年コロンビア大学を卒業した星
一は、1905年に帰国し翌1906年に星製
薬所を創立すると湿布薬
「イヒチオー
ル」の 事 業 化 に 成 功 し ま す。1910年、
当時の薬品製造者が問屋に依存してい
た慣習を廃して特約店制度を敷き、日
本で初めてのチェーン店組織に改めま
す。全国35,000以上のホシチェーン店
の全てに
「くすりはホシ」の看板が掲げ
られました。

ホシチェーン店の看板
星一の理念
「親切第一」が記されていた

を、図表で表してみました。

1915年、今からちょうど100年前、日本

後、衆議院議員4期、参議院議員を1期

で初めてモルヒネの製造に成功した星

務め、
「実業家」
「政治家」
「教育者」と3つ

次回第3話では、1901年フィラデル

一は、その後、コカイン、キニーネの製

の顔をもつ星一の波乱に満ちた77年間

フィアで知り合い、星が経済的に助け、

造にも成功し、後に「製薬王」と呼ばれ

の生涯には、星一の人生を彩ったさま

終生良き友人であり、協力者であった

るようになります。

ざまな人たちがいました。星の思想に

野口英世についてご紹介します。お楽

多大な影響を与え、また窮地を救い、

しみに。

一方で、1908年、出身地福島県にお
いて衆議院議員に初当選すると、その

献身的に協力をした人たちとの出会い
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学長秘書

渡邊

明美
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バドミントン部
部活の楽しさを教わったりしました。

こんにちは！

夏合宿は、5泊6日で基礎体力の強化を目的とした練

バドミントン部です。
現在バドミントン部は部員
（男子22名 女子38名）で活

習が主に組み込まれた合宿になっています。去年は新

動しています。例年より多くの新入生が入り、以前にも

潟県の妙高高原で行われました。バドミントンをする

増して賑やかな部活となりました。

上で欠かせない動きに慣れるために一つ一つの練習を

部員のうち半数以上が大学からバドミントンをはじ

じっくり行い、自分の課題を見つける事を目標にして
います。そして最終的に秋薬連までに自分の課題を克

めています。
普段の活動は、毎週火水土の3回体育館の二階で練習

服する事を目指しています。夏合宿は厳しい練習ばか

を行っています。全体練習ではフットワークやステッ

りだけではなく、レクレーションや先輩と後輩の試合

プ走など基礎的な動きが練習に組み込まれており、大

など様々な事が組み込まれています。さらに、一年生大

学から始めた人でもこなせる内容になっています。自

会が5日目に行われ、大いに盛り上がる夏合宿となりま

由練習では自分のやりたい練習をしたり、先輩たちと

す。
12月には3年生の引退式があります。お世話になった

楽しく試合をしたりしています。
主な行事としては、春と秋の関東薬学連盟バドミン

3年生に感謝を込めて、盛大に行われます。去年行われ

トン大会（薬連）や夏に行われる合宿、他校との練習試

た引退式では、3年生からのメッセージを一人一人から

合など様々なことを行っています。特に秋薬連では、一

頂いた時はとても感動しました。

年生が主体として参加する新人戦があるので、自分の

バドミントン部はいろんなイベントを通して同輩は

課題を見つけるきっかけになると思います。去年の春

もちろん、先輩や後輩とも仲良くなることができます。

薬連は、男子シングルス優勝と準優勝、男子ダブルスベ

なので、とても雰囲気が良いです。また、初心者、経験

スト4、男子団体3位、秋薬連は男子団体準優勝と高成績

者ともにこなせる練習を行っているので、辛いことも

を残しています。

ありますが、楽しく充実した部活だと思います。もしも

バドミントン部では様々なイベントがありますが、

バドミントンに興味があれば気軽に体育館の二階にお
こし下さい。初心者も経験者も大歓迎です。

思い出に残ったイベントをいくつか紹介します。

最後になりましたが、これからも部員全員で力を合

新入部員を歓迎する新歓ハイクでは、先輩との交流
を図るために今年はディズニーランドに行きました。

わせて、技術を向上させ次の大会でも良い成績を残せ

先輩から学校生活についていろいろな話を聞けたり、

るように頑張っていきたいです。
バドミントン部部長
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アロマセラピー研究会
沖縄研修を終えて～アロマを通して地域交流を図る～
しめるように考えました。

本研究会が発足してから初めての合

グ音楽が流れていて、まるでエステサ

宿を9月3〜7日に沖縄にて行いました。

ロンにいるかのような空間づくりが成

文化祭当日は、生憎の雨模様で誰も

全5日間の合宿内容は、実りあるものに

されていました。部員たちは薬局とし

来ないのではないかというネガティブ

したいという私の考えから
『遊びと学

ては珍しい洗練された空間に緊張しつ

な考えが頭をよぎりましたが、のべ87

びの両立』
を目標に掲げ、研修と称し沖

つも薬剤師の方やアロマセラピー有資

名の高江洲小学校の生徒と保護者の方

縄の薬草園見学、薬局見学、小学校で

格者の方からお話を聞き、未来の薬剤

が足を運んでくださいました。子ども

の「出張型文化祭」
を行いました。

師像を膨らませているようで想像以上

たちは自分で作ったアロマスプレーや

の盛り上がりをみせました。

入浴剤を大事そうに持って帰る姿を見

薬草園は南城市市内にある沖縄長生
薬草本社にて、職員の方にお話を伺い

研修の締めくくりとしてうるま市内

て「出張型文化祭」を開催して良かった

ました。都会とは違う灼熱の太陽と葛

の高江洲小学校にて「出張型文化祭」を

と感じ、開催に至るまで困難が多かっ

藤しつつ沖縄ならではのウコンや月桃

開催しました。沖縄には薬学部がない

たこと等を想い出し目頭が熱くなりま

をはじめ、さまざまな植物について教

ことを知り、本研究会で学んできた“ア

した。部員たちにも又とない体験で一

えていただきました。また、アロマで

ロマセラピー”や“薬学”について沖縄

生忘れることのない思い出になったこ

お馴染みのローズマリーやペパーミン

の子どもたちが遊びながら学べる場を

とと思います。

トの葉に実際に触れ、品種によって香

提供できないかと考え、本学の文化祭

今回の研修でお世話になった沖縄長

りが違うことを実体験として学ぶこと

で培ってきた企画運営のノウハウを駆

生薬草本社ならびにティエラ薬局の

が出来ました。

使し
「出張型文化祭」と題し、高江洲小

皆様、高江洲小学校校長先生には深く

薬局見学では那覇市内にあるティ

学校の校内をお借りしてイベントを行

感謝申し上げます。また、ご指導くだ

エラ薬局に協力していただきました。

いました。アロマスプレーや入浴剤作

さった顧問の高橋勝彦先生、研修に参

ティエラ薬局ではアロマを取り扱って

りをメインに薬学に関するクイズやア

加してくれた部員たちに御礼申し上げ

おり、薬局に入ると同時に芳醇な香り

ロマに関するクイズのブースに分け、

ます。

が漂ってきました。薬局内はヒーリン

スタンプラリー形式で子どもたちが楽

アロマセラピー研究会部長
久保田
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