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平成27年度学位記授与式の挙行
平成27年度学位記授与式

創立者星一先生の胸像前での記念撮影

平成27年度学位記授与式を3月
田中学長より学長告辞が、大谷
15日
（火）に、星薬科大学本館メイ
卓男理事長より理事長式辞が述
ンホールにおいて執り行いまし
べられた後、特別奨学生表彰を行
た。当日は晴天に恵まれ、桜の蕾
いました。薬学科10名、創薬科学
も膨らむ中、キャンパスは色とり
科3名の特別奨学生に対し、表彰
どりの袴姿に身を包んだ女子学
状が授与されました。
生、凛々しい袴姿、スーツ姿の男
続いて、星薬科大学特製白衣授
子学生たちの誇らしげな笑顔と
与を執り行いました。星薬科大学
ご家族皆様の喜びの笑顔で溢れ
特製白衣は、学部学生及び大学院
ていました。
生が学会等で受賞するなど、その
学位記授与式は、来賓、理事、 顕著な活躍に対する大学からの
教員等の列席の下、
「 国歌演奏」で
褒賞として、平成26年度より制作
開始され、大学院学位記授与で
されたもので、賞状と共に授与さ
は、大学院薬学研究科薬学専攻博
れます。対象者7名の代表者が田
士学位取得者3名、総合薬科学専
中学長より賞状と特製白衣を授
攻博士学位取得者4名に対し博士
与されました。
学位記が、大学院薬学研究科総合
星薬科大学同窓会会長市川俊
薬科学専攻修士学位取得者14名
明様よりご祝辞を頂いた後、在学
に対し修士学位記が、田中隆治学
生代表送辞、卒業生代表答辞、そ
長より授与されました。
して、卒業生代表者より記念品の
大学学位記授与では、薬学科
寄贈があり、出席者全員による
245名、 創 薬 科 学 科25名 に 対 し、 「校歌」合唱、
「 蛍の光」斉唱で式は
田中学長より学位記が授与され
終了しました。同日午後には、品
ました。
川プリンスホテルにて、平成27年
度卒業記念パーティーを執り行
いました。
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学位記授与

理事・来賓の皆様

星薬科大学特製白衣授与
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平成27年度 学位記授与式 理事長式辞

私が本学の学校法人の理事長
の大谷卓男でございます。一言お
祝いを申し上げるとともに、お願
いを皆さんに申し上げて、はなむ
けとさせていただきたいと存じ
ます。
皆さん、学位記授与ということ
で、本当におめでとうございま
す。薬学の勉強というのは難しい
ですね。決して容易ではございま
せん。これをしっかりなされて、
ここにめでたくご卒業されたこ
とを心からお祝い申し上げます。
またご父母の皆さま、6年間ある
いは4年間というのは長かったと
思います。お子さま方を本当に長
い年月本学に通わせて、そしてご
協力をいただきました。ここにお
祝いを申し上げるとともに、心よ
り御礼申し上げます。
学長、また先生方、本当にあり
がとうございました。ここに社会
に巣立つ若人を送り出していた
だけることを、本学を代表して先
生方にも御礼申し上げます。
先ほど皆さんは、学長から一人
一人学位記を授与されましたが、
これは本当に宝です。一生懸命に
勉強した、それからきちんと大学
に通った、これは皆さんが人生の
中で大事に、宝として、誇りと自
信を持って、しっかり胸に刻んで
いただきたいとお願いします。
学長からのお話にもありまし
たが、薬学というのはこれから一

学校法人星薬科大学理事長

層進んでいくわけです。ですか
ら、今日が新たなスタートという
ことで、これからもぜひ頑張って
いただきたいというお願いであ
ります。
社会に出ますと、まず自己紹
介、それから人生の抱負を聞かれ
ます。それからどこの学校を出た
のとか、そういうこともあるわけ
ですが、ぜひ星薬科大学と、そこ
でしっかりとこういう勉強をし
ましたということを胸を張って
答えていただきたいと思います。
星薬科大学の建学の精神は、皆
さん何回も聞かれたと思います
が、社会で役に立ちなさいという
のが、星一先生、創設者の建学の
精神であります。ですから、お役
に立つんだと、まずこれが社会
に出たときのアドバンテージに
なっていますから、社会の役に立
つために勉強してきましたと、こ
れがもう既に大変に強いことで
すから、これをもって世の中で頑
張っていただきたいということ
であります。
我が国は、健康に生きるという
ことが重要な社会になります。少
子高齢化社会では、健康で長生き
するということが重要になりま
すから、そういう意味でも、皆さ
んの活躍する場はたくさんあり
ます。薬学の専門家ということ
で、社会で役に立つ場所はたくさ
んあります。
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大谷

卓男

ですから、これも星一先生の言
葉ですが、
「 志のあるところに道
あり」と。要するに志をしっかり
持って、将来を切り開いていただ
くということが、私からのお願い
であります。
もう一つのお願いは、頂いた学
位記を、是非まずご両親に見せて
ください。ご両親が例えば地方に
いらっしゃるとか、そういう方は
ぜひ写メを撮って送って、それで
見せてあげていただきたい。私も
娘がおりますが、学校も学部も全
然違いますが、大学を卒業したと
きに、卒業証書を見ると親は泣き
ます。それほどご両親というのは
皆さんを愛していますから、是非
見せて差し上げてください。
学長、杉山副学長と一緒に写真
を撮ってもらって、それもぜひご
両親に見せて、お陰様で、お父さ
ん、お母さんのおかげで星薬科大
学を卒業できたよと、ぜひ伝えて
ください。これが私からの三つ目
のお願いであります。
繰り返して申し上げますが、こ
れがスタートですから、これから
皆さん、志を持って、社会で役に
立つということを、実践していた
だきたいと、繰り返してお願い申
し上げます。
皆さんはたくさんの財産をこ
の大学で作られました。学位記も
そうですが、信頼できる友人、そ
れから何かの勉強をして分かっ
たというときに、それを教えて
くれた先生というのも心に浮か
ぶと思います。人生の師というの
も、ここで宝物として与えられた
わけです。星薬科大学は卒業後も
いつでも教えますよと、学長を
始め先生方が申しておりますの
で、これも宝の一つとして持って
行っていただきたいと思います。
未来の世の中は、あなた方、若
い人が創るわけですから、これか
らぜひより良い社会、より良い世
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界をあなた方に創っていただく
ということを私からのお願いと
して、はなむけとさせていただき
ます。

皆さん、本当におめでとうござい
ます。これから頑張ってくださ
い。ありがとうございます。

平成27年度 学位記授与式 学長告辞

本日ここに、平成27年度星薬
科大学学位記 ・ 修了証書授与式
が挙行されますことは誠に慶賀
に存じます。ただ今、薬学部、薬
学科245名、創薬科学科25名、大
学院薬学研究科 薬学専攻 博士課
程3名、総合薬科学専攻 課程博士
4名、修士課程14名の方々に学位
記、修了証書をお渡しいたしまし
たことは、本学の大きな喜びであ
ります。まずもってお祝いの言葉
を申し上げます。同時に本日ご列
席いただいておりますご父母の
皆様、ご家族の皆様方にとりまし
ても喜ばしい日であることと存
じ上げます。この良き日を迎える
まで長年に渡り、ご子息、お嬢様
方を励まし、また、本学に対する
ご理解、ご支援、ご協力をいただ
きました事、教職員を代表いたし
ましてお礼と感謝を申し上げま
す。
さて、4月の始めには、諸君の
大多数は病院、薬局、公的機関、
大学、そして企業へと就職されま
す。または継続して博士、修士の
研究生として大学院に進学し、研
究分野での一層の研鑽を重ねる
ために新たな気持ちでこの学位

授与式に臨まれているものと存
じます。
学位授与式は、大学において
様々な教育・実習を受けた後、各
研究室で研究課題に取り組んだ
結果として学位を授与されるの
であり、今後は大学で学んだこと
を基盤として、新しい職場や研究
機関において新たなる価値を創
りだす第一歩を踏み出す区切り
の時であると考えます。諸君は本
日、学業、研究をし終えたのでは
なく、学んできたことを基盤と
し、様々な社会の現場でプロの社
会人を目指す出発の時である気
構えを持って将来の糧にされる
ことを願ってやみません。
本日、本学を巣立たれる諸君が
将来、社会的にも、またそれぞれ
の職場においても指導的立場で
活躍されるであろうことを願い、
私の思いのほどを諸君の出発の
門出の餞といたします。
其々の組織において責任ある
立場に就くものは、まずその立
場、立場での一貫した志の高い理
念と理想的目標が必要です。現
在、社会や大学では組織を牽引
し、新しい展開を導き出す指導者
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（ 平 成28年3月15日 の 学 位 記 授 与
式における理事長式辞の録音を
基に掲載しています。
）

星薬科大学学長

田中

隆治

の強いリーダーシップが求めら
れています。指導者には遠い将来
を見極めた洞察力と崇高な英知
に基づいた新しい産業の創造、新
しい科学分野の構築が求められ
ています。ご存じのように21世紀
を迎え、薬学・医学の分野におい
てはゲノム解析技術や遺伝子工
学技術の進歩により、生命現象の
仕組や、様々な疾病が起こり得る
要因が解析され、新たに安全で、
治療効果の高い核酸、抗体医薬
等の薬剤開発や機能を喪失した
臓器を再生させる新しい医療技
術、再生治療、ロボット工学、コ
ンピュータ技術を取り入れた優
れた医療機器の開発がなされて
はいます。まだまだ治療の行き届
かない疾患が数多くあることは
御存じのとおりですが、更に十年
もたてば疾病の原因を解明する
ための生命科学の研究、新たな創
薬研究が次々に新しい研究成果
を創りだし、一層高齢化した社会
が生まれてくるとは間違いあり
ません。現在の日本は余りにも豊
熟した社会であり、その為にとも
すれば現状を維持しようとする
惰性が働き、改革することを忘れ
がちでありますが、現今の社会は
大きな改革のただなかにありま
す。否応なしにその洗礼を受ける
ことになるものと思います。長い
間の護送船団方式がなくなり、各
自が先見性を以て自立し、将来
を開拓していかなければなりま
せん。幸いにも本学を卒業した多
くの先輩諸氏が既に様々な医療
機関、企業で活躍されておられま
す。今、まさに諸君に対する期待
は大きく、それぞれの職場で個性
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のある働きをされんことを望み
ます。しかも最も不思議で複雑で
難解な生命に関する問いに応え
ようとする仕事に従事すること
はもっとも有意義で、やりがいの
あることだと考えます。諸君はま
さにこれからその仕事にチャレ
ンジしようとしているのです。こ
れからはそのような使命感を強
く持ち、社会が期待する人材とし
て、自ら考え、自ら問題解決ので
きる人として、発想を大きくし、
高齢化社会の中で必要とされる
医療の仕組みを創りあげて行っ
ていただきたい。また、世界の競
合の中で勝ち抜いていかなけれ
ばならない立場にある日本の現
状を考えた時、次の世代を担う若
い人たちには思考の大胆なパラ
ダイムシフトが求められていま
す。生活習慣病、様々な悪性腫瘍、
感染症、そして高齢化社会とスト
レス社会下で増え続ける精神疾
患など克服しなければならない
問題が数多く存在することは御
承知のとおりであります。医師や
看護師 ・ 薬剤師も医療現場にお
いて協力し、新しい枠組みの中で
力を発揮し、社会のニーズに応え
られることが期待されています
し、皆さんがその役割を果たして
いく立場にあるように思います。
一方、現在進行しているグロー
バル化は世界の経済の拡大と繁
栄をもたらし、インターネット等
による情報発信のスピードと情
報量の拡大は世界の一元化に大
きく貢献しています。今迄は考え
ることや知的だと思っていた労
働が機械で置き換えられるよう
になってきましたが、創造すると
いう点はまだまだ人が本来やる
べきこととして残っていくので
はないかと思います。そのために
も今後は世界中のいたるところ
で活動する場が与えられるもの
と考えます。今まで以上に研鑽

し、専門知識を体得し続けてい
かなければならないと思います。
また大学教育研究の在り方や大
学が果たすべき役割が大きく変
わってくるものと考えます。今ま
さに、経済、政治、科学、社会のあ
らゆる面において認識、思考、価
値観、つまり、パラダイムが根本
的に変わりつつあります。このよ
うな環境下において本学は今後、
一層、研究力を高め、国内外で特
徴のある大学を目指してまいり
ます。それらの結果を地域に大い
に還元し、卒後教育、薬剤師認定
教育に一層力を注いでまいりま
す。何かをやり遂げるためには強
い信念と意志を持つことの大切
さが必要な時代であると考えま
す。
本日諸君たちは星薬科大学を
巣立っていかれます。どのような
職場、研究の現場に入ろうともす
でに基礎的なものは十分身につ
けられたことと思います。これか
らは多くの人との出会いの中で
様々な評価を得ながら成長して
いかれるものと思います。まず、
一層自らを磨き上げ、出会いを大
切に考え、今持っておられる夢を
より大きなものにしていただき
たい。
諸君は4年間あるいは6年間、薬
学領域を集中して学び、その結
果、専門的知識においてはある程
度の意見を述べることが出来る
と思います。しかし、ともすれば
専門知識にとらわれ、物事の判断
も自分の狭い専門領域に依存す
ることが多くみられがちです。現
在の複雑な流動的社会ではその
ような専門知識による判断では
不十分であり、現代の社会で起こ
る多くの問題はあまりにも狭い
自己中心的な精神と少ない経験
を基にした安易な判断に起因す
るものが多いように思います。本
学で学んだ専門知識を生かし、今
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後、自分の人格形成と維持のため
に多くの広い分野での知識を身
に着け、社会正義を持って社会に
対処していただきたい。多くの諸
君が薬局、医療業務に従事される
ものと思います。高齢化社会にお
いて医療、健康ビジネスは究極の
サービス産業だと私は考えます。
健康維持を求める人たち、病気の
早期治癒を求める人たちが増加
する中で、多くの人たち、また社
会が期待する薬剤師、医療従事者
を目指してください。星薬科大学
の卒業生は薬局、医療現場におい
て本当に頼りになる、明るい人た
ちだといわれるように頑張って
ください。
21世紀はまた知識基盤社会で
あり、生涯に渡り継続的に学ばな
ければなりません。新しい文明の
創出には、認識、思考、世界観の
大転換、パラダイムシフトが求め
られ、深い教養こそが、大転換に
おける自己の[立ち位置]を指し示
します。教養は、また、学問の飛
躍に於ける直感の源泉でもあり
ます。広く多様な学び人との出会
い・別れ・喜びや悲しみ、様々な
言語や異文化の出会いなど多く
の思考との交わりが、皆さんの教
養を涵養するでありましょう、人
との出会い、特に
「友」
は生涯の宝
物です。星薬科大学は皆さんの、
知の創造の原点という意味で、い
つまでも諸君の母校であり、同窓
生として、仕事の関係で、また再
び学ぶために母校を訪ねられる
ことがあれば、できうる限りご相
談に乗り、迎えいれる用意をして
おります。星薬科大学で学んだこ
とを誇りにしてください。
本日ここに新しく社会に巣
立っていく諸君の将来の幸せと
活躍を教職員一同心から願い告
辞といたします。
平成28年3月15日
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平成27年度卒業記念パーティーを終えて

入 学 し て か ら6年 が 経 ち ま し
た。しかし、星薬科大学で過ごし
た時間はとても短い間に感じら
れます。振り返ってみると、前半
の3年間は主に部活動やクラブ活
動を通じて知り合った仲間たち
と、そして後半の3年間は卒論研
究を行った研究室で共に学んだ
仲間と過ごしたが時間とても色
濃く思い出として残っています。
卒業記念パーティーは卒業式の
後に、6年間を共に過ごしてきた
仲間とお世話になった先生方と
一堂に会する大学生活最後の行
事です。
私達の代は6年生の時に所属し
ていた研究室が他の研究室と合
併する研究室もありました。最初
は戸惑いもありました。しかし合
併先の研究室の仲間と話すこと
で刺激を貰い、今までとは違った
価値観に触れることで自分の研
究にも、そして考え方により良い
影響を及ぼしたと感じています。
卒業記念パーティーではそん
な多くの学びと、そして充実し
た大学生活を過ごすことができ
た研究室そして先生方への感謝
の形として研究室毎に動画を作
成してそれを1つにまとめたもの
を放映しました。動画を作成し始
めたのは6年生の夏からで、みん

な卒論発表や就職活動そして国
家試験の勉強で大変な時期では
あったものの、先生方への感謝を
形にすることができました。
実行委員として卒業記念パー
ティーを準備し始めたのは、自
分たちが5年生の時の一つ上の先
輩の卒業パーティーからです。ス
タッフの一員として参加させて
もらい、卒業記念パーティーとは
どういうものなのか実際に経験
しました。最初はこのような大規
模のパーティーを自分たちが企
画 ・ 運営していく事にとても不
安になりました。先輩方のパー
ティーが終わり、それぞれが感じ
たパーティーでの感想や自分た
ちの代ではどのようにしていく
かを話し合いました。そして6年
生になってからやるべきことが
増え、卒業記念パーティーの準
備を疎かにしてしまうことを想
定して入念に準備の計画を練り
ました。準備を進めていくなか
で、平成27年度の卒業記念パー
ティーとして自分たちができる
おもてなしを最大限に組み込ん
でいきました。今年度は来てくれ
たみなさんに楽しんでもらうた
めに、料理の充実やご来賓の方々
に卒業を祝って酒樽の鏡開きを
していただきました。
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1年間をフルに使った卒業記念
パーティーはとても大変でした。
それでも、実行委員のみんなが
それぞれに分担された役割以上
のことを遂行してくれたおかげ
で無事に終えることができまし
た。パーティーの最後に委員のみ
んなから花束をもらった時、パー
ティーに費やしてきたことが全
て報われたと感じました。委員長
としての経験はこれから社会に
出て行く上で自信になると考え
ています。
最後に卒業記念パーティーを
実行するにあたりお世話になっ
た方々、そして1年間ご支援くだ
さった学生部の皆様、当日に実行
委員として手伝ってくれた平成
28年度卒業パーティー実行委員
のみんなに感謝します。ありがと
うございました。
平成27年度卒業記念パーティー
実行委員長 岡部 賢司
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平成28年度入学式の挙行

正門で記念撮影

入学生宣誓

新入生を迎える在校生と新入生の皆さん

平成28年度星薬科大学並びに
星薬科大学大学院入学式を4月5
日
（火）に、星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、満開の桜が咲き誇る中、
スーツ姿の緊張した面持ちの新
入生と喜びの笑顔に包まれたご
家族の皆様がメインホールに集
まりました。
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。
続いて、学部生308名、博士課
程薬学専攻4名、博士課程総合薬

科学専攻2名、修士課程総合薬科
学専攻19名の代表者から入学生
宣誓が行われました。その後、大
谷卓男理事長より式辞が述べら
れ、来賓祝辞に続き、来賓、役員
が紹介されました。
在学生代表歓迎の辞が述べら
れ た 後、 大 学 役 職 者 紹 介 の 後、
コーラス部の合唱に併せて、出席
者全員による
「校歌」の合唱で式
は終了しました。
入学式終了後、指導グループ懇
談会が開催され、新入生は、各指
導グループ担当教員から、これか
らの大学での勉強及び学生生活
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入学式会場メインホール

等について説明を受けました。
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、保護者の皆様が会員となり、
平成27年度事業報告及び平成28
年度役員の選出、平成28年度事業
計画等について承認されました。
本館第2ホールでは、新入生歓
迎会が賑やかに開催され、趣向を
凝らしたクラブ紹介では緊張し
た新入生も思わず笑顔に。熱心な
在校生たちのクラブ紹介は、新入
生と在校生の壁をなくして触れ
合いが生まれる、星薬ならではの
貴重な最初の１歩です。

星薬科大学報第83号
（平成28年4月）

平成28年度 入学式 理事長式辞

新入生の皆さま、入学おめでと
うございます。また大学院に進ま
れ、更に勉学に励もうという皆さ
ま、心よりお祝い申し上げます。
学校法人を代表いたしまして、心
より皆さまを歓迎いたします。
新入生の皆さまは本当によく
勉強をされました。星薬科大学へ
の入学は決して容易ではありま
せん。そういう中で大変な努力を
された、本当に頑張ったというこ
とに、心より敬服いたします。
大学受験の中で新入生の皆さん
が、頑張ったということが大きな
財産であります。このことに自信
を持ち、そして誇りに思い、これ
からの人生をしっかり歩んでい
ただきたいと願う次第でござい
ます。
先ほどの学長の告辞にもあり
ましたが、星一先生が本学の創設
者でございます。先ほど銅像の
前で記念撮影された方もいらっ
しゃいましたが、星一先生は星製
薬という企業を設立されました。
その中に設置した社員の教育部
門、それが星薬科大学の創設の第
一歩ということになっておりま
す。
当然、本学を受験されるに当た
りご存知だと思いますし、また
先ほどの新入生の松倉さんの素
晴らしい宣誓の中にもありまし
たが、世の中で役に立つというこ
と、これが星薬科大学の建学の精
神だということをしっかり胸に
刻んで実践していただきたいと、

学校法人星薬科大学理事長

重ねてお願いいたします。
学ぶということは、先ほどの学
長のお話にもありましたが、どん
どんレベルが上がります。大学で
も1年生のときと、それから学年
を重ねていく中で、学ぶレベルは
随分高いものへとなっていくわ
けです。そして世の中に出れば、
先ほどのお話にもありましたが、
宇宙の中の生命とか、そもそも生
命とは何かとか、薬学の世界とい
うのは非常に広範囲に、かつ難解
なことを学んでいくことになり
ます。また同時にこれは大変素晴
らしく、そして楽しいことではな
いかと思います。
恐らく皆さま方の大半の方は、
恐らく小学生のときに理科が好
きだったのではないかと思いま
す。ものを研究する、調べる、自
分で何か作る、そんなことがお好
きだったのではないかと推測し
ます。是非その学問に対する探求
心を持ち続け、しっかり勉強を重
ねていただきたいと思います。
そして一生懸命に受験勉強に
励まれましたが、入学するとまた
勉強です。薬学科の場合は6年間
勉強し、薬剤師になるには国家試
験にも合格しなければなりませ
んから、そういう意味でもこれか
らなお一層、勉強するということ
になります。
また創薬科学科の4年間は、今
まで以上に急ピッチで難しいこ
と、最先端のことを学んでいくこ
とになると思います。そして世の
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大谷

卓男

中に出て、社会のお役に立つとい
うことになるわけです。
星一先生は、明治時代に米国の
コロンビア大学を卒業されまし
た。星一先生がよく言われたこと
は、世界に通用する人材の育成を
目指すということです。
「 志のあ
るところに道あり」
、これを覚え
ておいてください。皆さんもぜひ
高い志を持って、これからの人生
を歩んでいただきたいと、切にお
願い申し上げます。
学生生活では、もちろん毎日た
くさん勉強しなければいけない
のですが、楽しいこともたくさん
あります。ぜひ楽しんで、そして
勉強して、生涯の師、それから生
涯の友を見つけて、充実した学生
生活を送っていただきたいと思
います。
最後になりますが、お父さま、
お母さまにも心よりお祝い申し
上げます。大切なご子息、お嬢さ
まが本学を志望され、ここに私ど
もがお預かりできることに、心よ
り感謝申し上げます。
入学された皆さんは、ご両親に
ありがとうと、おかげで大学に
入ったからねと、心から、声に出
して伝えていただきたいと思い
ます。
今日はお天気もだんだん良く
なって参りまして、本学の桜並
木も今年は本当にちょうどきれ
いな時期で、その中を皆さんは歩
いて来られました。前途洋々とい
うか、天も祝福しているというこ
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とになります。これを来年、ある
いは再来年、将来、10年後でも桜
を見たときに今日の初心、星薬科
大学に入学した時に桜がきれい
だったなと、でもそのときに自分
はもっと勉強して、高い志を持っ
て人生を歩むんだと心に決めた
ことをこの季節に思い起こし、こ
れからの人生を歩んでいただき
たいとお願いする次第です。

それでは本日は皆さま、本当に
皆さまですから、その中から人類
おめでとうございます。大学院に
の幸せ、それを創り出せる方が出
進まれた方も本当におめでとう
てくることを切に願います。
ございます。是非、素晴らしい研
皆さま、おめでとうございまし
究をし、少子高齢化がなかなか大
た。私からの式辞とさせていただ
変なこの国の中で、お役に立って
きます。
いただきたいと思います。
（平成28年4月5日の入学式におけ
また、素晴らしい研究をして、 る理事長式辞の録音を基に掲載
新しい新薬を創るとか、生命を解
しています。
）
明するとか、未来を創るのは若い

平成28年度 入学式 学長告辞

ご入学おめでとうございます。
本日ここに本学薬学部、薬学科
285 名、創薬科学科 23名、大学院
薬学研究科 総合薬科学専攻
修士課程19名、博士課程2名、薬
学専攻 博士課程4名の新入生を
迎え、平成28年度星薬科大学なら
びに星薬科大学大学院入学式が
挙行されますことは、本学の大き
な喜びであります。
新入生の諸君には、星薬科大
学 ・ 教職員を代表して歓迎の意
を表します。また、今日の日をと
もに祝うために、ここに参集され
ましたご家族の皆様方に対しま
しても、心よりお祝い申し上げま
す。
さて、諸君が入学された星薬科
大学は1911年創立者の星一先生
が
「日本は世界一の製薬国になり
うる国で 薬は文化の母であり、
良薬をつくり、世界に供給して
いく事が日本の文化的使命であ
る」との強い理念の基に、星製薬
を設立し、医薬品の研究開発、製
造、品質管理を担える人材を育成

星薬科大学学長

する目的で教育部門を社内に設
置したことに始まります。その結
果、モルヒネ、キニーネ、コカイ
ン、アトロピンなどの植物由来の
アルカロイド薬剤を世界に先駆
けて工業生産する事に成功し、我
が国初の工業生産された医薬品
原体輸出の先鞭をつけ、世界の
人々の健康維持、疾病予防・治療
に大きく貢献してまいりました。
また、星一先生は第一次世界大戦
で疲弊したドイツの科学者のた
めに多大な援助金を供出し、ドイ
ツの戦後の科学の発展に寄与し、
その援助でドイツにおいて途切
れることなくノーベル賞に輝く
研究者を輩出したことが高く評
価され、現在、本学とドイツで最
も伝統あるユリウス ・ マキシミ
リアン大学ビルツベルグとの学
術交流が盛んになされています。
また日本の歴史に名を残す、野口
英世博士の良き友であり、支援者
でもありました。このように、日
本の産業育成、学問・研究開発の
発展に星一先生は人材の育成が
最も大切であるとし
「世界に奉仕
する人材育成の揺藍である」を建
学の精神とする星薬科大学を創
設するに至りました。
本学はこのような確固たる伝
統を有し、独創的で国際社会で活
躍できる豊かな創造性をもった
薬剤師、医療従事者、研究者を養
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田中

隆治

成する事を目的とした薬科大学
であります。現在でも星先生が開
発 ・ 製造されたモルヒネと痛み
の科学、特に疾病による痛みのメ
カニズムを明らかにし、疾病時に
おける痛みの軽減の必要性を強
く示唆した緩和医療への貢献は
世界をリードする研究成果の一
つであり、その研究基盤となる脳
機能薬理学の研究も盛んにおこ
なわれています。また、先端バイ
オテクノロジーを駆使し、安価に
入手し得る植物原料を利用し、高
価な植物性アルカロイドに変換
する生産研究も行われておりま
す。
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
ことと思います。
21世紀に残された人類の知的
好奇心の最大の対象は、第一に宇
宙の根源を解き明かすことであ
ると言われており、この世界にあ
る物質の起源を探り、宇宙に果て
があるかどうかを知りたい。地球
と同じような生命体が他の惑星
にも存在するのかどうか。本年い
よいよ、その探索研究が日本の研
究者を中心にアストロバイオロ
ジーとして発足いたします。
一方、われわれ自身が何者であ
るのか、生命とはどのようにして
成り立っているのかという自己
の内にむけられた好奇心も宇宙

星薬科大学報第83号
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への好奇心に劣らず大きなもの
にとって負の効果を示す事例は
でしょう。
東日本の震災時における原子力
生命の仕組みを知ることは生
発電所の崩壊に見ることが出来
命科学の問として出発しながら
ます。創薬学においても同様の事
人間の営みに、その知識が活用さ
例が過去にあったことも確かで
れ影響を与えることになるよう
す。最近では医薬品の販売競争の
に思います。生きていることの仕
中でデータの改ざん等が報道さ
組みを解明することにより、病気
れたり、研究成果のねつ造、改変、
の原因の解明や治療方法の開発、 医療ミス等が話題になっており
新しい薬剤、病気予防の方策が明
ますが、一方、科学技術は絶えず
らかになり、その結果適正な医療
進歩し、前進していかなければな
の確保、社会の形成の適正化にも
りません。特に資源を持たない日
影響を与えることになります。
本は技術立国としての役割が期
生命科学研究がもたらしてき
待されています。重要な点は研究
た大きな技術の展開としての一
成果と真実の公表であり、その成
例をあげると遺伝子組み換え技
果を世に問い、正しい方向に導い
術があります。再生医療の展開、 ていくことにあると思います。
高分子医薬による新しい治療法
科学の進歩、医療の進歩にのみ
の確立に留まらず植物 ・ 微生物
科学者や医療人の使命があるの
を用いた食糧問題、環境問題、エ
ではなく、現代は一社会人として
ネルギー問題の解決、また様々な
の責務をも負っていることを諸
工業製品が生み出され、利用され
君は改めて認識しこれからは医
てきております。諸君は将来の進
療人と同時に一人間として現代
むべき道として、薬剤師、医療人、 社会と将来に対して責任を負い
または企業の研究者、大学の研究
また、倫理観が問われる時代であ
者を目指すために本学に入学さ
ることをしっかり考えていって
れたと思います。新しい役に立つ
いただきたい。
医療の在り方、薬物治療の在り方
他の一つは向学心の勧めであ
を極めていかれることには間違
ります。1966年、前立腺がんの治
いないように思いますが、一方科
療法を見出し、ノーベル生理学 ・
学にも限界があることに気付か
医学賞を受賞した米国の研究者
れるでしょう。科学を志すものと
チャールズ・ブレントン・ハギン
して科学の進歩により人類が全
ズ先生の言葉を知りましたので
てを明らかにできると楽観的に
諸君に送ります。ハギンズ先生は
考えることもできますが常に科 「18歳から32歳の間の人間のイマ
学の進歩が真に人類に幸せをも
ジネーションはちょうど枯れた
たらすものかどうかをも考える
草木のようで、少し炎があると火
人間であってほしい。
が付き燃え上がる。35歳を超え
明日から始まる大学生活を前
ると想像力の草木は水につかっ
にして二つのことを申しあげた
てしまって、独創的な仕事をする
い。
には遅すぎる」
と述べています。
一つは大学で学び専門知識を
明日から始まる大学生活での
身に付けて真に人類、社会に役立
学びは今までの関心や興味を一
つ人を目指していただきたい。急
層強くしてくれるものと考えま
速な科学技術の進歩は時にはそ
す。諸 君 は 春 秋 に 富 み、 将 来 は
の成果を競うばかりに、真に人類
洋々と広がる今まさに、本日、良
の生存・維持に役立つ研究である
き師、良き研究環境に恵まれた本
かどうか疑を抱くこともありま
学に集われました。情熱をもっ
すし、また実際に社会に普及した
てたくましくそれぞれの夢に向
後に思いがけず、その成果が我々
かって邁進していただきたい。
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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
強く望んでおります。
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
学の基礎と医療薬学に関する知
識を習得し、病院、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得
し、実習、卒業研究を経たのち、
多くの学生は大学院へ進み、研究
開発者の基盤を形成し、社会に巣
立っていきます。薬学科、創薬科
学科ではそれぞれの考え方、進路
の違いはありますが、先にも述べ
ましたが、薬学、生命科学、医療
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。
さらに、社会に巣立つ前に、多
くの人との出会いを経験してく
ださい。特に互いに夢を語ること
のできる、また生涯付き合ってい
ける友達を作ってください。専門
教育、研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
い。そして共に夢を語り、夢に向
かってチャレンジする精神を育
んでいただきたい。大学は諸君に
限りない夢と希望を与える場所
だと私は信じます。
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を心
より歓迎いたします。ここ星薬科
大学で、これまでに多くの先輩が
学び、さまざまな体験をしてきた
ように、本学に在籍することを誇
りとし、紳士、淑女の自覚を持ち、
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。このこ
とを祈念し、告辞といたします。
平成28年4月5日

星薬科大学報第83号（平成28年4月）

定年退職にあたり
副学長・薬動学教室

杉山

教授

実務教育研究部門

清

櫻井

私が静岡から星薬科大学
に来て、はや14年半が経ち、
本年3月末日をもちまして
無事に定年退職を迎えまし
た。薬動学教室に助教授と
して着任した当時は、全田
浩教授、茅野素子助手と卒論生3名の小さな教室
でした。その後、伊藤清美先生
（現武蔵野大学薬
学部教授）
、落合和准教授、五十嵐信智講師の協
力のもと研究室も大きくなり、退職時には総勢50
名を数えるまでになっていました。
1）薬剤師教育の中での薬物動態学の立ち位置
を確りと定める、2）星薬科大学の建学の精神に
基づく教育や研究を行なう、3）日本人としての
心を投影させた教育や研究を行なうを主なコン
セプトとして教育や研究を行ってきました。完成
を見ない研究や教育も多くありますが、幸いにも
優れたスタッフ、研究資金、人脈等に恵まれ、教
育や研究を推進することができたことは大変幸
運でした。
2014年からは、教務部長、副学長として、大学
の屋台骨を支える任を仰せつかり、星薬科大学
の中長期計画である5つのグランドビジョンの実
現や薬剤師国家試験の合格率の向上等を目指し、
教職員一丸となって邁進しました。2013年には、
理事という要職を仰せつかり、本格的な人事評
価制度の導入等に参画しました。星薬科大学は、
2011年には創立100周年を迎えました。今や次の
100年に向けてスタートを切ったところです。次
の100年に向け、確りとした基礎を作り、これか
ら創られる未来の星薬科大学を支え得るものに
していただきたいと思います。
良き学生と良きスタッフは、やってくるもので
はなく、引き寄せるものだと思っております。ま
た、やってきた学生やスタッフは、とことん育て
るものだとも思っています。今後、若い先生や学
生諸君が、私の教育や研究を礎として、大きな花
を咲かせてくれることを期待しています。
終わりにあたり、私を育ててくれた星薬科大学
の皆様に心より感謝申し上げます。
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教授

正太郎

6年制薬学教育の導入に
伴い、医療現場で薬剤師と
しての臨床経験を5年以上
有する実務家教員の一人と
して、平成17年5月、母校に
奉仕する所存で、本学に入
職致しました。その間、多くの教職員の方々に支
えられ、ご協力を得て、ようやく定年退職の日を
迎えることができました。ここに深く感謝申し上
げます。
赴任当初、教育と研究の在り方については、部
門内で議論の末、まず当面の課題である事前学
習の確立と実務実習施設の確保に専念しました。
我々が伺った実習施設の多くは、他大学に先を越
されており、遅きに失した感がありました。それ
でも本学教職員と多くの病院の協力を得て、なん
とか確保ができましたが、この時ほど、人脈は大
きな宝であると感じたことはありません。
医療人として実践的能力をもつ薬剤師の養成
は、薬学教育において重要な課題の1つです。実
務実習前後の学生の能力変化を調査したところ、
社会的スキルとしては、ストレス処理スキル、感
情処理スキル、攻撃に代わるスキル、基本的スキ
ル、計画のスキル及びより高度なスキルが向上し
ていました。社会人基礎力は、創造力、計画力、
主体性、課題発見力が向上し、コミュニケーショ
ン力については、聴く力、観る力、感じる力、質
問する力及び伝える力のすべての項目について
向上が見られました。人間形成においても実務実
習が大きく影響していると考えられます。今後さ
らに、より良い評価方法を検討する必要があると
考えます。
また、最近では、実務実習において、学生のメ
ンタル面における悪化が頻繁に報告されていま
す。実習環境の整備と並行して、早期の学生の
病態把握と適正な治療を合わせて行う必要があ
ります。このため、臨床系教員のみならず、大学
としての早期の対応をご検討いただけることを
願っております。
最後になりましたが、11年間、支えてください
ました皆様に、深く感謝申し上げますとともに、
皆様の御健勝と星薬科大学の益々の繁栄を心よ
りお祈り申し上げます。

星薬科大学報第83号
（平成28年4月）

副学長就任にあたり
2016年4月
1日付で、星
薬科大学副
学長を拝命
いたしまし
た。大 変 光
栄なことと
は存じます
が、 同 時 に
責任の重さを痛感しております。
私は、2014年度から2年間、副学
長の任にありましたが、再び任命
され、新たな気持ちで星薬科大学
のさらなる発展のために精進す
る覚悟でおります。
星 薬 科 大 学 は、2011年 に は 創
立100周年を迎え、今や次の100年
に向けて新たなスタートを切っ

杉

たところです。2012年度には、星
薬科大学の中長期計画である5つ
のグランドビジョンが策定され、
2014年度には、それらを具現化す
るための行動計画が策定されま
した。この
「星薬科大学ビジョン
2025 ～ 2030」は、
『世界に通用す
る国内有数の研究型大学を目指
す』、
『 国内有数の薬系教育機関を
目指す』
『 国際化及び多角的な産
、
学官連携を推進する』
『 社会連携
、
を通じて社会貢献を果たす』
『社
、
会の変化に対応できる大学経営
を目指す』の5つです。星薬科大学
には、薬剤師の育成を主たる目的
とする薬学科
（定員260名）と、創
薬研究者の育成を主たる目的と
する創薬科学科
（定員20名）があ

教務部長就任にあたり
平 成28年
4月より、杉
山 元 教 授
（ 現、 副 学
長 ・ 特任教
授）の後任と
して教務部
長を務めさ
せて頂いて
おります。薬学教育においては平
成27年度から新カリキュラムが
開始され、2年目にあたる今年度
は1 ・ 2年生が新カリキュラム、3
年生以上が旧カリキュラムで講
義 ・ 演習 ・ 実習等が行われるな
ど、今年度と来年度はまさに移行
の過渡期であり、様々な対応が必
要となります。全体を調整し、学
生や教員の負担を考慮し、学事が
順調に遂行できるように調整す
る教務部の役割は非常に大きい
ことを痛感しております。
近年の医療の高度化や高齢化
社会の到来、医薬分業の進展等に
より、薬剤師を取り巻く環境は大
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清

ります。本学は、目下ビジョン達
成のために、一丸となって邁進し
つつありますが、ビジョンを具現
化する中で、社会のニーズと照合
しつつ、星薬科大学が目指す薬剤
師像、創薬研究者像を明確にし、
次の100年に向け、確りとした基
礎を作り、これから創られる未来
の星薬科大学を支え得るものに
して行きたいと考えております。
18歳人口の減少、社会のニーズ
の多様化等にともない、大学運営
は益々厳しくなって参ります。田
中学長の下、星薬科大学のさらな
る飛躍のため、副学長として一層
努力する所存ですので、ご指導ご
鞭撻のほど何卒よろしくお願い
申し上げます。

亀

きく変化しています。薬剤師は患
者の抱える真の問題点を把握し、
その解決を通じて
「かかりつけ薬
剤師」としての信頼獲得に努める
ことが重要です。そのような状況
の中で、薬学教育には
「薬剤師と
して求められる基本的な資質」を
保証することが強く求められて
います。そこで、本学では得られ
た情報をもとに自分自身が患者
の抱える問題点を倫理的 ・ 構造
的に考えているかをチェックし
ながら問題を解決する能力であ
る
「思考的問題解決能力」
、さらに
相手と真のコミュニケーション
を取るための基盤となる協力関
係を構築するための能力である
「協関力」を修得させることが重
要、不可欠であると考え、実務実
習終了後の学生の知識、技能、そ
して、高い業績を上げるための行
動特性である
「コンピテンシー」
の到達度を独自に評価するシス
テムの構築を進めております。
18歳人口が急激に減少する現

山

井

淳

三

実を踏まえ、大学では
「教育の質
的転換」が求められ、このところ
声高に求められている高等学校
教育と大学教育の連携強化など
高大接続改革を遂行し、高大連携
の充実を図る必要があります。そ
れらを推進するための根拠資料
として、入試データを入学後の学
生データと関連付けて調査・検討
をするということなど、学生デー
タの関連性と可視化に取り組む
必要があります。これらの教育の
質的転換を通して、星薬科大学の
伝統を守りつつ、より魅力ある大
学つくりを目指して教職員一同、
努力していく所存です。教学の
中心となる教務部長として
「思考
的問題解決能力」を発揮し、
「 協関
力」を持って、世界に貢献できる
人材を育成したいと思っており
ます。皆様方のご指導ご鞭撻を賜
りますようよろしくお願い申し
あげます。
（薬物治療学教室 教授）

星薬科大学報第83号（平成28年4月）

学生支援部長就任にあたり
平 成28年
4月より、学
生支援部長
を務めてお
り ま す。学
生支援部は
事務組織変
更によって
本年４月か
ら従来の学生部と就職部の統合
した新しい部署で、その下には学
生係と就職係を置き、長田、塚田
両課長補佐と増田係長、鈴木
（玲）
長谷川、川端の計6名の事務職員
で構成されています。彼らととも
に、従来の学生部と就職部の業務
に加えて、新たな業務の遂行のた
め、微力ながら努力してゆく所存
ですのでどうぞよろしくお願い
致します。
さて、昨今、高等教育における
「学生支援の充実・体系化」
が叫ば

細

れ、大学はより学生の視点に近い
位置に立ち、学生に対する教育 ・
指導の充実やサービス機能の向
上に努めることが重要となって
きております。学生支援部では、
学生の大学生活、就職を一貫して
支援する体制が整った利点を生
かし、学生生活に対しては従前の
窓口対応だけでなく学生個々人
に向き合ったサービスの提供、就
職に対しては学生の進路希望先
を尊重した支援だけでなく、学生
の特徴を踏まえたキャリア支援
をしていきたいと考えています。
大学環境の大きな変化として
昨年度から新カリキュラムがス
タートしました。新カリキュラム
では、学生の自立や自主性を促す
プログラムが多く盛り込まれて
おり、また従来よりもほんの少し
ですが、過密なカリキュラムが解
消されており、放課後は幾分余裕

図書館長就任にあたり
本年4月よ
り高山幸三
教授の後任
として図書
館長を務め
ております。
昨年度まで
学生部長を4
年間務めて
まいりましたので、全く異なった
役割に少々戸惑っているところ
ですが、図書館の運営に微力なが
ら責任を持って務めさせて頂き
ます。
さて、本学の図書は医学・薬学
を中心に124,614冊の書籍と、1,330
種の専門雑誌を有し、さらに3,741
タイトルの電子ジャーナルが利
用可能と、薬科大学では極めて充
実した図書館であると考えます。
しかし、昨今の雑誌価格の高騰や
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智

夫

のあるものになっております。学
生支援部としては、学生にはそ
の空き時間を十分活用して、学
生生活を充実させるために自治
会やクラブ、同好会、課外学習な
ど、積極的な課外活動をしてほし
いと考えております。そのために
は、さらなる学生サービスの質的
向上を図るべく一層の努力を尽
くしていく所存であります。これ
からの2年間、先にご紹介した6名
の事務職員に加えて、部長補佐職
を快くお引き受け頂きました池
田弘子、山本弘両先生、さらに学
生支援委員会の先生方のお力添
えを頂きながら学生支援部長の
重責を果たしていきたいと思っ
ております。皆様方の学生支援部
へのご理解とご協力の程を切に
お願い申し上げます。
（薬化学教室 教授）

東

為替レートの影響などで、他学と
同様に本学の図書館もスリム化
が求められ、かなりの数の学術雑
誌の購読を中止しなければなら
ない現状があります。今後、皆様
のご意見を伺いながら、この厳し
い現状に向き合っていかねばと
考えております。
ところで、大学図書館の使命に
は、学術情報サービスの提供とと
もに学生の教育支援という役割
もあります。学術情報サービス
は、質の高い研究活動のために学
術文献や各種資料を収集し提供
することですが、教育支援は学生
のために、学習面での参考文献は
もとより、学習の場を提供し、知
的環境を整備することです。この
ような観点から、本学の図書館
では学生の人材育成に対する
「教
育環境」の整備にも力を入れ、学

江

山

公

男

生が自ら学ぶための
「ともに学ぶ
共有の場」を意味する
「ラーニン
グ ・ コモンズ」
という学習スペー
スを設置しています。従来の図書
館は、大声を出さず静かにするこ
とが求められましたが、ラーニン
グ・コモンズでは、一人だけで考
えるのでなく、複数の人たちが集
い、互いに議論・意見交換をしな
がら課題に対する答えを見出し
ていく場となっています。
このように、図書館に求めら
れるものは時代とともにますま
す変化していくことと思います。
様々なニーズに対応できるよう
に、皆様方の意見に耳を傾けなが
ら、図書館スタッフとともにサー
ビスの向上を目指していきたい
と考えております。ご協力とご指
導をお願いいたします。
（有機合成化学研究室 教授）

星薬科大学報第83号
（平成28年4月）

実務教育
研究部門
教授

渡邉 一則
本年4月1日付で、実務教育研究
部門の教授として着任致しまし
た。昭和53年3月に本学を巣立っ
て以来、病院薬剤師一筋でやって
参りましたが、母校の教壇に立つ
ことを誇りに思うと共に、責任の
重さを感じております。
私は、東京大学医学部附属病院
にて1年間の研修を経、昭和54年
4月より東京女子医科大学病院に
勤務し、その後本年3月まで同大
学東医療センターにて臨床に従
事しておりました。入局当時、病

院薬剤師の中心業務は外来・入院
度の診療報酬改定では、病棟薬剤
調剤が大半を占めておりました
業務実施加算が新設され、他の医
が、
「院外処方箋発行の推進」
・
「薬
療スタッフはもちろん、患者さん
剤管理指導業務実施加算の新設」 からも信頼を得つつあると実感
が引き金となり、病院薬剤師の臨
しております。一方、調剤薬局の
床デビューが始まりました。平成
立ち位置も
「門前薬局」から
「かか
22年4月30日付で厚生労働省医政
りつけ薬局」への転換を求められ
局長通知
「医療スタッフの協働 ・ ており、地域包括ケアシステム
連携によるチーム医療の推進に
の一環として厚生労働省は
「患者
ついて」が発出され、高い専門性
のための薬局ビジョン」を掲げ、
をもつ医療従事者が協働し、患者
2025年をめどにすべての薬局を
中心の医療を実践するチーム医 「かかりつけ薬局」に再編すると
療を推進することの重要性が強
の考えを示しています。
く認識されるようになりました。
これからは、
「 患者のために」か
通知では、医療の質の向上及び医
ら
「学生のために」
、微力ではあり
療安全の確保の観点から、チーム
ますが、本学の教育、研究の発展
医療において薬剤の専門家であ
に貢献していければと思います。
る薬剤師が主体的に薬物療法に
実務部門は教職員の皆様方のご
参加することが非常に有益であ
協力が不可欠です。皆様のご指導
るとも明記され、新たな時代を担
ご鞭撻を賜りますよう宜しくお
う薬学生の教育がますます重要
願い申し上げます。
となってきております。平成24年

新任教職員紹介
今

理紗子

特任助教

米持

先端生命科学
生命科学先導研究センター

奈央美

助手

薬物治療学教室
最終学歴：星薬科大学薬学部薬学科
研究内容：視床下部のエネルギー

最終学歴：星薬科大学大学院
博士課程（薬学専攻）修了
研究内容：アクアポリンの機能解析

調節機構の解明
4月より薬物治療学教室の助手に着
任致しました。3月まで学生として5
年間当教室で過ごしてきましたが、こ
れからは教員として新たな気持ちで
職務に取り組み、研究・教育の発展に
貢献していきたいと思っています。ど
うぞよろしくお願い致します。

4月1日 付 で 生 命 科 学 先 導 研 究 セ ン
ターの特任助教に着任致しました。
これまで培ってきた研究ノウハウを
さらに洗練し、薬学研究の発展を通じ
て、ヒトの健康維持に貢献していきた
いと考えています。どうぞよろしくお
願い致します。
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2016年度ロッテ重光学術賞を受賞して
先端生命科学研究センター 特任准教授 田村

この度
「栄
養と運動が織
り成す賢い脳
回路の分子基
盤の解明とそ
の相乗効果に
基づく高次行
動 解 析」と い
うテーマで第3回ロッテ重光学術
賞を受賞しました。本賞は研究者
育成助成も兼ねており年間1,500
万円を最長5年間（総額7,500万円）
という長期にわたる助成が受け
られます。このような大型な賞を
頂きまして誠に身の引き締まる
思いであります。
さて我々は誰もが記憶力を高
めたいと一度は思うことでしょ
う。認知機能向上を目的に機能性
食品を試したことがある人もい
るかもしれません。これまで記憶

は抽象的な概念として扱われて
きたため、記憶の強弱は精神論で
考えられがちでした。しかし近年
の神経科学領域の研究により、記
憶は特定の脳領域内の細胞群に
分散して組み込まれるというこ
とが明らかになりました。こうし
た発見は記憶の一端を実体化す
ることに成功しました。すなわち
記憶形成時に発現する特異的な
遺伝子を標識することで記憶痕
跡を細胞レベルで可視化できる
ようになりました。この方法を用
いて記憶の細胞マッピングをし
てみますと、記憶細胞は一見ラン
ダムに選択されているようにみ
えるのですが、ある特定の遺伝
子が発現している細胞
（賢い細胞
と命名）には優先的に記憶が組み
込まれていることがわかりまし
た。賢い細胞の活性化と記憶の強

英紀
弱の相関を調べてみますと、賢い
細胞の寄与率が高い神経ネット
ワークを形成しているマウスは
記憶レベルが高いことがわかり
ました。このような細胞レベルで
の記憶の定量化は、これまで曖昧
な評価しかされてこなかった機
能性食品の脳機能に与える影響
を客観的に評価することが可能
となります。それによって適切な
栄養素がもたらす賢い脳を解明
し、年齢に関係なく脳を賢く保つ
ための科学基盤を確立したいと
考えております。
最後に、本助成の申請にあたり
様々なご助言を下さいました薬
理学教室の成田年教授をはじめ
ご協力頂きました皆様に心より
御礼申し上げます。

第14回かながわ薬剤師学術大会優秀賞を受賞して
実務教育研究部門 准教授 湯本

こ の 度、 第
14回 か な が わ
薬剤師学術大
会
（ 平 成28年1
月17日、横浜）
に お い て、
「リ
スクマップを
用いた薬剤関
連インシデントの原因分析」とい
う演題名で標記の賞を受賞致し
ました（共同研究者）
。
高度・複雑化する医療現場にお
いて、インシデント、特に薬剤関
連インシデントは、患者の健康被
害と密接に関係しており、医療機
関では、
「 医薬品安全管理責任者」
として薬剤師を配置し、独立した
存在下で医療機関の医薬品に関
わる全てのマネジメントを実践
しております。

哲郎

薬剤関連インシデントの主た
る解析対象は、全職種より提出さ
れるインシデントレポートです
が、量的かつ限局的に分析をして
も効果的かつ抜本的な事故対策
には結びつきにくいため、インシ
デントが起きた背景や要因を有
機的に解析し、それに応じた対応
策を検討するための新たな方法
論が求められております。そこ
で、本研究では、薬剤関連インシ
デントにつながる潜在的な発生
要因を明らかとするための方法
論としてリスクマップに着目し、
その有用性を検証しました。リス
クマップは、インシデントが業務
フローのどこで発生したかを視
覚的に認識でき、インシデントの
発生しやすい業務ステップを明
らかとすることで、業務フローの
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どこにリスクが潜んでいるかを
特定することが可能となります。
実際に研究対象医療機関のイン
シデントレポートを対象にリス
クマップを用いて解析した結果、
医師、薬剤師、看護師において
従来の方法論では抽出不可能で
あった薬剤関連インシデントの
要因を明らかとすることができ、
実際に対応策を講じることで対
象インシデント件数の削減を図
れております。本方法論は、今後
の要因分析の主軸となり、多くの
医療機関で導入されるものと期
待しております。
最後になりますが、本研究に携
わった全ての先生に心よりお礼
申し上げます。

星薬科大学報第83号
（平成28年4月）

OB・OG の 今 ―学びを胸に輝く アップ・ツー・デート―
本号より、卒業して１、２年目の卒業生の皆さんに
「ＯＢ ・ ＯＧの今 ―学びを胸に輝く―」
と題し、就職
して１年目の近況 ・ 心境を語って頂き、薬剤師として、研究者として、前へ前へ突き進む卒業生たちの「今」
を紹介します。今回語って頂く４名の卒業生を紹介します。
学長秘書 渡邊 明美

1

薬剤師レジデント
佐 伯 朋 哉さん
P16 へ

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

4

P22 へ
薬局 OTC 薬剤師
半 澤 茉 梨 奈さん

株式会社サンドラッグ大河原フォルテ店は宮城
県柴田郡大河原町にあります。そこでOTC薬剤師
として働く半澤茉梨奈さん。学生時代は小柄なが
ら柔道部で大活躍。オープンキャンパスや薬草見
学会、区民公開講座など、大学行事にも積極的に参
加してくれていました。
いつも笑顔で人懐っこい性格の茉梨奈さん。現
在の店舗に配属されて1週間も経たない頃、
「こんな
にいろいろ教えてくれる薬剤師さんはいないわよ。
あなたに会えて良かったわ」
「 半澤さんが良くてま
た来ました」などのお声を頂きとても励みになった
そうです。最近では、
「 若いのにあんたみたいな子
はなかなかいないよ。うちに嫁にこないか」と言わ
れるそうです。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

東京女子医科大学病院で薬剤師レジデントとし
て働く佐伯朋哉さん。学生時代から常にリーダー
として大活躍。佐伯さんが中心となって企画制作し
た、平成25年度卒業生全員と学長先生も参加した
動画「星薬科大学 ・ 恋するフォーチュンクッキー」
は学内外で大好評でした。平成25年度卒業記念パー
ティー実行委員長も務め、華やかなそのオーラは
常に注目の的でした。
卒業後も「星薬科大学ユースアドバイザー」とし
て星薬科大学特製白衣制作等に参画し、星薬科大
学発展のため積極的に活動中です。星薬科大学学
内企業説明会でも、就活中の星薬生に優しさと励
ましの笑顔で活力溢れるアドバイスをして下さっ
ています。

日本ケミファ株式会社創薬研究所は三郷駅から
バスで20分ほど行った、穏やかに流れる中川沿い
にありました。そこで研究者として働く岩瀬祥之
さん。学生時代は薬品毒性学教室に所属し、部活は
バスケットボール部で大活躍。学会での受賞を受
けて、星薬科大学特製白衣も受賞されました。卒業
後、平成28年4月には
「星薬科大学ユースアドバイ
ザー」
に任命されました。
学報の取材で訪れた私を、学生の頃と変わらぬ
笑顔で迎えて下さり、社内を案内しながら現在の
研究内容や、また職場の上司の皆さんのことをお
話下さるその輝く表情からは、希望した職場で働
けることの喜びや感謝の気持ちが溢れていました。

2

研究者
岩 瀬 祥 之さん

P18 へ

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
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P20 へ

3

病院薬剤師
近 藤 智 洋さん

神奈川県立病院機構神奈川県立がんセンターは、
二俣川駅から巡回バスで5分ほど行った丘の上にあ
り、最先端の設備を有する今の新しい施設は平成
27年12月に完成したとのことです。そこで病院薬
剤師として働く近藤智洋さん。卒業時には、聴覚障
害を持ちながら学業の研鑚に励み優れた学業成績
を上げたとして平成26年度学長賞を受賞されまし
た。
学報の取材で訪れると、長身に白衣姿がとても
清々しく、連休前日で薬剤部が大変忙しい中、先輩
薬剤師の皆さんと迅速に業務を処理するその姿は
とても頼もしく活き活きとしていました。この1年
間の大きな成長を感じると共に、星薬科大学職員
として大変誇りに思いました。

星薬科大学報第83号（平成28年4月）

OB・OG の 今 ―学びを胸に輝く アップ・ツー・デート―

1
東京女子医科大学病院
薬剤部

佐伯 朋哉
「薬剤師レジデント」として
希望の診療科や研究を
リソース豊かな大学病院で
勉強しながら働く

Tomoya Saeki
平成 25 年度（2014 年）薬学部卒業
緩和医療学会主催PEACE研修会の修了証を手に

薬剤師の環境も需要もめまぐるしく変化する中
で、卒後の進路の参考に少しでも役立てばと思い
今回執筆させて頂きます。
私は、今東京女子医科大学病院で薬剤師レジデ
ントとして働いています。日本ではまだ薬剤師レ
ジデントという言葉は普及していませんが、諸外
国では卒後研修制度として当たり前のように行わ
れている制度です。
なぜ医師には卒後研修制度があり、薬剤師には
義務化されていないのでしょう？大学で6年間勉強
していざ臨床の現場に羽ばたいても、ファーマシュ
ティカルケアの幅広さやニーズの拡大に対応でき
ず困惑する人がほとんどであり、このニーズの解
消できるシステムがレジデント制度だと思います。
私は今、薬剤師としての調剤技術、薬学的知識、
多様化する調剤連動システムの知識を身につけつ
つ、希望病棟である循環器内科や化学療法、緩和
ケア病棟を4 ヶ月毎に研修して周り、病棟業務の遂
行、研究に携わらせて頂いています。
希望の診療科や研究をリソース豊かな大学病院
で、若い時に勉強しながら働けるのが、レジデント
制度の一番の強みだと思います。
それなら正職員で入職しても変わらないので
は？とよく質問されるが、正職員のように組織の
一部に組み込まれた中で、希望の勉強、知識を得る
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のは難しいです。
皆それぞれ理想の薬剤師像が違うからこそ、働
く中にも個々に組み立てた希望スケジュールが必
要であり、目的意識をはっきり持ちながら密な時
間を過ごすべきだと思います。
私も年間スケジュールと目的意識をしっかり立
て、指導薬剤師に管理して頂くことで、薬剤師とし
ての全般的な技能を手に入れつつ、希望の緩和領
域やがん領域などの勉強も業務内で学べています。

病院実習に来た学生たちへの業務説明

星薬科大学報第83号
（平成28年4月）

喜びと感謝を胸に突き進む
今こうやって頑張れているのも、星薬大で緩和
領域の研究に携わらせて頂き、多くの先生の考え
や、体験を聞けたからこそ、理想の薬剤師像を具体
的に持ち、突き進めているのだと思います。
オープンキャンパスや研究、薬祭の中で様々な
人が年代の壁を壊して、コラボレーションしてい
き、結果を残す。そんな日々から協調性や問題解決
能力は身に付いたのだと思います。
数々ある薬剤師としての進路の中、この道を選
んで今生活しているのが正解なのか失敗なのか、
もともと正解とは何なのか、自分でもわかりませ
んが、5年、10年先を見据えて、その勉強を今出来
ているのは幸せだと思います。
偉そうなことは言えませんが、今もし進路に迷っ
ている方がいるならば、自分の将来送りたい生活
水準や、なりたい薬剤師像を考え、それを達成する
ためには、卒業後の大切なスタートをどこで過ご
すべきか、実力をつけた薬剤師5年目以降（主な専
門認定取得可能年数）どこで仕事をしているべきか
悩んでみて下さい。
私が星薬で多くの貴重な出会いや人脈形成が出
来、充実した日々が送れているのと同じように、皆
様が星薬で良かったと卒業式で思えるような経験
を日々送れることを祈っています。

東京女子医科大学病院外観・外来センター内

星薬科大学学内企業説明会

病院の先輩方との恒例バーベキュー

上司の方からの応援メッセージ

高橋結花師長（右）と共に（星薬科大学学内企業説明会にて）

東京女子医科大学病院薬剤部ではレジデント
制度を導入しており、それぞれが高い志をもっ
て来ています。佐伯くんもその中の一人ですが、
彼は入職当初から中央業務
（調剤 ・ 注射業務）や
研修に積極的に取り組んでいましたが、今年度
からは臨床業務も開始し、ステップアップして
います。
また、同世代のリーダー的存在として同期を
まとめてくれ、後輩が入ってきた現在では、率
先して後輩の指導にもあたっています。
将来佐伯くんが、学生を含めた後輩薬剤師を
教育・指導してくれることを期待しています。
星薬の学生のみなさんも、自分が目指してい
る薬剤師になるためのワンステップとしてレジ
デント制度を考えていただき、佐伯くんの後輩
になってくれることを願っています。
東京女子医科大学病院 薬剤部 師長
高橋 結花
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OB・OG の 今 ―学びを胸に輝く アップ・ツー・デート―

2
日本ケミファ株式会社
創薬研究所

創薬第二研究室

岩瀬 祥之
薬に救われた
経験に導かれた
薬学への道

Yoshiyuki Iwase
平成 26 年度（2015 年）総合薬科学専攻修士課程修了
日本ケミファ

創薬研究所前にて

日本ケミファを選んだ理由
私が修士一年のときオーストラリアで開催され
た国際学会に参加した際に、今の上司や先輩社員
とお話をさせて頂く機会がありました。
お話を伺ううちに上司や先輩社員の人柄、創薬
研究に対する熱意に感銘を受けこのような研究者
の下で働きたいと思い今の会社を選びました。

1日の流れ
就業時間は朝8時30分～ 17時15分で大体8時前ま
でには出社するようにしています。出社後はメー
ルや社内掲示板をチェックし、実験に取り掛かり
ます。
12時までに実験をひと段落させ、昼食をとりな
がら、若手研究員で行っている論文紹介などの勉
強会に参加しています。12時45分から実験を再開
し、17時頃までに実験を終了し、その日の結果に
ついての考察や次の日の準備を行い帰宅します。
帰宅後は地域の人たちと趣味であるバスケット
ボールで交流を深めています。

幼いころからの夢
私は生後11 ヶ月の時に原因不明のとある病気を
発症しました。幸い後遺症などなく昨年まで数年
に一度経過観察という形で受診しておりました。
ちょうど中学卒業の頃、私の恩人でもある主治
医の先生がご退職されると聞き経過観察に訪れま
した。その際、先生からどのような形でも良いので
病気で苦しむ人と向き合えるような職業に就いて
下さいと言って頂きました。
そのことと、病気からアスピリンや免疫グロブ
リンという薬に救われたこともあり、薬の研究開
発に関わる仕事に就きたいと考えるようになりま
した。
仕事の内容
私は抗うつ、抗不安をターゲットとした新薬の
研究に携わっており、所内で合成された化合物を
動物に投与し薬効評価を行っています。

地域のバスケットボールの仲間たち
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休日の過ごし方、仕事に合わせ勉強していること
休日は大学時代の友人や、研究所の同僚と遊び
に行ったりしてリフレッシュの日にしています。
また、土日のうちどちらかの日は自己研鑽にあて
るようにしていて、携わっているプロジェクトに
関する文献や参考書を読んで知識を深めています。

社会人になって思うこと
現在携わっているプロジェクトは大学時代の研
究内容と近しいものであり、実験手技一つにして
も学生時代の経験が役に立つことが多く、経験は
必ずどこかで生きるんだなと社会人になり実感し
ています。

一年間を振り返って
この一年は時間の使い方をよく考えるように
なったと思います。学生時代は実験が終わらなけ
れば大学に泊まってしまえば良いという、極端な
言い方をすれば時間が無限にあるような考えで実
験を行っていたため時間を意識したことがほとん
どありませんでした。
当たり前かもしれませんが会社では限られた時
間内で結果を出さなければならないので、この一
年でとにかく効率よく最大限の結果が得られるよ
うに実験を組むことを意識するようになりました。

将来の夢
将来の夢ですが自分でプロジェクトを立ち上げ、
創出した新薬で病気で苦しむ患者さんを助けたい
と思っています。
これからも幼いころからの夢に向かって一歩一
歩努力を積み重ねていきます。

星薬科大学で学んで良かったこと
もっと学んでおけば良かったこと
学んで良かったこととは少し異なるかもしれま
せんが、星薬科大学の良いところは先生方と親し
くなれる環境が整っていることだと思います。院
生時代の研究室、指導グループでお世話になった
先生はもちろんのこと、他の研究室の先生とも卒
業後も交流が持てるのは他大にはない星薬科大学
の特色の一つなのではないでしょうか。
学んでおけば良かったなと思うことは多々あり
ますが、一番は自分の専門分野とは異なることも
しっかり勉強しておくべきだったということです。
社内の会議では合成や薬物動態の研究員も同席
します。そのため大学時代の専門とは異なる話題
も議論されるので苦労することがしばしばあり、
他分野の勉強の重要性を実感しています。

培養実験室前にて

販売中の製品

病理実験室

上司の方からの応援メッセージ
早いもので入社後1年が経過し、フレッシュ感を残しつつも、同僚や先輩社員に支えられなが
ら大分会社になじんできたようです。この一年は、大学と企業との研究のギャップに大いに苦し
んだ様子でしたが、外見からはうかがい知れない粘り強さと根性で乗り切っていました。2度と
ないこのような経験・気持ちを忘れずに、自らの創薬テーマを見出し、研究所の中核をなす研究
者として成長してくれることを期待しています。
日本ケミファ株式会社 創薬研究所 創薬第二研究室 室長
濵野 隆一
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3
地方独立行政法人神奈川県立病院機構

神奈川県立がんセンター
薬剤科

近藤 智洋
病院薬剤師として
「患者さんを救いたい」
を追い求める

Tomohiro Kondo
平成 26 年度（2015 年）薬学部卒業

神奈川県立がんセンター前にて

様々な知識を身に付けられるように日々頑張って
います。
今年度からDI（Drug Information医薬品情報）チー
ムの一員になったので、DIに関する知識も積極的
に学んでいこうと思っています。

職場の紹介
地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県
立がんセンターでは、がん専門薬剤師やがん薬物
療法認定薬剤師、がん指導薬剤師が複数在籍して
おり、また、がん専門薬剤師研修施設、がん薬物療
法認定薬剤師研修施設でもあるため、がんに関す
る様々な情報が常に入ってきます。
また、治験薬や新薬に触れる機会も多く、新規抗
がん剤やその候補となりうる薬物に対する知識を
獲得するための勉強会も、月に1，2回開かれます。
仕事の内容
内服薬調剤、注射薬調剤、調剤鑑査、製剤業務、
麻薬業務、抗がん剤調製、窓口業務などといった仕
事を1週間ごとに交替していきながらそれぞれ担当
していく形の業務形態を採っているので、様々な
分野の仕事を幅広く行います。
それと同時に、病棟薬剤師としての業務も並行
して行うため、非常にやりがいのある仕事です。
私は、調剤や鑑査、製剤などの業務をすることが
多いです。時には聴覚障害を有する患者さんの担
当を任されることもあり、薬剤師として誇りを持っ
た仕事をすることが出来ています。
仕事に合わせて勉強していること
がんセンターの薬剤部なので、レジメンはもち
ろん、緩和医療、栄養療法、抗菌薬管理等といった

休日の過ごし方
星薬科大学の同期や実習先で知り合った友人な
ど、様々な人と一緒に食事をしながら、それぞれの
人がおかれている環境や薬物療法に関する情報交
換もして、薬物に対する知識も交流も深まる楽し
い時を過ごしています。

同じ職場の星薬科大学卒業生の皆さんと共に
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星薬科大学で学んで良かったこと
大学生活内で学んだこと全部です。
不要と思っていた知識が、患者さんとのコミュ
ニケーションの中で必要となったことがありまし
た。その経験から、これまでに学んだこと、自分で
勉強したことなどを、目の前の患者さんにどのよ
うに活かすか常に考えなければならないと思って
います。

これからどのように成長したいか
社会人2年目に突入して、DI（Drug Information
医薬品情報）チームを代表とする様々な仕事を任さ
れるようになったため、自分が担当している日々
の業務を十分に行いつつ、任された仕事もスムー
ズに済ませられることを目標に頑張りたいと思っ
ています。

もっと学んでおけば良かったこと
数ある多くの論文や症例報告の中から、自分が
必要とする情報を手に入れ、その内容の妥当性に
ついて検討を短時間で行う技術は、しっかりと学
んでおけばよかったと思っています。
社会人になって思うこと
当たり前のようですが、実習とは違って、資格を
持った一人前の薬剤師として、自分の言動に責任
を持って仕事をする必要があります。
また、これまでに得た知識を活用して、医師や看
護師と連携をとり、患者さんとコミュニケーショ
ンをとる必要もあります。
そして、日々の業務に流されて、患者さんを救い
たいという初心を忘れてしまいがちですので、初
心を忘れずに気を引き締めていくことも大事だと
思っています。

上司の方からの応援メッセージ
昨年の4月、新入職員として来たばかりの時
は、どのくらいの時間で職場に慣れるだろうか
と少し心配していたのですが、近藤さんは私の
心配をものともせず、持ち前の体力!?と積極性
でほんとうに短期間で慣れてくれました。
そんな彼なので様々な業務に早くから意欲
的に取り組んでくれています。例えばルーチン
ワーク以外でもＤＩやマスタ管理の業務を担当
するなど活躍しており、その仕事内容もとても
正確かつ敏速です。これからもこの1年間に身に
着けた知識や技術をもとに、病院薬剤師として
さらに成長してくれることを期待しています。
菊地正孝薬剤科長(右)と共に
星薬生のみなさんにおかれましては、国家試
験にぜひ合格して近藤先輩のあとに続いてもら
えればと思っています。そして、神奈川県立病
院機構で勤務することを目指して頂けるとさら
にありがたいです。
地方独立行政法人 神奈川県立病院機構
神奈川県立がんセンター 薬剤科長
i-ROCK（神奈川県の放射線腫瘍センターの重粒子線治療）
菊地 正孝
施設にて
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4
株式会社サンドラッグ
大河原フォルテ店

半澤 茉梨奈
被災地での OTC 医薬品の重要さを感じ
ドラックストアの
「ミニドクター」を目指す

Marina Hanzawa
平成 26 年度（2015 年）薬学部卒業

株式会社サンドラッグ大河原フォルテ店にて

職場の紹介と仕事の内容
株式会社サンドラッグに入社し、現在宮城県の
大河原フォルテ店でOTC薬剤師として働いていま
す。OTC薬剤師の仕事は患者様に一番合ったお薬
を選ぶことです。患者様の困っている症状、その他
の症状、生活背景などを聞き出して適した薬や健
康食品を選んだり、介護用品や入院に必要なもの、
重曹やクエン酸などの局方品や洗剤の選び方や使
い方を案内したり、ときには受診するようアドバ
イスしたりしています。
OTC薬剤師の醍醐味は、薬以外の身の回りのも
の全てについて知識を習得できることです。お客
様に合ったものを一緒にじっくり選んで、安心し
て笑顔でお帰り頂けると、本当に嬉しいです。
株式会社サンドラッグを選んだ理由
きっかけも動機も沢山あります。1つめは、病院
実習で指導薬剤師の先生に聞いた話。2つめは、ア
ルバイトで感じたこと。3つめは、社員の人柄です。
病院実習で指導薬剤師の先生が、東日本大震災
での診療活動での話をしてくださいました。被災
地でのOTC医薬品の重要さを感じ、ドラッグスト
アに目を向けるようになりました。
また、同じ時期にやっていたアルバイトでは接
客の面白さに気付きました。サラダの量り売りと
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ケーキ販売の店で、
「 ケーキが大好きなんだけど、
私糖尿病なの･･･」
「コレステロールの薬飲んでいる
んだけど、どのサラダが一番コレステロール低い
かしら？」などの相談を受けることもあり、一緒に
適した商品を選んでいくカウンセリングの面白さ
に気付きました。
就職活動中は13社の企業研究をしましたが、一
番自信を持ってキラキラ明るく仕事の話をしてく
れる社員の方が多かったのが、サンドラッグでし
た。また、目標となる星薬の先輩が何名か入社して
いたこと、目標にしたい社員の方に出会えたこと
もサンドラッグを選んだきっかけです。

星薬科大学報第83号
（平成28年4月）

星薬科大学で学んで良かったこと
特に職場で役立ったこと
中国語です。語学はもともと好きだったので基
礎薬学よりも没頭して予習復習をしました(笑)。結
果、今の仕事で役に立っています。最初に配属され
た駅前の店舗ではもちろん中国人のお客様と接す
る機会が多かったですし、今の店舗も免税店なの
で団体の中国人観光客が訪れることがあります。
漢方研究部で早いうちから漢方について学んだ
こと、紫雲膏を初めとした方剤を作り、その効果な
どについて学べたことも良かったです。漢方薬に
対して理解しやすいですし、紫雲膏を愛用してい
る年配の方と話が盛り上がります。
勉強以外では、やっぱり部活動ですね。特に柔道
部ではいろいろなことを学び、身に付けられまし
た。
一年間を振り返って
OTC医薬品や健康食品に注意事項が多く、しっ
かり説明しないと重大な副作用につながる危険性
があることを日々感じるようになりました。
例えばよく耳にするコラーゲンは、豚由来のもの
なのか、魚由来のものなのか。お客様の体質によっ
ては、アレルギーを引き起こすことがあり、しっか
りとしたカウンセリングが必要になります。また、
薬局の薬剤師に肩こりで葛根湯を勧められたから
と飲み続けていた年配の女性が、血圧の薬を飲ん
でいるのに下がらなくて医師も「なんでだろうね」
と言っていた、なんてことも。
自分で買えるくらいなんだから安全なんでしょ、
と気軽に飲まれることが多い市販薬や健康食品だ
からこそ、薬剤師が注意喚起したり、副作用に気付
くことが重要だと感じています。
また、OTC薬剤師は、
「 ミニドクター」にならな
ければらないという想いが強くなりました。ドラッ
グストアに来店される患者様は病院嫌いな方が意
外と多く、中には重症の患者様もいらっしゃるた
め、幅広い知識をもった「ミニドクター」の必要性
を感じています。

星薬生に一言アドバイス
授業や部活動で学んだり体験したりしたことを、
身近なものに結び付ける癖をつけると良いと思い
ます。
例えば、家で洗剤を見かけたら成分名を見て、
「
“混ぜるな危険
“の表示はどの成分と混ぜてはいけ
ないのか？」牛乳を飲みながら、一緒に飲んではい
けない薬と何故ダメなのかまで思い浮かべるなど、
学んだ知識を身近なものに結びつけると、薬理、薬
剤、化学の理解が深まりますよ。政治経済のニュー
スを見て
「じゃあ診療報酬や自己負担額にはどう影
響が出るのか？」と考えれば、法規、就職活動、退
院指導や接客にも生かせるのではないでしょうか。
ちなみに薬事日報のウェブサイトでニュースの
見出しを毎日チェックするだけで、どういう企業
や団体が法律のどこを担っているのかが勉強しな
くても自然とわかるようになりますよ。

これからどのように成長したいか
「商品に埃を被った店舗をなくす」、
「 病院の前に
まずドラッグストアで相談してみようと思うこと
が世の中の常識にする」という入社前からの目標を
忘れずに日々の接客をし、更に売り場作りを楽し
める薬剤師。今はまだ接客にいっぱいいっぱいで、
好きなように満足のいく売り場を作る余裕があり
ません。早く満足のいく仕事ぶりにしたいです。
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上司の方からの応援メッセージ
当初より志の高かった半澤さんはその
元気さとコミュニケーション力を武器
に、早々にお客様と仲良くなりお店の顔
となっていますね。その笑顔としっかり
と相談に乗ってくれる姿勢にお客様は喜
んでいると思います。まだまだ覚えてい
かなければいけないことも多く大変なこ
ともあるかとは思いますがそれを乗り越
えればお客様にとって最高の”ミニドク
ター”となっていけます。初心を忘れずこ
れからも成長し続け大きくなってくれる
ことを期待します。
マネージャー 薬剤師
（2001年次入社）
甲賀 大介
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Royal College of Surgeons in Irelandとのワークショップ開催について

2015年7月にRoyal College of
Surgeons in Ireland（RCSI；アイ
ルランド）と国際学術交流協定を
締結したことを受けて、今後の
共同研究を含めた学術研究交流
の可能性を探る目的で、2015年
10月30 - 31日に第1回ISCA-Japan
Hoshi University-RCSI workshop
（星薬科大学）ならびに2016年4月
21-22日に第2回ISCA-Japan Hoshi
University-RCSI workshop（RCSI）
がそれぞれ開催されました。
第1回 のworkshopで は、RCSI
から10名を越す研究者が星薬科
大学に来校し、互いの研究内容
を紹介するとともに共同研究の
可能性について話し合いました。
また、このworkshopでは、学術
研究面の交流のみでなく、在日
ア イ ル ラ ン ド 大 使 で あ るAnne

Barrington様、文部科学省の前澤
綾子様、アイルランド政府産業開
発庁のDerek Fitzgerald様にもお
越し頂き、二国間交流の幅広い可
能性について話し合われました。
約100名が参加する盛大な会とな
り、今後の交流の可能性について
探る良い機会となりました。
第2回 のworkshopに は、 星 薬
科大学から大学院生を含む8名が
RCSIを訪問し、それぞれの研究
内容について紹介し、今後の共同
研究の可能性について話し合い
ま し た。ま た、 こ のworkshopに
は在アイルランド日本大使であ
る三好真理様にもお越し頂き、二
国間の交流の重要性を改めて感
じる会となりました。この2回の
workshopを通して複数の共同研
究の話がまとまり、また今後の交
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流戦略についても話し合いが持
たれました。
今後は、2016年6-7月にsummer
schoolとして学生の短期交換留学
が行われ、星薬科大学の学生1名
がRCSIに、RCSIの 学 生4名 が 星
薬科大学にそれぞれ滞在し、2カ
月間研究活動を行います。また、
学術研究面ではworkshopにて決
まった共同研究を遂行 ・ 発展さ
せるために、今後もRCSIの研究
者の星薬科大学への滞在が予定
されています。このような国際学
術交流を深めていくことで、星薬
科大学の更なる発展に繋がるこ
とを願います。
国際学術交流委員会
RCSI対応WG長
池田 弘子

星薬科大学報第83号
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国際交流スペースの開催について
国、衛生化学教室）
、Chou Bunka
現在、社会や経済のグローバル
、Worranan
化が進み、国際社会および本学を （中国、生薬学教室）
Rangsimnwong（タイ、薬剤学教
取り巻く環境が大きく変化する
室）
と4人おり、国際交流スペース
中、本学が国際社会において存在
にて英語での会話や異文化の交
感を示し、更に高めていくために
流を楽しんでおります。平成 28
は、これまで培ってきた教育、研
年度の第1回国際交流スペースで
究力等を広く国際社会に発信し
は、ザンビア共和国大使館からビ
ていくことが求められます。その
クター ムンバ
（Victor Mumba、
ためには、国際社会にて活躍でき
一等書記官）様が訪問され、ザン
る人材の育成や、海外の優秀な学
ビア共和国の紹介を英語でして
生や研究者の受入れによる双方
いただきました。ザンビア共和国
向の人的交流を推進することが
はアフリカ南部に位置する内陸
不可欠です。そのため、本学のグ
国であり、公用語は英語です。面
ローバル化の一環として、平成27
積は日本の約2倍でありながら、
年度より本学の外国人留学生と
人口は日本の約1/10だそうです。
本学の学生との交流の機会を提
ザンビア共和国の人気観光地に
供するためインドネシア出身で
ついてもふれられ、アフリカの
現在、当国際交流室所属の教員で
ビッグ5（ゾウ、ライオン、サイ、
あるAlfarius Eko Nugrohoさん
ヒョウ、バファロー）等が見られ
を中心に国際交流スペースを毎
月第四金曜日の授業終了後17 ： るサファリパークおよび世界遺
00より開催しております。現在、 産 ・ 世界三大瀑布の一つと称さ
れるヴィクトリアの滝などの観
本学の外国人留学生は、Andang
光地および文化等について紹介
Miatmoko（ イ ン ド ネ シ ア、 医
されました。その後、英語での質
療 薬 剤 学 教 室）、Li Chuan（ 中

疑応答を楽しみました。また、国
際交流室の活動として、他に星薬
祭にて留学生のお国紹介ブース
の設置等を行っており、本学の教
員、学生のみならず、近隣住民た
ちとの交流の場も設けておりま
す。
最後になりますが、我々は中
学、高校、大学と英語を勉強して
きましたが、日本で生活をしてい
ると英語を話す機会はなかなか
ありません。国際交流と聞くと、
英語が話せないと楽しめない、ま
たは浮いてしまうと不安に感じ
る人も多いのではないかと思い
ます。しかし、気軽に英会話がで
きたら良いと思いませんか？語
学力を向上させつつ、異文化交流
を通して新しい仲間を作り、大学
生活を楽しみましょう。また、本
学の留学生や海外に興味がある
方、海外留学を希望する学生に積
極的に利用していただきたいと
思っておりますので、お時間のあ
る時にぜひお立ち寄りください。
国際交流室 酒井 寛泰

ムンバさん（ザンビア共和国大使館）との交流

留学生とグループ会話

留学生による出身国の紹介

星薬祭にて留学生によるお国紹介
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薬理学教室の成田 年教授、本学初となる独立行政法人日本学術振興会
議学術システム研究センター医歯薬領域専門委員に選出

このたび、薬理学教室の成田教
授が日本学術振興会議学術シス
テム研究センターの医歯薬学領
域の専門委員に選出されました
（任期は本年4月から3年間）。本学
より選出されたのは初めてのこ

とであり、大変名誉な選出
となります。心よりお祝い
申し上げます。
日本学術振興会は天皇
陛下の御下賜金により昭
和7年に創設されました。
平成15年から独立行政法
人となり、日本の学術振
興を担う中核機関として
科学研究費補助金、次世
代の研究者養成、学術の国際交
流、エビデンスに基づいた学術振
興体制の構築と社会との連携の
推進などを中心に幅広い活動を
行っています。こうした活動か
ら、名実共に日本における全学術

領域の研究を支えるトップ機関
として認知されています。この組
織における学術システム研究セ
ンター専門委員は、プログラムオ
フィサーとしてこれら全事業に
ついて助言、提言および審査など
を担当するため、優れた研究業績
を有し、第一線で活躍する研究者
として高い評価を受けた者が科
学全領域から厳選されます。薬学
全領域からは、2人しか選出され
ないことからも、大変狭き門であ
り、研究大学をスローガンに掲げ
る本学にとって、この上ない大き
な足跡となります。
文責：森 友久/ 巻 直子

学生の受賞等
①機能形態学研究室 大学院修士2年生 渡邊 駿さん
第133回日本薬理学会関東部会で若手優秀発表賞
を受賞
演題名 ： 高濃度インスリンはIR/PI3K/PDK1経
路を介しラット頸動脈における5-HT誘発収縮反
応を増強させる
②薬理学教室 5年生 有馬 崇充さん
第89回日本薬理学会年会で学生優秀発表賞を受
賞
演題名 ： 数種μ-オピオイド受容体作動薬の細胞
内陥入を指標とした分子薬理学的プロファイリ
ング
③薬理学教室 修士課程1年生 近藤 貴茂さん
第89回日本薬理学会年会で学生優秀発表賞を受
賞
演題名 ： 人為的な知覚神経の活性化による疼痛
刺激は血管新生を伴って腫瘍を増殖させる
④組織再生学がん医療 ・ 臨床薬学研究コース 虎石
竜典さん
日本臨床腫瘍薬学会学術大会2016で優秀演題賞
を受賞
演題名：メトロニダゾール含有キシログルカン・
白糖 ・ ポリエチレングリコールゲルについての
検討
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⑤薬理学教室 5年生 唐沢 武司さん
日本薬学会 第136年会で学生優秀発表賞を受賞
演題名 ： 新規薬物担体としての間葉系幹細胞の
開発と評価 ： 抗腫瘍タンパクMDA-7の分泌制
御
⑥薬理学教室 5年生 染谷 一貴さん
日本薬学会 第136年会で学生優秀発表賞を受賞
演題名 ： 神経障害性疼痛時におけるmicroRNA
のバイオマーカーとしての可能性の検討
⑦薬動学教室 博士課程4年生
（現、生命科学先導研
究センター特任助教）
今 理紗子さん
日本薬学会 第136年会で学生優秀発表賞を受賞
演題名 ： モルヒネ誘発性便秘症における大腸
AQP3発現増加メカニズムの解析
⑧機能形態学研究室 博士課程1年生 渡邉 駿さん
日本薬学会 第136年会で学生優秀発表賞を受賞
演 題 名 ： ラ ッ ト 摘 出 頸 動 脈 に お け る5-HT誘
発収縮反応に対する高濃度インスリンおよび
3-phosphoinositide-dependent protein kinase 1
（PDK1）
活性化薬の影響
⑨薬理学教室 5年生 森田 加奈さん
公益財団法人東京薬事協会
「平成27年度奨学金
給付制度」に採択され、贈呈式の様子が平成28
年4月1日
（金）
の薬事日報に掲載された。

星薬科大学報第83号
（平成28年4月）

学内企業説明会の開催について

本 年3月19日（ 土）お よ び26日
（土）に学内の百年記念館におい
て合同企業説明会が開催されま
した。この行事は、学生の就職活
動を支援するための就職ガイダ
ンスの一環として、企業の人事担
当者と就職活動を始めようとし
ている学生との橋渡しを目的と
して約20年前より始められ、以
降、毎年開催されています。個々
の企業ごとにブースが設けられ、
学生は興味のある企業のブース
を訪問し、担当者から直接説明を
聞いたり質問したりするという
企画です。今年は、第１回（19日）
には、製薬・化学・食品メーカー、
治験関連企業（CRO ・ SMO）
、医
薬品商社等の78社に、また第２回
（26日）には、病院、調剤薬局、ド
ラッグストア、行政機関
（公務員）
等の110社（団体）にそれぞれ来学
いただき、いずれの日程も午前の

部と午後の部に分かれて実施さ
れました。
主な参加学生は、就職活動を控
えた薬学科5年次生、創薬科学科3
年次生、大学院修士課程1年次生
ですが、なかには来年以降に備え
て低学年学生の参加もみられま
した。リクルートスーツに身を包
んだ学生達は、少しばかり緊張し
た面持ちで企業のブースを訪問
し説明に聞き入っていました。2
日間で合計20社以上訪問する学
生もみられました。慣れ親しんだ
ホームグランドの学内で就職活
動をスタートできることは、学生
にとって大きなメリットとなっ
ています。また、企業によっては、
最近入社したOB・OGが人事担当
者と同行して来学するケースも
あり、顔なじみの先輩から直接に
話を聞けるという安心感も後輩
には嬉しいことと思います。この

星薬科大学卒業生の東京女子医大髙橋結花先生
（右）
と佐伯朋哉さん（左）、中央は前就職部長 辻教授
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学内企業説明会をきっかけとし
て本格的な就職活動を始める学
生も多くなっています。
経団連の指針等により、企業
の採用活動スケジュールが昨年、
今年と変更になっていることは
報道でご存知のことと思います。
2017年3月の卒業生では、卒業の
1年前の本年3月から企業説明会
が開始され、6月より選考活動が
開始される予定です。外資系企業
や病院は、これまで通りの採用活
動を行うことが予想されますの
で、学生の就職活動の時期が多様
化、また長期化しているのが現状
です。本学では、新たに発足した
学生支援部が中心となって、就
職ガイダンスなどで的確な情報
を提供していく予定です。これ
から就職を考える低学年の学生
もTOEIC学内試験、公務員試験
対策講座、就職ガイダンス、イン
ターンシップへの参加など学内
の就職支援を有効に活用して、少
しずつ準備を整えていってほし
いと思います。
最後になりましたが、年度末、
また新年度直前の多忙な時期に、
このように多くの企業から来学
していただけることに深く感謝
申し上げます。
前就職部長 辻 勉
（微生物学教室教授）

企業担当者
（左から金井さん、半澤さん、白戸さん、
いずれも本学卒業生）
の説明を真剣に聞く星薬生

星薬科大学報第83号（平成28年4月）

星家からのご寄附について

右から、星治様、星一良様、田中学長、杉山副学長

平成27年9月と10月に、本学の
創立者星一先生のお孫さんにあ
たる、星一良様と星治様から、奨
学寄付金として、それぞれ100万
円を本学にご寄附いただきまし
た。
星一先生には3人のお子様がい
らっしゃいました。長男の親一

様、次男の協一様、そして長女の
鳩子様です。星一良様と星治様
は、協一様のご子息ですが、協一
様は、平成26年12月9日にご逝去
されました
（享年86歳）
。
協一様は、平成23年5月28日に
本学で挙行された創立100周年記
念式典に、ご子息の一良様と一緒

に臨席されました。当日、100周
年記念事業の一環として開設し
た星薬科大学歴史資料館をお2人
で興味深く拝見されていたのが
思い出されます。また、星一先生
のご命日
（1月19日）に、かつて大
学主催で執り行っていた墓前祭
にも、協一様と一良様にご参加い
ただいた年もありました。
星一良様と星治様からのご厚
意に対し、平成27年12月12日に田
中隆治学長から感謝状を贈呈し、
深く感謝の意を表しました。この
度の多額のご寄附を本学の発展
のために大切に使用させていた
だくとともに、今後も、本学の活
動を星家にお伝えしてまいりま
す。
総務部 佐藤 史朗

DOCOMOMO Japanからの選定プレート授与について

学報第82号でもお伝えしまし
たとおり、平成27年6月、本学本館
が、DOCOMOMO Japanに よ る
「日本におけるモダン ・ ムーブメ
ントの建築184選」にリストアッ
プ さ れ ま し た。DOCOMOMO
（The Documentation and
Conservation of buildings,
sites and neighborhoods of the
Modern Movement）
は、モダン ・
ムーブメント（近代運動）の推進
に寄与した建築の歴史的・文化的

重要性を訴え、その記録と現存建
築の保存に関する活動を展開す
る 国 際 的 学 術 組 織 で す。1989年
にオランダで設立され、現在は本
部をスペインのバルセロナに置
き、60を越える国・地域が加盟し
て活動をしています。
平成28年5月14日
（土）
、DOCO
MOMO Japan総会が本学で開催
され、選定プレートの贈呈式が星
一像前で行われました。田中隆治
学長にプレートが贈呈されると、
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本館前は大きな拍手で包まれま
した。また、総会後には、施設見
学会が行われました。建築より90
年以上経つにも関わらず、良好な
状態で本館が維持されているこ
とについて、
「 アントニン ・ レー
モンド初期の作品ながら、ここま
で完璧な状態で残っているのは
珍しく、とても貴重である」と、
とても驚いた様子でした。
総務部 髙橋 俊介

星薬科大学報第83号
（平成28年4月）

日本近代建築の父アントニン･レーモンドを知っていますか

平 成28年1月22日
（ 金）か ら3月
10日（ 木）
、 銀 座 教 文 館 ビ ル9階
ウェンライトホールにて、教文館
創業130年記念「日本近代建築の
父 アントニン ・ レーモンドを
知っていますか」が開催されまし
た。

が契機となり、ライトから独立し
レーモンドは44年の滞日で400
て1921年に丸の内にレーモンド
余の建築物をつくり、日本の建築
事務所を設立し、日本の社会に深
の発展において多大な影響と功
績を残した建築家です。今回は、 く根をおろすことになります。
レーモンドが総合芸術として
Ⅰ祈り―教会 ・ キリスト教施設
の建築設計に際し提唱した哲学
Ⅱ銀座の街並み―銀座界隈
は
「最も簡潔にして直裁、機能的
Ⅲ代表作の3部に分けて紹介され
にして経済的、かつ自然なるもの
る中、本学の本館も、レーモンド
のみが真に完全なる美を有する
の代表作の1つとして紹介されま
ものである。
」
した。
レーモンド設計事務所の三浦
アントニン・レーモンドは1888
敏 伸 代 表 取 締 役 の 講 演 会 で も、
年にオーストリア帝国統治下の
レーモンドの理念において最も
チェコに生まれ育ち、プラハ工科
重要なことは、敷地内の樹木や岩
大学を卒業後、1916年にヨーロッ
なども基本的には移動させずに
パを離れてアメリカへ渡り、世界
その中でデザインする
「自然主義
の三大建築家の一人といわれる
の原則」
としていました。
建築家フランク ・ ロイド ・ ライ
BELCA賞ロングライフ部門（20
トの下で設計業務を学びました。
04年度）
、DOCOMOMO Japan175
ライトは東京・帝国ホテルの設
に選定され、竣工より92
計を依頼され1917年に来日しま （2014年）
年経った今日改めて、レーモンド
すが、その設計業務のため、1919
の五原則を端的に表現している
年12月にレーモンドも共に来日
建築作品の代表作の1つとして、
します。
後世に受け継いでいきたいと思
その後レーモンドは、星製薬商
います。
業学校（現星薬科大学）と後藤新
学長秘書 渡邊 明美
平子爵邸の設計を受注したこと

建築家アントニン・レーモンドの五原則
1）直裁性：クライアント
（建主）
からの抽象的
な要求を目的空間として構成し、機能を最
重要視すること
2）単純性 ： 虚飾を排し、無駄、無意味な空間
を造らず、これ以上削ぐものがない状態ま
で簡素に徹する心
3）経済性 ： 費用を無駄なく有効に使いなが
ら、贅肉をつけない端正な仕上がりを心が
け、完成後の維持 ・ 管理費等のライフサイ
クルコストに充分配慮する必要性
4）自然主義：資材は出来る限り自然の素材を
使い、既存の樹木や敷地形状などの周囲の
環境を保持するためにも、自然を損なわず
に活用する姿勢
5）民主的な建築 ： 建築は個性的、人間的でな
ければならないという根本的原則
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教室紹介

薬剤学教室

薬剤学教室は新星館6階南側に
あり、髙山幸三教授、小幡誉子准
教授、内海俊一助手の3名の教員
に加えて、4名の客員講師がおり
ます。現在、薬剤学教室には、大
学院生（修士課程）7名、卒論生と
し て 薬 学 科6年 生16名、5年 生10
名、4年生11名および創薬科学科
4年生3名が在籍し、加えてタイか
らの大学院博士課程の留学生1名
が学んでいます。
また、授業と実習の担当は、製
剤材料の性質（3年次前期）
、剤形

教室紹介

をつくる
（3年 次 後 期）
、DDS（4
年次前期）
、製剤系実習
（3年次後
期）ならびに機能分子薬学特論II
（大学院）
です。
薬剤学教室では、新剤形の設計
プロセスを最適化するためにイ
ンシリコ予測技術の開発に精力
的に取り組み、高機能製剤データ
ベースの構築と製剤特性の予測
や応答曲面法を利用した異形錠
の最適設計、さらに錠剤内部構造
の応力分布シミュレーションと
いった研究を展開しています。こ
れらの研究により、製剤開発の効
率化のみならず、新薬開発におけ
る法的規制に柔軟に対応する具
体策も提案しています。さらに、
薬物送達法のひとつである経皮
吸収にもインシリコ予測技術を
応用して、皮膚角層の構造解析と
経皮吸収型製剤 ・ 化粧料開発へ
の応用研究を行っています。この

研究は、高輝度放射光を利用し、
皮膚が生体を守る物理的障壁で
ある角層細胞間脂質の構造解析
を行い、角層のラメラ構造が変化
する様子を詳細に観察して、細胞
間脂質モデルによる皮膚疾患治
療薬開にもつなげています。得ら
れた知見をもとに、脳への送達を
中心としてあらたな経皮吸収型
製剤の開発にも挑戦しています。
また、核磁気共鳴画像法を利用し
た非破壊の製剤安定性評価の開
発でも成果をあげています。
論文の輪読や各自の研究テー
マの進捗について議論をするセ
ミナーや、病院薬剤師や企業の研
究者など教室外の方々を含めた
セミナーが毎週行われ、持ち回り
の発表や質疑への応答を通して
研究的思考や発表力を養い、種々
の学会で研究成果を発表してい
ます。
小幡 誉子

実習III」
「 生物系実習I」
「 生物系実
習V」
の実習を担当しています。
衛生化学とは、
「 病気にならな
いためにはどうすれば良いか」を
基本とする予防薬学です。研究
テーマとして、
「 食と環境 ： 健康
の増進と維持」を掲げ、食事から
摂取する栄養素や我々をとりま
く環境因子の生体に及ぼす影響
について研究を行っています。当
然、予防といっても病態とは無縁
ではありません。栄養素であるビ
タミンAのテキストにも載ってい
ない新しいメカニズムを解明す
ることによって、病態に対する次
世代の治療薬と予防薬を創るこ
とを目指しています。注目してい
るのは癌、肥満と生活習慣病
（糖
尿病、脂質異常症）
、脳神経
（認知
症）
、皮膚
（アトピー性皮膚炎）に
作用する薬とヘルスフード
（抗肥
満、抗老化）
です。また、肥満や脳
機能に深い関わりをもつケトン
体の代謝に関わる因子の新しい

役割を解明する研究や、環境汚染
因子によって発生し生体を傷害
する活性酸素を除去する抗酸化
物質に関する研究も行っていま
す。
「 食と環境」は日常生活におい
て欠くことのできないものであ
ることから、これらに着目した研
究の成果は人の健康と幸福に大
いに貢献するものと確信してい
ます。
教室では、科学的な思考力と表
現力を身につけ、自主性、自信、
思いやりを兼ね備えた国際的に
通用する人材の育成を目指して
います。院生が学部学生或いは先
輩が後輩を指導するといった知
識循環を行っていますので、協調
性や学年を超えた交友関係が自
然に構築されていきます。また、
年間を通しイベントも多数行っ
ています。真面目に研究に取り組
む学生を募集していますので、興
味のある方は一度足を運んで、私
と話して下さい。
高橋 典子

衛生化学教室

衛生化学教室は、医薬品化学
研究所4階と新星館5階にありま
す。教室には、教員5名、大学院生
4名、学部学生76名（薬学科 ： 73
名；創薬学科：3名）
、総勢85名が
所属しています。現在の教室は衛
生化学教室と病態機能制御学研
究室が合併し、2015年4月から新
たに衛生化学教室（大学院名 ： 病
態機能制御学）としてスタートし
ま し た。衛 生 化 学 教 室 で は、
「化
学物質の生体への影響」
「 生活環
境と健康」
「 グローバリゼーショ
ン」
「食生活と保健衛生」
「衛生学I，
II，III｣の講義、
「 環境保健学特論
I」
「病態解析学特別講義」の大学院
講義、及び「物理系実習I」
「物理系
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教室紹介

薬化学教室

薬化学教室は、昭和22年に木下
忠雄先生が初代の教授になられ
たのが始まりで、3代目教授の木
下廣野先生
（昭和31年-45年）が本
学薬化学教室の
「微生物を利用し
た化学研究」の基礎を築かれまし
た。以来、その研究テーマは仲嶋
薬 化 学 教 室 は 新 星 館7階 に あ
正一教授
（ 昭 和45年-平 成7年）の
り、細江智夫（教授）
、武田尚
（助 「微生物の代謝産物と生合成の研
教）、若菜大悟（助教）
の3名の教員
究」、河合賢一教授
（平成7年-平成
がおります。現在教室には、博士
24年）の「真菌類代謝産物の構造
研究員1名、大学院研修生1名、大
解析」へと引継がれてきました。
学院専攻生1名、大学院生は博士
そして、私が平成24年10月に教授
課程2名、修士課程1名、卒論生は
就任した後、同年11月に本学応用
15名、5年生16名、4年生14名の学
微生物学教室との統合を経て、現
生が在籍しています。講義は「有
在に至っております。この統合に
機化学ⅠA（1年次後期）」、
「 リー
より、薬化学教室はこれまでより
ド化合物の創製と最適化（4年次
も微生物学、特に分子生物学領域
後期）
」を大学院講義は「基盤薬学
が強化された体制となりました。
特論Ⅰ」を担当しています。また、 このような星薬科大学薬化学教
学部実習では「化学系実習Ⅰ
（1年
室の伝統を継承しつつ、現在薬化
次後期）」を分担しています。
学教室では
「微生物を利用した医

教室紹介

薬品・香粧品・農薬の創製および
生産、天然由来医薬品や食品等の
効能や副作用の機序解明」をコン
セプトに医薬品等の有用物質の
創製および生産研究を試みてい
ます。今、特に力を注いでいる研
究テーマは、ベルベリン
（BBR）資
化性菌のBBR代謝経路を明らか
し、モルヒネ等の付加価値の高い
化合物に変換する研究と、漢方薬
や生薬から
「菌類の第二代次謝産
物の生合成」に影響する物質を特
定し、漢方薬や生薬の新たな生理
作用を発見する研究です。どちら
も新しく始めて間もないテーマ
ですが、武田先生、若菜先生を中
心にご尽力いただき、少しずつで
すが研究の成果が表れ始めてお
り、嬉しく思っております。なお、
研究の詳細については、当教室の
ホームページをご覧ください。
教授 細江 智夫

薬理学教室

iPS細胞研究領域における研究で
は、それらの研究成果が海外の
トップジャーナルに掲載され、日
本や海外のメディアにも取り上
げられています。一方、成田教授
がセンター長を兼務している本
学の先端生命科学研究センター
現在、薬理学教室は、成田 年
教授をはじめ、森 友久准教授、 （L−StaR）をはじめ、慶應義塾大
学医学部、順天堂大学医学部なら
芝崎真裕講師、河田美穂助教と私
びに国立がん研究センターなど
（ 巻 直子 ： 講師）
の合わせて5
名の教員から構成されています。 日本屈指の医療機関や研究機関
を持つ施設や、スタンフォード大
また、大学院生ならびに学部生合
わせて90名近くの学生が在籍し、 学などをはじめとする海外の大
学とも幅広く共同研究を行って
研究生／研修生／専攻生として
います。
薬剤師、医師ならびに獣医師を加
最近では、成田教授が研究代表
え、総勢120名を超える、大変規模
者として、文科省の私立大学戦略
の大きい教室となっています。現
的研究基盤形成支援事業である
在薬理学教室では、30を超える
最先端科学研究／臨床研究テー 「次世代の”包括的緩和医療”を支
える最先端基礎/臨床融合型研究
マがあり、その一つ一つは、各研
の基盤形成」という大型プロジェ
究領域のイニシアチブをとって
クトを立ち上げ、また、農林水産
おり、社会還元性が高いアプロー
省の革新的技術創造促進事業
（異
チとして注目されています。特に
分野融合共同研究）の課題実施研
脳神経科学領域、疼痛学領域、が
究室として脳神経科学と食科学
ん治療・緩和医療学領域、そして
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を結び付けた新たな取り組みに
も挑戦しています。
薬理学教室では、こうした研究
への取り組みばかりではなく、学
生に対する指導、教育にも力を注
いでおり、次世代を牽引する人材
の育成に妥協を許さない姿勢で
取り組んでいます。また、従来の
大規模研究室の固定化されたイ
メージとは異なり、個性を尊重
しながらも協調性を重んじるカ
ラーを打ち出し、さらには理系で
忘れがちな一般社会教養や芸術
性を高める土壌作りにも力を注
いでいます。
このように私たち薬理学教室
では、多彩なアイデアから、疾患、
生命現象を統合的に理解し、社会
に還元出来る研究成果を提案す
ることを信条としています。そし
て、星薬科大学が掲げるスローガ
ンである次世代を牽引する人材
の育成を目指します。
文責： 巻 直子
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学長室だより

＜第 4 話

宮様のご台臨と創立記念日制定＞

ごきげんよう。星薬科大学学長
室です。第4話は宮家のご台臨と
星薬科大学の創立記念日制定に
ついてご紹介します。
宮家のご台臨
1922年（大正11）5月18日、伏見
宮博恭王殿下が星製薬商業学校
および星製薬株式会社を参観さ
れました。以来、朝香宮鳩彦王
（大
正11年（34歳）、昭和3年
（40歳）
の2
回訪れています）、秩父宮雍仁親
王、北白川宮永久王、竹田宮恒徳
王、李鍵公と6人もの宮様が本学
を訪れています。
各殿下は、当時最先端の星製
薬工場の第一館から第四館にわ
たって説明に耳を傾けながら、細
菌部、火夫が石炭を投げ込む機関
室、キナ粉末の飛散するキニーネ
工場、女工が薬の包装をしている
包装室、各薬品の試験製造作業な
どを熱心に視察されました。

1922年（大正11）5月18日
星製薬株式会社に到着された伏見宮博恭
王殿下
（左）と星一（右）

さらに星幼稚園、親切第一稲荷
神社をご覧になられた後、星製薬
商業学校の講習会の授業もご覧
になられました。
創立記念日制定
後 に、1922年
（ 大 正11）5月18
日の伏見宮博恭王殿下のご台臨
を記念し、5月18日が星薬学専門
学校、現星薬科大学の創立記念日
に制定されました。
伏見宮博恭王殿下からは、菊紋

星製薬商業学校（現星薬科大学本館）を後
にされる朝香宮鳩彦王殿下（中央）と星一
（右前）
（1928年
（昭和3）1月13日）

入り銀製花瓶一対を、朝香宮鳩彦
王殿下からはカフスボタンを星
一へのご下贈品として賜りまし
た。
現在、美しいアール・デコ様式
をとりいれた朝香宮邸は東京都
庭園美術館となり、本学創立年の
1911年に竣工した美しいネオ ・
バロック様式の竹田宮邸はグラ
ンドプリンスホテル高輪の貴賓
館となっています。
学長秘書 渡邊 明美

星製薬商業学校をご訪問中の北白川永久
王殿下15歳（左）、竹田宮恒徳王殿下16歳
（中）
、李鍵公16歳
（右）
（1926年
（大正15）1月27日）

伏見宮博恭王殿下から
星一へのご下贈品

親切第一稲荷神社の秩父宮
雍仁親王殿下
（ 右）と 星 一
（左）
朝香宮鳩彦王殿下から
星一へのご下贈品
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星一が米国オハイオ州シンシナチ市に桜樹
5,000本を寄贈した返礼として米国から届い
たハナミズキ等の苗木を朝香宮邸へ献納
朝香宮鳩彦王殿下
（右）
、星一
（右から2番目）
（1937年
（昭和12）3月）
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硬式テニス部
こんにちは！硬式テニス部で
す。
現在、硬式テニス部は男子14
人、女子15人の計29人で活動して
います。定例の練習は水曜日と
土曜日の週2回で、各々が目標を
持って日々の練習に臨んでいま
す。私達が切磋琢磨し練習に励ん
でいる理由の一つとして春と秋
に開催される団体の公式戦があ
ります。今春の薬連の団体戦で
は、男子・女子ともに決勝トーナ
メントに進出し、女子は銅メダル
を獲得しました。男子は数年ぶり
の決勝トーナメントで、気合いも
十分で臨みましたが、惜しくも4
位という結果となりました。とも
に悔しさの残る結果でしたが、こ
の悔しさを力にし、そして新しく
入部した一年生も加え、初心に
戻って頑張っていこうと部員一
同の士気が高まりました。
硬式テニス部の行事をいくつ
か紹介します。一年生が初めに印
象に残るであろう行事として山
中湖での夏合宿があります。5泊6
日の合宿はとても長く、一日中練
習するのでかなり疲れますが、集
中してテニスに取り組むことで、
部員全員の力が必ず向上します。
また、テニス以外でも6日間一緒

に生活することで同期はもちろ
ん、先輩や後輩関係なく仲良くな
ることができます。それによって
部活としてのまとまりが生まれ
るのも夏合宿のよいところです。
夏期には個人戦があり、10月
になると理工連の団体戦があり
ます。一年生が初めて参加する団
体戦です。星薬科大学は、2年前
に女子が1部に昇格し、男子が10
部という現状にあります。今年の
目標の一つとして、女子は1部で
優勝、男子は9部への昇格を目指
して部員全員が努力しています。
理工連を終えると間もなく納
会があります。多くの3年生は引
退して新しい代へと部活を引き
継ぐことになります。昨年の納会
では、3年生一人ひとりから言葉
をいただき、残る現役部員はその
助言を受け、自分たちがこれから
の部活を築いていかなくてはな
らないという責任を自覚しまし
た。
秋以降、新チームで部活に励ん
でいるとあっという間に3月の追
いコンと春合宿がやってきます。
追いコンでは、今までお世話に
なった先輩方に感謝を込め、社会
への旅立ちを激励し盛大に送り
出します。春合宿は千葉県の白子
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町にて3泊4日で行います。春の薬
連の団体戦も近いので、より一層
テニスに集中して実力の向上を
目指します。例年、最後には充実
した合宿であったと感じていま
す。そして、4月には新チームで
薬連の団体戦に臨み、男子、女子
ともに優勝を目指します。
この他にもテニス部にはいろ
いろな行事があるので、同期だけ
でなく、先輩や後輩とも親密に
なれる部活です。また、日々の部
活で目標に向かって真剣に練習
に取り組むことで経験者はもち
ろん、大学からテニスを始めた人
も技術が向上してテニスが好き
になります。このようにテニス部
は、
「練習は真剣に、遊ぶときは楽
しく」で、とてもメリハリのある
部活です。硬式テニスに興味があ
る方は、飛び地のテニスコートま
で気軽に見学しに来てください。
最後になりますが、硬式テニス
部をいつも支えてくださってい
る方々に感謝の気持ちを持ちつ
つ、良い戦績を残せるように精進
していきたいと思っております
ので、どうぞ応援の程よろしくお
願い致します。
硬式テニス部部長 佐々木 健
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星薬祭を終えて

箏曲部
こんにちは。箏曲部です。
箏曲部とは日本の伝統楽器の
お箏を弾く部活です。流派は生田
流です。箏曲部は今年度も新入部
員を迎え、少人数の部活ではあり
ますが、和気あいあいと活動して
います。新入部員はお箏にふれた
ことがなかったような初心者が
ほとんどですが、お箏に興味を
もって上級生と共に練習に励ん
でいます。
私たちは毎週金曜日に百年記
念 館3階 の 和 室 で 活 動 し て い ま
す。さらに、月2回ほど、お箏の師
範の先生をお呼びしてお稽古を
しています。演奏の練習をしてい
る曲は、古典曲のみではなく童謡
曲やJ-POPなどの様々なジャンル
に手を広げています。また、お箏

を弾く練習以外にも着物を着る
練習も行います。箏曲部には様々
な色や模様の着物を取り揃えて
いますので、部員それぞれが好み
の着物を選び、着物を着る練習を
することにより、和の文化を楽し
んでいます。
箏曲部の主な行事は十月に行
われる星薬祭での発表です。部
員にとって今までの練習の成果
を見せる大きな舞台です。去年の
文化祭では、六段の調などの有名
曲から新ジャンルと位置づけさ
れる現代曲や童謡曲などを演奏
しました。部員が少人数であるた
め、発表の練習や準備は苦労し
ます。しかし、部員皆が協力し合
い、発表に大きく貢献したことに
よって、無事成功を収めることが

練習風景

できました。この経験は、部員各
自の演奏の発展、さらには部員の
連携を通じて部活動の充実を図
ることができると考えています。
近年では、お箏は古典曲のみに
限らずJ-POPやゲーム音楽などの
新しい分野でも演奏されること
が増えてきています。和楽器間の
演奏のみならず、洋楽器との演奏
も少なくありません。今後は、お
箏の広い音調を生かし、他の楽器
とのアンサンブルなど、お箏の演
奏の幅を広げていきたいと思っ
ています。そのためにも様々な場
に足を運び、演奏の機会や部の行
事を増やして、箏曲部をさらに盛
り上げるべく精進して参りたい
と思います。
箏曲部部長 大作 恵未

星薬祭の発表
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