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平成28年度創立記念日記念式典の挙行

星薬科大学は創立105周年を迎
日に伏見宮博恭殿下が星製薬商
始まりました。学術研究の推進と
え、5月18日に創立記念式典が挙
業学校に台臨された日を記念し、 産業界に貢献する人材を育成 ・
行されました。
星一先生がお決めになりました。
輩出することを目的に、本学大学
この105年の歴史は、1911年に
記念式典は午後1時30分より行
院生に交付されます。本年は6名
星一先生が星製薬を設立したと
われ、田中学長挨拶、杉山副学長
の大学院生諸君がその栄に浴し
きに、社内教育の一環として教育
報告に続き、表彰が行われまし
ました。
部門を設けたときに始まります。 た。
（星薬科大学特製白衣授与）
大学の創立を何時にするかにつ （大谷記念研究助成金）
学部生及び大学院生が学会で
いては、幾つかの議論があったと
大谷研究助成金は、本学名誉
優秀発表賞受賞するなど顕著な
思われます。例えば、1950年に本
理事長 ・ 故大谷幸吉氏から寄せ
活躍があった時に、大学からの褒
学が大学に昇格した時点、1941
られた奨学寄附金を基に1998年
賞として、校章と受賞者の名前が
年に薬学専門学校に認可された
に制定され、教員と大学院生に
入った白衣が送られます。今回は
時点、あるいは1922年に星製薬商
授与されます。本年は、五十嵐信
11名に授与されました。
業学校が星製薬から独立した時
智講師、岩崎雄介講師、Andang
創立記念日には、記念講演とし
点など、いろいろな考え方があっ
Miatmoko君
（博士課程後期）に授
て、また星薬科大学公開講座
「先
たでしょう。しかし私達は星一先
与されました。
端 科 学 創 造 シ ン ポ ジ ウ ム」と し
生が社内教育とは言え、人材育成 （テーオーシー・大谷奨学金）
て、神奈川大学特別招聘教授・上
を始めた時こそ、本学建学の精神
本学理事長 ・ 大谷卓男氏及び
村大輔先生から、
「 海洋生物に医
である「世界に奉仕する人材育成
同氏が代表取締役を務める株式
薬リードを求めて」と題してご講
の揺籃」の濫觴と考えます。なお、 会社テーオーシーとから寄せら
演を頂きました。
5月18日の起源ですが、1922年同
れた奨学寄附金を基に2015年に

会場メインホール

星薬科大学特製白衣授与
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創立記念式典 学長挨拶

1911年、本学の創始者、星一先
生は星製薬の中に人材育成 ・ 教
育部門を設置されたことが星薬
科大学の始まりであると記され
ており、本年、創立105年にあた
ります。
1924年（ 大 正13年）こ の 大 講 堂
完成の時、創立者星一先生は「本
学は世界に奉仕する人材育成の
揺籃である」と述べられました。
星薬科大学は、人類に奉仕する
人材を教育 ・ 研究をもって育成
し、人間社会の真の幸せを追及す
る学問の場であります。
大学創立以来、星一先生は大学
の理念と精神に基づき、世界に対
して思いやりの心をもって実践
してこられました。
世の中には、高邁な考えを述べ
られる方はありますが、なかな
かその実践は難しい事でありま
す。星薬科大学の精神は、
「世界に
奉仕する人材を育成する」事であ
り、その実践であります。本学に
て学ぶ者は、この精神を忘れては

星薬科大学学長

なりません。
第一次世界大戦で疲弊したド
イツ化学会への寄付、アメリカか
ら帰国し、評価されなかった野口
英雄博士への支援、その当時、日
本の大手の医薬品会社と政府の
様々な圧力に対して乗り越えて
きた植物アルカロイドの製造販
売。その実績と苦難はご子息星新
一氏が記載されており、是非この
機会に一読されんことを希望い
たします。
このように長い歴史と伝統を
有する星薬科大学において、単に
創始者の精神をこれからも堅持
していくだけではだめで、この精
神を基盤に時代に沿ったあたら
しいものを創造し、さらなる伝統
を構築していくが重要でありま
す。
このような考えのもとに多く
の先輩諸氏が、痛みの機能解析、
痛みの除去とQOLの大切さを研
究しながら緩和医療への貢献を
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田中

隆治

続けております。これらの基礎研
究を踏まえ、高齢化社会における
疾病予防、未病対応にかかわる研
究と開発をもはじめ、大きな成果
を上げようとしております。また
製剤学研究を通して、薬の効果を
上げ、安全で、服用しやすい薬剤
の開発に貢献されてきたのも本
学の研究成果でもあります。
社会は創薬研究開発だけでは
なく、食品、化粧品の開発、その
安全性、製造方法の開発に期待が
高まり、多くに人材を求めており
ます。医療現場においても病院で
のチーム医療、新たなる薬剤師の
役割、そして薬局ではかかりつけ
薬剤師としての期待が高く、健康
維持、健康相談に乗ってくれる頼
りがいのある、地域の活性化に役
立つ薬剤師が求められています。
今後とも、星薬科大学で学んだ
ことを誇りにし、伝統を継承して
いっていただくことを祈念しご
挨拶といたします。
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平成27年度の事業概要について

副学長

杉山

清

の充実と着実な運用です。本事業
まず始めに、田中隆治学長が、 1日付で教室の改組を行い、新カ
につきましては、平成26年4月1日
リキュラムの実施に伴う実習の
平成28年度から2年間、引き続き
付けで導入された人事評価制度
見直し、教育実習センターの強化
学長に選任されましたことをご
について、27年度は、スケジュー
を図りました。さらに、能動的学
報告申し上げます。
ルに基づき人事評価を実施し、人
修支援システムの強化、図書館に
さて、平成27年度は、大きく14
事評価結果を期末手当及び昇給
ラーニング・コモンズを開設いた
の新規事業と、10の継続事業を
に反映させました。また、27年度
しました。
実施いたしました。本日は、これ
の結果をもとにPDCAサイクルを
3つ目の事業は、研究の推進で
らのうち、主要な事業についての
回し、平成28年度からは、本格実
す。本事業につきましては、38件
み、概要を述べて参ります。
施を行っております。
の科学研究費の獲得を含む、多く
1つ目の事業は、
「 星薬科大学ビ
その他の新規事業は、自校愛教
の競争的資金を獲得し、研究活動
ジ ョ ン2025 ～ 2030」を 具 現 化 す
育、自校愛育成の一環として、平
を活発に行いました。例を申しま
るための計画の推進です。本事業
成27年度から、創立記念日に創立
すと、文部科学省・私立大学戦略
につきましては、研究推進体制の
記念行事を実施することとし、5
的研究基盤形成支援事業、
（
独）
農
強化、教育の質の向上、国際化及
月8日に開催しました。また、そ
業 ・ 食品産業技術総合研究機構
び多角的な産学官連携の推進、業
れ に あ わ せ、AMED理 事 長、 末
、農林
務の改善・効率化とガバナンスの 「革新的技術創造促進事業」
松 誠 先生による先端科学創
水産省の革新的技術緊急展開事
強化、安全・防災・リスクマネジ
業等を計画通り、実施しました。 造シンポジウム講演会を開催い
メント ・ 情報セキュリティー対
たしました。なお、創立記念日は、
策の推進等を実施いたしました。 また、平成27年度私立大学等改
5月18日ですので、今後は、毎年5
革総合支援事業においてタイプ1
具体的には、1）Research Mapの
月18日に創立記念行事を実施す
、タイプ2（地域
導入、2）教職員共有フォルダの （教育の質転換）
る予定です。
発展）及びタイプ3（産業界 ・ 他
開設、3）学生部と就職部を統合
継続事業といたしましては、病
大学等との連携）の3タイプに選
し、学生支援部とすることの決定
院 ・ 薬局 ・ 地域薬剤師会との連
定されました。さらに、文部科学
（28年度4月発足）、4）図書館業務
携強化のため、日本医科大学附属
省の「大学における医療人養成の
の一部外部委託の決定
（28年度4
病院においては、FDの一環とし
在り方に関する調査研究委託事
月発足）、5）コンプライアンスの
て実務家教員2名が各半年間研修
業にも採択され、27年度の事業
徹底、ガバナンスの強化等の観点
を計画通り実施しました。また、 を受けました。また、品川区薬剤
から内部監査室の設置、6）職員
師会への協力体制を整え、教員
企業等とも新規に、7件の受託研
等の採用、受入時の誓約書等の見
究契約、及び6件の共同研究契約 （薬剤師）3名が品川学校薬剤師
直し、7）火災、事故発生時におけ
会、または荏原学校薬剤師会に登
る緊急連絡方法の作成・掲示、8） を締結し、共同研究を活発に実施
録し、学校環境衛生検査等で協力
しました。
安否確認／一斉連絡システムの
しました。その他の継続事業につ
4つ目の事業は、グローバル化
本格的な稼動、9）国際交流を推進
きましても、計画通り実施いたし
の推進です。本事業のうち、海外
する過程において発生する様々
ました。
の大学および薬局等に関するも
な危機に迅速に対処するためマ
以上、平成27年度の事業概要
のは、
ドイツ・ヴュルツブルグ大
ニュアルの策定等を行いました。
を、ご報告申し上げましたが、本
学およびタイ ・ チュラロンコー
2つ目の事業は、教育の質の向
学は、目下、
「星薬科大学ビジョン
ン 大 学 と の 交 流 の 強 化、Royal
上に向けた取り組みです。本事業
2025 ～ 2030」
を掲げ、ビジョン達
College of Surgeons in Irelandと
につきましては、薬学教育評価
成のために、一丸となって邁進し
の共同ワークショップの開催、カ
（第三者評価）への対応が重点事
ているところであります。今のと
ナダにおけるアドバンスト実務
業の一つでした。この第三者評価
ころ、おおむね順調に推移してい
実習先への5名の学生の派遣等が
に関しては、28年度が評価対象
るものと思われますが、28年度
あります。また、国内の大学との
年度ですので、目下、大学を挙げ
も、薬学科における国家試験の合
事業としては、慶應義塾大学大学
て取り組んでいるところです。次
院医学研究科及び順天堂大学と、 格率の向上、創薬科学科における
に、総合基礎薬学教育研究部門の
特色のある教育体制の構築等を
教育、研究等に関する大学間交流
本格的な運用を行い、成績下位の
重点課題として掲げ、教育や研究
の推進を図るため、包括的連携に
学生への対策及び薬剤師国家試
のさらなる充実を図る計画でお
関する協定を締結しました。
験の合格率のさらなる向上等を
ります。
5つ目の事業は、人事評価制度
図りました。また、平成27年4月
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創立記念式典記念講演の開催

上村 大輔 先生

平成28年5月18日
（水）
、本館メ
インホールにおいて、品川区との
共催による星薬科大学公開講座
「先端科学創造シンポジウム」講
演会シリーズ〈20〉として、神奈川
大学特別招聘教授 上村大輔先
生に、
「 海洋生物に医薬リードを
求めて」と題し、講演していただ
きました。約25名の品川区民の皆
様 を は じ め、 約550名 の 学 部 生、
大学院生、教職員、同窓生らが参
加いたしました。
演者の上村大輔先生は、世界を
代表する海洋天然有機化合物学
者 で す。1968年 に 名 古 屋 大 学 理
学部化学科をご卒業後、大学院に
進 学 さ れ、1973年 に 名 古 屋 大 学
理学部助手の職に就かれました。
1975年に名古屋大学から理学博
士 の 学 位 を 授 与 さ れ、1979年 に
静岡大学教養部へ助教授として
昇任 ・ 異動された後、1982年に
はハーバード大学に客員研究員
として留学されています。1991
年に教養部教授へと昇任された
後、1995年 に 静 岡 大 学 理 学 部 へ
異 動 さ れ、1997年 に は 名 古 屋 大
学大学院理学研究科物質理学専
攻教授の職に就かれました。そし
て、2008年 に は 慶 応 義 塾 大 学 理
工学部生命情報学科教授、2011
年には神奈川大学理学部化学科
の教授を歴任されまして、現在神
奈川大学特別招聘教授、名古屋大

イノベーションセンター地域連携室長

杉田

和幸

ま し た。そ の 後、NCI（National
Cancer Institute）
において抗がん
作用機構の研究がなされ、チュー
ブリンの重合阻害作用をもつこ
とが明らかになりました。一方、
や は り 平 田 門 下 生 の1人 で あ る
ハーバード大学の岸義人教授の
グループは、このハリコンドリン
の全合成を達成しました。岸義
人先生は、上村先生が単離・構造
決定された最も複雑な化学構造
をもつ天然有機化合物の1つであ
る、パリトキシンの全合成も達成
している、世界を代表する有機合
成化学者です。その後、エーザイ
が岸グループと共同で、このハリ
コンドリンの全合成研究におい
て得られた合成中間体をアッセ
イし、さらに全合成研究で得た合
成のノウハウを駆使して誘導体
合成と評価を実施し、ハリコンド
リン誘導体であるエリブリンを
上市するに至りました。これまで
は、このような複雑な化学構造を
もつ医薬品の市販化は不可能で
あると認識されていましたから、
特に製薬企業の創薬化学研究者
にとっては、大きな衝撃でした。
エリブリンは特殊な例かもしれ
ませんが、自身の化学合成レベル
の更なる向上の必要性を、皆感じ
CH3
たに違いありません。
H2N
OH O
現在も上村先生は、新たな海洋
H
天然有機化合物の単離 ・ 構造決
O
O
O
O
H
H
定と生物活性評価に取り組まれ、
O
O
O O
骨粗鬆症治療薬 ・ 抗肥満薬およ
CH3
O
び抗がん薬等のリード化合物を
見出されていますので、今後の展
開が期待されます。
エリブリン
上村先生からは、本学が研究大
ハリコンドリンは、複雑に縮
学を目指していることから、研究
合した環を含む14個のエーテル
に取り組む学生に対して、叱咤
環を備えた、非常に複雑な化学
構造をもつ天然有機化合物です。 激励のお言葉をいただきました。
」と
神奈川県三浦半島油壷の海岸で 「良き師に学び、自ら修めよ。
捕獲したクロイソカイメンから、 いうことでしたので、我々教員も
決意を新たにするご講演でした。
上村先生が単離 ・ 構造決定され
学名誉教授の職に就かれていま
す。この間1991年から2000年には
財団法人相模中央化学研究所研
究顧問を併任されています。
上村先生は、名古屋大学理学部
の名門である平田義正研究室の
ご出身です。平田義正先生は東京
大学から移られた名古屋大学に
おいて、ノーベル化学賞を受賞さ
れた下村脩先生をはじめ、多くの
優秀な研究者を育成されました。
この度の上村先生のご講演では、
恩師の平田義正先生と、下村脩先
生をはじめとする平田門下生の
お話を拝聴することができまし
た。下村脩先生は蛍光を発するタ
ンパク質GFP（Green Fluorescent
Protein）
を発見、単離 ・ 精製され
ました。このGFPが今日非常に多
くの分子細胞生物学研究に利用
され、なくてはならないバイオロ
ジカルツールとなっていること
からその功績が評価され、ノーベ
ル化学賞を受賞されました。
上村先生は、主に海洋天然有機
化合物の単離・構造決定およびそ
の生物活性評価をされています。
本講演では、代表的な研究成果と
してハリコンドリンの単離・構造
決定についてのお話がありまし
た。
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10月1日 付 け で 生 化 学 教 室
に着任しました東と申しま
す。
私は理学部の出身ですが、
学部時代に受講した薬学部講
義の明快さと内容の実用性に
感銘を受け、東京大学大学院
薬学系研究科を主担当されて
いた大澤利昭先生の研究室の
生化学教室
扉を叩きました。大学院では
教授
免疫細胞の癌細胞殺傷活性を
東 伸昭
高めるサイトカインの生化学
的同定に取り組みました。
博士号を取得した平成3年に花王株式会社に入
社し、7年余りの間、アレルギー ・ 味覚の基礎研究
と商品開発研究に従事しました。在社時の平成5～
7年には新技術事業団国際共同研究「超分子」プロ
ジェクトに派遣研究員として参加する機会に恵ま
れ、京都 ・ けいはんな、仏 ・ ストラスブール大に
てリポソームを利用した薬物送達法と膜蛋白質の
研究に取り組みました。偶然が重なって平成10年
に古巣の東京大学大学院薬学系研究科に戻ること
となり、生化学・免疫学の講義と実習、薬学共用試
験に関する用務などを担当しました。また、癌の転
移 ・ 炎症 ・ アレルギーなどの疾患を制御する鍵分
子としての糖鎖関連分子、特に癌転移や炎症時の
細胞の動きを決める糖鎖切断酵素ヘパラナーゼに
着目した研究を遂行しました。直近の3年は、薬学
研究に有用な研究科内の大型機器を、外部の薬学
研究者にも活用していただくことを目的に、文部
科学省「先端研究基盤共用・プラットフォーム形成
事業」
（機器の共用利用を推進する事業）の実務を担
当しました。
赴任後１ヶ月足らずの間に、講義、実習や次年度
の教室配属に向けた研究室見学などの場で、やる
気に満ちた大勢の学生さんに出会いました。他学
部の講義を聴講して進路を決めた自身の原点を思
い返しますと、恩師には及ぶべくもありませんが、
学生の皆さんに何かを伝えたい、残したいという
姿勢で教育と研究に取り組むことが私の果たすべ
き役務と考えます。一所懸命に精励し、本学に貢献
する所存です。皆様のご指導、ご鞭撻を賜りますよ
う宜しくお願い申し上げます。
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平成28年10月1日付で、薬品
物理化学教室の准教授として
着任いたしました。伝統の息
づく星薬科大学に迎え入れて
いただき心より嬉しく思って
おります。
私は、平成7年3月に立教大
学理学部化学科を卒業後、大
学院に進み、米国留学を経て
薬品物理化学教室
平 成13年10月 に 東 京 大 学 工
准教授
学研究科で学位を取得いたし
福澤 薫
ました。平成12年より民間の
シンクタンクであるみずほ情報総研株式会社
（当
時は富士総合研究所）に勤務し、科学技術シミュ
レーションに関する業務に携わって参りました。
特に、日本発の理論手法である
「フラグメント分子
軌道
（FMO）法」という量子化学計算手法の開発と
生体高分子系への適用について、科学技術振興機
構
（JST）のCRESTや、文部科学省のITプログラム
等のプロジェクトを通じて進めてきました。その
中で、
「電子の作用」までを考慮した、エストロゲン
受容体のリガンド結合性予測に世界で初めて成功
するなど、DNA ・ タンパク質等の生体高分子への
量子化学計算の適用と創薬分子設計への応用に向
けて一歩一歩進んでまいりました。同研究のみず
ほ情報総研での製品化に一区切りがついた平成26
年7月からは、日本大学の松戸歯学部で助教として
化学教育に携わるとともに、FMO法を実用的なイ
ンシリコ創薬技術として発展させるための「FMO
創薬コンソーシアム」を設立し、産学官50名以上の
研究者とともにスーパーコンピュータ
「京」を活用
しつつ、日々研究を進めております。そのような中
で、薬学の名門である本学において、創薬応用に真
剣に向き合うことができる喜びでいっぱいです。
また、当研究室においては薬剤の物性と製剤化が
重要なテーマであり、粗視化シミュレーション等
を駆使した薬品物理化学への計算科学の適用にも
取り組んでまいります。
今後は本学における教育と創薬研究、そして生
命科学の発展に向けて力を尽くす所存です。また2
人の子供を持つ母として、出産 ・ 育児を経ても輝
き続ける姿を学生さんに見せることができるよう
に、日々努力してまいります。皆様のご指導・ご鞭
撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
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薬剤師国家試験対策について

薬剤師教育研究部門

拡大、④国試対策模擬試験の追加
新薬剤師国家試験
（6年制）におけ
（前期）、⑤夏期国試対策講習会、
る合格基準の見直しについて
ならびに⑥冬期国試対策講習会
新薬剤師国家試験では全国平
の拡大等を追加して実施しまし
均の合格率が、平成23年度の第
た。
97回から平成26年度の第100回ま
での間、年度により大きく変動
平成27年度薬剤師国家試験
してきました（最低60.84％～最大
平 成27年 度 の 第100回 薬 剤 師
88.31％）。そのような背景から、
国家試験における本学の新卒合
平成27年度の第101回薬剤師国家
格率は90.95％であり、全国平均
試験では合格基準が一部見直さ
（86.24％）を4.71ポイント上回りま
れることになりました。
した。平成27年度の第101回薬剤
薬剤師国家試験の合格基準の
師国家試験では、前述の通り多く
主な変更点は、以下の通りです。
の国家試験対策を講じたことか
（1）総得点については、これまで
ら良好な成績を得ることができ
の得点率による絶対的基準を見
たと分析しております。一方で、
直し、平均点と標準偏差を用いた
新卒合格率のアップは薬剤師国
相対的基準により評価するが、当
分の間は得点率が65％以上で
（2） 家試験の合格基準の見直しによ
るところも大きいと考えられま
の基準を満たしていれば合格と
す。
されます。
（2）必須問題全体については、こ
平成28年度薬剤師国家試験対策
れまで通り全問題への配点の
第101回薬剤師国家試験の結果
70％以上を基準とし、各科目の得
から、平成28年度も、6年生に対
点はこれまでの50％から引き下
しては前年度と同様の国家試験
げられ、30％以上であることと
対策が必要であると考え、計画 ・
されます。
実施しております。また、平成28
（3）一般問題については、これま
年度は本学における国家試験対
での各科目への配点の35％以上
策の中心科目である総合薬学演
との基準が廃止となります。
習Ⅱ
（必修科目10単位）により多
（4）正答率及び識別指数の低い問
くの演習時間を設定し、学生が自
題については、得点を調整すると
ら学習に取り組むことができよ
されています。
うにしています。さらに、この演
習時間を利用して毎日10問から
平成27年度薬剤師国家試験対策
なる到達度確認テストを実施す
本学では平成26年度の第100回
ることとしました。学生は、総合
薬剤師国家試験において、新卒合
薬学演習Ⅱを通して300問の到達
格率が74.17％と低迷したことを
度確認テストを受けることにな
受け、これまでの国家試験対策に
ります。到達度確認テストの結果
加え、①国試不合格者に対する予
は、毎日学生にフィードバックさ
備校の確保、②薬学特別演習Ⅰの
れ、正答率平均値が低い問題につ
内容及び担当予備校の変更、③薬
いては別途、学生の理解を深め
学特別演習Ⅱの内容及び受講枠
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部門長

浅井

和範

るために解説を提示しておりま
す。連日テストを実施し学生に
フィードバックするのは、大変な
作業ではありますが、総合薬学演
習Ⅱを担当する全ての教員の協
力の下に順調に実施されており
ます。この演習および到達度確認
テストにより、多くの学生が日々
の講義の内容を遅滞なく理解 ・
修得することができ、昨年までと
比べて学習が計画的に進んでい
るように見受けられます。
また、長期的には薬学科6年間
の教育を通した体系的な対策が、
薬剤師国家試験に合格するため
に有効であると考えられます。本
学では、平成27年度から1年次以
降の各学年に
「基礎演習」という
科目
（必修科目）
を設置し、低学年
から薬剤師国家試験関連科目の
基礎力アップも図っております。
以上、本学の国試対策について
報告させていただきました。教育
における恒常性の観点からは、薬
剤師国家試験対策も年度毎の合
格率に左右されることなく、安定
した内容で実施することが重要
です。薬剤師教育研究部門は、今
後の国試に対しても万全の準備
で望む所存ですので、皆様のご協
力、ご支援をお願い申し上げま
す。

星薬科大学報第84号
（平成28年10月）

優秀講義及びベストレクチャー賞について
「学生にとって有益な講義とは
何か」。FD委員会では、この問題
について多くの時間を割いて議
論してきました。その一つのアイ
デアとして、平成25年度
（2013年
度）前期の講義から、優秀講義
（5
講義）及びベストレクチャー賞（1
講義）を設けました。これは、1年
生から6年生の講義に対して、学
生から講義に対するアンケート
を取り、その結果をもとに優れた
講義を選出し、表彰するもので
す。ベストレクチャー賞に選ばれ
た教員には、教授会の席で田中学
長から表彰状と副賞が与えられ
ます。
アンケートの内容は、
「 教員に
ついて」
「 授業の内容と方法につ
、
いて」、
「 自己評価」の3つの項目に
分かれています。それぞれに対し

ては5つの質問があります。教員
に関する項目では、授業のわかり
やすさ、速度、興味の程度、私語
の防止対策等が評価されます。授
業の内容や方法の項目では、シ
ラバスとの整合性、授業の準備状
況や構成等が評価されます。自己
評価の項目では、授業に対する理
解度、聴講の態度等が評価されま
す。
本稿には、平成27年度
（2015年
度）
前期 ・ 後期授業の優秀講義及
びベストレクチャー賞の選出結
果 を 記 載 し ま し た。平 成26年 度
（2014年度）からは、6年生の講義
も評価の対象に加えるとともに、
基礎‧専門の講義と語学‧演習の
講義を分けて表彰することにし
ました。優秀講義及びベストレク
チャー賞を創設し3年が経過しま

FD委員会委員長

杉山

清

したが、学生からの講義の評価も
年々高まり、教員の講義に対する
取り組みの改善傾向が見られま
す。こ れ ま で の 講 義 は、
「教授す
る」という点が重視されていまし
たが、現在求められている講義
は、学生も積極的に参加する参加
型授業です。学生は事前に講義の
内容を十分勉強し、講義を通して
知識の確認と問題解決能力やコ
ミニュケーション能力を醸成す
る所謂アクティブラーニング型
授業です。これからは、講義の質
や方法論の改善がますます求め
られます。このような中、優秀講
義及びベストレクチャー賞が、教
員の活性化や学生の質の向上に
繋がることを強く念じています。

平成27年度（2015年度）
優秀講義及びベストレクチャー賞
1年次 前期
有機化学Ⅰ
生化学
情報科学と情報倫理
化学
機能形態学Ⅰ
2年次 前期
薬の効き方ⅠA
統計
生体の機能調節
官能基の性質と反応
栄養と健康
3年次 前期
製剤材料の性質
化学物質の生体への影響
分析技術の臨床応用
体の変化
スポーツと健康
4年次 前期

高橋 万紀（ベストレクチャー賞）
川島 博人
香川 博隆
坂田
健
小林 恒雄
成田
年（ベストレクチャー賞）
松本 貴之
小林 恒雄
久保
元
山﨑 正博
小幡 誉子（ベストレクチャー賞）
高橋 典子
斉藤 貢一
輪千 浩史
竹ノ谷文子

湯本 哲郎、鳥越 一宏
（ベストレクチャー賞）
コミュニティーファーマシー 山村 美保
社会保障制度と薬剤経済
山本
弘
薬事関連法・制度Ⅱ
山本
弘
医療情報
町田 昌明、白水 俊介
6年次 前期
薬学特別演習Ⅱ・Ⅲ
山内 理恵（ベストレクチャー賞）
薬学特別演習Ⅱ・Ⅲ
酒井 寛泰
薬学特別演習Ⅱ・Ⅲ
里
史明
薬学特別演習Ⅱ・Ⅲ
大野 修司
薬学特別演習Ⅱ・Ⅲ
山本
弘
語学・演習 前期
薬学英語ⅡA
葛巻 直子（ベストレクチャー賞）
薬学英語ⅡA
小幡 誉子
薬学特別演習Ⅱ・Ⅲ
山内 理恵
薬学英語ⅡA
森
友久
薬学特別演習Ⅱ・Ⅲ
酒井 寛泰

患者情報

1年次 後期
機能形態学Ⅱ
有機化学ⅡA
生化学Ⅱ
薬学の心構えⅡ
有機化学ⅡB
2年次 後期
薬の効き方ⅡB
バイオテクノロジー
医療と哲学
食品の安全性
免疫の基礎
3年次 後期
薬物の臓器への到達と消失
創薬化学Ⅰ
複雑な化合物の合成
薬事関連法・制度Ⅰ
生体分子を解析する手法
4年次 後期

松本
細江
高橋
重野
東山

貴之
（ベストレクチャー賞）
智夫
勝彦、芝﨑 真裕
豊隆、川﨑 勝義
公男

成田
年
（ベストレクチャー賞）
輪千 浩史
重野 豊隆
山﨑 正博
辻
勉
杉山
清
（ベストレクチャー賞）
高橋 万紀
東山 公男
山本 弘
斉藤 貢一

医薬品毒性学Ⅱ

森

病原微生物・悪性新生物
テーラーメイド薬物治療
バイオスタティスティクス
治験

武藤 章弘、清水 孝恒
池田 弘子
千葉 義彦、池内 由里、松本
亀井 淳三、井川 広海

語学・演習 後期
薬学英語ⅠB
薬学英語ⅡB
薬学英語ⅡB
薬学英語ⅡB
基礎薬学演習

金澤 洋子
（ベストレクチャー賞）
渡辺
聡
松本 貴之
石塚 和美
山内 理恵
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友久
（ベストレクチャー賞）

貴之
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星薬科大学に入学して
薬学科 1 年

富岡 大貴
Taiki Tomioka
出身高校：茨城県私立水戸葵陵高等学校
所属クラブ：生協学生委員会、サッカー部、
フットサリスタ部、スキー＆ボード部
趣味・特技：カラオケ

んについての学会に入り、がんについての研究も
していきたいと考えています。
・興味のある研究分野について
私が学んでいきたい研究分野は、がんや患者と
の接し方です。年々、がんの治療法は進化している
ので、専門的に学んでいきたいです。
また、患者との接し方は、病気にかかった患者の
心理状況を理解するところから学んでいくことが
重要であると思っています。
・入学して6カ月の感想
勉強面では、授業が少ない分、自主学習が高校の
時より必要だと思います。
また、SGDや実習などでは積極的に発言してい
くことで、医療に関するいろいろな考え方を共有
することができ、新しい発見も多いです。
生活面では、主にサークル活動を通してたくさ
んのいい友達ができて大学生活を充実したものに
できていると思います。6年間同じ大学で学んでい
く友達とは、切磋琢磨し合いよりよい大学生活に
していけたらいいなと思います。

・どうして薬剤師になろうと思ったか。
私は、小学校5.6年生の頃に見たがんについての
テレビ番組をきっかけに医療について興味を持ち
始めました。その当時、がんは4人に1人発症すると
言われてました。私は4人家族なので、家族に置き
換えて考えた時とても恐怖したのを覚えています。
薬剤師になろうと思った理由は、体にメスを入
れずがんを抑制できる抗がん剤をより副作用の少
なく、使いやすい薬にしたいなと思ったからです。
・どんな薬剤師になりたいか。
私が目指す薬剤師像は、患者の立場になって考
え、不安を取り除いてあげられるような薬剤師で
す。
薬剤師は、命に関わる職業なので薬についての
知識は大前提として、患者と接するためのコミュ
ニケーション能力も大事だと考えています。
薬を処方するときに、一言励みになる言葉をか
けてあげるだけで、患者の病気に対する心の持ち
方も変わってくると思うので、薬剤師は薬の説明
をするだけではないと考えています。
・将来の夢、希望について
薬局薬剤師として働きたいと考えています。病
院や薬局の体験や見学に行った時、私は患者との
接する機会の多い薬局薬剤師になった方が薬剤師
としての生きがいをより感じることができると思
いました。
また、薬剤師としての仕事が安定してきたら、が

友人たちと
（百年記念館3F テラスにて）

高校時代
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サッカー部の合宿

星薬科大学報第84号
（平成28年10月）

星薬科大学に入学して
薬学科 1 年

石引 明莉
Akari Ishibiki
出身高校：大妻多摩高校
所属クラブ：ダンス部、スキー＆ボード部
趣味：ダンス

私が星薬科大学に入学してから、約6カ月。月日
が飛ぶように過ぎていきました。私はこの半年間
で様々なことに気付くことができました。
まず初めに、私の将来の夢である薬剤師になる
ためにこの大学を選んだことが正解であったとい
うことです。大学の勉強は、高校の勉強とは異なる
ところが多く、より専門的でそれがゆえに大変だ
と感じることもありますが、自分の興味のある分
野をより深く実践的に学べるため、大変楽しんで
勉強することができます。先生方も気さくで優し
く丁寧に教えてくださるので、勉強が苦に思うこ
とがほとんどありません。
次に、人と人とのつながりの大切さです。私は課
外活動としてダンスサークルに所属していますが、
そこで他の大学のサークルの方との出会いも多く
あります。その際、新しい人に出会うことで今まで
気がつかなかった事や自分と異なる意見を見聞き
し、自分の視野が広がっていることを身をもって
感じています。そのような経験を通じて、将来は、
様々な人と関わり、薬学に関しての知識に限らず、
何事に関しても柔軟な思考や視点を持つ薬剤師に
なりたいという目標も、明確ではないにせよ浮か
び上がってきました。
私が、いかに周りの環境や人に恵まれているか
ということにふれたいと思います。勉強で行き詰
まった時一緒に考えたり、息抜きをしたりする仲
間がいること。サークルで同じ目標に向かって頑
張る仲間がそばにいること。そして尊敬できる先
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生や先輩に出会え、学びたい専門分野の大学に通
えていること。それらは、私一人の力ではなく、両
親、そして高校時代のキャリア学習などが大きく
影響しているということに改めて気が付きました。
忙しいけれど、充実した日々を送れているのは、す
べて周りの人のおかげと言っても過言ではありま
せん。
まだたった半年しかたっていませんが、これか
らも貴重な大学生活を無駄にせず、勉強面も、課外
活動も、より密度の濃いものにしていきたいです。

友人たちと
（薬草園にて）

高校時代

星薬科大学ダンス部

星薬科大学報第84号（平成28年10月）

星薬科大学に入学して
創薬科学科 1 年

佐藤 佑悟
Yugo Sato
出身高校：成蹊高等学校
所属クラブ：バレーボール部
趣味：自転車
趣味：コンピュータ操作

未だ青かった銀杏の木々を初めてくぐってから
早半年過ぎ、一年目の大学生活が折り返しました。
各々この半年で当校に対するあらゆる印象が変遷
したであろうと思います。自分の場合、単科大学と
いう比較的小規模な大学のあり方が、ことのほか
多くの利点を具有していることを体感しました。
まず、多くの大学でマスプロダクション化が進
行し、教員から学生へ教育の一方通行を図りがち
であることに対し、ある程度人数が少ないことで
教員と学生の対面通行を円滑に執り行うことがで
きるのは大きなメリットであると言えるでしょう。
授業や実習などでより親身になって指南していた
だけるので、教育環境としては多角的に見てかな
り効率のいい環境だと思います。
また、少人数であることの弊害として自分が懸
念していたのは、交友関係やサークル等の空疎で
した。ところが、自分の所属しているバレーボール
部に関して言えば、人数はそこまで多くはないと
はいえ非常に高いレベルでのプレーを繰り広げて
おり、とても充実した活動を続けられています。
ところで、ここからは自分の話になりますが、
薬学部を志望するにあたって自分が兼ねて興味を
抱いていた研究分野はアレルギー疾患に関する免
疫薬理学に近い分野でした。当時はまだまだ知識
も浅く、あくまでそれは薬学を志す動機でしかあ
りませんでした。しかし実際に大学という場で薬
学に接近してみると、高校生では想像も付かない
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ほど広い世界が広がっており、様々な選択肢が存
在していることを強く認識しました。依然として
知らないことばかりであり、細かい分野に対する
理解も漠然としていますが、今では薬学を学ぶこ
と自体が自分の興味関心をくすぐる分野と出会う
きっかけになればと考えています。
大学進学に備えて進路を考えた際、多くの選択
肢を目の前にして非常に悩んだ挙句にこの道を選
びましたが、今では本当に正解であったと感じて
います。とても深く難解な学問ではありますが、
先々自分が何かの役に立てるように精進し努めて
いきたいという意向です。

バレーボール部の友人たちと
（百年記念館3Fテラスにて）

バレーボール部練習風景

星薬科大学報第84号
（平成28年10月）

星薬科大学に入学して
創薬科学科 1 年

西田 瑠花
Ruka Nishida
出身高校：埼玉県立浦和第一女子高等学校
所属クラブ：エトワール・アンサンブル部，漢方研究部
趣味・特技：音楽

星薬科大学に入学してもう半年が経ち，授業や
部活のペースにも慣れてきて，前よりも時間を有
効に使えるようになったと感じています。中学高
校とは異なる点も多く最初は心配もありましたが，
友人や先輩方や先生方にも恵まれて良い大学生活
を送ることが出来ています。
小学生の頃から生命医学や自然科学に興味があ
り，将来は人の役に立つ仕事に就きたいと考えて
いました。高校時代に，有用な薬が無くて治療が進
められない患者さんや薬があまりにも高価で使用
が難しい患者さんがいるなど，現代でも薬に関す
る様々な問題が存在していることを知り，大学で
は薬に関わることを学んでそれを生かして新しい
薬やより良い薬を作ることが出来たら良いなと考
え，創薬科学科を選択しました。
創薬科学科では研究の技術を身につけるために
実習も薬学科よりも少し多く，また，早期体験とし
て研究室で実際にやっていることを経験出来る機
会もあります。私はまだ具体的に研究したい分野
などが決まっていないので，出来るだけ様々な研
究室を見学したり気になることがあれば調べたり
するなどして，知識と経験を増やしていきたいで
す。
薬学生としても薬や医学のことに興味関心を持
ち続けることは言うまでもないですが，社会で何
が起きているか把握しておくことや，沢山の人の
話を聞くなど，積極的に自分の専門分野以外にも
目を向けて，常に色々なことにアンテナを張って
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自分の知見を広げていきたいです。そうして様々
な立場から物事を考えていける人になれれば良い
と思います。
最後に，私がこうして自分がしたいことを出来
ているのは家族やいつも支えてくれる周りの方々
のお陰です。感謝の気持ちを忘れずに，4年間の大
学生活の中で沢山のことを吸収して，より自分を
高めていけるようにこれからも頑張っていきます。

インカレのオーケストラ（慈啓会医科大学管弦楽団）に一緒に参
加している
（星薬の）
友人たちと
（薬草園にて）

エトワール・アンサンブル部夏合宿

星薬科大学報第84号（平成28年10月）

2016年オープンキャンパスの実施について

2016年オープンキャンパスを7
月29日（金）、30日（土）
に実施しま
した。学内見学は普段でも受け付
けていますが、年間を通して、公
式の見学 ・ 説明会はこの2日間の
みです。それゆえ、本学の大切な
イベントになっています。高校生
等
（2803人）および保護者等
（1566
人）の計4369人の来場者がありま
した。来場者数は、昨年度に比べ
1割ほど減少しましたが、金曜と
土曜で実施した中では、これまで
で最も多い人数でした。
東京、神奈川、埼玉、千葉から
の参加者が圧倒的に多いですが、
北海道や沖縄からもわずかにあ
り、日本全国から来ていること
がわかりました。高校別の結果で
は、600校以上の高校から来てい
ることがわかりました。過去何年
かのデータから、来場した生徒の
半数以上が本学を受験しており、
真剣に参加していることがわか
ります。高校3年生、2年生が多い
中、中学生の参加もあり、早いう
ちから本学に関心を持っている
生徒がいることがわかりました。
オープンキャンパスのプログ
ラムは、ほぼ例年通りで、総合ガ

イダンス、入試ガイダンス、ミニ
講義、キャンパスツアー等の11項
目で構成され、説明、見学、相談、
体験等を実施しました。基本的に
は、ガイダンスを受けた後に、見
学や相談に行き、さらに詳しく
知るという形をとっています。来
場者が多い中、スムーズに流れが
できていたということを学生ス
タッフから聞いており、安堵して
います。
総合ガイダンスでは、本学の特
色、教育、研究の状況をなるべく
わかりやすく説明しました。入試
ガイダンスでは、過去のデータを
示しながら、近況情報を可能な範
囲で伝達するようにしました。説
明会場はほぼ満席であり、大学案
内で確認したり、メモ等を真剣に
とっている様子が伺えました。来
場者のアンケートからは、ガイダ
ンスがわかりやすかったとの感
想を得ました。
ミニ講義は、1日目に岩崎雄介
講師の「食品に含まれている機能
性成分の未知なる可能性」
、2日
目が小林恒雄教授の
「躍動する血
管、翻弄される血液～内皮細胞
の生理機能と血流不全～」という
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入試実行委員長

大西

啓

テーマで、わかりやすく講義をし
ていただきました。興味深い内容
であったという来場者アンケー
トがありました。
キャンパスツアーについては、
今年も非常に満足度が高いとい
うアンケート結果を得ました。学
生スタッフの案内がとても親切
で、質問にも丁寧に答えてくれた
との感想を得ています。さらに、
このツアーを通して、大学の様子
がよくわかったという意見があ
りました。今年は数研究室に自由
見学
（フリーラボ）のための開放
をお願いしましたが、対応する学
生スタッフが足りなくなるほど
に、こちらも多くの来場者があり
ました。
星薬生とのフリートークも大
変評判がよく、学生スタッフが明
るくて、楽しい会話ができてよ
かったとの感想を得ています。入
試相談では、歴代の入試実行委員
長の協力いただき、両日とも休む
時間がないくらいに相談があり
ました。同時に、星薬生との入試
相談コーナーもあり、学生の体験
談を詳しく聞くことができて参
考になったとの意見を得ました。
そのほか、カフェテリアステ
ラ、プチショップ、薬草園、歴史
資料館等へも多くの来場があり、
大半から、ある程度の満足度が得
られたという感想をいただきま
した。モデル薬局での薬剤師体験
も好評でした。アンケート結果か
ら、体験実習のような体験型のイ
ベントがもう少しあればいいの

星薬科大学報第84号
（平成28年10月）

では、という意見がいくつかあり
ました。今後の課題とすべきかと
考えています。
今回のキャンパスツアーは、2
日とも快晴で、猛暑の中で行いま
した。ホシヤク水、アイスクリー
ム、うちわの無料配布がありがた
かったという感想が多く、真夏の
環境対策についてもそれなりの
評価が得られたのではないかと
思います。なにより、キャンパス

や建物がきれいであるという感
想が一様にありました。やはり、
ソフト面はもちろん、ハード面の
充実も大切であることがよくわ
かりました。
以上、オープンキャンパスを大
きなトラブルもなく無事に終え
ることができました。約160名の
学生スタッフには、本当にご活
躍いただきました。さらには、ス
タッフ以外の学生たちや教職員

の方々にもご協力をいただきま
した。心より感謝申しあげます。
ミニ講義を快く引き受けていた
だいた両先生方、また入試相談
で終日対応いただいた先生方に
改めて御礼申し上げます。最後
に、参加者の多くが本学をチャレ
ンジしていただけることを切に
願っている次第です。

オープンキャンパス2016のＴシャツをデザインして

今回のTシャツは、黄色地に青
いプリント、左胸は校章をモチー
フにしたエンブレム風のデザイ
ン、背中は大きくキャンパスマッ
プというデザインでした。斬新な
デザインなため、このTシャツを
受け取った方々は色々思うこと
があったと思います。
ま ず 今 回 のTシ ャ ツ が 黄 色 に
なったのは私のわがままによる
ものです。実は学生スタッフがT
シャツのサイズを登録する際に
色に関するアンケートを行って
いました。結果は圧倒的に青系
統。約半数の方が青系統に投票し
ていました。それを覆してまで
黄色という色にこだわったのに
は、星薬科大学の星のイメージカ
ラーであり、銀杏の葉の色である
ということだけではなく、私の地
元出身のアーティストである「い

きものがかり」の色でもあるとい
うことが大きく関係しています。
彼らの1番の特徴は
「万人受けす
ることをためらわないこと」と言
われています。どんな人の心にも
寄り添う歌を提供し続ける、そん
な彼らの姿をキャンパススタッ
フに重ね、そんな活躍をしてほし
いという思いを
「黄色」に込めま
した。
また青いプリントにしたのに
は、さわやかさをイメージするだ
けでなく、某学習塾のキャッチコ
ピーから
「星薬生はやればできる
子YDK」と、来場者様とのコミュ
ニケーションツールとして使っ
ていただけたらな、と思っていま
した。
私はこのTシャツデザインオー
プンキャンパス6年分の恩返しを
するつもりで取り組んでいまし
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薬学科6年

阿宮

知穂

た。そもそもオープンキャンパス
でスタッフ全員がお揃いのTシャ
ツを着るようになったのは2011
年、私が1年生だった時です。T
シャツと一緒に成長してきたと
も言える私たちの代で学生デザ
インTシャツの制作が終わらない
でほしいと思っています。約200
人の方が自分のデザインしたT
シャツを着ている景色はとても
感動的でした。ぜひ後輩にも経験
していただきたいです。
末筆ながら、今回のTシャツ制
作において多大なご尽力を頂い
た教務部の松井さん、豊田さん、
教職員を含めTシャツを着てくだ
さったすべてのオープンキャン
パススタッフの皆様にこの場を
借りて心から厚くお礼申し上げ
ます。

星薬科大学報第84号（平成28年10月）

第46回 星薬祭を終えて

10月22日（ 土）、23日
（ 日）の2日
間にわたって開催されました第
46回星薬祭は、天候にも恵まれた
こともあって、来場者は3000名を
超え、盛況のうち無事に閉幕を迎
えることができました。今年の薬
祭は、今年6月より着工された8号
館建設の工事車両通行等による
制限があり、例年と違って薬祭前
日まで準備できないなどの困難
な状況があったにもかかわらず、
小倉康平（2年生）薬祭実行委員長
のもと、136名の薬祭実行委員が
一致団結して頑張った結果の表
れだと思います。
薬祭の内容ですが、恒例の各ク
ラブや教室等による模擬店や催
し物、文化系クラブや同好会を中
心とした発表会やイベントが行
われました。先に述べた工事の制
限のため、模擬店が例年より密集
した状態で出店しておりました
が、それがかえって祭りのムード
を盛り上げているように感じま
した。また、2日間にわたって開
催された入試委相談会もかなり
盛況であり、本学の人気が伺えま
した。同窓会では初の試みと思い
ますが、同窓会主催によるさだま
さし原作、田中光敏監督の映画
「サクラサク」をメインホールで
上映されました。上映の冒頭には
田中監督本人のご挨拶もあり、貴
重なイベントとなりました。
今年の薬祭のイベントでは、特
に地域との関わりを感じさせる
も の が2つ あ り ま し た。1つ は 昨
年の薬祭から始まった荏原 ・ 品
川薬剤師会、品川区共催のもとで
本学イノベションセンターが中

学生支援部長

心となって開催した
「くすりと健
康フェア2016」です。主な内容は
薬剤師による血糖値、HbA1c、血
圧、心拍数、体組成、血圧、心拍
数、SpO2、心電図などの検査や健
康相談でしたが、2日間で昨年度
をはるかに上回る500名以上の参
加者があり、健康に関心のある地
域の方々と薬学を通じてより繋
がりが深まったのではないかと
思っております。
もう1つは、新星館1階に掲示さ
れた学生自治会による本学が抱
える2つの問題に関するポスター
です。2つの問題とは、通学時間
帯の戸越銀座商店街および中原
街道の信号機周辺の混雑緩和と
本学敷地内を貫通する放射2号線
整備計画についてです。
通学時間帯の混雑については
以前から近隣住民の方々と問題
となっておりましたが、今回学生
自治会を中心に薬祭開催の約1か
月前から戸越銀座方面の通学路
を利用する学生の早朝事前調査
とアンケートを行い、その混雑時
間帯に関する詳細なデータ結果
を提示し、通学路の見直しを含
めた混雑緩和の提言を行いまし
た。放射2号線整備計画について
は、この問題をみんなで共有して
考えたいとの発想から、実際の道
路整備が予定されている箇所が
わかるように、本学敷地内にライ
ンを引き、また貫通が予定されて
いる薬草園内にはLEDによる照
明でその箇所を示し道路を可視
化して、ポスターにてその意図を
説明しておりました。説明文中に
は、未来の後輩へのメッセージも
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細江

智夫

あり、学生たちの本学に対する母
校愛が感じ取れました。これらの
ポスターは本学の学生や教職員
だけでなく、多くの一般の方々が
足を止めて真剣にご覧になって
おり、本学の学生が大学やその地
域の関わる問題に対してしっか
りと取り組んでいる姿を発信で
きたと思っています。
また、星薬祭終了後、11月4日
に開催した星薬祭実行委員と教
職員の反省会では、各委員から今
回の薬祭を成し遂げた充実感と
ともに次世代へ繋ぐための反省
点と新しいアイデアについて活
発な意見が出され、改めて学生の
星薬祭に対する熱意を感じる有
意義な会合となりました。
最後になりますが、今回の薬祭
のように、学生主体の活動が活発
になれば、当然のことながら大学
全体の活力が増して、よい循環が
生まれてくるに違いありません。
私たち学生支援部では、豊かな
アイデアと行動力によって、更な
る新しい星薬生像を構築し、活躍
していく学生を全面的にサポー
トしていく所存でございますの
で、今後とも教職員をはじめ、各
関係者の方々のご理解とご協力
をどうぞ宜しくお願い申し上げ
ます。

星薬科大学報第84号
（平成28年10月）

第
回星薬祭 実行委員会委員長

倉 康
平
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回 星薬祭を終えて

第

46

46

小

今 回 の 星 薬 祭 は10月22日、23日 の2
日間行われました。今年は両日とも天
候に恵まれ、自分たちのやりやすい環
境で星薬祭を運営することができたと
思います。私たちは4月の段階から活動
を始め、少しずつですが、下準備に取
り掛かってきました。
今回の星薬祭実行委員会のスタッフ
は例年に比べて人数が多かったのでう
まく各部署に人数を配分することがで
きました。人数が多いとだらけるとこ
ろがあると思ったのですが、それぞれ
のモチベーションが高く積極的に参加
してくれたのでより良い薬祭にできま
した。
今年から新たに星薬祭実行委員会の
仲間に加わった1年生にもとても感謝
しています。2年生は10月から実習な
どで時間が取れなかった時も1年生同
士で声を掛け、支えあい2年生に聞いた
りして自分たちにできることを自ら考
え行動してくれていました。
また、1年生の仕事は終わりがない
ように感じる単純作業が多く、決して
楽しいものではなかったと思います
が、それでも嫌な顔一つせずに黙々と
仕事をしてくれていました。1年生が
ここまで協力してくれていなければ今
回の星薬祭の成功はなかったと思いま
す。
どの部署も準備の段階でいくつかの
困難に見舞われましたが、その度に幹
部はじめ皆が試行錯誤し、他の部署と
も助け合い、無事当日を迎えることが
出来ました。

また、どの部署も星薬祭前日までに
は部署ごとの仕事はすべて終わってい
るように感じていたのですが、いざ前
日準備になってみると、やらなければ
いけないことが次々と出てきて、あた
ふたしてしまい思うように準備を行う
ことができませんでした。しかし、そ
のようなときに前委員長をはじめとす
る先輩方の指示や手伝いをしてくだ
さったため、なんとか無事に準備を終
えることができました。星薬祭当日は
様々なことが起こりましたが、どの部
署も落ち着いて行動することができた
と思います。星薬祭が終わり片づけも
先輩方の指示もありスムーズに終わる
と、今までに感じたこともないような
達成感を得ることができました。これ
は実行委員全員が協力して一生懸命取
り組んできたからこそ得られたのでは
ないかと思います。来年は1年生がこの
達成感を味わい、無事何事もなく成功
させてくれることを信じています。
最後になりますが、実行委員会のス
タッフ先輩方、いつも私たちを助けて
いただいている学生支援部 ・ 管財部の
方々、ご協力していただいた大学関係
者、揺籃会の方々、地方の方々、盛り上
げてくれた部活 ・ 研究室の団体、多く
の人に支えられより良い星薬祭にする
ことができました。
ここに星薬祭実行委員一同から代表
して厚く御礼申し上げます。

星薬科大学報第84号（平成28年10月）

授業紹介 集中講義
「創薬を支える物理化学」
「臨床を支える薬剤学」
薬学教育研究センター 薬剤師教育研究部門

和範教授）
」
、そして私が担当する
「創薬を支える物理化学」と
「臨床
を支える薬剤学」
です。
これらの講義を受講する6年生
は、国家試験を強く意識し始める
と同時に、卒論研究をまとめ上
げたり、就職活動があったりと、
学生生活の集大成に向けた多忙
な時期を過ごしています。しか
し、5年次の病院 ・ 薬局実務実習
を終えたばかりであるため、学習
面では多大なメリットを享受で
きるタイミングでもあります。こ
れまでの学習内容を振り返り、基
礎～応用～臨床を包括的に整理
し直す絶好の時期です。そこで私
本学では、薬学教育モデル・コ
も、理論や知識を教科書通りに教
アカリキュラム準拠の講義とは
え直すのではなく、分野の垣根を
別に、アドバンスト・コースが設
超えた内容を交え、1 ～ 4年次に
置されています。幅広い知識を持
学習した物理化学 ・ 薬剤学が
「薬
つ薬剤師 ・ 研究者 ・ 社会人を輩
をつくる
（＝創薬）現場」や
「薬を
出するための大学独自の教育で
つかう（＝臨床）現場」でどのよう
あ り、6年 生 の 前 期
（4 ～ 7月）を
に活用されているかを考えなが
中心に開講されています。本コー
ら学ぶ構成になるよう工夫しま
スの中で、薬剤師教育研究部門
した。
「 創薬を支える物理化学」や
は、基礎知識の再確認を目的とし
て複数科目をオムニバス形式と 「臨床を支える薬剤学」のように、
講義名に現実社会と科目との関
した「薬学特別演習Ⅱ」を開講し
てきました。平成28年度からは、 係性を入れたのもこれが理由で
す。
本部門教員を中心に学内の先生
物理化学とは、観察対象である
方の協力の下、従前の講義を見直
化合物や分子について、構造・性
し、薬学基礎知識の科目横断的な
質
（=物性）・ 反応性を調べるため
理解に主眼を置いた13科目の集
に物理学的な手法を用いる学問
中講義として新たに開始するこ
であり、熱力学や量子力学が大き
とになりました。構成科目は、
「薬
な柱となっています。医薬品は生
剤師への有機化学
（久保元准教
理活性をもつ
「化学物質」ですか
授）
」、
「 生物学特講Ⅰ
（大野修司准
ら、物性を十分に理解することは
教授）」、
「 生物学特講Ⅱ
（里史明講
師）
」、
「 食生活と保健衛生
（高橋勝 「より良い創薬」に繋がります。一
方、薬剤学は、物理化学・生理学・
彦准教授）
」、
「 薬理学の基礎と呼
材料工学など様々な要素を基礎
吸器疾患（酒井寛泰講師）
」
「 消化
、
として発展してきた薬学独自の
器 ・ 代謝系疾患集中講義
（小林恒
学問です。生理活性をもつ
「化学
雄教授）」、
「知覚 ・ 脳神経特論
（森
物質」
を、有効性 ・ 安全性が保証
友久准教授）」、
「 循環器系 ・ 内分
された最も好ましい形状の
「医薬
泌系集中講義
（松本貴之講師）」、
品」へ仕上げる技術
（=製剤学）や、
「日本社会の医療と法（山本弘講
適正使用のための理論
（=薬物動
師）
」、
「 実践実務の薬物治療
（浅井
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山内

理恵

態学）等で構成されています。こ
れらは薬のスペシャリストたる
薬剤師に欠かせない要素ですが、
理論を学ぶ際のハードルは高く、
習得に困難を感じる学生も少な
くありません。そこで、講義では
前提となる知識を最小限とし、本
質をついた簡潔な説明にする一
方で、疑問をもちやすい点につい
ては省略せず真正面から解説す
るよう努めました。また、受講生
が講義内容を消化して自分の
「財
産」として残していけるよう、演
習課題を毎回出しました。理解に
不足がある学生に対しては、放課
後を利用して個人指導を受ける
ための時間も十分に確保しまし
た。月並みですが、できるだけ短
期間で苦手を克服し、得意をさら
に伸ばし、自信をつけてもらうに
は、このような地道なサイクルの
繰り返しと積み重ねが一番だと
感じています。

私は、臨床や企業での社会人生
活を経た後、本学の教員となり丸
4年になります。ようやく教員生
活にも慣れてきましたが、学生と
コミュニケーションを取るたび
に新たな発見があり
「教員は学生
によって育てられる」という恩師
の言葉を思い出します。これまで
の教育の成果がどの程度現れて
いるかはわかりませんが、後輩で
ある学生に良い影響を与えられ
るよう、日々、学生と共に進化し
ていきたいと思います。

星薬科大学報第84号
（平成28年10月）

授業紹介「研究入門」－はかる・まぜる・わける－

基礎実習研究センター長

験概要を学びます。そして、ロー
2006年（平成18年）4月より薬学
リー法によるタンパク質の定量
教育が変わり、本学では「臨床の
を実践してもらい、得られた結果
場において高い倫理観と高度な
から検量線を作成して、未知検体
専門性を発揮できる薬剤師の養
のタンパク質濃度を求めます。ま
成となる6年制教育」と
「薬学を基
た、1チーム5名程度で、写真を見
礎として生命・健康を科学し、創
ながら機器や器具の名称および
薬研究 ・ 開発に携わる人材の育
用途について相談しながら答え
成となる4年制教育」が始まりま
した。そして、2015年
（平成27年） を導くことも行っています。今年
度は新たに薬学科と創薬科学科
4月より、新カリキュラムが施行
の学生に共通する
「はかる ・ まぜ
され、基礎研究から臨床研究に向
る ・ わける」
の技術習得を目的と
けて学生一人一人が自らの力で
して、①マイクロピペットで精製
問題解決能力できることを目的
水1mLを紙コップに入れ、これを
として、つながりある実習関連科
10回繰り返してその重さを量り、
目が設けられました。基礎実習は
正確に液体を取り分ける技術を
1年次と2年次で開講されること
学びます。②青色の液体と精製水
から、
「 研究入門」は、基礎実習や
をある比率で合わせ、比色の違い
卒論研究で共通な項目に重点を
から混合する技術を学びます。③
置き、講義、演習、SGD（Small
塩化ナトリウム10gを電子天秤で
Group Discussion）
、TBL（Team
はかり、これを薬包紙に目分量で
Based Learning）、プレゼンテー
5つに分けます。再び電子天秤で
ション等の複合形式により、6日
それぞれの重さをはかり、ばらつ
間にわたり開講されています。
きを知ることでより均等に分け
主な内容として、研究目的の意
る技術を学びます。これらの総合
義、科学的根拠の導き方、技能習
的な技能習得として、電子天秤で
得のための測定原理、測定機器の
（はかる）
、粘
操作方法、実験ノートの重要性、 液体と粉末をはかり
性のある混合液を作成してから
科学実験の安全性・倫理性、廃棄
、さらに、ガスバーナー
物処理、レポート作成等について （まぜる）
学びます。実験を構築するため、 の使い方も習得するため、この混
合液が同じ重さになるように5つ
タンパク質定量法について、1グ
に分けて焼きます
（わける）
。これ
ループ15名程度
（教員25名が分担
はパンケーキ作りと同じですが、
して対応）の少人数でローリー法
研究入門では、5名からなるチー
の原理について事前に調べ、互
ム単位で、連携を取りながら実験
いのグループの発表を通じて実
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輪千

浩史

室にある道具を使って、
「 正確」と
「時間」を考慮しながら行い、
「考
える力」の育成にも役立てていま
す。
研究入門終了時に5段階評価で
行った学生アンケートでは、
「技
能 向 上 に 役 立 っ た」
（ 平 均 4.6）
、
「薬学研究の重要性が理解でき
た」
（ 平均 4.4）
「 実験器具や実験
、
機器の操作が身についた」
（ 平均
4.6）と高い評価が示されており、
動機付け教育としても大変有意
義であると思われます。
新カリキュラムから設けられ
た実習関連科目として、
「 研究入
門
（1年）
」
「基礎実習
、
（1, 2年）」、
「研究倫理
（2年）
」
「 研究の現場（2
、
年、学内の教室・研究室等の研究
について学ぶ）
」
「 卒論準備実習
、
（3年、卒論研究の基礎を学ぶ）」、
「研究特論
（3, 4年、教室 ・ 研究室
単位で行うセミナー形式による
講義）
」があります。これらは、本
学の教育理念に基づく学生教育
を多面的かつ螺旋的に行うこと
で、問題解決能力の醸成に役立
つ教育を目指しています。
「 研究
入門」が単なる導入教育に留まら
ず、講義内容の見直しを毎年行う
ことで、より充実した科目となる
よう努めていきたいと考えます。
最後になりますが、
「 研究入門」に
ご協力いただきました教員の皆
様に、心より感謝申し上げます。

星薬科大学報第84号（平成28年10月）

平成28年度大谷記念研究助成金を受領して
大腸におけるアクアポリン3の機能解析とその発現制御機構の解明

薬動学教室
講師

五十嵐信智
この度は、大谷記念研究助成金
を賜りまして、誠にありがとうご
ざいます。大谷卓男理事長に厚く
御礼申し上げます。また、研究助
成金運営委員会の委員長である
田中隆治学長および運営委員の
先生方ならびに推薦していただ
きました先生方に深く感謝申し
上げます。
近年、高齢化に伴う腸管機能の
低下などにより、便秘症が問題と
なっています。現在、便秘症患者
に対しては、浸透圧性下剤や大腸

刺激性下剤などの種々の下剤が
経験的に使用されていますが、そ
の詳細な作用メカニズム、特に
腸管における水輸送機構につい
てはこれまで全く不明でした。加
えて、臨床現場では複数の下剤が
併用されているにも関わらず、そ
の併用効果に関するエビデンス
はほとんどありませんでした。私
は、上述した点を基礎研究から明
らかにすることにより、下剤を適
正に使用するためのエビデンス
を臨床現場に提供できるのでは
ないかと考え、種々検討を行うこ
とといたしました。検討にあたっ
ては、大腸において便の水分量を
コントロールしている水チャネ
ル
「アクアポリン3（AQP3）
」に着
目しました。
解析を行った結果、浸透圧性
下剤および大腸刺激性下剤の瀉
下作用において、大腸における

AQP3の発現量の変化が重要な役
割を担っていることが明らかと
なりました。さらに、両下剤の併
用が必ずしも瀉下作用を増強し
ないことが明らかとなり、この理
由にはAQP3の量が関与している
ことがわかりました。
このように、本研究成果は、下
剤の作用メカズムおよびその適
正使用に関して明らかにしたも
のであります。今後、腸管AQP3
の機能と水の移動についてさら
なる研究を展開することにより、
AQP3を標的とした新たな下剤や
止瀉剤の開発が可能になるとと
もに、医療現場で生じている問
題、例えば下痢や便秘を主症状と
する消化器疾患、薬物の副作用に
より生じる下痢や便秘に対して、
新たな治療法や予防法を提言で
きるものと信じ、研究に精進して
いきたいと考えております。

食品中機能性食品素材探索のためのフードミクス戦略

総合基礎薬学
教育研究部門
講師

岩崎

雄介

この度は、大谷記念研究助成金
を賜りまして、誠にありがとうご
ざいます。大谷卓男理事長に厚く
御礼申し上げます。また、研究助
成金運営委員会の委員長である
田中隆治学長および運営委員の
先生方ならびにご推薦していた
だきました先生方に深く感謝申
し上げます。
少子高齢化に伴い、医療費の増
大が見込まれる中、個々の国民が
健康を自分で管理し、疾病の早期
発見や予防を行うセルフメディ
ケーションが推進されています。

そして、特定保健用食品や栄養
機能性食品に続く機能性表示食
品は、事業者の責任の下、科学的
根拠のある成分について消費者
庁に届け出ることによって食品
の機能性を表示できる食品とし
て平成27年4月から施行されまし
た。これらの背景によって、国民
の健康意識が高まり、市場にはさ
まざまな機能性を謳った商品が
流通しています。
このように、
さま
ざまな種類の食品が流通してい
る中、品質や機能性が高い食品を
評価できる方法を開発すること
は極めて重要な課題であります。
私が所属する総合基礎薬学教
育研究部門
（ 生 理 分 子 科 学）は
2015年度に新設された新しい部
門です。この部門には、量子化学、
物理化学、薬理学、機能形態学と
いった基礎研究をそれぞれ得意
とした教員が集まり、専門的な研
究ばかりでなく各分野を横断し
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た研究を行うことが可能となり
ました。このような横断的な研究
によって、本研究で提案するフー
ドミクス分析を食品成分に適用
し、品質の高い食品の評価や、食
品に含まれている新たな機能性
食品素材を見い出すことができ
れば、今後拡大が見込まれる機能
表示食品に対しても、新しい可能
性を示すことができます。そし
て、我々が得たデータをもとにす
ることで、企業が機能性食品業界
に参入する際の基礎的なデータ
としても活用することができれ
ばと考えております。
これからも、薬学部として必要
な基礎研究を通じて、社会に奉仕
できる学生を指導していきたい
と思っています。そして、教員お
よび学生と共に、社会に還元でき
る研究を実施していけるよう精
進していきたいと考えておりま
す。

星薬科大学報第84号
（平成28年10月）

ポリ-L-グルタミン酸を用いた葉酸修飾ドキソルビシン封入リポソームとゾレドロン酸の併用による抗腫瘍効果

医療薬剤学教室
大学院博士
後期課程3年

Andang Miatmoko
この度は、大谷記念研究助成金
を賜りまして誠にありがとうご
ざいます。大谷卓男理事長ならび
に田中隆治学長に深く感謝いた
します。また、重野豊隆運営委員
長をはじめとする運営委員会の
先生方に感謝申し上げます。
薬物療法はがん治療における
主要な治療方法の一つですが、多
くの抗がん剤は重篤な副作用を
引き起こし、治療を妨げます。腫
瘍部位特異的な薬物送達法の開
発は、抗がん剤の毒性を減少させ

抗腫瘍効果を増強させるために
有用です。
リポソームはナノサイズの薬
物送達キャリアーであり、リポ
ソーム内へ抗がん剤を封入する
と、抗がん剤の正常組織への暴露
を減少させ、副作用を軽減するこ
とができます。またリポソーム
は、構築性が悪く透過性の高い腫
瘍血管からは腫瘍組織へ漏出す
ることから、抗がん剤を腫瘍へ集
積させることが可能です。さら
に、がん細胞に親和性を持つ分子
をリポソームに修飾すると、腫瘍
特異的なリポソームの取り込み
が期待できます。このことから、
葉酸受容体が過剰に発現してい
るがん細胞において葉酸修飾リ
ポソームはより速やかに薬物を
細胞内へ送達できると考えられ
ます。
ドキソルビシン
（DOX）はアン

トラサイクリン系抗がん剤であ
り、幅広いがんの治療に用いられ
ています。負電荷ポリマーである
ポリ-L-グルタミン酸を用いると、
リポソーム内にDOXを安定に封
入できることを明らかにしまし
た。また、担がんマウスにゾレド
ロン酸を投与すると、腫瘍微小環
境を改善してリポソームの腫瘍
到達性を高めたり、リポソームの
血中滞留性を間接的に向上して
送達性を改善することにより、抗
腫瘍効果を高めることを明らか
にしました。
私は、現在これらのアプローチ
を用い、ゾレドロン酸と葉酸修飾
DOX封入リポソームの併用によ
るDOXの抗腫瘍効果増強の検討
を行っています。本研究は腫瘍特
異的な抗がん剤の送達法の開発
に大きく貢献できるものと考え
ております。

学生の受賞等
①薬剤学教室 修士課程1年 関根 朋美さん
「2016年度あいちシンクロトロン光センター 大
学院生のための成果公開無償利用事業」課題の採
択
課題名：錠剤における滑沢剤分散状態の蛍光X
線分析による定量的評価
（利用責任者：小幡 誉子 准教授）

④薬理学教室 5年 岡野 秀嗣さん
第134回日本薬理学会関東部会での優秀発表賞を
受賞
演題名：腹側被蓋野内モルヒネ活性化細胞の活
動制御による疼痛閾値の変化
⑤薬理学教室 博士課程4年 相良 篤信さん
第10回日本緩和医療薬学会年会
（浜松）での優秀
発表賞の受賞
演題名：脳転移性乳がんにおける5-FU耐性自然
獲得メカニズムの解析

②薬物治療学教室 修士課程1年 三上 理沙さん
第134回日本薬理学会関東部会での優秀発表賞を
受賞
演題名：血糖調節における中枢ドパミンD2受容
体の関与

⑥薬理学教室 5年 西川 諒さん
第10回日本緩和医療薬学会年会
（浜松）での優秀
発表賞の受賞
演題名：医療用麻薬の薬理作用や耐性／依存性
のメカニズムを理解するためのμオピオイド受
容体分解機構の解析

③薬理学教室 6年 菅 綾香さん
第134回日本薬理学会関東部会での優秀発表賞を
受賞
演題名：Methamphetamine による摂取感覚効
果発現機序解明のためのニューラルサーキット
ジェネティクス法およびON cell解析法の応用
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日本ジェネリック医薬品学会第10回学術大会優秀演題を受賞して
薬剤師職能開発研究部門 准教授 湯本

この度、日本ジェネリック医薬
品学会第10回学術大会（平成28年
7月9日 〜10日、 東 京）に お い て、
「ジェネリック医薬品普及に及ぼ
す各種環境因子の影響に関する
研究」という演題名で表記の賞を
受賞致しました（共同研究者）
。
2015年6月 に 政 府 は、 ジ ェ ネ
リ ッ ク 医 薬 品 普 及 目 標 を「2017
年 央 に70 ％ 以 上、2018年 度 か ら
2020年度末までの間のなるべく
早い時期に80％以上」と設定しま
した。ジェネリック医薬品は、国
の施策や医療機関（保険薬局を含
む）により一定レベルにまで普及
してきましたが、高齢社会、医療
の高度 ・ 複雑化による医療費増

哲郎

実務教育研究部門 教授 渡邉

大を背景としてさらなる有効活
用が求められております。
このような状況下、我々はGE
普及率の都道府県格差に注目し、
普及率に及ぼす外部環境因子を
明らかにする目的で本研究を実
施しました。その結果、GE普及
率が平均以上の都道府県群にお
いて、1世帯あたりの新聞発行部
数や病院数
（人口10万対）が多い
ことが明らかとなり、また、GE
伸び率が平均以上の都道府県群
において、75歳以上の医療費
（1人
あたり）が大きく、１世帯あたり
新聞発行部数、薬局数も多いこと
が明らかとなりました。さらに、
薬局数との相関は、GEの普及に

一則

対して保険薬局の影響が大きい
ことを示唆していると考えられ
ました。
現在、社会のニーズとしてかか
りつけ薬剤師
（薬局）
、健康サポー
ト薬局が求められる中、地域住民
や来局者とかかりつけ薬剤師が
協力関係を構築していくことで、
薬剤師が適切に評価したジェネ
リック医薬品を安心して提供で
きる体制が強化できるものと考
えます。
最後に本研究のプロジェクト
リーダーである日本経済大学大
学院赤瀬朋秀教授、また、実務教
育研究部門6年一瀬彩さんに心よ
りお礼申し上げます。

日本レチノイド研究会 第27回学術集会 藤木賞を受賞して
衛生化学教室 助教 今井

日本レチノイド研究会 第27回
学 術 集 会（2016年10月22 ～ 23日;
東京）において、生物系の研究に
対する日本レチノイド研究会の
奨励賞の一つである藤木賞を受
賞いたしました。このような栄誉
ある賞をいただき、非常に光栄で
す。
受賞の対象となった演題は、脂
質異常症改善・治療のための化合
物の開発に関する研究です。以下
に研究の概要を紹介させていた
だきます。
脂質異常症は、食べ過ぎや飲み
過ぎ、運動不足といった生活習慣
による脂肪蓄積を原因とする疾
患です。現在の治療では、脂質合
成阻害剤が用いられますが、副作
用や長期の連用が必要となるこ
とから、新規薬剤の開発が望まれ
ています。肥満は、高脂肪食を摂
取することで脂肪吸収が増加す
ること、脂肪細胞の数が増加し脂

正彦

肪滴が過剰に蓄積することで脂
肪組織が肥大することに起因し
ています。食事から摂取した脂質
は、腸管内で膵リパーゼによる加
水分解後に吸収され、余剰分は脂
肪組織において、脂肪細胞がトリ
グリセリドを脂肪滴として貯蔵
します。よって、体内への吸収あ
るいは脂肪滴蓄積を抑制するこ
とは、脂質異常症や肥満の改善に
結び付くと考えられます。そこ
で、膵リパーゼおよび脂肪細胞分
化をターゲットとした脂質吸収
および脂肪蓄積阻害作用を有す
る薬物を見出すため、天然物であ
るケイヒ酸の誘導体を用いて検
討しました。
ケイヒ酸誘導体の一つである
caffeic acid phenethyl ester
(CAPE)は、抗炎症作用などが報
告されているプロポリスに含有
する民間薬です。CAPEの構造変
換により種々の化合物を合成し、
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活性を評価したところ、CAPEは
膵リパーゼ阻害作用を有するも
のの、脂肪蓄積阻害作用を示しま
せんでした。一方、CAPEの誘導
体では膵リパーゼ阻害作用およ
び脂肪蓄積阻害作用を有する化
合物を見出すことが出来ました。
また、ケイヒ酸に付加する水酸基
の数が両阻害作用と相関し、水酸
基の数が多い化合物に強い阻害
作用が認められました。マウスを
用いた脂質吸収抑制試験におい
ても、脂質吸収抑制効果が得られ
たことから、ケイヒ酸誘導体が脂
質異常症改善作用を有する薬剤
となる可能性を示しました。
最後に、本研究を遂行するにあ
たり、ご協力をいただきました衛
生化学教室 高橋典子教授並びに
生体分子有機化学研究室 津吹政
可教授に深く御礼を申し上げま
す。

星薬科大学報第84号
（平成28年10月）

平成28年度 第1回実務実習報告会について

本年10月15日（土）
午後1時より、
学内の百年記念館及び講義室（5
箇 所）に お い て 平 成28年 度 第1回
実務実習報告会が開催されまし
た。今回は、第Ⅰ期に行った実務
実習の報告となり、薬局実務実習
は157施設 160名、病院実務実習
は65施設 105名の学生により発表
が行われました。発表形式は、薬
局、病院でそれぞれポスター発表
及び口頭発表で行われました。座
長を務めて頂きました38名の先
生方をはじめ、ご協力頂きました
教職員の皆様方に対し、この場を
お借りして心より感謝申し上げ
ます。
病院実習の発表は、
「 病態と薬
剤選択との関係」や「病院薬剤師
の役割」などを中心に、特に
「がん
化学療法」に関する内容が多く見
られ、より実践的な実務実習を経
験できたことをうかがわせる内

容となりました。一方、薬局実習
の発表は、
「 地域包括ケアシステ
ム」構想において薬剤師への期待
が示され、薬剤師の具体的使命が
明確になったことを背景に、今回
は、特に地域医療を意識した内容
となりました。その中で、
「かかり
つけ薬局」や
「かかりつけ薬剤師」
の役割を中心に、
「 在宅医療」
「セ
、
ルフメディケーション」などに関
する発表が多く見られました。ま
た、普段余り意識されない
「地域
における学校薬剤師」の役割につ
いての発表もあり、指導薬剤師の
先生により地域薬局における多
方面に渡る薬剤師の役割につい
てご指導頂いていることが感じ
られる内容でした。また会場全体
では、学生による積極的な質疑応
答も見られ、充実した報告会で
あったと感じました。
学生達にとりまして、実務実習

−21−

実務教育研究部門長

渡邉

一則

は大学では得難い多くの貴重な
体験を積むことができる場面を
提供するもので、実り多い実習に
なったと感じています。本学が目
指す実務実習は、実践経験を体験
するばかりでなく、学生自らが課
題を見つけ、その解決策を見いだ
すことに重点を置いております。
発表会に参加した4年生も
「薬剤
師の役割の重要性を認識できた」
や
「改めて責任の重さを感じた」
などの感想を挙げており、実務実
習の意義を理解し、各施設によっ
て様々な特徴があることを認識
していたようです。病院、薬局い
ずれにおいても個々の施設ごと
に特徴があり、一言で患者さんと
言っても多様であることも気づ
かせる報告会であったと思いま
す。
今回の報告会では、薬局の指導
薬剤師 48施設 58名、病院の指導
薬剤師 28施設 35名の先生の参加
をいただきました。実務実習の成
果や学生の成長が感じられ、また
本報告会が盛会のうちに実施で
きましたことは、指導担当教員、
各施設の指導薬剤師の先生のご
指導の賜と思っております。実務
実習をさらにより良いものとす
るため、今後ともなお一層のご指
導ご協力の程、宜しくお願い申し
上げます。
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RCSIとのサマースクールについて
6月6日より7月28日までの8週間、
星 薬 科 大 学 とRoyal College of
Surgeons in Ireland（RCSI; アイ
ルランド王立外科医学院）との学
術交流協定に基づき、RCSIおよび
RCSI Medical University of Bahrain
の両校からMs. Shenelle Reshma
Samodee、Ms. Carina Brid Aine
O’
Brien、Ms. Maryam Ali Saeed
Abdulnabi Alzeera、Mr. Yousef
Ashraf Ishaq Abouseduの4人の
外国人学生を受け入れました。彼
らは、医学部および薬学部に所属
しており、学部2〜3年生になりま
す。順に薬理学教室（成田教授）、
医療薬剤学教室（大西教授）
、薬化
学教室（細江教授）ならびに薬物
治療学教室（亀井教授）に配属さ
れ、各教室の研究に参加いたしま
した。また、この短期留学中に本
学の茶道部、弓道部、空手部、剣
道部、柔道部、箏曲部等のクラブ
見学等を行い日本の文化的芸術、
武道などの多くの日本文化を体
験してもらいました。
交換留学生の出身国は皆違い、
国際交流スペースにて母国の紹
介をしてもらいました。本学の留
学生と本学教職員および学生と

酒井 寛泰
国際学術交流委員会RCSI交流対応WG長 池田 弘子
イノベーションセンター国際交流室 室長

の交流を深めるために開催した
国際交流ネットワーキングバン
ケットでは本学学生との交流を
通じて、より日本を身近に感じる
ことができたと思います。最終日
には、各自の研究成果をポスター
にて発表後、送別会を開催いたし
ました。留学生は皆、学部生にも
関わらず研究に対するモチベー
ションが高く、人間性とともに高
い評価を本学教員から得られま
した。英語圏内で生活する彼らに
とって本学への留学は大変苦労
したと思います。しかし、交換留
学で得られた経験や達成感は想
像をこえるものであったと思い
ます。
『もう一度日本に、星薬科大
学に来たい』と思って頂けたら本
学にとっても幸いです。本交換留
学において、星薬科大学の学生を
はじめ教職員にとっても交換留
学生から多くの知識や経験をい
ただいたと思います。
一方、星薬科大学からは、中村
麻里さん
（修士課程1年、医療薬剤
学教室）が8週間RCSIに滞在しま
した。中村さんはホームステイし
ながら、講義を受けたり研究室で
実験を行い、サマースクール終了
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時には英語にて研究成果を発表
しました。滞在中には研究のみな
らず他の学生や大学スタッフと
交流し、友達と一緒に夕食を作っ
たり出かけたり、生活面でも良い
経験になったようです。帰国後に
は、9月30日に本学の国際交流ス
ペースにてサマースクールでの
研究成果とアイルランド ・ ダブ
リンの生活について英語にて発
表しました。サマースクール参加
前とは比べられないほどの英語
の上達で、アイルランドに滞在し
た8週間、中村さんが積極的に過
ごしていたことが伺えました。
本サマースクールでは、外国
人学生を受け入れたことで学内
の学生との交流が生まれ、多く
の良い刺激となりました。また、
RCSIで過ごした学生にとっても
得難い経験をすることができた
ことと感じます。学生の時期にこ
のような国際交流を経験できる
ことは、将来の国際感覚を磨く上
で非常に有用だと思います。この
ような交流が今後も続くことを
願います。

星薬科大学報第84号
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平成28年度 春の薬草見学会の開催について

平成28年6月11日
（土）
、春の薬
草見学会を品川区文化観光課生
涯学習係との共催により開催し
ました。今回も晴天に恵まれ、参
加者数は190名でした。
【プログラム概要】
午前と午後の2部に分け、第一
部では2名の講師による講義、第
二部では学生による大学内見学
案内と体験ミニレクチャーとい
う構成としました。当日のプログ
ラムは以下の通りです。
＜第一部＞10 ： 00 ～ 12 ： 00 講
義
（本館第一ホール）
1.「身近な自然がもたらす生理
的リラックス効果」宮崎良文（千
葉大学環境健康フィールド科学
センター教授）
2.「育てて・観察して・使って
親しむ民間薬草」須藤浩（星薬科
大学）
＜第二部＞13：00 ～ 15：00 キャ
ンパスツアー ・ 薬草見学
（文化的
施設・薬用植物園内案内）
1. 漢方研究部員による薬用植
物園案内と民間薬茶のサービス
2. アロマセラピー研究会学生
による体験ミニレクチャー（水
蒸気蒸留の実演とルームコロン
作り）
3. 生協学生委員によるメイン
ホール等の施設見学
【開催内容】
新緑の森や林の中を歩いて爽
快な気持ちになった経験はあり
ませんか。森林浴という言葉もあ
るとおり、植物のある環境が人々
の心身に良い効果をもたらすこ
とは古くから体験的に知られて
いましたが、その効果効能の科学

薬用植物園・生薬学教室

須藤 浩

らおうという趣向です。
的エビデンスは十分とは言えま
午後の部では、漢方研究部、ア
せんでした。そこで、春の見学会
ロマセラピー研究会、生協学生委
では、
「 自然セラピー」について研
員の学生による見学会ならびに
究されている千葉大学の宮崎良
体験レクチャー等を行ないまし
文先生をお招きして、最新の研究
状況を紹介していただきました。 た。見学会に先立ち、漢方研究部
の志水部長から、漢方処方の1つ
我々はどのような時にリラック
スしていると感じるのかを、自律 「五苓散」ならびに構成する生薬
神経系、中枢神経系、内分泌系、 についてスライドを使って解説
を行いました。アロマセラピー研
免疫系といった複数の指標によ
究会からは、アロマビーズ作製体
り評価 ・ 研究されていることが
験の他、今回初めての試みとして
紹介されました。興味深いこと
医薬品研究所のラウンジで水蒸
に、好き嫌いに関わらず、植物の
気蒸留の実演を行いました。本薬
ある環境そのものがリラックス
用植物園で栽培したジャーマン
感を与えているのだそうです。最
カモミールの花を材料としてア
近は、屋上ガーデンを設置する病
ズレンの抽出を行うもので、アロ
院が増えていると聞きますが、入
マセラピー研究会の学生が事前
院患者さん達の快適性のみなら
に抽出器具の操作練習をして当
ず、早期回復の一助となってい
日の実演に備えました。授業や実
るのかもしれないと想像しまし
習の後、植物園管理室での準備は
た。ご存知の方も多いかと思いま
大変だったかと思いますが、美し
すが、ここ数年をかけて薬用植物
いコバルトブルーのアズレンが
園内の整備を行いました。植栽を
抽出される様子を興味深く見守
見直すと共に、見学通路を歩きや
る参加者の姿に、疲れも癒やされ
すくしテーブルや椅子を設置し
たのではないでしょうか。また薬
ました。学習や研究、あるいは仕
用植物園の職員が育てたトマト、
事で疲れた時に、ほんの少しでも
トウガラシ、ハーブ類の苗の配布
良いですから植物園で休憩して
を行いました。これらの種子は職
みませんか。優しい緑の葉に視線
員が海外の種苗会社から導入し
を遊ばせ、そよぐ風に囁くような
たもので、国内ではあまり販売さ
葉音に耳を傾け、木々を通り抜け
る清々しい空気を深呼吸すれば、 れていない珍しいものです。苗配
布はとても人気が高く、数百本用
きっと植物の持つ
「癒しの力」を
意した苗があっという間に品切
実感していただけるかと思いま
れとなってしまいました。
す。
このように、見学会当日はもち
二題目の講義では、この記事の
ろん自宅に帰ってからも楽しめ
筆者である須藤が、自宅で簡単に
るような体験型の見学会、本学ら
栽培できる民間薬草やスパイス
しい特徴ある企画として行きた
類、ハーブ類の紹介と栽培のコツ
いので、引き続きのご助言・ご協
などを解説しました。一部の植物
力をいただければ幸いです。
については午後の部で苗を配布
し、実際に自宅で栽培体験しても
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第3回星薬科大学実験科学教室

3回目の開催となります星薬科
大学実験科学教室を、平成28年8
月25日（ 木）お よ び26日
（ 金）に 開
催しました。地域連携室の地道な
広報の努力が実り、本年は定員20
名のところに、37名の応募があり
盛況でした。
「 科学を好きになっ

イノベーションセンター地域連携室長

てもらう」ことを第一の目標とし
て実施していることから、多くの
小中学生からの参加申込をいた
だいて、活動の手ごたえを感じる
ことができました。抽選の結果当
選した20名が、元気に実験科学教
室に参加しました。
本実験科学教室は、本学が品川
区と締結している包括的地域連
携協定を基本的な柱とし、地域の
学力の向上、科学に対する興味の
発掘、地域の発展を目標に掲げ実
施しているものです。本年も、品
川区、品川区教育委員会および大
田区教育委員会に、後援をお願い
しました。

＜8月25日
（木） 各教室での科学実験＞
【薬剤学教室】
薬剤学教室では、
「溶ける錠剤、溶けない錠剤、何が
違うの？」というテーマで実験を行いました。胃腸薬
の主成分の重曹と炭酸水による発泡や、鉄剤とお茶で
黒変する様子を観察して、薬を
「水」
で飲む理由を学び
ました。次に、繁用される添加剤の配合量を変化させ
て錠剤を作り、硬度や崩壊時間を測定しました。さら
に、研究室でよく使用している電子顕微鏡を使って、
髪の毛を観察しました。 （記：准教授 小幡 誉子）

【医療薬剤学教室】
医療薬剤学教室では、
「ゼリーが固まるのはなぜ？」
というテーマで実験を行いました。高分子化合物であ
る寒天、ゼラチン、ペクチンの構造やその固まる仕組
を知ってもらい、固まったゼリーの硬さを測定しても
らいました。ゼリーを使って電気泳動の実験を行い、
苦い粉とゼリーを一緒に飲んで、味の変化を確かめて
もらいました。ゼリーの形をした医薬品についても
知ってもらいました。
（記：講師 池内 由里）

【生薬学教室】
生薬学教室では、
「葉脈標本をつくろう」
をテーマに、
種々の葉を受講生に持参して頂き葉脈標本の作製に取
り組みました。植物の葉を水酸化ナトリウム水溶液で
煮込み、ブラシで叩くことによって葉肉がなくなり葉
脈のみが残るという原理で作製します。ヒイラギモク
セイ、ギンモクセイ、ツバキ、ビワモドキの葉につい
ては綺麗な葉脈標本を作ることができ、ラミネートし
て持ち帰って頂きました。 （記：講師 平澤 祐介）
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杉田

和幸

本年は、お忙しいにもかかわら
ず実験教室での指導を快諾して
くださった薬剤学教室、医療薬剤
学教室、生薬学教室と、私の主宰
する薬品製造化学教室が研究を
指導しました。

星薬科大学報第84号
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【薬品製造化学教室】
薬品製造化学教室では、
「のぞいてみよう、化学の世
界！」というテーマを掲げ、紫キャベツから抽出した
色素を用いたpHによる色の変化の観察、液体窒素 ・
ドライアイスを使った低温と気化の体験、物質の熱量
の解析および有機化合物の化学合成を行いました。
（記：教授 杉田 和幸）

＜8月26日
（金） 研究発表会＞ る講演を聴講しました。その後、

26日（ 金）の 午 前 中 に、 発 表 用
のパワーポイントを作成しまし
た。午後には、地域の国際化推進
を目指し、国際学術交流の一環と
して昨年も実施した、国際交流室
Nugroho Alfarius Eko特任助教に
よるインドネシアの文化に関す
＜参加した中学生の感想＞
今回の星薬科大学実験科学教
室の参加者の内、
「 薬のしくみに
ついて興味があり、深く知りた
かったから」と薬剤学教室に参加
して下さった女子中学1年生Y.S
さん（部活は自然科学部所属）に
感想を聞いてみましたので、紹
介します。
１）実験をした中で、わかったし
くみや変化は？
→錠剤は有効成分のまわりに
様々なコーティング剤を重ね
ていて、薬によって重ねる度
合いを変えることによって有
効成分が届く時間を調整する
ことができる。
２）実験結果で一番おどろいたこ
とは？
→炭酸で錠剤を服用した場合の
実験では、泡がたくさん出た
こと。
３）とても感動したことは？
→電子顕微鏡で髪の毛の細部ま
できれいに見れたこと。
４）変だな不思議だなって思った

開会の辞に続いて、いよいよ発表
会が行われました。生徒たちは前
日の実験で体験したこと、観察し
たこと、実験によって学習したこ
と、実験して感じたこと等を立派
に発表しました。発表会には多く
の保護者の方々が来席され、生徒
たちの研究発表を熱心に聴かれ
ていました。
研究の発表後には、指導してく
ださった各教室の先生方から、修
了証の授与が行われました。式が
終わると、生徒たちからは、
「来
年も実験やりたい！」
「 抽選で当
、
たったときには、とても嬉しかっ

ことは？
→薬の成分によって硬さや溶け
やすさが違うこと。
５）実験結果から、身近なことで
気づいたことはありますか？
→耳鼻科で処方された薬の中
で、真ん中に溝があるカラテ
錠があったこと。
６）実験をしてみて、もしかした
らこういうこともあるのか
な、と思ったことは？
→お茶やジュース以外の飲み物
（コーヒーやスポーツ飲料や
青汁）
でも薬と反応するのか。
また、どのように反応するの
かということ。
７）もっと調べてみたいと思った
ことは？
→錠剤の着色について。
８）
「 次回は、薬品製造化学教室
でより発展した内容に取り組
みたい」とのことですが、具
体的なイメージとかやってみ
たいことは？薬品製造化学教
室のイメージは？
→薬の世界を化学的にみること
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た！」等の声を聴くことができ、
保護者の方々からは、
「 夏休みの
自由研究として、とても良い経験
になりました。
」
、あるいは「また
来年もお願いします！」というお
言葉をいただきました。
最後に、本実験科学教室で指導
してくださった4つの教室の先生
方、大学院生および学部学生の
皆様には、実験、研究発表資料の
作成、発表の指導、サポート等、
多大なご尽力をいただきまして、
ありがとうございました。また、
サポートいただきました職員の
方々に感謝申し上げます。
で、より薬の核心に迫ること
ができるような気がする。薬
品製造化学教室の参加者の発
表を聞いていて、とても難し
い内容でしたが、興味をそそ
られました。
９）薬剤学教室の先生方がとても
親切丁寧だったとは、どんな
ときに思いましたか？
→質問にも快く答えって下さっ
たり、実験を行いながらの解
説がわかりやすくとても丁寧
でした。
10）Sさんの将来の夢は？
→やりたいことがたくさんあっ
てまだ決まっていません。
11）あったらいいなぁ～って思う
薬や、食べ物はありますか？
→ノロウィルスを予防または、
治療する薬。
→青色の野菜。
12）Sさ ん が 一 番 楽 し い！ 嬉 し
い！って思う時間は？
→NHK大河ドラマ真田丸を観
ているとき
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本館の壁画について～宇陀市「薬草を活用したまちづくり事業」への協力～

本学の文化的資産である本館
は、世界的建築家、アントニン ・
レーモンドにより設計され、大正
13（1924）年に完成して以来、93
年もの間、威風堂々たる趣きを保
ち続けてきた。その本館の正面玄
関から一歩足を踏み入れると、両
側スロープに圧倒的な存在感を
誇る壁画がある。重厚な本館にも
負けないその圧倒的な存在感に
は、足を踏み入れた誰もが魅了さ
れる。この大壁画は、宇陀（奈良
県）における薬狩りの場面を描い
たものであり、創立者星一先生の
提案により、星薬学専門学校設立
3周年記念として制作された。完
成 は 戦 時 中 の 昭 和18（1943）年5
月である。星製薬株式会社おかか
えの画伯6名（関口隆嗣、清原重以
知、服部亮英、内藤隶、笹岡了一、
笹鹿彪）による時代考証研究のの
ち、推古時代における
「薬狩」
「鹿
茸狩」を如実に表現し、心血を注
いで描かれた大作である。
1階の「薬狩」の絵には、薬草を
採取する女性たちの姿があり、赤
い傘の下には、日本で最初の女
帝、第33代推古天皇が描かれてい
る。2階 か ら3階 の「 鹿 茸 狩」の 絵
には、鹿の群れや鹿の角を狩る男

たちが力強く描かれている。鹿茸
とは、雄鹿の生え始めの角を乾燥
させたもので、やわらかく赤身
を帯びており、古来から強壮、強
精、長寿を目的とした漢方薬に位
置づけられてきた。薬狩りの源流
は、高句麗王室が3月3日に行って
いた鹿・猪を狩る行事と、古代中
国で5月5日に行われていた雑薬
を摘む民間行事にある。我が国に
おいて、それまでは源流が異なる
これらの行事を併せて薬狩とさ
れていたが、推古時代において、
5月5日に薬草を摘むことを宮廷
行事にしたようである。
推古天皇が宇陀の地で薬狩り
を行った理由には様々な見解が
あるが、そのひとつに神仙思想が
考えられる。神仙思想とは、古代
中国における民間思想であり、自
らが不老長寿の人間、いわゆる仙
人となることを願うものである。
この信仰に基づいて不老不死の
薬が探索され、なかでも水銀
（辰
砂）は、仙薬の主たる成分であっ
た。宇陀は古代より水銀の産地と
して有名であった。宇陀の地には
聖なる力が宿っており、そこで採
れる薬草は仙薬と位置付けられ
たと考えられる。
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総務部 髙橋 俊介

本学の壁画には、このようなロ
マン溢れる背景があるが、何故星
先生は、本館の中心にこのような
壁画を設置したのか興味深い。思
うに、世界的建築家によって設計
された建物の中心に、薬学と関連
の深い薬狩という日本の宮廷行
事の場面を描くことで、日本を世
界一の製薬国にしたい、という想
いを表したのではないだろうか。
また、学生に対する
「世界的な人
材になっても、わが国のことを忘
れてはいけない」という願いとも
考えられる。ただ、壁画が完成し
てから73年もの間、ガラス等で保
護することなく、ここまで綺麗に
保存できたのは、星先生の思いが
学生や教職員に伝わっているか
らに違いない。
今回、壁画のレプリカが、舞台
である奈良県宇陀市の各所に作
成された。宇陀市の
「薬草を活用
したまちづくり事業」のひとつと
して実施されたものである。推古
19（611）年にはじめられた薬狩
りから1400年の時間を経て、この
壁画が宇陀の地に展示されたこ
とに、星先生は喜んでいるのでは
ないだろうか。

星薬科大学報第84号
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星薬科大学本館壁画のレプリカ作成について

宇陀市長

宇陀市長

竹内

竹内幹郎

薬狩りの地「万葉公園」に設置

この度、貴学本館壁画のレプリ
カ作成に際しまして、格別のお引
き立てを賜り、厚くお礼申し上げ
ます。
貴学本館壁画に圧倒されると
ともに、当市の風景が描かれてい
る事につきましては、大変光栄で
あり感銘しているところでござ
います。
宇陀市は奈良県北東部に位置
し、平成18年1月1日に大宇陀町、
菟田野町、榛原町、室生村が合併
して誕生した新しい市です。しか
し宇陀市には、古より連綿と受け
継がれてきた歴史文化遺産が数
多く存在し、歴史に残るゆかりの
地名 ・ 伝承が多く残されていま
す。その一つに「推古時代薬狩り」
があります。
『 日本書紀』推古19年
（611）5月条に
「夏五月の五日に、
菟田野に薬猟す。鶏明時を取り
て、藤原池の上に集ふ。会明を以
て乃ち往く。
（以下、略）
」
といった
記載があります。菟田野（うだの
の）は宇陀野
（宇陀の大野）のこと
であり、当市の大宇陀迫間や中庄
周辺の「阿騎野」のことを指すと
考えられています。この記載は、

史料で確認できるわが国最初の
薬狩りの記録であり、当市が薬狩
り発祥の地と言えます。
また、当市からは、幾人もの製
薬会社の創業者を輩出しており、
重要伝統的建造物群保存地区
（重
伝建）に選定されている宇陀松山
地区は、江戸時代に53軒もの薬問
屋がありました。さらに、日本最
古の私設の薬草園として知られ
ている
「森野旧薬園」
も存在し、大
変薬とゆかりのある地でありま
す。このようなことから、
「薬草を
活用したまちづくり事業」を推進
し、現在は、市内70名余りの生産
者が薬草栽培に取り組んでいま
す。
今後、壁画レプリカを活用させ
て頂いて、薬草の魅力を一人でも
多くの皆さんに伝えるべく、市内
のみならず、全国に広げていけれ
ばと考えております。
最後になりますが、壁画レプリ
カ作成にあたり、ご支援、ご助言
を賜りました貴学に心より御礼
申し上げるとともに、これを御縁
に貴学と連携、交流が出来れば幸
いでございます。

市役所玄関ロビーに設置

市役所玄関ロビー

歴史文化館
「薬の館」

−27−

幹郎
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8号館建設進捗状況報告

昨年来、新しい教育研究棟と （生命を繋ぐ）
8号館建設工事に伴い、プール
して8号館の建設検討をしてまい
と6号 館 の 間 の シ ラ カ シ
（7本）と
りました。7月に、水泳プールの
ツバキ
（1本）
、プールとテニス
解体等の工事が始まり、10月に
コートの間のソメイヨシノ
（1本）
は、いよいよ本格的な建設工事に
を除かねばなりませんでした。
はいります。今のところ、来夏に
これらは古くから本学にある
建屋が出来て、内装工事を経て、
ものであり、生命を大切にすると
来秋に引き渡しを受ける計画と
いう意味でも、何とか本学に残す
なっています。
事を検討いたしまして、シラカシ
今回は、トピックスとして、地
の内の2本を百年記念館裏に移植
鎮祭と8号館建設に伴う樹木移植
し、ツバキは一号館北東側に移植
について報告します。
しました。ソメイヨシノは木が古
くて、移植は無理との造園業者の
（地鎮祭）
判定でしたが、何とかその生命を
プールを解体して、建設工事を
繋げて本学に残したい思いで、そ
始めるにあたり、8月24日
（水）に
の枝から挿木を試みました。ソメ
地鎮祭を挙行いたしました。当日
イヨシノの挿木は難しいという
は天候に恵まれ、戸越八幡神社神
のが通説ですが、薬草園スタッフ
職を斎主に、施主の本学大谷理事
の工夫と努力により、約1400本の
長、設計管理を担当する株式会社
挿木を試み、その内の数本が根付
プランテック総合計画事務所の
いた模様です。
来海社長、建設工事を担当する北
いつの日かこのサクラが満開
野建設株式会社の北野社長、株式
に咲き誇り、学生・職員あるいは
会社関電工の高橋副社長、株式会
地域の皆さんが、その木の下で楽
社朝日工業社の高須社長の皆様
しんでいる姿が目に浮かびます。
より玉串を奉奠いたしました。ま
事務局長 田中 弘夫
た吉例にならい、鍬入れの儀を行
いました。
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教室紹介

薬品製造化学教室

薬品製造化学教室は新星館7階
にあります。教授の杉田和幸と、
東京大学薬学系研究科で博士課
程を修了後、昨年4月に赴任した
松澤彰信助教の、2名で運営して
います。教授の杉田も4年前に本
学に赴任し、松澤助教を迎えよう
やく研究が本格稼働を開始して1
年半の新しい研究室ですが、研究
マインドと活気に溢れています。
3名の修士課程1年の学生と、薬
学科6年生6名、5年生11名、4年生
12名が所属しています。講義およ

教室紹介

び実習としては、有機化学I（1年
前期）
、有機化学IIIB（2年後期）
、
生体分子のコアとパーツ
（3年後
期）
、医薬品のコアとパーツ
（4年
前期）、化学実習I（1年後期）
、化
学実習II（2年前期）
、大学院講義
として創薬化学特論I、医薬情報
科学特別講義を担当しています。
薬品製造化学教室の大きな目
標は、
「 世界で活躍できる研究者」
を育成することです。製薬企業の
多くは、天然物の全合成研究を
経験した学生を、創薬化学研究
者として採用します。このため当
研究室では、研究者を志望する学
生は天然有機化合物の全合成研
究に取り組んでいます。本年は
薬学科4年生が、約10か月という
短い研究期間で、ラセミ体での
BoscartinFの 全 合 成 に 成 功 し ま
した。また今夏には、
「ハロゲン結
合」という新しい化学的相互作用

を利用した、新規触媒反応の開発
に成功し、論文にしました。本研
究に対しては、理学、工学および
薬学を含む
「化学」の世界におい
て、基礎研究として大変高い評価
を受けています。更に、トップ製
薬企業で得たドラッグデザイン
のノウハウを生かし、次世代創薬
に位置する、
「 小分子を用いたタ
ンパク質間相互作用の制御」によ
る創薬化学研究に取り組んでい
ます。
このように当研究室では、ス
タッフの豊富な経験を学生に伝
授し、世界で活躍できる研究者を
育成すべく、また、医薬品分子と
受容体との相互作用を、化学構造
レベルで理解した薬剤師の育成
を目指し、教育・研究に取り組ん
でいます。
教授 杉田 和幸

薬品分析化学教室

薬品分析化学教室の研究室は
新星館6階にあります。教員は斉
藤貢一（教授）、伊藤里恵
（講師）
の
2名で運営しております。研究室
には大学院専攻生3名、卒論生は
薬学科20名と創薬科学科2名の学
生が在籍しています。また研究指
導においては客員講師として吉
村吉博先生のご協力を仰いでい
ます。講義は、分析化学Ⅱ（機器
分析学；2年次）、臨床分析の基礎
と応用（2年次）、分析技術の臨床
応用（3年次）、生体分子を解析す
る手法（3年次）、物理系実習Ⅰ（2

年次）
、物理系実習Ⅱ
（3年次）
およ
び基礎薬学特論Ⅱ
（大学院）を担
当しています。
研 究 ス タ ン ス と し て は、
「レ
ギュラトリーサイエンスに貢献
する分析化学」
、すなわち
“社会に
役立つ実践的な分析化学”を目指
して新たな分析方法の開発に挑
戦しています。例えば、脱法ハー
ブや麻薬、覚せい剤など、いわゆ
る危険ドラッグの乱用などは、昨
今、大きな社会問題となっている
ことから、これらに関する分析法
を構築することは法科学の分野
において大いに貢献が期待され
ます。また、食品中のマイコトシ
キン（カビ毒）汚染や動物用医薬
品の残留などを調査することは、
食品衛生において
「安心 ・ 安全」
を確保する上で必要不可欠であ
り、この分野において分析法を開
発し、精度管理に関する研究に取
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り組むことはたいへん意義のあ
ることです。具体的には、生体試
料や食品試料分析に必要な前処
理法として、
“ 固相分散抽出法”や
固相を媒体として誘導体化反応
を行う
“固相蛍光誘導体化法”な
ど、様々な効果的な方法論を開発
しています。主な分析手法には、
ガスクロマトグラフィーや液体
クロマトグラフィー、質量分析法
などに加えて、抗原－抗体反応を
利用したイムノアッセイなどを
用いています。
当研究室では、学生の研究テー
マは
“一人一テーマ”であるため、
学生たち本人の苦労もさること
ながら、研究指導する我々教員も
なかなか容易ではありませんが、
全員一丸となって日夜精力的に
取り組んでいます。
教授 斉藤 貢一

星薬科大学報第84号（平成28年10月）

教室紹介

薬物治療学教室

薬物治療学教室は、新星館4階
にあり、亀井淳三（教授）
、池田弘
子
（准教授）、米持奈央美
（助手）
の3名の教員がおります。薬物治
療学教室では、疾患と薬物治療
IIA・IIB・III（4年次前期）
、治験
（4
年次後期）
、テーラーメイド薬物
治療（4年次後期）、治療薬学特論II
（大学院）、薬物治療演習
（4年次前
期）、生物系実習III（2年次後期）
を担当しています。また、教室に
は現在、修士課程の大学院生が2
名、卒論生は6年生13名、5年生17
名、4年生11名が在籍しています。

教室紹介

薬物治療学教室では、主要な
テーマとして
『慢性咳嗽』
『 生活
、
習慣病による精神機能の変化』お
よび
『中枢によるエネルギー調
節』に 関 す る 研 究 を 進 め て い ま
す。
慢性咳嗽は発生機序が明らか
でなく、その治療において各種鎮
咳薬の有効性が低いことから、患
者さんのQOLを著しく低下させ
ます。こうした背景から、慢性咳
嗽がどのようなメカニズムで発
症するのかを明らかにするとと
もに新規治療薬の探索を目的と
して研究を行っています。
また、生活習慣病による精神機
能の変化に関して、これまでに当
教室は生活習慣病の1つである糖
尿病では不安やうつなどの精神
障害が発症しやすいことを発信
してきました。現在、糖尿病によ
りどのような機序で精神機能が
変化するのか研究しています。

さらに、中枢によるエネルギー
調節に関する研究では、摂食調
節や血糖調節に着目して実験を
行っています。生活習慣病である
肥満や糖尿病の患者さんは治療
において摂食量を制限したり、血
糖値をコントロールすることが
重要となります。しかし、摂食調
節や血糖調節のメカニズムは明
らかでないことから、当教室では
そのメカニズムの解明に取り組
んでいます。これらを明らかにす
ることで、肥満や糖尿病を改善す
る手立てに繋げていきたいと考
えています。
薬物治療学教室では、疾患の成
因を明らかにし新たな治療法を
提案することを目標に、大勢の学
生と共に日夜研究しています。興
味のある方は是非、お立ち寄りく
ださい。
助手 米持 奈央美

総合基礎薬学教育研究部門

総合基礎薬学教育研究部門は、
2015年度に設立された新しい部
門で、大学院・生理分子科学も担
当しています。浅井和範教授（部
門兼任）、亀井淳三教授
（大学院兼
任）
、千葉義彦准教授、坂田健准
教授、竹ノ谷文子准教授、岩崎雄
介講師の計6名の教員と、大学院
生2名を含めた23人の学生が在籍
し、生命科学分野をはじめとする
薬学領域を広く網羅した研究を
実施しています。当部門の教員は
各々の専門分野の講義および実
習を行っており、千葉准教授は生

物・薬理・薬物治療系、坂田准教
授は化学系、竹ノ谷准教授は運動
生理学系、岩崎講師は分析化学系
の授業を担当しております。
本部門では、個々の教員が異
分野研究の融合を念頭に置いた
テーマをそれぞれ掲げ、部門所属
の大学院生および卒論生の指導
を行うとともにその協力を仰ぎ
ながら研究を実施しています。同
じ部門の中で、専門分野が異なる
教員が在籍することで幅広い見
識のもと、一つの分野にとらわれ
ることなく研究ができることが
長所となります。また、論文や学
会発表などを通じて、積極的に国
内外へ研究成果をアピールして
います。
一方で、教育面での当部門の主
な活動は、薬剤師国家試験の合格
に向けて、その基盤となる低学年
時の基礎科目の学力強化を図っ
ています。そのために、各学年の
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基礎演習を担当するとともに、講
義前と講義終了後に基礎演習ゼ
ミを開講することで、各々の学生
に対して弱点克服のための指導
を綿密に行うとともに、自主学習
能力の育成、学習習慣の確立をサ
ポートしています。
このように当部門では、研究と
教育の両方を通じて、学生の指導
を行っています。それぞれの教員
の専門分野は異なりますが、それ
を当部門の強みとし、専門領域だ
けではない幅広い分野での応用
性を持った薬学教育を実施し、科
学的な思考力と表現力を兼ね備
えた人材の育成をめざしており
ます。
学部学生による教室見学は随
時受け付けています。興味のある
方は一度、当部門へお気軽に足を
運んでください。

星薬科大学報第84号
（平成28年10月）

学長室だより

＜第 5 話 大谷米太郎元理事長就任50年と星一胸像建立50周年＞

ごきげんよう。星薬科大学学長室です。
今年2016年は、日本で最も愛される作曲家とし
て知られるモーツァルト
（1756〜1791）の生誕260年
です。また、都内最古の木造駅舎である原宿駅開業
110周年、品川区政70周年、日本の国連加盟60周年
（80番目の加盟国）と、各地各業界で様々な周年行
事が開催されております。
本学では、大谷卓男理事長の祖父にあたる大谷
米太郎氏が理事長に就任して今年で50年、創立者
星一先生の胸像が建立されて50周年にあたります。
学長室だより第５話では、今から50年前、1966
年
（昭和41年）の大谷米太郎理事長就任、星一胸像
建立についてご紹介します。

＜大谷米太郎 理事長就任＞

中央 大谷米太郎

右端 星親一

＜星一胸像 建立＞

1966年
（ 昭 和41）7月、 大 谷
米太郎氏（大谷卓男理事長の祖
父）が理事長に就任しました。
大谷米太郎氏は、大谷重工業
株式会社、ホテルニューオー
タ ニ、 東 京 卸 売 り セ ン タ ー
（現、株式会社テーオーシー）
の創業者です。
大谷米太郎元理事長
創立者星一先生の死後
（1951
年1月）、星親一氏（星一の長男、SF作家 星新一）
が
社長に就任しましたが、その後、大谷米太郎氏が経
営破綻していた星製薬株式会社を救済し、1952年
（昭和27年）6月10日に星製薬株式会社の社長に就
任、経営を引き継いだことにより、星製薬株式会社
が再出発します。また星薬科大学の資産保全を図
り、星薬科大学も存続することとなりました。
1965年（昭和40年）9月13日、大谷米太郎氏は星
薬科大学理事に就任し、翌1966年（昭和41年）に理
事長に就任します。
理事長就任後、寄付を約束された薬草園の土地
は、後の大学院設置の際に欠くことのできない条
件となり、本学発展の礎を築くことになりました。
その後、1980年（昭和55年）
、大谷孝吉氏
（大谷卓
男理事長の父）が理事長となり、同年、星製薬株式
会社より薬草園の土地が寄付されました。
今年2016年4月に入学した１年生が生まれた1998
年
（平成10年）には、大谷孝吉理事長からの寄付に
より「星薬科大学大谷記念研究助成金制度」が発足
しております。
日本の変革と共に、幾多の苦難を乗り越えて来
た実績と誇りに満ちた本学の歴史は今日も脈々と
引き継がれています。
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星薬科大学同窓会から寄贈された星一胸像は、
1966年
（昭和41年）3月難波孫次郎氏によって制作
されました。
同年5月18日、ドイツ大使館からレール大使館員、
日独協会から小島常務理事が参列し、星一胸像除
幕式が開催されました。それから半世紀、学生たち
は、星一先生の胸像に見守られながら、煌めく朝陽
の中、登校しています。
50年前の写真からは、胸像の周りに植えられた
皐月等、まだとても小さかったことがよくわかり
ますね。

1966年
（昭和41年）5月18日 星一胸像建立除幕式

学長秘書

渡邊

明美

星薬科大学報第84号
（平成28年10月）

●バドミントン部
こんにちは！バドミントン部です。私たちは今
年度12人の新入部員を迎え、総勢59人で活動して
います。毎週火曜日、水曜日、土曜日を活動日とし、
基礎体力づくりからノック練習やゲーム練習をし、
それぞれの目標に向かい日々練習をしています。
バドミントン部の主な行事は、春には新入部員
を歓迎する新歓ハイク、夏は合宿、冬は3年生の引
退式、不定期で他校との練習試合、そして春と秋に
行われる関東薬学連盟バドミントン大会(薬連)など
があります。
日々の練習や様々なイベントを通して先輩や後
輩、同輩との絆を深めることができます。また今年
度は春薬連で男子 ・ 女子ともに団体戦準優勝、男
子シングルス準優勝、男子ダブルス入賞、女子ダ
ブルス準優勝、女子シングル優勝 ・ 3位と成績を残
しています。これからも部員全員で力を合わせて、
より良い成績を残せるように頑張っていきたいで
す！！
（バドミントン部 部長 宮下 歩）

夏合宿にて

●漢方研究部
私たち、漢方研究部は、5・6月の土曜日に行う勉
強会・実験会を行い、漢方の知識を深めるだけでは
なく、薬祭や全日本学生漢方研究会連盟総会へ参
加し、発表を行っております。今年度は、10月16日
に漢方研究部創部50周年の記念の会を行いました。
現役部員だけではなく、初代部長をはじめとする、
OBOGの方にご参加いただきました。講演会では、
現在イスクラ産業株式会社取締役を務めていらっ
しゃる陳志清先生にご講演いただき、漢方の現状
と未来についてお話しいただきました。その後の
懇親会では、様々な先輩方とお話をし、50年とい
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う歴史の長さを感じました。この会で、これから、
60年、70年続いていけるような部活にしたいと部
員一同感じました。（漢方研究部 部長 志水 仁美）
●アロマセラピー研究部
アロマセラピー研究部、通称
「アロマ研」は、平成
28年度より同好会から部活動に昇格いたしました。
主な活動は精油を使ったアロマグッズ作りと、ハー
ブを使ったオリジナルブレンドティやお菓子作り、
薬草園にある植物から精油を抽出する実験などで
す。素敵な香りのする綺麗な部室が自慢です。ま
た、部員のアロマテラピー検定受験をサポートし
ており、検定1級の高い合格率を誇ります。
薬祭ではアロマグッズ作り体験をしています。
今年は入浴剤や芳香剤、アロマスプレー、練り香
水、アロマジェルの作り方を紹介しました。
（アロマセラピー研究部 部長 江口 実花）

●漫画研究部
漫研の活動について紹介させていただきます。
漫研では毎年部員一丸となって部誌を製作してい
ます。今年度は感染症を引き起こす病原体を擬人
化して図鑑形式にまとめた本を製作しました。こ
れらの本は星薬祭やコミックマーケットにて出展
を行い販売しています。また星薬祭での踊ってみ
た公演や夏季合宿を通じて部員同士の交流を深め
ています。
漫研は部に昇格してからまだ二年と日が浅い部
活ではありますが総部員数は過去最大級の規模と
なっており絶賛急成長です。来年度以降も様々な
活動に取り組んでいきたいと考えています。今一
番勢いのある漫研のこれからにご注目ください。
（漫画研究部 部長 佐藤 守康）
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バスケットボール部
こんにちは！バスケットボー
ル部です。
現在バスケットボール部は男
子プレーヤー 21人、女子プレー
ヤー 15人、女子マネージャー 8人
の合計44人で活動をしています。
部長の私は中学生の時しかバ
スケットをやっていなかったの
ですが、とても楽しく部活が出来
ています。後輩にも初心者が何人
か入部しているので、初心者でも
大歓迎な部活です！
普段の練習は、毎週月木土の3
回体育館の2階で行っています。
厳しすぎずゆるすぎない活動な
ので、アルバイトや遊びと勉強を
両立させて充実した学校生活を
送れています。
チームワークが何よりも大切
な競技であるので、基礎練などで
は１つ１つの練習が終わるごと
にハイタッチをしたり、声出しを
したり、少し冗談を言いながら楽

しくやっています。試合形式の練
習では、みんなで
「どのようにし
たら上手くプレーが出来るか」考
えながら、話し合いつつ各々が目
標を持って自分の技を磨いてい
ます。
主な行事としては、春と夏と秋
に開催される薬学部バスケット
ボール大会や他校との練習試合、
OBOG会、東京薬科大学と昭和薬
科大学と合同で行う3校戦などが
あります。
OBOG会では、様々な層の先輩
方とお話ができるため将来を考
えられる良い機会になります。
3校戦は主に1年生の交流会であ
り、試合を3校でした後みんなで
食事をしたり話をしたり、他校と
密に交流できる機会になってい
ます。これを機に仲良くなって一
緒に出掛けたりすることもあり
ます。
部活は3年生の11月末にある秋
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の大会で引退となります。この大
会の後に納会があり、そこで正式
な引退式を行います。後輩から引
退する先輩へ、引退する先輩から
後輩へプレゼントを渡したり、言
葉を交わしたり、盛大に行われま
す。
バスケットボール部は普段の
練習から様々なイベントを通し
て、先輩、後輩と仲良くなること
ができます。
引退や卒業された先輩方で練
習に参加してくださる人もい
らっしゃいます。先輩との交流が
深いため有意義なお話を聞ける
ことも多いです。
最後になりますが、これからも
部員一同、楽しく力を合わせて良
い成績を残していけるよう活動
に力を入れていきたいと思いま
す。
バスケットボール部 部長
金子 樹
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コーラス部
こんにちは！コーラス部です。
現在コーラス部は男声3人、女
声13人 の 計16人 で 活 動 し て い ま
す。本年は10人を超える新入部員
を迎え、昨年度よりも賑やかな部
活となりました。
コーラス部は基本、火曜日と
金曜日の週2回、演奏会前などの
時 期 に な る と 週3回 活 動 を 行 っ
ています。部員の大半が初心者
なので、柔軟・ストレッチで歌う
ための身体づくりや発声を積み
重ねていけるような基礎練習メ
ニューを行っています。また、定
期的にボイストレーナーの先生
によるボイストレーニングを受
けられるので、歌う時の体の仕組
みを知ることや発声の悩みを解
決するヒントを得ることができ
ます。基礎練習メニューはボイス
トレーニングを参考に作られて
います。
1年を通してコーラス部の主な
活動は、入学式や卒業式などでの
校歌披露や夏季合宿、星薬科大学

文化祭と11月の下旬頃に行われ
る演奏会です。夏季合宿から演奏
会までは他大学と少しずつ練習
が始まり、星薬科大学以外の学生
とも関わることができます。
夏季合宿では朝から夜まで演奏
会で披露する曲の掘り下げを行
いながら、バーベキューや花火、
おしゃべりをして交流を図り部
員の新しい一面を知るととも
に、息の合った合唱に繋がる絆を
養っています。
演奏会は毎年4つのステージに
分かれており、ボリュームのある
内容になっています。3年生はこ
こで引退なので、部活動最後の晴
れ舞台でもあります。演奏会は1
年前から少しずつ準備が始まる
ので1年の集大成といっても過言
ではありません。
近年は演奏会が学外で発表で
きる唯一メインの活動でした。し
かし、本年は東京都合唱祭に参加
し、外に出る機会を設けてみまし
た。それを踏まえて、これからは
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演奏会の他に学外や学内での発
表会を行い、更に活発な活動をし
ていく予定です。
コーラス部は定期的に活動を
しているため、部員と顔を合わせ
る機会が多く、雰囲気もほんわか
しているので居心地の良い場所
となっています。合唱をするとい
うこともあってチームワークで
の難しさを感じることもありま
すが、よりよいものにするにはど
うしたらよいか相談し、考えるこ
とができる力を養うチャンスに
もなります。初心者も経験者も大
歓迎ですので興味がありました
ら、是非本館第一ホールまでお越
しください。
最後になりますが、コーラス部
はボイストレーナーの先生はじ
め、顧問の先生やOB、OGの方々、
家族や友人など様々な方に支え
られて活動しています。皆様への
感謝の気持ちを大事に日々精進
していきたいと思います。
コーラス部 部長 山下 航星
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