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平成28年度 学位記授与式の挙行
平成28年度学位記授与式

平成28年度学位記授与式を3月
が述べられた後、特別奨学生表彰
15日
（水）に、星薬科大学本館メイ
を行いました。薬学科10名、創薬
ンホールにおいて執り行いまし
科学科2名の特別総学生に対し、
た。当日は、桜の蕾も膨らむ中、 表彰状が授与されました。
キャンパスは色とりどりの袴姿
続いて、星薬科大学特製白衣授
に身を包んだ女子学生、凛々しい
与を執り行いました。学生、大学
スーツ姿の男子学生たちの誇ら
院生が学会等で受賞するなど、そ
しげな笑顔とご家族皆様の喜び
の顕著な活躍に対する大学から
の笑顔で溢れていました。
の褒賞として、賞状と共に授与さ
学位記授与式は、来賓、理事、 れます。対象者2名が学長より賞
教員等の列席の下、
「 国歌演奏」で
状と特製白衣を授与されました。
開始され、大学院学位記授与で
続いて、学長賞2名が賞状と記念
は、大学院課程博士学位取得者薬
品を授与されました。
学専攻2名、総合薬科学専攻4名、
星薬科大学同窓会会長市川俊
大学院課程外博士学位取得者1名
明様よりご祝辞を頂いた後、在学
に対し博士学位記が、修士学位取
生代表送辞、卒業生代表答辞、そ
得者14名に対し修士学位記が、田
して、卒業生代表者より記念品
中学長より授与されました。
（講演台１台、紅白幕２張）
の寄贈
大学学位記授与では、薬学科
があり、出席者全員による
「校歌」
248名、 創 薬 科 学 科20名 に 対 し、 合唱、
「 蛍の光」斉唱で式は終了し
田中学長より学位記が授与され
ました。同日午後には、品川プリ
ました。
ンスホテルにて、平成28年度卒業
田中隆治学長より学長告辞が、 記念パーティーを執り行いまし
大谷卓男理事長より理事長式辞
た。
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星薬科大学特製白衣授与

校歌合唱
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平成28年度 学位記授与式 理事長式辞

皆さん、ご卒業おめでとうござ
います。大学での薬学の勉強、こ
れは決して簡単ではございませ
ん。これをしっかりなされて、皆
さんが本日、学位記授与式を迎え
られたということに、心よりお喜
び申し上げます。お父さま、お母
さま、ご家族の皆さまにも、心よ
りお祝いを申し上げます。また、
皆さんを導いた先生方、ありがと
うございます。皆さん、先生方に
もしっかり今日、お礼を言ってく
ださいね。
まず私から今日、この人生の区
切りの一つの中で、幾つか覚えて
おいていただきたいキーワード
を申し上げますので、ぜひ心に留
めていただきたいと思います。
まず、宝物というのがあります
が、今日、皆さんは学長から学位
記を一人一人頂いていたわけで
す。これは本当にあなた方の宝物
です。今の皆さんの年齢の中で、
4年間、6年間勉強したことが、あ
なた方の知識になり、また血とな
り肉となっているわけですが、こ
れは本当に宝物です。これをもっ
て、これからの人生で次の宝物を
つくっていくということに、ぜひ
まい進していただくということ
を、一つ目の宝物と思っていただ
ければと思います。
そして、お父さま、お母さまに、
まず今日、ありがとうと言って、
その学位記をぜひ見せるという

学校法人星薬科大学理事長

ことをお願いしたいです。私は、
40年位前に大学を卒業しました。
学部も大学も違うのですが、その
時の大学の理事長の話は全然覚
えていないし、誰が理事長だった
かも覚えていません。学長のこと
は覚えていますけれど、お話の内
容はあまり覚えていません。
ただ、家で父親、母親に、その
ときは私の祖母も元気だったの
ですが、学位記を見せたときに、
本当に喜んでくれました。これ
は今でも覚えています。ご両親に
とってはあなた方が宝物ですか
ら、ここまで来られたということ
のお礼をぜひ伝えてほしいと、こ
れが一つ目のお願いです。
薬学の勉強というのは難しい
ですから、小学校とか中学、高校
の同級生の中では、皆さんは優秀
です。その優秀さをいただいたの
は、何よりご両親ですから、それ
をもって感謝し、そして次にその
優秀であるということを社会に
使っていく、貢献していく、これ
が何より星薬科大学の精神です。
この大学の創立者、星一先生
は「親切第一」ということをモッ
トーとされました。これも絶対に
忘れないで覚えておいてくださ
い。
「親切第一」
、これは、人は一人
で生きているのではないよと、社
会の中で生きていて自分だけで
は何もできないんだよと、そして
お互いに助け合って、お互いに知
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大谷

卓男

恵、知識の交換をして、そして社
会が発展していくんだよ、という
ことです。あなた方が今日頂いた
宝物は、誇りにすべきこと、そし
て自信を持つべきことの証しで
ありますけれども、
「 親切第一」と
いうことで、謙虚な心で社会の一
員として、これからも世の中に尽
くしていくということを、覚えて
おいていただきたいと思います。
宝物といえば、大学時代に教
わった先生、一番自分が知恵を授
かった先生、これも本当に人生の
宝物です。それから信頼できる友
人、これも人生の宝物ですから、
星薬科大学にいたときにこの宝
物を見つけた、つくれた、いただ
けたと、心に留めてほしいです。
先ほど学長から素晴らしいお
話がありましたけれども、生命は
誕生から35億年です。その中でこ
の6年間はほんの一瞬です。その
一瞬の光の中で関わった先生、友
人、その一瞬の中で学んだこと、
これをもってその次の世代に、そ
して次の人類に、皆さんが必ず伝
えていくということをお願いし
たいです。
人生は本当に一瞬ですから、そ
の一瞬の中で自分が宝をたくさ
んつくると、それが次の人類の、
社会の発展につながるわけで、生
きていた証しということになり
ます。卒業というのは人生の区切
りで、次のステップのスタートで
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ありますから、ぜひ志を持って、
次のステップに駆け上がってい
ただきたいと思います。
先ほど学長の話にありました
けれども、皆さんの中から生命科
学を本当に解き明かして、そして
さらなる人類の発展に寄与して
いただける方が必ず出てくると、

そして皆さん一人一人が必ず社
会の役に立って、これからの未来
をつくっていくものと、私は確信
しております。これからさらに宝
物をつくって、誇りと自信、それ
から謙虚に、そして毎日の志を忘
れずに、人生を歩んでいただきた
いと申し上げます。

平成28年度 学位記授与式 学長告辞

本日ここに、平成28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248名、創薬科学科20名、大学
院薬学研究科2名 総合薬科学専攻
修士課程14名、課程博士4名、課
程外博士1名の方々に学位記、修
了証書をお渡しできましたこと
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本日が喜
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
礼と感謝を申しあげます。
さて、本日、本学を巣立たれる
諸君の大多数は4月から社会人と
して、病院、薬局の薬剤部、公的
機関、大学、そして企業に就職さ

れます。または本学、他大学の博
士、修士の研究生として大学院に
進学し、基礎薬学、生命科学のさ
らなる研究を続けていくために、
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
礎にして、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ります。
これからは社会の中で仕事を
通して成長し、新たなる創造を目
指して邁進していかなければな
りません。そのためには自分の仕
事に興味を持ち、誇りを持って、
常に前向きに取り組み、積極的に
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今日は一つの区切り、おめでた
い日、時です。皆さん、そしてご
両親の皆さまに、重ねてお祝い申
し上げます。私からの式辞とさせ
ていただきます。おめでとうござ
います。

星薬科大学学長

田中

隆治

問題を解決していく情熱が必要
です。
そこで、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。
私も、皆さんも、大学にて繰り
返し、繰り返し、生命科学を学ん
でまいりました。生命科学を学ん
できた者として、今ここに私たち
が存在し、生きているということ
はいかに幸運なことかというこ
とを今一度申し上げたい。宇宙が
出来て140億年、宇宙の中に地球
が誕生して46億年、そして生命が
この地球上に誕生して34億年、今
我々が生きているということは、
34億年間、途切れることなく我々
の生命が地球上で受け継がれて
きたのです。我々の先祖が生き
残ってこなかった可能性のほう
がはるかに大きく、我々ではなく
誰か別の人間が生き残った可能
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性がとてつもなく高いのです。し
かし、我々は命を継承し、今存在
するのです。宇宙が誕生してから
140億年、1億4000万世紀の間、初
めから1世紀ずつすべての世紀が
「現世紀」であるならば、私たちが
今生きている「現世紀」100年単位
の時間の流れというのは膨大な
時間の流れの中の小さな1スポッ
トにすぎないのです。我々が生き
ている現世紀にあたる、その一瞬
のスポットライトの前は全てが
死滅した闇であり、そのスポット
ライトのあとはすべてが未知の
闇です。私たちは今この貴重なス
ポットライトの中で生きている
ことを忘れないでほしい。地球が
誕生し、消滅するであろうと考え
られている2億世紀の気の遠くな
るような時間の流れの中で一億
9999万9999世 紀 が 闇 の 中 に 埋 も
れ、たった一つの光が当った世紀
に、たまたま、まったくの偶然で
我々は生きており、我々がここに
生きていることは驚くほどの幸
運であり、特権でもあるのです。
このことを生命科学を学んでき
た諸君は忘れてはならないので
す。
このような幸運に恵まれた中
で、生を受け、大学を巣立ってい
くわけですから、これからの人
生、ただひたすら生存するために
働き、そしてまた生存するため
に働くということのみを目的に
生きていくだけではなく、色彩に
満ち、生命にあふれる素晴らしい
惑星で眼をさまし、しばらくして
再び目を閉じなくてはならない
少しの間に諸君は最も不思議で
複雑で難解な生命に関する問い
に応え、少しでも長生きをし、健
康であることを望む多くの人達
の願いを実現しようとする仕事
をしていくことは諸君がこのス
ポットライトの中での短い時間
を使うのに最も有意義な方法と

なるとは思いませんか。
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、将来を開拓していく若
者が出てくることが期待されて
います。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、薬局、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
場で個性のある働きをされんこ
とを望みます。
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。高襟化した社
会において問題視されている生
活習慣病、様々な悪性腫瘍、感染
症、そして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
医療現場において共に協力し、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
ります。
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
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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。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。それらの結果を社会や
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。
今後、自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。星薬科
大学の卒業生は薬局、医療現場、
様々な企業、研究機関において本
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。
広く多様な人との出会い ・ 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
立っていく諸君の健闘とさらな
る発展を心から願い告辞といた
します。
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在学生代表 送辞

余寒も薄れ、肌に触れる風も快
く、春の日差しが柔らかく感じら
れる季節になりました。この良き
日に、晴れて、星薬科大学をご卒
業される皆様、誠におめでとうご
ざいます。心よりお祝い申し上げ
ます。
この学位記授与式を迎えるに
あたり、皆様、一人一人が色々な
想いで、今日の日を迎えているの
ではないでしょうか。

思えば、新入生歓迎会より始ま
り、部活動、指導グループ、卒論
教室などを通して、この大学で学
ぶ意義や希望を熱く語り、学業を
学ぶ覚悟を持たせていただきま
した。そして、一人の人間として
成長させていただいた事にとて
も感謝しています。
振 り 返 っ て み ま す と、 常 に
我々、在学生の前を歩き、様々
なことで努力してこられた姿を
ずっと見てまいりました。お手本
となってくださった先輩方の背
中は、我々にかけがえのないもの
を残してくださり、そして何よ
り常に我々の目標でありました。
共に笑い、共に喜び、共に汗した
日々を決して忘れません。
現代社会は今までの常識や慣
習ではもはや対処することので
きない激動の時代と言われてい
ます。

このような時代に自分を見失
うことなく、夢の実現に向かって
進んで行くことは、決して容易で
はないでしょう。しかし、そんな
時こそ皆様がこれまで乗り越え
てきた苦難や仲間との楽しい思
い出、この学び舎で培った物の考
え方や薬学を学んだ医療人とし
ての経験や知識が活きてくるは
ずです。皆様であればこの激動の
時代を切り開くことができると
確信しています。
最後になりましたが、これまで
良き先輩として私たちを導き、励
ましてくださったことに心から
感謝の意を表し、皆様のご健康と
ご活躍をお祈り申し上げ送別の
言葉とさせていただきます。
平成29年3月15日
在学生代表
佐藤 義朗

卒業生代表 答辞

本日は、教職員の皆様をはじめ
多くの皆様のご臨席のもと、この
ような素晴らしい卒業式を開い
ていただき、卒業生一同心より御
礼申し上げます。また、大谷理事
長先生、田中学長先生、並びにご

来賓の方々より温かい訓示と激
励のお言葉を賜りましたことに
重ねて御礼申し上げます。
星薬科大学に入学してから今
日まで、先生方や先輩、後輩、多
くの方々と出会い、何より同じ志
を持った友人と共に学ぶことで、
私の世界は広がり、自分自身を見
つめ成長することができました。
大学生活で得たものは計り知れ
ず、何物にも代え難い財産です。
私たちは今日を境に、新たな世
界への一歩を踏み出します。さら
に学問の道へ進む者も、社会へ出
て職責を果たす者も、星薬科大学
で学んだ全てのことを糧にし、広
く社会で貢献できる人材になる
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よう、卒業生一同今後とも精進し
てまいります。
最後に、今日までご指導くださ
いました先生方、様々な場面で支
えてくださいました職員の皆様、
共に学生生活を過ごした友人、今
まで見守り続けてくれた家族、そ
してお世話になった全ての方々
に深く御礼を申し上げます。
皆様のご健勝と星薬科大学の
さらなる発展を願い、答辞とさせ
ていただきます。
平成29年3月15日
平成28年度卒業生代表
八木 彩奈

星薬科大学報第85号（平成29年4月）

平成28年度 卒業記念パーティーを終えて

星薬科大学に入学してから6年
間、長いようであっという間に過
ぎていったように感じます。6年
間を振り返ってみると、前半の3
年間は講義やクラブ活動を通じ
て知り合った仲間たちと、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時
間がとても色濃く思い出として
残っています。薬学部が6年制に
なり、同期の仲間達や先生方と触
れ合う時間が多くなりました。そ
して、学年全体がとても親密にな
り友情も深まりました。同期全体
でチームとして共に過ごせたこ
とは単科大学ならではの強みで
あると思います。
私たちの学年は5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。
様々な戸惑いがある中で、それに
よってより多くの人々と知り合
い、学ぶことができたことは私た
ちの大きな成長になったと感じ
ています。
卒業記念パーティーでは星薬
科大学で学んだ多くのことと、充
実した大学生活を過ごすことが
できた研究室および先生方への

感謝として研究室ごとに動画を
作成し、それを統合して動画にし
ました。6年生の卒論発表や就職
活動で忙しく、また研究室の統合
などで、煩雑にはなりましたが、
何とか形にすることができまし
た。動画では各研究室で様々な個
性が見られました。そしてこの動
画を放映した後、会場では研究
室での大変だった思い出や楽し
かった行事などを学生と先生方
が笑顔で会話をしていて、実行委
員として頑張った甲斐があった
と感じました。
私たちが5年生のとき、一つ上
の先輩方のパーティー当日のス
タッフとして参加したのが卒業
記念パーティーの最初の準備で
した。私たちの学年の実行委員は
実習の時期の関係で人手がやや
少ない状態でした。しかしその中
でも協力し合い、こまめに連絡を
共有することにより準備を進め
ることができました。6年生にな
り、卒業試験や国家試験の勉強で
忙しくなっていく中で、自分たち
が実行委員としてできる最大限
のおもてなしを考え、会場側と話
し合いました。そこで、パーティ
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当日のサプライズ企画として大
学の学章をプレートにしたケー
キを皆様にご用意しました。
長い時間をかけて準備した卒
業記念パーティーは、正直にいっ
てしまうと大変でした。しかし、
それ以上に得るものも多く、大切
な思い出になりました。実行委員
のみんなが協力して各自の役割
を一生懸命果たしてくれたおか
げだと思っています。また同期や
先生方にもパーティーに多くの
反響を頂き、実行委員を頑張って
報われたと感じました。そして実
行委員長としての経験はこれか
ら社会に出ていく上で自信にな
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、そして一年間ご支援くだ
さった学生支援部の皆様、当日に
実行委員として手伝ってくれた
平成29年度卒業記念パーティー
実行委員の皆様に感謝します。あ
りがとうございました。
平成28年度卒業記念パーティー
実行委員長 安田 章太郎

星薬科大学報第85号
（平成29年4月）

平成29年度 入学式の挙行

正門で記念撮影

在校生からクラブ紹介を受け取る新入生

新入生を迎える在校生と新入生の皆さん

平成29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
（水）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304名、博士課
程薬学専攻5名、博士課程総合薬
科学専攻3名、修士課程総合薬科

学専攻17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、来賓祝辞に続い
て、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。
入学式終了後には、指導グルー
プ懇談会が開催され、新入生と保
護者の皆様は、各指導グループ懇
談会場にて、それぞれの担当教員
から、これからの大学での勉強及
び学生生活等について説明を受
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指導グループ懇談会

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28年度事業報告及び平成29
年度役員の選出、平成29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
ていた新入生から思わず笑い声
があがっていました。
熱心な在校生たちのクラブ紹
介は、新入生と在校生との触れ合
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85号（平成29年4月）

平成29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、さらに勉学に励まれる皆さ
まにも、お祝いを申し上げます。
学校法人を代表して、皆さんを心
より歓迎させていただきます。ま
た、お父さま、お母さま、ご家族
の皆さま、心よりお祝いを申し上
げます。
さて、受験勉強は決して容易で
はなかったわけですが、大変よく
頑張って、入学されました。頑張
りましたよね。これは皆さんの財
産ですから、ぜひ誇りを持って、
これからしっかり勉学に励んで
いただきたいと願うわけであり
ます。
今、入学生代表の田中さんの宣
誓にもありましたけれども、入学
の夢がかなったと、お話をしてい
ただきました。ぜひその夢をこれ
からしっかり、もっと育てて、勉
学に活かして、社会で活躍でき
る、そのような人になっていただ
きたいとお願いいたします。残念
ながら本学に入学したくても、夢
がかなわなかった同じ年代の人
もたくさんいるわけですから、そ
の人達の分もぜひ勉強していた
だきたいと思います。
星一先生は1911年に星製薬を
設立して、その中で教育が大変重
要であるということで、この星薬
科大学を創立しました。ちょうど
今日、星一先生の銅像の前で記念
写真を撮られた新入生もいらっ
しゃいましたが、私から、星一先
生の言葉から三つだけご紹介し
ますので、ぜひ覚えておいていた
だきたいと思います。
一つ目は、先ほど学長のお話に
もありましたし、また、本学への
入学を希望されるに当たり、入学
案内にも書かれていたわけです
が、
「 星薬科大学は薬学を通して
世界に奉仕する人材育成の揺籃

学校法人星薬科大学理事長

である」と、これが建学の精神で
あります。皆さんがこの星薬科大
学でしっかり学んだことをもっ
て、世の中でお役に立てる、世界
をリードしていける人材になら
んことを願うと、これが建学の精
神であります。
二つ目は、学長の告辞にもあり
ましたが、志ということを、ぜひ
一人一人が持っていただきたい。
皆さんは、例えば小学生のころ
に、大人になったら何になるのだ
と、夢を持たれたはずです。この
大学、そして大学院、ここでは自
分として生涯をかけて何をなす
べきかということを、しっかり心
に決めるということです。そして
この世に生きている間に、生きる
ということは何かと、そして自分
が生きる間に何をなすべきかと
考えていただきたい。
星一先生は
「意志のあるところ
に道あり、意志のないところに道
なし」
と、こう言われたわけです。
しっかり志を持って、これからの
人生を刻んでいただきたい、歩ん
でいただきたいと願います。
医療薬学の分野は今、学長の告
辞にもありましたが、生命科学と
か生命工学、あるいは遺伝子工学
とか、恐らく一昔前の100年分ぐ
らいが、この4年間あるいは6年間
で進歩する時代ですから、学ぶこ
とはたくさんあります。これを
しっかり学び、志に結び付け、自
分が何をなすべきか、世の中で何
の役に立つべきかということを、
志として、ぜひ心に留めていただ
きたいと願います。
星一先生が申しましたことの
中で、もう一つ覚えていただきた
いのは、
「 親切第一」です。
「 親切第
一」、これは感謝の心を持って支
え合うということになります。今
まではどちらかというと支えて
もらうことが多かったわけです
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大谷

卓男

が、だんだん支える側に回ってい
く。支えるということも増やして
いかなければなりません。
身近な自分のご両親、あるいは
ご家族に親切ができれば、次に学
校で出会う皆にお互いに支え合
う親切、それができれば国に対す
る親切ということで、この世界を
若いあなた方が背負っていく、支
えていくということになります。
これが
「親切第一」ということで
す。
今日、星薬科大学に来られた
とき、桜がきれいに咲いていて、
ちょうど皆さんの入学式に合わ
せるがごとく、咲くのを待ってい
たわけで、本当に皆さんを歓迎し
ています。
私事ですが、桜並木は、自分の
子どもを、例えば入園式や、小学
校の入学式に手を引いて、連れて
行ったときのことを思い浮かば
せます。皆さんもお父さまやお
母さまに手を引かれて小学校に
入学されたと思います。ご両親は
皆さんを支えてこられました。こ
れからは逆に支えることを少し
ずつ始めて、世の中をつくってい
く、世の中を支えていく、そうい
う人になっていただきたいと願
うわけであります。
星一先生が創立した本学の建
学の精神をぜひ覚えていただき、
この大学生活をたくさん楽しん
で、そして勉学に励んで下さい。
今の薬学、生命科学は本当にすご
いと思います。あなた方の中から
人類を救う、医療薬学を通して新
しい世界をつくっていける方々
が輩出されていくことを、心から
希望いたしております。
皆さん本当におめでとうござ
います。これからもぜひ頑張って
ください。ありがとう。

星薬科大学報第85号
（平成29年4月）

平成29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
273名、創薬科学科31名、大学院
薬学研究科 総合薬科学専攻 修士
課程17名、博士課程3名、薬学専
攻 博士課程5名の新入生を迎え、
平成29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
たご父母の皆様方、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、夏にはドイ

星薬科大学学長

ツからの留学生が冬には本学の
学生が交換留学生としてドイツ
での勉学に励んでおります。
日本の産業育成、学問・研究開
発の発展には星一先生は人材の
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
医療従事者、研究者を養成する事
を目的とした薬科大学でありま
す。星先生が開発されたモルヒネ
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
本学の基礎研究と応用開発研究
は世界をリードする研究成果の
一つとして継承されてまいりま
した。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
植物原料を用いて、高価で必要と
される植物性アルカロイドに変
換する生産研究も行っています。
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。大学生活が高校
の延長ではない事を感じ、どのよ
うなことが経験できるのか、輝き
の目で見ているのではないかと
思います。その諸君に向けてメッ
セージを送りたいと思います。
いま、星一先生の考えの中に産
業の育成、学問・研究開発の発展
には人材の育成が最も大切であ
ると話してまいりました。同様の
考えを持った幕末の思想家 ・ 吉
田松陰は人材育成の達人で、明治
の新しい日本を切り開いた人材
を多く育成してきたことはよく
知られたことです。その松陰の考
えを表した有名な言葉に
「志を立
てて、以て万事の源となす」とあ
ります。学ぶことの全ては志を立
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田中

隆治

てることから始まると考え、松下
村塾の教育の中心に据えました。
なぜ志が大事かと言うと志の無
い者が学び取った学問、知識はし
ばしば私欲や権力の前に屈し、本
来の学問、知識が果たす役割とは
違った方向に向かう可能性があ
るのだと松陰は教えたのです。
諸君も星薬科大学に入学をし
た、この時点から、しっかりした
志を立てていただきたい。しか
も、日本の現状を踏まえ、医療の
現場で企業で研究の現場で
「人の
ため、社会のために貢献したい」
「自己を高め優れた医療人、薬剤
師 を 目 指 し た い」と い っ た 高 い
志、大きな夢をもって大学生活を
送っていただきたい。
もう一つは社会的に弱い立場
にある人たちによりそう人で
あっていただきたい。医療看護、
薬剤師の大きな意義は高齢者、健
康を損ねた人々を支援する、弱い
人々の立場に立って物事を考え
る必要があります。近年は心の弱
い人たちが若者の中でも増えて
きております。大学生活、4年間、
あるいは6年間その間にも心折れ
る友人がいるものと思います。そ
の友達と互いに助け合えるヒト
であってほしい。人の能力、知力
は個々に対して差があるもので
はありません。その僅かな差を
もって他人より勝っている、優れ
ていると自惚れたり、自慢する人
がいますが、実際はたいした差で
はないことを生命科学を学ぶ中
で感じていただきたい。
「 人はそ
れぞれですが、能力、知力におい
てはさほど差はないのだ」という
ことを自覚してほしい。努力次第
で何とかなる。そう考えると、相
手の立場で、目線を変えることな
く歩むことが出来ます。学問をす
るうえで最も重要なことは先入
観という状態から自らを解放す
ることだ思います。自由な心で、
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出来うる限り幅広い知識を身に
着け、自らを鍛え、4年後、6年後
には卒業の時を迎えていただき
たい。
これまでの生活や目的は受け
身
（passive）の 傾 向 が 強 か っ た
のに対し今日からはより能動的
（active）であってほしいという事
です。これは諸君が想像した以上
に大きな変化だと思います。
「生命とは」
「 健康とは」
「 人生と
は」
「 社 会 と は」
「 生 き が い と は」
「友情とは」多くの事を思考し、決
定しながら歩みを進めていかな
ければなりません。
新入生諸君は長い受験生活を
終え、これからは薬学科6年、創
薬科学科4年、さらには大学院に
進まれる大学生活の歩みを始め
ようとされています。また大学院
に進まれる諸君は新しい研究生
活に夢を膨らませていることと
思います。是非、今考えておられ
る夢を現実のものとしてくださ
い。
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。
本学の教育は教養と専門の教
育プログラムから成り立ってい
ます。教養教育は専門教育の基礎
であると同時に諸君のこれから
の世界観の形成と人間の涵養に
大きな役割を果たすものと考え
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年間で生命科学、
基礎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、近年には
食品企業、化粧品企業、社会に奉
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仕する公務員等、様々な職域に貢
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。
この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。

星薬科大学報第85号
（平成29年4月）

入学生 宣誓
私たちは、伝統ある星薬科大学
に入学の夢がかない、大きな喜び
を胸に今日という日を迎えまし
た。入学の上は、一日一日の積み
重ねを大切にし、本学の
「世界に
奉仕する人材育成の揺籃である」
という建学の精神を忘れず、学則
を遵守し、本学の学生としての自

身と誇りを持って、薬学に関する
専門知識と技術を正しく学んで
いきます。そして、社会に貢献で
きる医療従事者や研究者となる
べく切磋琢磨し、勉学に励むこと
をここに誓います。
平成29年4月5日
新入生代表 田中 雅桜

在学生代表 歓迎の辞

桜の花は、今を盛りと咲きほこ
る、希望あふれる輝かしい季節を
迎えました。新入生の皆さん、星
薬科大学にご入学、おめでとうご
ざいます。皆さんの晴れ晴れとし
た姿を見ることができて、とても
嬉しく、在校生一同、心よりお祝
い申し上げます。
皆さんは今、これからの大学生
活に、大きな喜びと、期待で満ち
溢れていることと思います。
星薬科大学は、創立百年を超
え、長い歴史の中で培われてき
た、伝統とともに新しい時代へ
と、歩んでいます。
これから皆さんが学んでゆく

薬学は、生命や健康について化
学的、生物学的、物理学的に研究
する応用科学であり、その成果を
もって、人類の健康、福祉に貢献
することを目的とした学問です。
大学には薬学科と創薬科学科
が設置されています。
薬学科では、実務実習が長期化
され、臨床にかかわる実践的な能
力を、より深く養うことができる
ようになっています。
創薬科学科では、薬の創造の知
識を主に学び、実験や研究にじっ
くり取り組むことで、薬の開発者
や研究者につながる専門的な知
識を身につけていきます。
薬学部では
「生命」
の、物質的基
盤を明らかにすること、それに基
づいて副作用の少ない、有効な
「薬」を創造すること、
「 薬剤師」と
して、また、医療従事者として、
活動していくための心構えと知
識を総合的に学んでいきます。そ
こで、自分はなぜ薬学の道を選ん
だのか、何を目標とするのかを
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しっかりと考え、星薬科大学の学
生としての自覚をもって日々を
送ることが重要になっていきま
す。
本学には、同じ志を持った仲間
が沢山います。部活動や星薬祭等
の行事で生まれる人々との関わ
り合いは、かけがえのないもので
す。初めの頃は、新しいことばか
りで慣れるまで苦労も多いと思
いますが、困った時は、先生方、
先輩を頼りにしてください。皆さ
んが充実した大学生活をおくれ
るように、そして卒業する際には
星薬科大学に入学して良かった
と思えるような時間を、私達在校
生と、新入生の皆さんで作り上げ
ていきましょう。
以上、簡単ではございますが、
在校生を代表して歓迎の言葉と
させて頂きます。
平成29年4月5日
在校生代表 石野 良樹
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定年退職にあたり
薬剤学教室

髙山

教授

幸三

私 は 昭 和45年 に 本 学 に
入学し、学部、大学院の9年
間を学生として過ごしまし
た。当時は、今のような立
派な設備はなく、製剤機械
や分析機器もほとんど揃っ
ていませんでした。博士課
程には、2年先輩の鈴木勉先生が製薬企業から
戻って来られました。身近に素晴らしい先輩がい
たおかげで、私も頑張らなければいけないと思い
ました。博士課程の修了とともに、鈴木先生が薬
学博士第3号を、私が第4号を取得しました。ちな
みに第1号は清水素行先生、第2号は笹川澄子先
生です。その後、ただちに薬剤学教室の助手にな
りましたが、東京大学から若手のホープとして辻
勉先生や大西啓先生が着任され、研究面で大い
に刺激を受けました。また、2年後輩の東山公男
先生、4年後輩の亀井淳三先生、さらに若手の成
田年先生が、私にとってはよきライバルとして研
究の原動力になったと感じております。
薬剤学教室では、永井恒司先生の統括のもと、

英語研究室
専任講師

堀 祐子
平 成29年4月1日 付 け で 英 語 研
究室の専任講師として着任いた
しました、堀祐子と申します。伝
統ある星薬科大学に迎え入れて
いただけましたことに心より感
謝申し上げます。
私は文学部出身ですので、他の
先輩方と異なった経歴と存じま
す。専門分野はイギリスの現代演
劇で、東京女子大学文理学部英米
文学科を卒業して大学院へ進ん
で以来、イギリス演劇界で今最
も活躍している作家であるCaryl

南部直樹先生に直接実験を指導して頂きました。
また、町田良治先生、上田晴久先生、櫻井正太郎
先生には公私にわたり大変お世話になりました。
大学院生から助手の頃には、午後になるとコン
ピュータ室に籠っていることが多く、教室の先生
方には多大なるご迷惑をお掛けしたと、今更なが
ら深く反省しております。
教授に就任後は、米谷芳枝先生、武田
（森下）
真莉子先生、小幡誉子先生、大貫義則先生とと
もに、教育 ・ 研究を行って参りました。研究テー
マには一切制約を科すことなく自由闊達をモッ
トーに、少しずつ異なるテーマで研究を進めてき
ました。薬剤学教室のスタッフは全員、本学ある
いは他学で教授として活躍されています。また、
卒業生は、製薬や化粧品メーカー等の研究部門、
学術開発部門あるいは病院薬剤部や保険薬局等
に就職し、すでに多くの方々が指導的役割を担っ
ています。
本年4月1日より、城西大学薬学部・招聘教授を
拝命し、今しばらく教育と研究に携わることにな
りました。これからは外から星薬科大学の発展を
見守って行きたいと思います。皆様のご健勝と星
薬科大学の益々のご繁栄をお祈り申し上げます。

Churchillについて研究して参り
ました。上演当時の社会背景を視
野 に 入 れ、Churchillの 描 く 女 性
の主体構築の表象を詳細に分析
する事により、30以上ある彼女
の作品の特徴とその社会的意義
を考察することが目的です。博士
論文ではその他の現代劇作家と
の比較、研究も行い、イギリス社
会や他作家との関連性について
幅広く論じ、文学理論、現代批評
理論を交えながら英文学史、演劇
史における新たな位置付けを提
言いたしました。平成23年に博士
号を取得し、平成27年にロンドン
大学で現代英米文学を学んで修
士 号 を 取 得 し た 後 は、Churchill
の研究と並行してモダニズム、ポ
ストモダニズムを経て現代に至
るまで、英米文学において女性が
どのようにして描かれてきたの
かを包括的に研究しております。
人々を取り巻く環境や価値観
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が激しく変化する現代において、
多様な価値観を許容し、自らの考
えを発信するためには、自分自身
と真摯に向き合って世の中の課
題に対する自分なりの見解を導
きだすことが必要不可欠とされ
ています。星薬科大学では主に薬
学英語を教えますが、実用英語だ
けではなく、問題解決能力や表現
力を養うことも学生のみなさん
と一緒に取り組んでいきたいと
思っております。
8年間、文系理系を問わず非常
勤講師として務めて参りました
が、この度本学で初めて専任講師
として教育に携わることになり
ます。まだまだ不慣れで至らぬ点
も多くあるとは存じますが、本学
の教育に精一杯尽くして参る所
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。

星薬科大学報第85号
（平成29年4月）

薬学教育評価適合認定証授与について
はじめに
本学の薬学部薬学科（6年制薬
学教育プログラム）は、薬学教育
評価機構が定める「薬学教育評価
評価基準」に適合していると認定
され、薬学教育評価適合認定証を
授与されました（写真）
。本認定の
期 間 は、2024（ 平 成36）年3月31
日までとなっています。
薬学教育評価とは
薬学教育機関の教育の質を保
証するために、薬学教育プログ
ラムの公正かつ適正な評価等を
行い、教育研究活動の充実・向上
を図ることを通して、国民の保健
医療、保健衛生、ならびに福祉に
貢献することを目的とし、薬学教
育評価機構が実施しています（薬
学 教 育 評 価 機 構 ： http://jabpe.
or.jp/）。薬剤師養成のための薬学
教育を行う大学は、7年ごとに薬
学教育評価を受けることになっ
ています。
本学の薬学教育評価への取り組
み
本学では、平成28年度に薬学教
育評価を受けることを念頭に、平
成24年度には薬学教育評価の評
価基準に対応する自己点検評価
を行う組織として「薬学教育評価
（第三者評価）対応委員会」を設置
し、本学の自己点検評価を行って
きました。平成27年度には、
「大学
評価委員会」が設置され「薬学教
育評価
（第三者評価）対応委員会」
はワーキンググループ（WG）とな
り、平成28年度薬学教育評価への
準備 ・ 対応を担いました。
「 薬学
教育評価（第三者評価）対応WG」
の構成員は、4名の教授
（教務部
長補佐3名及び教養科担当教員1
名）、2名 の 准 教 授（ 実 務 家 教 員1

名及び専門科目担当教員1名）
、2
名の講師
（専門科目担当教員1名
および教養科担当教員1名）と事
務職員4名
（総務部職員2名、教務
部職員2名）
であり、副学長がアド
バイザーとして参加しています。

平成29年度以降の薬学教育評価
への対応
平成36年以降の第二次薬学教
育評価に向けて、平成29年度中に
新たな
「薬学教育評価
（第三者評
価）対応WG」が組織されます。新
「薬学教育評価
（第三者評価）対応
平成28年度の薬学教育評価
WG」
は、今後毎年の自己点検・評
平 成28年 度11大 学
（ 私 立9、 公
価を行うとともに、薬学教育評価
立1、国立1）が評価を受け、この
機構の提言に基づきPDCAサイク
うち1大学が判定保留
「評価継続」 ルをまわして本学の薬学教育の
となっています。適合認定を受け
さらなる改善を担ってまいりま
た10大学でも、そのうち4大学で
す。
は総合判定において、不適切な点
が指摘されて改善が求められて
おわりに
います。また、11大学全てに対し
以上、本学の薬学教育評価適合
て薬学教育評価機構から、
「 助言」 認定について報告させていただ
あるいは
「改善すべき点」として
きました。薬学教育評価は、大学
提言がなされています。本学に対
自らが薬学教育をより良いもの
する「助言」あるいは
「改善すべき
にしていくために、極めて有効か
点」の提言数は、11大学中最も少
つ重要です。本学では、今後の薬
なく、言い換えれば高い評価を
学教育評価に対しても万全の準
得ています
（薬学教育評価機構 ： 備で望む所存ですので、皆様のご
http://jabpe.or.jp/）
。このことは、 協力、ご支援をお願い申し上げま
本学の薬学教育が非常に高いレ
す。
ベルで公正かつ適切に行われて
いることを、広く社会に示してい
文責：薬学教育評価
（第三者評価）
ることになります。
対応WG WG長 浅井 和範
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薬学部3つのポリシーの改正について
この度、
「 学校教育法施行規則
の一部を改正する省令」が平成28
年3月31日に公布され、平成29年4
月1日から施行されることとなり
ました。今回の改正は、大学及び
高等専門学校が、自らの教育理念
に基づき、育成すべき人材像を明
確化した上で、それを実現するた
めの適切な教育課程を編成し、体
系的 ・ 組織的な教育活動を行う
とともに、当該大学等の教育を受
けるにふさわしい学生を受け入
れるための入学者選抜を実施す
ることにより、その使命をよりよ
く果たすことができるよう、全て
の大学等において、その教育上の
目的を踏まえて、
「 卒業の認定に
関する方針」
「 教育課程の編成及
、
び実施に関する方針」及び「入学
者の受入れに関する方針」
（3ポリ
シー）を策定し、公表することを
求めるものです。
「 卒 業 の 認 定 に 関 す る 方 針」
（ディプロマ・ポリシー）
は、各大
学、学部・学科等の教育理念に基
づき、どのような力を身に付けた
者に卒業を認定し、学位を授与す
るのかを定める基本的な方針で
あり、学生の学修成果の目標と
もなるものです。
「 教育課程の編
成及び実施に関する方針」
（ カリ
キュラム ・ ポリシー）
は、ディプ
ロマ ・ ポリシーの達成のために、
どのような教育課程を編成し、ど
のような教育内容 ・ 方法を実施
し、学修成果をどのように評価す
るのかを定める基本的な方針で
す。
「 入学者の受入れに関する方
針」
（アトミッション ・ ポリシー）
は、各大学、学部 ・ 学科等の教育
理念、ディプロマ ・ ポリシー、カ
リキュラム ・ ポリシーに基づく
教育内容等を踏まえ、どのように

入学者を受け入れるかを定める
基本的な方針であり、受け入れる
学生に求める学習成果
（1）知識 ・
技能、
（2）
思考力 ・ 判断力 ・ 表現
力等の能力、
（3）主体性を持って
多様な人々と協働して学ぶ態度
について、どのような成果を求め
るかを示すものです
（中教審
「ガ
イドライン」
より）
。
すでに多くの大学において、3
ポリシーが定められていますが、
こ れ ま で の3ポ リ シ ー の 内 容 に
は、抽象的 ・ 形式的な記述が多
く、しかも全体的な関連性・統一
性の欠如した不十分さが見られ
ました。そこで、これらの問題点
を改善すべく、この度、学校教育
法施行規則の一部が上述のごと
く改正された次第です。本学にお
いても、建学の精神、教育の理念
及び教育の目的等を踏まえ、この
度、3ポリシーを次のように改正
しました。
2018（平成30）
年度
薬学科3ポリシー
薬学科3つのポリシーの基本方針
本学の創立者 ・ 星一の
「世界に
奉仕する人材」の教えを理解し、
健康、医療、福祉に強い関心を持
ち、世界を意識した幅広い視野を
有する薬剤師の育成を目指すと
いう方針の下、3つのポリシーを
設定する。
1.ディプロマ・ポリシー
（学位授与の方針）
薬学科は6年以上在学し、薬学
科3つのポリシーの基本方針の下
に「臨床の場において高い倫理観
と高度な専門性を発揮できる薬
剤師の養成」という本学科の教育
目的を達成するために編成され
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副学長 杉山

清

た授業科目を履修し、次に掲げる
5つの能力を身に付け、所定の単
位を修得した学生に対して卒業
を認定し、学士
（薬学）
の学位を授
与する。
1.見識ある医療人としての豊かな
人間性 ・ 高い責任感 ・ 倫理観や
幅広い視野 ・ 患者本位の視点 ・
薬剤師としての心構えを有する。
2.高度化、専門化する医療に対応
できる薬学の基礎知識と専門知
識を有する。
3.科学的 ・ 論理的な思考能力を基
礎として、問題を構造化し、解決
する能力を有する。
4.チ ー ム 医 療 や 地 域 医 療 に お い
て、薬の専門家として活躍するた
めに必要な臨床現場での実践的
な技能とコミュニケーション能
力を有する。
5.グローバル化に対応した国際感
覚や語学力を有する。
2.カリキュラム・ポリシー
（教育課程編成・実施の方針）
薬学科3つのポリシーの基本方
針の下に設定したディプロマ ・
ポリシーに掲げた能力を身に付
けるために、必要な知識 ・ 技術 ・
態度の修得を目指して授業を配
置し、次のように教育課程を編成
し、実施する。
なお、教育課程は、
「薬学準備教
育科目」
（教養教育科目、外国語科
目等を配置）と
「薬学専門教育科
目」
（ 基礎教育科目、専門教育科
目、及び演習・実習科目等を配置）
に大別されるが、各授業科目で
は、シラバスにより到達目標・受
講心得 ・ 学修内容 ・ 評価方法等
を示し、教育を実施する。
1.見識ある医療人としての豊かな
人間性 ・ 高い倫理観や幅広い視
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野を備えた薬剤師を育成するた
めに、全学年を通じて教養教育科
目を配置する。
2.高度化、専門化する医療に対応
できる薬剤師を育成するために、
低年次では物理、化学及び生物を
基盤とする基礎教育科目を配置
し、高年次では医療薬学を中心と
した専門教育科目を配置する。
3.科学的 ・ 論理的な思考能力を基
礎として、問題を構造化し、解決
する能力を備えた薬剤師を育成
するために、低年次から研究能力
を培う基礎教育科目と実習科目
を配置する。
4.チ ー ム 医 療 や 地 域 医 療 に お い
て、薬の専門家として活躍できる
薬剤師を育成するために、臨床
現場で必要な実践的な技能とコ
ミュニケーション能力を修得す
る演習・実習科目を配置する。
5.グローバル化に対応した国際感
覚や言語力を有する「世界に奉仕
する薬剤師」を育成するために、
全学年を通じて語学能力を培う
外国語科目等を配置する。
3.アドミッション・ポリシー
（入学者受入方針）
薬学科3つのポリシーの基本方
針の下に「臨床の場において高い
倫理観と高度な専門性を発揮で
きる薬剤師の養成」という教育目
的を実現するために、入学試験に
おいて数学や理科等の基礎学力、
科学的思考力及び語学力を評価
する。また、医療人となるのにふ
さわしい資質として、豊かな人間
性、倫理観、コミュニケーション
力、行動力を重視して入学者を選
抜する。
求める学生像（資質・能力）
1.医療人になるのにふさわしい、

倫理観を有し、協調性や思いやり
を有する。
2.薬学に必要とされる知識、技能
を修得するのに必要な、数学、物
理、化学、生物に対する基礎学力
を有し、かつ科学的に問題解決す
る姿勢、思考力を有する。
3.医療、健康に対する深い関心や
問題意識を正しく持ち、薬剤師と
して社会に貢献したいという強
い意欲を有する。
4.医療における問題や環境に実践
的関心を示し、十分なコミュニ
ケーション能力を有する。
5.グローバル化した世界の医療分
野で活躍していくのに必要な語
学力を有する。
2018（平成30）
年度
創薬科学科3ポリシー
創薬科学科3つのポリシーの基本
方針
教育者であるとともに起業家
であった本学の創立者 ・ 星一の
精神を根幹とし、科学者、技術者
そして起業家としての探求心、独
創性、問題解決能力を有し、生命・
健康を科学する人材の育成を目
指すという方針の下、3つのポリ
シーを設定する。
1.ディプロマ・ポリシー
（学位授与の方針）
創薬科学科は4年以上在学し、
創薬科学科3つのポリシーの基本
方針の下に
「薬学の基礎として生
命・健康を科学し、創薬研究・開
発に携わる人材の育成」という本
学科の教育目的を達成するため
に編成された授業科目を履修し、
次 に 掲 げ る6つ の 能 力 を 身 に 付
け、所定の単位を修得した学生に
対して卒業を認定し、学士
（薬科
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学）
の学位を授与する。
1.医療を含む生命科学領域に関わ
るための広い教養を身に付け、生
命や健康に対する高い倫理観を
身に付けている。
2.医薬品や機能性素材などの創製
に必要となる基礎知識と高度な
専門知識と技術を身に付けてい
る。
3.医療を含む生命科学領域で活躍
するために必要となるコミュニ
ケーション能力並びにプレゼン
テーション能力を身に付けてい
る。
4.人々の健康に携わり、広く社会
に貢献しうる人材に必要な技能
や態度を身に付けている。
5.人を支援する専門的でかつ協働
的な実践力を身に付け、人々の健
康と福祉の向上に貢献できる起
業家となり得る能力を身に付け
ている。
6.自 ら 設 定 し た 研 究 課 題 に 対 し
て、適切な手法を選択し、解決に
導く方法を身に付けている。
2.カリキュラム・ポリシー
（教育課程編成・実施の方針）
創薬科学科3つのポリシーの基
本方針の下に設定したディプロ
マ ・ ポリシーに掲げた能力を身
に付けるために、必要な知識・技
術 ・ 態度の修得を目指して授業
を配置し、次のように教育課程を
編成し、実施する。
なお、教育課程は、
「薬学準備教
育科目」
（教養教育科目、外国語科
目等を配置）と
「薬学専門教育科
目」
（ 基礎教育科目、専門教育科
目、及び演習・実習科目等を配置）
に大別されるが、各授業科目で
は、シラバスにより到達目標・受
講心得 ・ 学修内容 ・ 評価方法等

星薬科大学報第85号（平成29年4月）

科目に対して一定以上の基礎学
を示し、教育を実施する。
力を有していること、海外文献を
1.生命や健康に対する高い倫理観
を備えた人材を育成するために、 読みこなしたり、外国語によるコ
ミュニケーション ・ スキルも必
自然科学 ・ 人文科学 ・ 社会科学
要不可欠であることから、英語力
の各分野の教養教育科目を配置
を有していることを重視して入
する。
学者を選抜する。
2.医薬品や機能性素材などの創製
求める学生像
（資質・能力）
を実現しうる人材を育成するた
1.人々の健康を守ることを通じて
めに、低年次では生命科学に関す
社会に貢献しようとする志を有
る基礎的な科学知識を培う基礎
する。
教育科目を配置し、高年次では生
2.数学や理系科目における基礎学
命科学に関する高度な専門知識
力を有し、より高度な専門知識を
を修得する専門教育科目を配置
身に付けようという強い意欲を
する。
有する。
3.医 療 を 含 む 生 命 科 学 領 域 で グ
3.論理的に思考 ・ 判断する力を持
ローバルに活躍しうる人材に必
ち、かつ科学的に問題解決する姿
要となる語学力 ・ コミュニケー
勢を有する。
ション能力並びにプレゼンテー
4.自立心旺盛で勉学と研究意欲に
ション能力を培う外国語科目及
溢れ、先端医療を支える生命科学
び演習・実習科目を配置する。
を積極的に学ぶ姿勢を有する。
4.人々の健康に携わり、広く社会
将来、わが国のみでなく国際的に
に貢献する技能や態度を有する
活躍しようとする意欲と語学力
人材を育成するために医薬品や
を有する。
生命科学領域に関する講義 ・ 演
習・実習科目を配置する。
2018（平成30）
年度
5.人々の健康と福祉の向上に貢献
大学院3ポリシー
しうる起業家としての能力を養
うために必要な教養教育科目及
1.ディプロマ・ポリシー
び専門教育科目を配置する。
（学位授与の方針）
6.自ら設定した研究課題を解決に
博士課程
導く能力を養うために、問題を構 「薬学専攻」
本研究科の教育課程を通して
造化し、解決する能力を修得でき
豊かな学識を養い、所定の単位を
る教養教育科目及び専門教育科
修得し、学位審査基準
（別掲）
によ
目を配置する。
る博士論文の審査に合格し、大学
院修了者にふさわしい高い倫理
3.アドミッション・ポリシー
観と責任感を有していると評価
（入学者受入方針）
できる学生に
「博士
（薬学）
」の学
創薬科学科3つのポリシーの基
位を授与します。
本方針の下に「薬学の基礎として
なお、設置されたコースによっ
生命 ・ 健康を科学し、創薬研究 ・
ては、以下のことも学位授与の基
開発に携わる人材の育成」という
準とします。
教育目的を実現するために、入学
試験において自然科学系分野の （臨床 ・ 医療薬学研究コース）薬
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剤師としての職能を高め、臨床薬
学領域における先端の知識と技
能を備えていること。
（先進薬学研究コース）薬学研究
に貢献できる能力を有している
こと。
（がん医療・臨床薬学研究コース）
臨床薬剤師としてチーム医療の
一員として活躍できる能力を有
していること。
また、本学に学位論文を提出
し、その審査に合格し、かつ本学
博士課程を修了した者と同等以
上の学力を有することが確認で
きた者に対しても
「博士
（薬学）
」
の学位を授与します。
「総合薬科学専攻」
修士課程
本研究科の教育課程を通して
豊かな学識を養い、所定の単位を
修得し、学位審査基準
（別掲）によ
る修士論文の審査に合格し、研究
に対する基本的な知識と技術を
身に着け、高い倫理観を有してい
ると評価できる学生に
「修士（薬
科学）
」
の学位を授与します。
「 総 合 薬 科 学 専 攻」博 士 課 程
（後
期）
本研究科の教育課程を通して
豊かな学識を養い、所定の単位を
修得し、学位審査基準
（別掲）によ
る博士論文の審査に合格し、大学
院修了者にふさわしい高い倫理
観と責任感を有していると評価
できる学生に
「博士
（薬科学）
」の
学位を授与します。
また、本学に学位論文を提出
し、その審査に合格し、かつ本
学博士課程を修了した者と同等
以上の学力を有することが確認
できた者に対しても
「博士（薬科
学）
」
の学位を授与します。
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薬学 ・ 医療薬学研究者や専門薬
する。
2.カリキュラム・ポリシー
剤師など高度な職能を持つ人材
2.プレゼンテーションについて学
（教育課程編成・実施の方針）
を育成するとともに、学部教育に
び、自らも演者を務める演習科目
「薬学専攻」博士課程
おいて臨床に係る実践的な能力
を配置する。
「薬学専攻」博士課程において
3.問題解決能力を育成するため、 を培った者に対し、先進的な基礎
学生は5つの研究領域（治療薬学
薬学に重点を置いた教育 ・ 研究
課題研究を配置する。
研究領域、医薬品適用学研究領
を施し、高度の研究能力と豊かな
域、病態解析学研究領域、医薬情
学識を有した研究者 ・ 教育者の
（後
報科学研究領域、実践薬学領域） 「 総 合 薬 科 学 専 攻」博 士 課 程
育成を目的としています。
期）
のいずれかに所属し、主担当指導
このような目的の下、しっかり
博士課程
（後期）
は、修士課程の
教員の指導の下、関連分野の複数
とした基礎学力ならびに薬学を
趣旨・教育を継続しますが、入学
の教員による教育と研究指導を
学ぶ者としての倫理性を備え、常
時から5つの研究領域
（基盤薬学
受けることとしており、豊かな学
に探究心と向上心並びに柔軟な
領域、機能分子薬学領域、創薬化
識を養うために、次のような方針
思考を有する薬学分野全領域で
学領域、環境保健学領域、薬学基
でカリキュラムを編成し、実施し
活躍を期待できる人材を求めて
礎領域）のいずれかの研究領域に
ています。
います。
所属し、主担当指導教員の指導の
1.研究課題へのアプローチ方法の
他、関連分野の複数の教員による
違いを学ぶため、様々な研究分野
修士課程、博士
教育と研究指導を受ける体制と 「総合薬科学専攻」
を体験する科目を配置する。
課程
（後期）
しており、豊かな学識を養うため
2.薬学の知識 ・ 技能の探究を行う
「総合薬科学専攻」修士課程 ・
に、次のような方針でカリキュラ
ことを目的とした講義科目を配
博士課程
（後期）は、薬学部「創薬
ムを編成し、実施しています。
置する。
科学科」
（4年制課程）を基礎とし、
3.最新の専門知識を養うために、 1.プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン や デ ィ ス
薬の創製、生体との相互作用から
カッションにより、問題解決能力
臨床現場に直結した講義を配置
適正使用までのすべての薬学領
の醸成を目的とした科目を配置
する。
域で活躍する研究者 ・ 開発者と
する。
4.薬学研究者としての問題解決能
して必要とされるハイレベルな
2.薬学研究者として実験や調査研
力を育成するため、特別演習およ
研究能力と専門領域における深
究した事象について論文にまと
び特別研究を重点的に配置する。
い学識を養うことを目標とし、生
める力を育成するための科目を
命科学基礎研究や創薬研究に携
配置する。
「総合薬科学専攻」修士課程
わる革新性 ・ 創造性豊かな優れ
「総合薬科学専攻」修士課程に
た研究者 ・ 技術者の養成を目的
3.アドミッション・ポリシー
おいて学生は、それぞれの研究分
としています。
（入学者受け入れ方針）
野に所属し、教育と研究指導を受
このような目的の下、しっかり
博士課程
けることとしており、豊かな学識 「薬学専攻」
とした基礎学力を有し、知的好奇
「薬学専攻」博士課程は薬学部
を養うために、次のような方針で
心に満ちて柔軟な発想ができ、国
（6年 制 課 程）を 基 礎 と
カリキュラムを編成し、実施して 「 薬 学 科」
際的に活躍を期待できる研究者
し、医療の現場における臨床的な
います。
の素養がある人材を求めていま
課題を対象とする研究領域を中
1.幅広い知識を吸収 ・ 育成するこ
す。
心とした教育・研究を行い、臨床
とを目的とした講義科目を配置
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薬剤師国家試験の結果と今後の対策について
平成28年度 第102回薬剤師国家
試験の結果
本 学 の 第102回 薬 剤 師 国 家 試
験 に お け る6年 制 新 卒 合 格 率 は
89.52 ％ で、 全 国 平 均 を4.46ポ イ
ント上回り、6年制既卒合格率は
64.15％で、私学平均ならびに全
国平均を13.3ポイント以上上回っ
ている
（表1）
。特に既卒合格率が
良好な成績を残している背景に
は、ここ数年本学が、既卒生への
サポートに力を注いできたこと
が挙げられる。また、私学全体で
は6年制新卒出願者のうち受験し
たのは87.2％の学生であったのに
対し、本学では7.8ポイント高い
95.0％が受験している
（表1）
。最近
4年間の本学の薬剤師国家試験の

表1

星薬科大学
私学合計・平均
全学平均・合計
分類
星薬科大学
私学合計・平均
全学平均・合計

表2

卒業試験の内容及び実施方法の
変更
本学では、従来から薬学科の最
終学年に総合薬学演習テストを
配置して、薬学の総合的な知識の
評価を行ってきた。6年制では、
総合薬学演習Ⅱテストを卒業試
験と位置付け、6年次に行ってき
たが、平成27年度に総合薬学演習
Ⅱテストの内容及び実施方法を、
より薬剤師国家試験に準拠した

出願者
261 名
8,720 名
9,417 名
出願者
56 名
4,635 名
4,736 名

6 年制新卒
受験者
合格者
248 名
222 名
7,605 名
6,413 名
8,291 名
7,052 名
6 年制既卒
受験者
合格者
53 名
34 名
4,424 名
2,244 名
4,515 名
2,295 名

合格率
89.52％
84.33％
85.06％
合格率
64.15％
50.72％
50.83％

最近の薬剤師国家試験成績

薬剤師国家試験
年度
受験者数
新卒合格率
不合格者数

表3

成績から、この2年間新卒合格率
が安定してきていることがわか
る（表2）
。この要因ならびに薬剤
師国家試験の不合格者を減らす
ための対策については、次の段落
で述べる。

平成28年度 第102回薬剤師国家試験 結果
分類

第 99 回
平成 25
238 名
80.3％
47 名

薬学教育研究部門 部門長

第 100 回
平成 26
240 名
74.2％
62 名

第 101 回
平成 27
245 名
91.0％
24 名

第 102 回
平成 28
248 名
89.5％
26 名

総合薬学演習Ⅱテストの得点率と国試合格率

第 102 回薬剤師国家試験成績
総合薬学演習Ⅱ
テスト得点率 各区分の人数 国試合格者 国試合格率
65％以上
102名
102名
100.0%
60％台
57名
56名
98.2%
55％台
45名
41名
91.1%
50％台
24名
18名
75.0%
50％未満
20名
5名
25.0%
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内容・形式に変更した。その結果、
総合薬学演習Ⅱテストは、本学
の学生が薬剤師国家試験を受験
したときの成績をかなり正確に
予測できる試験となっている
（表
3）
。このことが、6年制新卒合格
率が安定してきた主な要因であ
ると考えている。すなわち、学生
は総合薬学演習Ⅱテストにしっ
かり取り組めば、確実に薬剤師国
家試験に合格することができる
のである。
平成29年度の国家試験対策
＜全体＞全学生に共通の国家試
験対策については、本学報の
「大
学 通 信」欄 の 薬 学 教 育 研 究 セ ン
ター ・ 薬学教育研究部門からの
報告に記載しているので、ご覧い
ただきたい。今年度は、これに加
えて学生のモチベーションを上
げるためのセミナーの開催や上
位成績者の掲示などを実施予定
である。
＜成績下位者＞6年制新卒合格率
は安定してきたが、今後さらに国
家試験合格率を上昇させるため
には、成績下位の学生のサポート
が欠かせない。成績下位の学生に
は、
「薬学特別演習」
において、1グ
ループ6名による能動的学習TBL
（team-based learning）を 実 施 し
ている。また、各学生に対しては
担当教員による個別面談 ・ 学習
指導を行い、特に成績不振が続く
学生には、side by sideの指導を
行うことにしている。
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。薬学教
育研究部門は、今後の国試にも万
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85号
（平成29年4月）

製剤の達人の称号を拝受して
薬品物理化学教室 教授 米持

公益社団法人日本薬剤学会の
第32年会（2016年5月，岐阜）にお
いて、
「製剤の達人 ： The Master
of Pharmaceutical Technology」
の称号をいただきました。
日本薬剤学会は、薬剤学の進歩
および普及をはかり科学、技術、
文化の発展に寄与することを使
命としており、薬剤師、研究者、

悦生

技術者、産学官の諸分野で薬剤学
に関心のある個人、あるいは団体
から構成されています。
日本薬剤学会では活動の一環
として、医薬品メーカー等におい
て製剤に携わる研究･開発･製造
担当者が、日常業務の遂行上必要
とされる共通の基礎的かつ専門
的事項及び法規･制度の学識を修
得している方々を
「製剤技師」と
して認定する制度を立ち上げて
います。本認定制度は、製剤研究・
開発における専門家としてのス
テータスの確立や、職務に対する
モチベーションの、一層の高揚を
はかるための支援ツールとなる
ことを志向した、極めてユニー
クな制度です。本認定は、受けた

方々が職場におけるリーダーと
しての素養を有し、かつ学識を
実務に十分に応用できることを
保証するため、製剤技術のスペ
シャリストとして公式に評価 ・
認定する制度です。今回授与され
た称号は、この
「製剤技術伝承講
習会」の講師の認証としても位置
付けられています。
「製剤の達人」
は、医薬品製剤技
術の研究開発に長年にわたり従
事し、研鑽につとめて衆目の一致
する高い技術を確立した者に対
し、その業績を称えるための称号
です。その名に恥じぬよう今後の
若手育成に、邁進する所存です。

日本分析化学会関東支部会における2016年度新世紀新人賞を受賞
総合基礎薬学教育研究部門 講師 岩崎

この度、日本分析化学会関東支
部会における2016年度の新世紀
新人賞を受賞することができま
した。このような栄誉ある賞をい
ただくことができ、非常に光栄に
存じます。同賞は将来が期待され
る分析化学会関東支部所属の若
手研究者に授与されるものであ
り、2017年1月10日に開催された
新世紀賞 ・ 新世紀新人賞講演会
において賞状とメダルの授与お
よび受賞講演を行いました。
受賞対象となった研究業績の

雄介

題目は
「酸化および窒素化スト
レス状態を把握するバイオマー
カーに関する研究」です。生体の
恒常性維持のため、生体中に存在
する酸化物質と抗酸化物質の活
性は、一定のバランスで維持され
ています。しかし、酸化物質と抗
酸化物質のバランスが崩れ、酸化
物質が過剰に存在する酸化スト
レス状態になると、動脈硬化、発
がんや生活習慣病などさまざま
な病態を引き起こすことが知ら
れています。同様に、窒素化物質
が過剰に存在する状況では、窒
素化ストレス状態を引き起こし、
発がんなどを惹起します。従っ
て、生体内の酸化および窒素化
ストレス状態を数字によって正
確に把握することが可能となれ
ば、病態の早期発見や予防に有用
であると考えました。そこで、in
vitro 、in vivo で酸化および窒素
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化ストレス状態の評価が可能な
高感度・選択的なバイオマーカー
の分析法を構築し、生体内の酸化
状態を把握できるのみならず、食
品中の化学物質の複合反応によ
る活性酸素種生成の評価や、非侵
襲的な採取が可能な唾液試料を
用いることで血液に代わる代替
試料としての有用性を示唆する
ことができました。
本賞は、今までにご指導いただ
いた先生方と、実際に研究を行っ
た薬品分析化学教室と総合基礎
薬学教育研究部門の卒業生なら
びに卒論生によって受賞させて
いただくことができました。こ
の場を借りて感謝申し上げると
ともに、薬品分析化学教室 中澤
裕之名誉教授、薬品分析化学教室
斉藤貢一教授、総合基礎薬学教育
研究部門 浅井和範教授に深く御
礼を申し上げます。

星薬科大学報第85号（平成29年4月）

平成28年度

学長賞授与について

星薬科大学 学長賞は、星薬科大学学長賞規程に基づき、星薬科大学学生として学内又は学外から優れた評
価を受け、本学の名誉を高めた個人若しくは団体に対して授与される栄誉ある賞です。本年度は、齋藤 響さ
ん、瀧澤祥子さんの2名が受賞され、平成29年3月15日の学位授与式にて、表彰されました。本当におめでとう
ございました。今後の更なる飛躍に期待したいと思います。
以下、両名からの喜びのコメントを記しました。

齋藤 響さん（学位記授与式にて）

瀧澤 祥子さん
（学位記授与式にて）

学長賞を受賞して

齋藤 響 さん
薬剤師は魅力ある人物である
とともに、多くの知識を身につけ

ている必要があると思います。
正直な所、私が大学で出会った
知識の中には、自分には不必要に
思えるものもありました。でも、
それはいつか誰かのために使え
る知識かも知れません。
知っていることで誰かにでき
ることが1つでも増えるのなら、
私は学んだことすべてを身につ
けたい。そう考えながら、6年間
勉学に励んできました。

大学で学んだことを忘れず、素敵
な薬剤師になれるようにこれか
らも精進していきたいと思いま
す。
最後になりますが、このような
名誉ある賞を賜ることができた
のも、周りで支えてくださったす
べての方のおかげです。
この場をお借りして深く御礼
申し上げます。

学長賞を受賞して

瀧澤 祥子 さん
この度は学長賞という栄誉あ
る賞を頂きまして、大変嬉しく、

また光栄に思っております。６年
間という時間は長いと思ってお
りましたが、終わってみるとあっ
という間でした。大学での勉強
は、社会に出た時に医薬品を通し
て患者さまの体調、延いては命に
直結することになります。自分の
知識や経験不足によって患者さ
まが不利益を被ることがないよ
うに、そしてより良い方向に導く
ことができるようにと勉強に励
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んで参りました。社会人になった
今、大学で得たことを活かし、患
者さまに寄りそう薬剤師になる
ようこれからも日々努めて参り
ます。最後になりましたがこのよ
うな賞を私が頂けたのはこれま
で指導して下さった先生方、先輩
方や家族、共に高め合ってきた友
人のおかげです。本当にありがと
うございました。

星薬科大学報第85号
（平成29年4月）

学生の受賞等
⑤薬剤学教室修士課程1年 関根 朋美さん
あいちシンクロトロン光センター若手研究者向
け講演会 ・ 大学院生研究成果発表会で優秀発表
賞を受賞
演題名：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

①医療薬剤学教室博士課程3年 Andang Miatmoko
さん
平成28年11月3日（木）～ 4日
（金）
に、中国・杭州
徳清で開催された2016 Mogan Mountain
International Summit on Green Pharmaceuticals
（平成28年11月3日
（木）～ 4日
（金）
）
において、
Student paper competition awardsのSecond
Prize Winnerを受賞

⑥薬動学教室博士4年 坪田 結香さん
日本薬学会第137年会での学生優秀発表賞を受賞
演題名：イリノテカン誘発遅発性下痢モデルに
おける大腸aquaporinsの変化

②微生物教室博士課程3年 安藤 祐介さん
平成28年11月3日（木）～ 4日
（金）
に、中国・杭州
徳清で開催された2016 Mogan Mountain
International Summit on Green Pharmaceuticals
（平成28年11月3日
（木）～ 4日
（金）
）
において、
Student paper competition awardsのThird
Prize Winner を受賞

⑦薬剤学教室修士2年 横川 雅光さん
日本薬学会第137年会での学生優秀発表賞を受賞
演題名：適切な薬物溶出挙動と機械的強度を兼
ね備えたゼリー製剤の処方設計
⑧衛生化学教室修士1年 山王 豊盛さん
日本薬学会第137年会での学生優秀発表賞を受賞
演題名：HL60細胞分化における核内プロテイン
キナーゼAに関する研究

③薬品物理化学教室3年 梅田 大貴さん
The 14TH Conference of the Asian
Crystallographic Association（ベトナム）でポス
ター賞を受賞
演題名：Structural Characterization and
Physicochemical Properties Evaluation of
Epalrestat-Caffeine Cocrystal

⑨機能形態学研究室6年 馬島 美紀さん
日本薬学会第137年会での学生優秀発表賞を受賞
演題名：2型糖尿病Goto-Kakizaki ラット頸動脈
における収縮反応と3-phosphoinositidedependent protein kinase 1の関連

④薬学科2年 筒井 寿穂さん
一般社団法人言の葉協会 第７回
「言の葉大賞」受
賞（入選）
受賞タイトル：「コーヒーソング」
授賞式：平成29年3月25日
（土）
国立京都国際会館

⑩薬理学教室6年 森 美貴子さん
日本薬学会第137年会での学生優秀発表賞を受賞
演題名：がん悪液質モデルマウスの全身性代謝
障害における脳内グリア細胞の役割
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OB・OG の 今 ―学びを胸に輝く アップ・ツー・デート―

1

山本 章午

株式会社ヤクルト本社

医薬品事業本部 医薬信頼性保証室

使っています。

職場前

職場の仕事の内容
私は、ヤクルト本社 医薬品事
業本部 医薬信頼性保証室という
部署に配属され、日々医薬品の品
質保証業務に携わっております。
品質保証とは、製品が品質上の問
題なく製造されていることを確
認・担保していく業務です。この
担保にはさまざまな方法があり
ますが、代表的なものは「製造所
監査」です。監査とは、弊社製品
の委託製造業者様を訪問し、製造
設備の管理および工場全体の管
理システム等を確認し、適切な製
造がなされていることを担保す
る業務です。この業務には、医薬
品製造に関わる法律やガイドラ
インの知識が求められますが、私
はまだまだ勉強中です。
休日の過ごし方
趣味のお菓子作りをたまにし
ています。先日もバレンタイン
とホワイトデーに職場の先輩方
に焼き菓子を作って持って行き
ました。あとは、同期の皆と食事
に出掛けることもあります。ま
た、学生のころから運動不足でし
たので、土日のどちらかでジム
に通って運動するようにしてい
ます。気がつけば、社会人になっ
てからのほうが有意義に時間を

1年間を振り返っての近況報告
人に恵まれた1年であり、日々
周囲の人から刺激を受けていま
した。特に、研修期間中は同期た
ちと医薬品の勉強をしていまし
たが、皆の吸収の早さに驚き、私
もこのままではいけないという
前に進む気持ちを持たせてくれ
ました。さらに、同じ医薬信頼性
保証室の先輩、上司が、心から尊
敬できる方ばかりで、2016年7月
に配属されてから毎日先輩方を
見本として楽しく過ごすことが
できました。
最近では、少しずつ他社様への
連絡を担当するようになり、より
一層、先輩方のように責任感を
持って仕事をしていこうと考え
ています。

社会人になって大学で学んでよ
かったこと、もっと学んでおけば
よかったこと
学んでよかったことは、研究室
で培ったコミュニケーション力
です。研究室では学内外の方々と
コミュニケーションをとる機会
が多くありました。そのため、目
上の方や年下の人への接し方が
身に付き、相手の意図しているこ
とを汲み取れるようになりまし
た。このような、研究室で得たス
キルは社会に出た今でも大変役
立っています。
もっと学んでおけばよかった
ことは、業務上必要となる薬事関
連法規です。授業で少しは学んだ
ものの、ほとんど一から勉強し直
しでした。今後、薬剤師について
もこれまで以上に薬事関連法規
の知識が求められますので、講義
の充実を期待します。

医薬品研修 集合写真

お菓子作り

休日 同期と

上司の方からの応援メッセージ
入社してから1年が経過し、仕事にも慣れ、何事にも前向き
に取り組んでいる姿が印象的です。学生のときに学んだ知識を
ベースに薬事関連法規等のより専門的な知識を吸収し、着実に
各業務に活かしています。
まだ社会人として2年目ですが、自身の5年、10年と経過する
過程を描けるようになってきていますので、彼の長所である気
配り上手の部分を生かして、品質保証グループの円滑な業務遂
行に一役買ってくれることを期待しています。
また、新たに後輩も入ってきましたので、先輩社員として模範
となれるようにより一層責任感を持って業務にあたってほしい
と思います。
株式会社ヤクルト本社 医薬品事業本部 医薬信頼性保証室 室長
池田 聡
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寺光 千晶

国家公務員共済組合連合会

横浜南共済病院

学んでおいて良かったと思うこ
と、もっと学んでおけば良かった
と思うこと
どの科目も学んでおいて良
かったと思います。ただ、薬剤師
として他の職種と差別化を考え
るならば、薬剤学が役立つと思い
ます。錠剤を粉砕していいか、貼
付剤を切っていいか、注射を混合
していいか、といった製剤に関す
る内容や、飲み始めてからどのく
らいで定常状態に達するか、服用
を中断してからどのくらいで体
から成分が抜けるか、腎や肝臓の
機能低下がある人にも使って良

い薬なのか、院内の代替薬に切り
替えた時の用法はどうするか、と
いった動態に関することはよく
質問されるし、自分でもなるべく
考えながら仕事をするようにし
ています。
逆に、これまで薬中心の勉強を
する機会は沢山ありましたが、疾
患中心の勉強ももっとしておけ
ば良かったなと思います。他の医
療従事者と関わる上で、自分の理
解できる共通言語がまだまだ少
な い の で、Ns.やDr.か ら 問 い 合
わせを受けても、まず質問内容と
意図を汲むところから始まるこ
とも少なくありません。薬剤師と
しての職能の発揮の仕方に悩む
日々ですが、まずは少しでも役に
立てるように食らいついていく
ことが大切かなと感じています。

薬剤科の人たちとで集合写真

同僚と野球観戦

前述の通り私は緩和領域に興味
があるため、緩和薬物療法認定薬
剤師の資格を将来取得出来れば、
と考えています。

お待ちしてます♪

職場の仕事の内容や流れ
現在私は、中央業務、病棟業務
（消化器内科病棟）、外来化学療法
センター、製剤業務といった幅広
い業務に携わっています。今年度
から新人教育にも関わることと
なり、現在は論文抄読会の企画を
行なっている最中です。
休日の過ごし方、仕事に合わせて
勉強していること
当直業務や注射番が当たらな
ければ土日はお休みですが、だい
たい片方は勉強会や仕事で潰れ
ます。社会人1年目であった昨年
度、日本薬剤師研修センター認定
薬剤師の取得を目指し講座を受
けたり学会に参加したりし、無事
同認定を取得しました。私は緩和
領域に興味があるので、星薬の大
学院講義連携セミナー（がん治
療 ・ 緩和医療特別講義）
を年間通
して受講していました。また、臨
床に出てから自分の知識が足り
ないと感じることが多々あるた
め、空いている時間に気になった
論文や本を読んでいます。
社会人になって思うこと、将来の
夢、将来の自分
これまでに勉強した科目は何
一つ無駄なものはなかったとい
うことを日々実感しています。ま
た、将来の自分についてですが、

診療部薬剤科

上司の方からの応援メッセージ
寺光さんは学生実習も当院で行なっており、モチベーション
高く積極的に実習を行なっていたのを今でも覚えています。当
院に入職してから幅広い分野で仕事をこなせているのは、学生
時代にしっかりと勉強し今でも怠らずに努力しているからだと
思います。今後、様々な臨床経験を積んでいくことで知識を臨床
に活かすことが出来るようになり、他職種や患者さんから頼ら
れる薬剤師に成長していくことを期待しています。
当院は薬剤師の業務はまだまだ発展途上です。すでに出来上
がった道を進むより、自分で道を切り開いていく事に魅力を感
じる方はぜひ当院へ！一緒に理想の薬剤師像を造っていきま
しょう。
薬剤科 主任 橋口 宏司
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松田 昌憲

科研製薬株式会社

仙台支店 学術部

休日の過ごし方、仕事にあわせて
勉強していること
休日は友人や職場の同僚と遊
び、心身共にリフレッシュしてい
ます。時間がある時には、製品関
連情報やパソコンの勉強をする
ときもあります。
科研製薬株式会社 仙台支店前にて

職場の仕事の内容や１日あるい
は１週間の流れ
医療従事者等への情報提供や
問合わせ対応をはじめ、市場調
査、製品マーケティング、研究会
立案など様々な業務を行います。
就業時間は9時～ 17時30分で、日
によって行う業務は異なり、１日
内勤の日もあれば、外勤業務を行
う日もあります。外勤では、東北
６県の医療機関における手術の
立合いや製品説明会等を実施し
ます。新人にも仕事をどんどん任
せてもらえる環境なので、大きな
やりがいを感じています。

患者さんのクオリティ ・ オブ ・
ライフの向上につとめたい。
社会人になって星薬科大学で学
んでよかったと思ったこと、もっ
と学んでおけばよかったこと
等々
・学んでよかったこと
大学生活で学んだこと全てで
すが、１番は卒論教室での活動で
す。優秀な先生方の元で実験手技
や論文の読み方、学会発表の作法
等を学ぶことができ、学術職とし
て仕事をする上での基礎を築く
ことができたと思います。

１年間を振り返っての近況報告
等、社会人になって思うこと
薬剤師として医療業界のニー
ズに応えていくためには、継続し
た学びが必要であると感じてい
ます。学生時代は
『国家試験に合
格すればなんとかなる』と考えて
いました。しかし、実際の医療現
場においては、学生時代に学んだ ・ もっと学んでおけばよかったこ
と
情報だけでは解決できないクリ
より多くの教員や学生等と話
ニカルクエスチョン
（QC）が多々
し、より多くの考え方や視点を学
生じています。こういった現場の
んでおけば良かったと思います。
ニーズに応えるべく、現在では国
内の最新情報はもちろん、米国、 私は内向的なため、人と話すのが
少し苦手でした。しかし、現在で
イギリス・フランス・ドイツ等の
は、新しいアイデアを生み出し続
EU諸国において
『QCに対し、ど
う考え、どう対処しているのか』 けるためには様々な考え方や視
点で物事をみる必要があると考
等も勉強しています。めまぐるし
えています。
『 星薬には明るく社
く変化する医療業界のニーズに
交的な学生が多い』といつも感じ
応えるため、継続した学びが必要
ていました。学生の皆さんは、持
であると感じています。
ち前のコミュ力で大学内 ・ 外問
わず色々な方々とお話してみて
将来の夢、将来の自分
下さい。
弊社製品を諸外国にも提供で
きる学術戦略を立案し、世界中の

上司の方からの応援メッセージ
松田さんは入社2年目ですが、東北6県を飛びまわり、医療機関への情
報提供活動を積極的に行ってもらっています。また、社内の方々からの
様々な質問にもスピーディかつ的確に対応しており、先輩方からも厚
く信頼されています。より多くの先生方から信頼頂ける学術部員とし
て、更なる成長を期待しています。
科研製薬株式会社 仙台支店学術部 部長 赤間 貴裕
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柳原 桃子

株式会社ファーコス

薬局の前にて

つつじ薬局

薬剤師

薬と健康の広場開催ポスター

職場の紹介と仕事の内容
株式会社ファーコスに入社し、現在
東京都墨田区のファーコスつつじ薬局
で薬剤師として働いています。隣接す
る耳鼻科の処方箋を主に受け付けてい
る薬局です。主な仕事内容は調剤業務
と調剤監査、服薬指導、薬歴管理です。

します。薬局という実際の現場で働い
ていると、教科書通りの知識では対応
しきれないこともたくさんあり、先輩
方の存在は本当に頼りになります。休
日を利用して、企業や大学主催の勉強
会にも出来るだけ参加するようにして
います。

株式会社ファーコスを選んだ理由
5年次にファーコス薬局神田須田町
店にて、薬局実習をさせて頂きました。
その実習がとても充実していて、楽し
かったことが一番のきっかけだと思い
ます。就職活動中の後輩から、
「 調剤薬
局は数が多すぎて、何を基準に選んだ
らいいかわからない」と相談をよく受
けます。私も正直迷いに迷いました。
他社のインターンシップや、薬局見学
もたくさん行きましたが、最終的に
は、実習でお世話になり、信頼できる
方がたくさんいると感じたことから、
ファーコスを選びました。今の職場も
本当に優しい方ばかりで働きやすく、
ファーコスを選んで間違いはなかった
と感じています。

星薬科大学で学んでよかったこと
じっくりと調べたいことは、帰宅後
に参考書等を利用して勉強し直すこ
とが多いのですが、在学中のテキスト
やプリントが役に立ちます。とくに薬
物治療演習Ⅰのテキストは、薬局で必
要とされる知識が詰まってます。すご
く分厚いので、実は在学中はあまり活
用していなかったのですが、今はテー
マごとに分冊して持ち歩きコツコツ勉
強しています。勉強面以外でも、部活
動での経験が生きたことがあります。
ファーコスでは各薬局で
「薬と健康の
広場」というイベントを開催している
のですが、つつじ薬局で昨年夏に開催
した際は、私が担当をさせて頂き、来
局した方から好評を頂けました。脱水
症についてのイベントの企画や、お土
産の準備、ポスターの作成などがス
ムーズに出来たのは、在学中に生協学
生委員会で活動したおかげだと思いま
す。

休日の過ごし方
基本的に日曜日祝日と、平日のどこ
か1日で週休を頂いています。大学時代
の友人や、会社の同期を誘って食事に
行くことが多いです。病院の仕事につ
いてや、他の店舗の話が聞けるのでと
ても為になりますし、悩んでいること
があっても、友人達が話を聞いてくれ
るだけで楽になるのでリフレッシュで
きます。
仕事に合わせて勉強していること
日々の業務中で、わからないことが
あればその場で調べて勉強するのが基
本的なスタンスです。調べてもわから
ないことは、先輩の薬剤師に潔く質問

１年間を振り返って
薬局薬剤師の醍醐味はやはり服薬指
導だと思っています。患者様ひとりひ
とりに合わせた服薬指導をしたいとい
うのが理想で、実際そうあるべきなの
ですが…、
「 言うは易く行うは難し」で
した。聞き取りやすいペースや説明の
順番などは人によって違うので、でき
るだけ患者様と目を合わせて、患者様
が置いてけぼりになっていないか気を
配るようにしています。また、お薬を
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待合室

お渡しする前に、
「何か聞いておきたい
ことはありませんか？」と付け加える
ように心がけています。患者様からの
薬についての疑問にお答えしたり、服
薬のアドバイス等をさせて頂いた時
に、
「 ありがとう」や「安心した」と言っ
て頂けたときは本当に嬉しいです。中
には、他の薬局で調剤された薬につい
て質問してくださったり、薬とは関係
ない御自身や御家族のエピソードなど
を話して頂けることもあります。信頼
されているのだなと感じ、本当に嬉し
いです。
「 薬剤師」という自分に対する
患者様からの信頼に答えるためにも、
今後とも知識や経験を増やしていこう
と思います。
私が薬剤師として一番大切にした
いと思うのは、
「 人と人とのつながり」
です。患者様だけでなく、同じ職場で
働く仲間、病院のスタッフさんや卸の
方々、製薬メーカーさん…誰がかけて
も薬局は成り立ちません。そして大切
な友人たち…在学中も社会人になって
からも本当に支えられてきました。今
も昔も、私は人間関係に恵まれている
と心から感じます。そして何より、6年
という長い大学生活から今も見守り続
けてくれている家族に何よりも感謝し
ています。私を支えてくれるすべての
方々を裏切らないように、薬剤師とし
て今後も働いていきたいです。
拙い文章ではありましたが、最後ま
で読んで頂きありがとうございまし
た。
末尾ではありますが、この原稿を依
頼して頂いた学長秘書の渡邊明美さん
をはじめ、在学中にお世話になったす
べての方々に感謝を申し上げます。本
当にありがとうございました。

星薬科大学報第85号（平成29年4月）

電気通信大学・順天堂大学・星薬科大学による学術連携交流協定の締結について

左から、田中隆治学長、電気通信大学 福田喬学長、順天堂大学 木南英紀学長特別補佐

平成28年12月1日に電気通信大
学・順天堂大学・星薬科大学によ
る学術連携交流協定の締結が行
われました。本協定が結ばれたこ
とにより、星薬科大学における薬
学、電気通信大学における工学、
順天堂大学における医学、という
3つの異分野連携を促進するため
の組織的連携関係が構築される
ことになり、超高齢化社会の課題
解決等に向けて、新たな価値創造

をより一層加速することにつな
がります。なお、本学と順天堂大
学とは平成27年9月に包括連携協
定を締結していますが、以前から
お互いに研究交流を実施してい
る研究室があることや順天堂大
学研究戦略推進センターと本学
イノベーションセンターの間で
URAの人たちの交流があること
を基盤として、研究をはじめとす
る包括的な連携を推進する趣旨
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で締結したものです。このたびの
学術連携交流協定は3大学間、か
つ異分野間というものであり、こ
れらの連携分野は学術的にも社
会的にも益々重要となっており、
研究推進に当たっては、異分野連
携を念頭におきながら、積極的に
取り組むことが重要であると考
えます。
イノベーションセンター長
亀井 淳三

星薬科大学報第85号
（平成29年4月）

地方独立行政法人青森県産業技術センターとの連携・協力協定締結について

左から、青森県産業技術センター 渋谷義仁理事長、田中隆治学長

を締結したと同時に共同研究契
平成29年3月27日に本学と地方
約も結び、具体な共同研究として
独立行政法人青森県産業技術セ
ンター（以下「産業技術センター」 は、豊富な青森県産農林水産物
からの規
という。）による連携 ・ 協力協定 （リンゴ、もも、海藻等）
格外農水産物あるいは摘果実等
締結が行われました。本協定が結
について、産業技術センターが素
ばれたことにより、両機関が行う
材を提供し、本学において効率的
研究活動全般における連携 ・ 協
な機能性評価を実施します。有望
力が推進され、地域の課題に迅速
なものについて、さらに高度な機
かつ適切に対応し、科学技術の振
能性評価方法を活用して、未知の
興と新たな文化 ・ 事業の創造に
機能性成分を発見し、青森県産農
より、地域社会の発展に寄与する
林水産物の高付加価値化やその
ことになります。連携・協力協定

成分を活用した新たな機能性食
品等の開発を促すなど地域の活
性化が期待できます。
イノベーションセンター長
亀井 淳三

しながわ大学連携推進協議会設立について

平成29年2月9日（木）
に、品川区
役所において、しながわ大学連携
推進協議会の設立総会が開催さ
れた。参加者は、田中隆治学長、
濱野健品川区長、立正大学齊藤昇
学長、清泉女子大学佐伯孝弘副学
長、昭和大学久光正副学長等、関

係者15名であった。
本 学 は 品 川 区 と 平 成24年10月
に連携 ・ 協力に関する協定書を
締結しているが、この度のしなが
わ大学連携推進協議会の設立を
契機に、更に幅広い分野で連携の
拡充、そして大学間の連携を深め
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ることとなった。総会において、
協議会会則が承認され、濱野区長
が会長に就任した。
総会の開催と学生が参加する
活動について意見交換された他、
地域社会貢献活動強化支援補助
金の交付等、具体的な議論が交わ
された。学生が参加する活動に
ついては、平成29年3月23日（木）
および本年5月中旬に、学生によ
るディスカッションを開催し、ま
た、5月28日
（日）にしながわ中央
公園
（品川区役所前）にて開催さ
れる
「しながわECOフェスティバ
ル2017」にしながわ大学連携推進
協議会として、各大学の合同ブー
スを出展することとなった。
総務部 髙橋 俊介

星薬科大学報第85号（平成29年4月）

国際交流室の活動

ICHAMS 2017に参加した
大平 英さんおよび山元彩可さん

少子化社会における大学の存
続にとって、国際社会にて活躍で
きる人材の育成および海外の大
学教員、学生との双方向の人的交
流の推進は重要な課題となって
います。本学ではグローバル化の
一環として、平成27年度より本学
の外国人留学生と本学の学生と
の交流機会を提供するためイン
ドネシア出身で現在、当国際交流
室所属の職員であるAlfarius Eko
Nugroho先 生 を 中 心 に 国 際 交 流
スペースを毎月第4金曜日の授業
終了後17：00より開催しています。
また、本スペースでは、海外へ
の短期留学や国際シンポジウム
等に参加した学生に国際交流ス
ペースの場を借りて英語にて報
告をしていただいています。ここ
では4月28日に開催した2017年度
第1回国際交流スペースおよび浙
江工業大学短期留学生の歓迎会
を紹介させていただきます。
第1回 国 際 交 流 ス ペ ー ス で
は、本学と国際学術交流協定を
締 結 し て い るRoyal College of
Surgeons in Irelandが主催する

本学に短期留学しているHu Leqiさん
およびYan Kejiaさん

国際交流室 室長

チュラーロンコーン大学に短期留学した
依田友希穂さんおよび吉田朋未さん

International Conference for
Healthcare and Medical Students
(ICHAMS) 2017に 参 加 し た 大 平
英さんおよび山元彩可さんか
ら参加報告をしていただきまし
た。ICHAMSで は 世 界 各 国 の 医
学、薬学、理学療法等の分野の
学生が参加し、ポスター発表や
講義だけではなく、アイルラン
ドの特徴的なパブツアーやディ
ナーを通じたソーシャルプログ
ラムで構成されています。彼女た
ちから多くの貴重な体験等をプ
レゼンにて聞くことができまし
た。また、本学はタイ王国のチュ
ラーロンコーン大学とも国際学
術交流協定を締結しています。バ
ンコク市街に広大な敷地を持つ
チュラーロンコーン大学に短期
留学した依田友希穂さんおよび
吉田朋未さんからタイ王国独特
のハーバルメディシンの製剤体
験やタイ王国の紹介等、多くの
体験を報告していただきました。
参加した学生達にとって、とて
も価値ある経験ができたと確信
しております。さらに、現在、浙

歓迎会 Hu Leqiさん
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酒井 寛泰

質疑応答風景

江工業大学薬学部より本学に短
期留学しているHu Leqiさんおよ
びYan Kejiaさんより浙江工業大
学、中国ならびに浙江省の紹介を
していただきました。我々が知ら
ない杭州市にある浙江工業大学
の規模の大きさや中国／浙江省
の食文化や風景などを紹介して
いただき、とても内容の濃い国際
交流スペースを開催することが
できました。また、本会の後、Hu
LeqiさんおよびYan Kejiaさんを
囲み、学生を中心とした歓迎会を
ステラにて開催し、楽しい時間を
過ごすことができました。
最後になりますが、日本で生活
をしていると英語を生で話す／
聞く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、国際交流スペース
に気軽に参加し異文化交流を通
して新しい仲間を作り、大学生活
をもっと楽しむのはいかがです
か？

歓迎会 Yan Kejia さん

星薬科大学報第85号
（平成29年4月）

学生Interview
2000年代の初め頃から、薬学部の新設ラッシュが続き、薬学部の数は46から74に増加しました。これだけあ
る薬学部の中から、志望校選択をする今の高校生の考えに迫ろうと、今年4月に入学した八杉さんに、進路選
択から入学を決めるまでの話を伺いました。
薬学科１年

その後、オープンキャンパスにも
参加してくれているようですね。
大妻高等学校 出身
受験に向けての情報収集とい
う の が 一 番 の 目 的 だ っ た の で、
「星薬生との相談コーナー」と
「入
試ガイダンス」に参加しました。
高校３年生のとき、高校での大学
対応してくれた学生が、皆さん優
説明会に参加していただいてい
しくて、穏やかで、安心して通え
るようですが、印象に残っている
そうだな、という印象を受けまし
話はありますか？
た。入試のことを聞けただけでな
大学選びの中で、第一に考えた
まず、薬学部を志望したのはなぜ
く、通うにあたっての安心感が得
のが
「通いやすさ」
だったので、ま
ですか？
ず場所を聞いた覚えがあります。 られたのが、大きな収穫でした。
薬学部に決めたのは、高校２年
入学後は勉強が大変になるだろ
生の冬頃です。周りの友達に比べ
本学が第一志望だったということ
うと想定していたので、勉強に集
ると志望進路の決定時期として
ですが、
その決め手は何でしたか？
中するためにも、
「
通いやすさ」
と
は、遅い方だったと思います。そ
実は、受験当日の試験監督の先
いうのは、結構重視しました。ま
れまで、建築関係の学部に興味を
生の印象がとても良かったのが
た、
「 カリキュラム」の話では、星
抱いたこともありましたし、かな
決め手でした。最後の受験科目の
薬凄いな、という印象を抱きまし
り紆余曲折しましたね。最終的に
冒頭で、試験監督の先生が
「これ
た。中でも、１年生から実習が始
志望が固まったのは、父の影響が
で最後になるので、最後まで頑
まるという話が印象的で、座学だ
大きいです。実は、父は医者のた
張ってください」と笑顔で言って
けでなく、少しずつでも実践でき
め、幼い頃から薬を身近に感じて
くれた時に、
「 ここだ」と思いまし
るというのが、良いなと思いまし
いました。その中で、病気を治す
たね。星薬よりも偏差値が上の大
た。あとは、
「 サークル」も盛んと
ことができる薬って面白いなと
学も受けていたのですが、最終的
いう話もあり、高校までには出来
思い、また、医療に携わる父の姿
には、これがきっかけとなって、
が、かっこ良く感じられたのが、 なかった経験も出来そう、という
入学を決めました。
大きな期待になりましたね。
薬学部を志望した理由です。

八杉 萌恵子 さん

～インタビュー後記～
八杉さんと初めてお会いした
のは、インタビューにも出てき
た高校での大学説明会でした。
今回こうしたインタビューの
機会をいただき、当時受験生と
して話した八杉さんと、今度は
星薬生として再会することにな
りましたが、何とも不思議な感
覚でありながら、感動的でもあ
りました。
インタビューでは、薬学部を
選択した経緯から色々とお話い
ただきましたが、第一志望の決

め手の話には驚きました。入試 います。今後とも、ご指導、ご鞭
広報を担当していると、様々な 撻のほど、よろしくお願いいた
シーンで受験生と話す機会があ します。
アドミッションオフィス
りますが、どこで受験生の琴線
結城 祥子
に触れるか分からないものだな
と、我が身を振り返るきっかけ
にもなりました。
高校生にとって、納得のいく
志望校選びが出来たかどうかは、
大学入学後の生活にも、少なか
らず影響すると思っています。
貴重な大学生活を有意義に過ご
せる学生を増やせるよう、これ
からも精進してまいりたいと思
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学内企業説明会の実施について

2017年3月4日（土）、11日（土）、 をスタートできることは学生に
とって大きなメリットになって
18日（土）、4月15日（土）の4回に
います。また、企業によっては、
わたり、学内企業説明会を実施し
最近入社したOB・OGが人事担当
ました。この企画は、就職部（現
者と同行して来学するケースも
学生支援部）が就職活動支援の一
あり、顔なじみの先輩から話を聞
環として、学生と企業の人事担当
者との就職活動の橋渡し、業界 ・ けるという安心感も就活生には
嬉しいことと思います。この学内
企業研究を目的として、約20年前
企業説明会をきっかけとして本
から毎年実施しています。説明会
格的な就職活動を始める学生も
当日に企業ごとにブースを設営
多くなっています。
いただき、学生は興味のある企業
昨年までは2日間で実施してい
のブースへ訪問し、担当者から直
ましたが、今年は実施日を4日間
接説明を受けたり、あるいは質問
するという企画です。実施日程 ・ とし、例年より参加企業を業種ご
とに細かく分けることで、学生が
参加企業数は以下の表のとおり
志望企業の話をよりじっくり聞
です。
けるようにしました。実施後の学
主な参加学生は、就職活動を控
生アンケートでは、
「 じっくり話
えた薬学科5年次生、創薬科学科3
を聞くことができた。
「 少人数な
」
年次生、大学院生修士課程1年次
ので質問しやすかった。
「 現場で
」
生ですが、なかには来年以降に備
働いている薬剤師のナマの声を
えて低学年学生の参加も見られ
聞くことができ参考になった。
」
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 「キャリアプランについて聞くこ
とが出来た。
」等のコメントがあ
した面持ちで企業ブースを訪問
り、非常に好評でした。
し説明に聞き入っていました。毎
経団連の指針等により、昨年同
回参加し、合計で20社以上訪問す
様卒業の1年前の本年3月から企
る学生もみられました。
業の採用情報が解禁され、6月よ
慣れ親しんだ学内で就職活動

り選考活動が開催される予定で
す。一方薬学の傾向として、外資
系企業の採用活動はこれより早
く、また病院は秋以降の採用活動
を行っているところが多く、学生
の就職活動の時期が多様化、また
長期化しています。
このような現状の中で本学で
は、就職強化を目的に4月1日より
キャリアサポートオフィスを設
け、採用に関する情報提供や就職
活動に向けてのガイダンス、面接
練習や履歴書の添削等の従来の
業務に加えて、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
の参加支援等も行っています。学
生諸君には学内の就職支援を有
効に活用して、少しずつ準備を整
えていって欲しいと思います。
最後になりましたが、年度末ま
たは新年度の多忙な時期に、この
ように多くの企業 ・ 病院から来
学して頂けたことに深く感謝申
し上げます。
キャリアサポートオフィス
鈴木 玲弘

参加業界・業種

参加企業数
（計186社）

第1回 3/4（土）治験関連
（CRO・SMO）

14社

第2回 3/11（土）製薬メーカー

52社

第3回 3/18（土）調剤薬局・ドラッグストア・医薬品卸

84社

第4回 3/18（土）化学・食品・化粧品・医療用品・広告

11社

第5回 4/15（土）病院・行政機関
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８号館建設進捗状況

第二新館より見た8号館

かつてのプールの脇の桜

この敷地は、かつて水泳プールと
昨年8月24日
（水）に地鎮祭を挙
テニスコートがあったところで
行しましてから、早や半年が過ぎ
した。ところで、8号館の3階屋上
ました。8号館建設は着々と進ん
に立って北東方向を望むと、なん
でおりまして、4月下旬時点で建
と東京タワーとスカイツリーを
物の床、外壁の工事が終了し、内
同時に見る事が出来ます。低層ビ
部、屋上の仕上げをしている状況
ルなのに、荏原からこの両方を一
です。また、8号館内に設置する
目で見られるとは意外でした。
機器、設備、什器の選定もほぼ完
閑話休題、8号館への引越しが
了しました。現在の所、本年8月
完了した段階で、1号館は65年間
末に建物の引き渡しを受け、機
の任務を終えて、解体することに
器、什器等を据付けて、11月頃に
なります。また8号館建設に伴い、
引越しとなる予定です。
隣接する6号館の外装 ・ 内装を改
1号館が2階建て延床面積661平
造しています。
米 で あ る の に 対 し、8号 館 は3階
建て、延床面積2,352平米と大幅 （生命を繋ぐ） 2016/10の学報に
おいて、プールとテニスコートの
に拡大します。また本学として
間のソメイヨシノを伐採するに
は、動物飼育機能を建設時から織
あたり、その枝を使って、千四百
り込んだ初めての建物となりま
本の挿木を試み、その内の数本
す。その姿をお見せしたいところ
だけが根付いたことを報告しま
ですが、今は工事用の足場と防音
した。その内の1本に、なんと花
幕に覆われています。第二新館の
が咲きました。薬草園スタッフに
7階から見ると、8号館の大体の
よれば、押木した枝に花芽が既に
形が分かるかと思います。写真の
左手前に体育館、右が6号館です。 分化していたために、それが花と

挿木の桜

なったとのことで、押木の場合、
希に起こることだそうです。成長
と言う意味では、花は付けずに葉
を出して大きくなってくれるの
が良いのでしょうが、何故か嬉し
い
「たった2輪の満開」でした。そ
の後は、青々とした葉を付けて成
長しています。
事務局長 田中 弘夫

根付いた挿木の近影

東京タワーとスカイツリー（8号館 屋上より）
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教室紹介

医療薬剤学教室

医療薬剤学教室は、新星館4階
と医薬品研究所3階にあります。
教員は、大西 啓教授、服部喜之
准教授、池内由里講師、川野久美
助教で構成されています。2年前
に旧医療薬剤学教室と旧創剤構
築研究室が統合され、今日に至っ
ています。講義は、新旧カリキュ
ラムが入れかわる中、学部では医
薬品開発と生産のながれ、医薬
品科学Ｉ、DDS、バイオススタ
ティックス、製剤化のサイエンス
II、創薬の現状と規範AB、物理系
実習IIを担当しており、大学院で

教室紹介

は臨床薬剤学特論Iを講義してい
ます。卒論生の配属も新旧課程が
併 存 す る 中、3年 か ら6年 生 の 学
部生が85名います。また、大学院
生4名、研究生1名、研修生3名、専
攻生1名が所属しています。
薬剤学は基礎から応用に至る
幅広い分野ですが、医療薬剤学教
室では、主に製剤やDDSの設計、
開発に取り組んでいます。医薬品
には多くの問題点があり、それら
を改善するために、様々な手法
を試みています。薬剤学・製剤学
が大きな発展をとげ、製剤手法や
DDS技術も進歩してきました。各
スタッフは、それらの学問をベー
スとして薬物の問題点を捉え、そ
れぞれ得意なアプローチをもと
に薬物使用の最適化にチャレン
ジしています。ここ最近では、抗
炎 症 薬 の 高 分 子 プ ロ ド ラ ッ グ、
siRNAの リ ポ プ レ ッ ク ス、 粘 膜

付着性高分子による局所適用製
剤、リポソームによるターゲティ
ン型DDSなどについて論文発表
しています。このように、医療薬
剤学教室は多様性のある研究ス
タンスをとっていますが、個々
には、
「 より深く」を目指していま
す。伝統的な薬剤学と最新のDDS
がドッキングしたような研究室
ですが、それぞれ特色ある研究を
目指して取り組んでいます。
薬学系大学は優れた薬剤師や
薬学研究者を輩出する使命があ
りますが、当研究室は、医療人お
よび研究者のいずれの道にも通
用するような人材育成を考えて
います。
「 スペシャリストであり
ながらジェネラリストでもある」
をモットーに、日夜、教育 ・ 研究
に努力を続けています。
教授 大西 啓

生体分子有機化学研究室

生体分子有機化学研究室は医
薬品化学研究所2階にあります。8
年前に津吹が主宰し、矢ノ下講師
並びに小川助教とともにスター
トいたしました。その後、スタッ
フが入れ替わり、下川助教、横江
助教、上森助教、高橋
（万）
らが加
わり、現在は津吹、高橋
（万）
講師
及び横江助教の3名で研究室運営
にあたっております。恩師であり
ます亀谷哲治元学長（故人）が開
設された当研究所に12年ぶり戻
り、教育研究に携わる機会に恵ま
れたことをたいへん光栄に存じ
ております。
研究室には、専攻生1名、薬学
専攻博士課程の学生2名、卒論生
と し て6年 生14名、5年 生8名、4
年生6名、そして今春から新カリ
キュラムに対応した3年生14名が
所属しています。研究面では客員

講師として齋藤節先生にご協力
を仰いでおります。講義及び実習
は、有機化学ⅢA（2年前期）
、合
成化学
（4年前期）
、医薬品科学Ⅱ
（4年後期）
、化学系実習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。
薬学における化学は、クスリの
構造情報から物理化学的な性質
を読み取り、患者に応じてクス
リの適正使用を推進する役割を
担っています。他の医療スッタフ
からクスリの専門家である薬剤
師に期待されるところもこの能
力です。ヒトもクスリも有機化合
物であり、薬理作用の発現は、標
的部位における生体のタンパク
質などの高分子と主に低分子で
あるクスリとの相互作用により
引き起こされます。この相互作用
を分子レベルで理解する際に化
学は非常に有用な手段といえま
す。当研究室では、化学構造式を
読み取ることでクスリをより深
く理解し適正に使用できる薬剤
師の育成や、核酸やタンパク質な
どの生体高分子と特異的に作用
する化合物
（バイオプローブ）を

−32−

開発できるメディシナルケミス
トの養成を目指しています。
現在の研究テーマは、パンデ
ミックが危惧されるインフルエ
ンザや地球温暖化でクローズ
アップされたデング熱などの感
染症、さらにグローバルな課題で
あるマラリア等の疾患に対する
治療薬の開発を進めています。ま
た、有用な新規反応の開発とその
有用物質への展開もしています。
いずれのテーマも実際に自らの
手で機能性小分子の合成を進め、
その生物活性に関しては複数の
他研究機関との共同研究により
測定し、その結果をフィードバッ
クして構造活性相関研究を進め
ています。
研究発表の場を定期的に設け
て医薬分子に関する理解度を深
めるとともに、他の分野の研究者
との交流を積極的に進めていま
す。他大学からの学生・大学院生
も受け入れているので、人的交流
も盛んに行われています。当研究
室では主体性をもって
「創造する
喜び」を育めるような研究体制で
教育研究をすすめております。
教授 津吹 政可

星薬科大学報第85号
（平成29年4月）

教室紹介

生化学教室

きに亘る本教室の歴史を紐解き
ましても、様々な生体物質の研究
を通して生命現象の解明に取り
組んできたことがわかります。こ
の精神を継ぐべく、私たちは糖質
と酵素を対象とした創薬研究に
取り組んでいます。
生化学教室の研究室は新星館5
栄養素としての印象が強い糖
階にあり、東伸昭
（昨年10月に東
質ですが、糖質は身体を構築する
大院薬より赴任 ・ 教授）
、高橋勝
材料でもあり、個体多様性を表現
彦
（本年4月に衛生化学教室より
し、生体応答を調節する機能分子
配置換 ・ 准教授）の2名で運営し
でもあります。ヒアルロン酸・ヘ
ています。生化学I・生化学II・食
パリン ・ ABO血液型抗原などの
生活と保健衛生 ・ 薬学英語IIA/
が、その機能を表していま
IIBの講義、物理系実習I ・ 生物系 「糖質」
実習Iの実習、薬学特別演習I ・ II、 す。癌転移や炎症性疾患など細胞
移動を伴う疾患の局面で特定の
大学院講義として基盤薬学特論
糖質が酵素によって切られるこ
III を担当しています。本年度に
と、生じた糖の断片自体が異常を
なってメンバーが倍増し、現在6
年 生10名、5年 生4名、4年 生6名、 知らせるアラート分子であるこ
とがわかってきました。癌の転移
3年生9名が所属しています。
と悪性化 ・ 炎症性疾患 ・ 感染な
生化学は身体を構成する物質
どの課題に対し、糖質とその切断
のはたらきを通じて生命現象を
酵素に着目して創薬の種を探し
化学的に理解する学問であり、長

教室紹介

出し、診断と治療に役立つように
育てていく所存です。
高橋准教授が加わって、学生に
とってのチュートリアル機能が
大幅にアップしました。糖質や酵
素の機能から、胎盤形成・骨粗鬆
症 ・ 生活習慣病などへ展開する
新たな研究を計画中です。研究活
動は教育の一環でもあります。在
籍生には、研究テーマをやり遂げ
ることで経験に裏打ちされた自
信をもつこと、将来の様々な職務
の場面で的確な助言 ・ 指導がで
きる人材に成長することを目指
してほしいと思います。
教授 東 伸昭

機能形態学研究室

機能形態学研究室は医薬品化
学研究所4階にあります。教員は、
小林恒雄教授、松本貴之講師、田
口久美子助教の3名で運営してい
ます。講義及び実習は、機能形態
学Ⅰ（1年前期）、機能形態学Ⅱ（1
年後期）
、消化器代謝系集中講義
（6年前期）、循環器内分泌系集中
講義（6年前期）、バイオスタティ
スティクス（4年後期）
、研究入門
（1年前期）、生物学実習Ⅲ（2年後
期）
、及び病態解析学Ⅱ
（大学院）
を担当しています。現在の学生
は、大学院生5名
（修士課程）、薬
学科58名（3年、4年、5年、6年生）
、

創薬科学科6名
（3、4年生）が所属
しています。
研究室のテーマは、平成5年の
研究室開設からの
「生活習慣病病
態時における血管障害のメカニ
ズムの解明ならびにその治療法
の確立」を中心に進めています。
約20年に渡る研究の結果、様々な
薬物・栄養食品において、これま
で明らかとされていなかった血
管における新規治療方法を分子
レベルから生体レベルまで多数
見出すことに成功しています。更
に、血管障害の解明だけではな
く、老化、肥満、糖尿病によって
生じる各種臓器の機能低下の発
症 ・ 進展メカニズムを考える際
に、臓器組織に通じる血管の機能
低下、血流の低下に着目し、微小
循環の観点からも研究を行って
います。この様な研究は、教員、
学生とも国内外の学会、海外の一
流誌に論文発表するという小さ
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なゴールではありますが、目標に
向かうことによって進め、実際、
日本薬学会第137回年会
（2017年）
においては、当研究室の歴代で最
も多い13演題を発表することが
出来ました。
学会発表に際して、練習では教
員を不安にさせている学生が、本
番では堂々として発表、質問に答
え、学生の成長が見て取れます。
当研究室は、学生も教員も常に成
長することを目的にし、薬学部な
らではの
“思いやり”のある医療
人の育成、社会貢献ができる
“前
に”進む研究を目指したいと思い
ます。
教授 小林 恒雄

星薬科大学報第85号（平成29年4月）

学長室だより

＜第 6 話

星薬の春＞

ごきげんよう。星薬科大学学長
室です。第６話は
「星薬の春」をお
届けします。
4月、満開の桜が散りゆくころ、
いつの間にか銀杏並木には柔ら
かな緑の小さな小さな銀杏の葉
が芽吹いてきます。そんなシー
スルーの銀杏並木もみるみる萌
える新緑に包まれ、花々は咲き誇
り、薬草園のアズマヒキガエルの
おたまじゃくしが何百匹も卵か
らかえります。
「星薬の春」
です。
満開の桜並木

シースルーの銀杏並木

ヤクヨウサルビア

後ろ足が出てきた
アズマヒキガエルのおたまじゃくし

シャクヤク

＜アズマヒキガエル＞
じ せん

（強心ステ
目の後ろにある耳腺に毒
ロイド：ブフォトキシン）
を持ってい
て、ヘビなどに噛まれると、耳腺が圧
迫されて毒が分泌されることによっ
て身を守ります。
ブフォトキシン類は有毒植物とし
てよく知られるジギタリス
（本学薬用
植物園でも栽培）などの有毒成分
（ジ
ギトキシン）とほとんど同じ化学構造
をしており、毒の作用機序も同じで
す。
2年ほど経ったアズマヒキガエル
（乾燥に強く繁殖期以外はほとんど水に入らず
薬草園の木々の根本に生息しています）

ハナビシソウ（花菱草）

学長秘書
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渡邊

明美
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ダンス部
皆さんこんにちは！ダンス部
です！
ダンス部は男子12人、女子69人
の計81人という大人数で活動し
ております。
活動場所は主に卓球場で、休み
時間や放課後などを使って何時
でも自由に踊っています。
部長の自分は大学に入ってか
らダンスを始めましたが、ダンス
が大好きな仲間たちと自由に楽
しく踊れて、とても充実した日々
を送っています！
また、週一で有名な外部の講師
によるレッスンも行われている
ため、自分の能力向上にもつなげ
ることができます。
自分は、
“LOCK”というジャン
ルのダンスをやっていたのです
が、 他 に も“HIPHOP”
“POP”
、
、
“GIRLS”、
“ JAZZ”、
“ HOUSE”、
“BREAK”、
“JAZZHIPHOP”な ど
様々なジャンルがあり、自分に
合ったジャンルのダンスを学ぶ
ことができます。夏に行われる合
宿では、他のジャンルのダンスを
学べることもできるため、試し
てみたいジャンルも“自由に楽し

く”
踊れます！
主な行事としては、4月に行わ
れる新歓公演、6月に行われる6
月 公 演、10月 に は 薬 祭 公 演、12
月にはクリスマス公演と年に4回
公演を行っており、夏には夏季合
宿があります。公演が近くなると
いつも以上にみんな真剣にダン
スに取り組んでおり、リハーサル
を繰り返しながら部員全員が本
番で最高のパフォーマンスがで
きるように努めています。その一
方合宿や飲み会などダンス以外
のイベントも充実しております。
こういったONとOFFがはっきり
している部活なので緩すぎず厳
しすぎない適度な環境で部活動
をしております。
また、星薬ダンス部は医歯薬の
大学を中心とした
“UDM”という
ダンス団体に加盟しており、イベ
ントも学内の公演に比べてとて
も大規模であるため部員の中で
は参加している人が多いです。こ
ういった外部のイベントに参加
することで他大学との交流を深
める機会もあるので、学内に限ら
ずいろんな人ともダンスを通じ
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て接することができます。
部活は3年生の10月末にある薬
祭公演をもって引退となります。
薬祭公演は外部からお客さんが
見に来るため一年を通じて一番
気合の入った公演になっていま
す。だからダンス部をよく知りた
いのなら是非薬祭公演をご覧い
ただけたらなと思います。
最後になりますが、ダンス部は
どんな人も歓迎です！ダンスを
やったことがないけどやってみ
たいと思っている人、本当はやり
たいと思っていても自分にはセ
ンスがないからと言って諦めて
しまった人、大学でもダンスをや
りたい人など老若男女問わずダ
ンス部は歓迎しております！ダ
ンス部の良い点として他の部活
に比べて上下関係があまりはっ
きりしてないこともあるため、学
年関係なくコミュニケーション
を深められます。
部員一同、これからも「自由に
楽しく」活動を続けていく所存な
のでこれからもダンス部をよろ
しくお願いいたします。
ダンス部 部長 大田 悠人

星薬科大学報第85号
（平成29年4月）

漢方研究部
こんにちは、漢方研究部です！
現在、漢方研究部の部員は一年
生23人、二年生18人、三年生21人
の62人で活動しています。
漢方研究部は、土曜日の午前中
に行われる勉強会で、漢方につい
ての知識を先輩方から学んでい
ます。漢方といっても、漢方薬の
処方だけではなく、一つ一つの原
料である単味や、漢方の考え方、
最近では薬膳料理や薬酒といっ
たものまで様々なことを勉強会
内で扱っています。この勉強会で
学ぶ内容の多くは、薬学部生とし
て授業や実習などでも使われる
ことがあり、学生生活をより深め
る意味もあり部員一同真剣に取
り組んでいます。
10月 か ら11月 に か け て は、 星
薬祭や全国漢方研究部連盟（全漢
連）への参加をしています。星薬
祭では、日頃学んでいる知識を
いかせるような漢方薬を使った
料理の提供と、前期期間中に各学
年でテーマを決めまとめたパネ
ル展示を行っています。全漢連で

は、他の私立大学薬学部の漢方研
究部と協力し、各学校の特色の出
るような発表をしています。全漢
連で発表する内容は、毎年二年生
と三年生がそれぞれテーマを出
しあい、学年内で文献調査や実験
等を行って決めています。
近年では、漢方研究部は学内
及び全漢連にての活動がメイン
でしたが、昨年度より他大学と
の合同勉強会に向けての準備を
始めています。漢方を学んでいく
上で、薬学部のみならず医学部生
や、実際に漢方薬局で働いている
薬剤師の方、鍼灸師の方など様々
な方々との意見交換を通してよ
り一層の知識を付けるとともに、
学外交流の幅を広げていこうと
いう試みです。
勉強会等のみならず、漢方研究
部では夏合宿や学年ごとの親睦
会などを行い、部員の結束を高め
る活動もしています。夏合宿で
は、普段の勉強から一歩離れて、
バーベキューや花火、流しそうめ
んなどを行うことで部員同士の
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新しい一面の発見をするととも
に、共に学ぶ仲間としての絆を深
めあっています。
漢方研究部は、勉強ももちろん
のこと、親睦を多く行っているた
め仲の良い雰囲気となっていま
す。勉強をしていくなかでの文献
の読み込みや、発表資料作成など
で難しさを感じることはありま
すが、部員同士での協力をし合い
ながらより深めるためにはどう
したらいいかを日々話し合いな
がら活動をしているため、学ぶ力
や表現する力を養う経験にもな
ります。漢方に興味がある方、大
学での授業をより深めていきた
い方は是非7号館3階までお越し
ください。
最後になりますが、漢方研究
部は顧問の先生をはじめとして、
OB、OGの方々や他大学、家族や
友人などの様々な方の協力によ
り活動をしています。皆様への感
謝の気持ちを大事にし、日々精進
をしていきたいと思っています。
漢方研究部 部長 木村 真也
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