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星薬科大学報第86号
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平成29年度 創立記念日記念式典の挙行

星薬科大学は、創始者 ・ 星一
事長 ・ 故大谷幸吉氏から寄せら
先生が星製薬社内に教育部門を
れた奨学寄附金を基に、本学の研
設けたとき
（1911年）を そ の 始 ま
究振興に資する目的で1998年に
りとし、本年は創立106周年を迎
制定されました。助成金は、教員
え、5月18日に創立記念式典が挙
に授与する研究奨励金と大学院
行されました。なお、創立記念日
生に授与する特別奨励賞からな
は1922年5月18日に伏見宮博恭殿
りまして、本年は、横江弘雅助教、
下が星製薬商業学校（当時）に台
田口久美子助教、濱田祐輔君
（ポ
臨されたことを記念して定めら
スト・ドクター）
、北岡諭君
（博士
れました。
課程4年）
に授与されました。
星薬科大学特製白衣授与
今回の記念式典は午後1時30分 （テーオーシー・大谷奨学生表彰）
よりメインホールにて行われ、教
本奨学制度は、本学理事長・大
職員、学部学生、大学院生ほか、 谷卓男氏及び同氏が代表取締役 （学長賞授与）
約8百名の列席の下、大谷理事長
を務める株式会社テーオーシー
学長賞は、学業の研鑽に励み、
挨拶、田中学長挨拶、杉山副学長
から寄せられた奨学寄附金を基
その結果、学会等から評価を受け
報告に続き、表彰が行われまし
に、学術研究の推進と産業界に貢
た者又は特に優れた学業成績を
た。
献する人材を育成 ・ 輩出するこ
上げた者を表彰する制度です。本
（名誉教授称号授与）
とを目的として、本学大学院生に
年は高村宏平君
（薬学科6年）、中
本年3月に退職された高山幸三
交付されるものです。本年は5名
浜萌さん
（薬学科5年）の二名が表
先生に名誉教授が授与されまし
の大学院生諸君がその栄に浴し
彰されました。
た。
ました。
式典の後、創立記念講演、また
（永年勤続者表彰）
（星薬科大学特製白衣授与）
品川区共催の星薬科大学公開講
勤続20年間を超えた職員に永
本学の学部生及び大学院生が
座
「先端科学創造シンポジウム」
年勤続表彰が授与されます。今年
学会で優秀発表賞を受賞するな
として、大阪大学産業科学研究所
は辻勉教授、香川博隆准教授、塚
ど顕著な活躍があった時に、大学
教授 ・ 関谷毅先生から、
「 会話を
田智也課長補佐が表彰されまし
からの褒賞として、校章と受賞者
超えるコミュニケーション・シー
た。
の名前が入った特製白衣が送ら
ト型脳波センサーによる感情の
（大谷記念研究助成金授与）
れます。今回は10名の諸君に授与
可視化と社会実装」と題してご講
大谷研究助成金は、本学名誉理
されました。
演を頂きました。
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創立記念式典 理事長挨拶

学校法人星薬科大学理事長

本日、創立記念式典を開催する 「物品に親切になれ」
「 時間に親切
に当たり、一言ご挨拶申し上げま
なれ」
「 学問に親切なれ」
「 金銭に
す。まず、創立者である星一先生
親切なれ」
「親切は平和なり、繁栄
に、本学を代表して心より感謝と
なり、向上なり」
と説かれました。
尊敬の念を捧げたいと存じます。
本日の創立記念式典に当たり、本
本学は、1911年、明治44年に星
学にとって創立者のこの建学の
製薬株式会社の教育部門として
精神は普遍であるということを、
スタートしました。伏見宮博恭殿
改めて申し上げたく存じます。
下が初めて星製薬商業学校に台
我が国は、歴史的にかつてない
臨された1922年、大正11年5月18
ほどの高齢化社会を迎えていま
日を記念して、星薬科大学専門学
す。また世界に目を向ければ、国
校の創立記念日が制定されてい
と国との激烈な競争、すなわちグ
ます。
ローバルな競争が激化している
本学は、今年、設立106周年を
のです。例えば、医療の現場や薬
迎えますが、星一先生は「世界に
品の開発現場に目を向けても、大
奉 仕 す る 人 材 の 揺 籃」、
「親切第
変なスピードで変化 ・ 進歩して
一」を教育方針に掲げ、本学の基
いることを見て取ることができ、
礎を築かれました。また、
「日本は
開発競争が激化しているという
世界一の製薬国になりうる国で
ことは、皆様もご存じかと思いま
ある。薬は文化の母であるから日
す。
本は世界一の良い薬を作り、これ
この競争の中で生き延びてい
を世界に供給していくことが、日
く、勝ち抜いていくということ、
本の文化的使命である。」と考え
また社会環境の大きな変化の中
られ、こうした信念を成就するた
でも明日をつくっていくという
めには人材育成、すなわち人を育
ことが、我が国にとって何よりも
てるということが大切であると
必要なことであります。そのため
し、
「 世界に奉仕する人材育成の
に、世界に奉仕する人材を数多く
揺籃」を建学の精神とする星薬科
輩出していくことによって、世界
大学の礎をつくられました。
のお役に立つことが、本学にとっ
星一先生は本学の基本理念と
て最大の使命となっております。
して
「親切第一」を掲げ、
「 自己に
本学から社会に、そして世界に
親切なれ」
「 何人にも親切になれ」 羽ばたいていく学生の皆さんが、
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卓男

一人一人、親切第一の教えを胸
に、世のため、人のため、自らの
ために役に立てる人となり、世界
をリードする素晴らしい人材が
本学から生まれることこそ、私共
一同、そして星一先生の願いであ
ります。
これからも星一先生の建学の
精神は普遍であり、世界をリード
していくことのできる人材育成
を本学の使命として、引き続き邁
進していきたく存じます。
最後に、本学を支えていただい
ている教職員の皆様、そしてこれ
まで本学をこの地位まで高めて
いただいた諸先輩の皆様、及び関
係者の皆様に、厚く御礼を申し上
げるとともに、感謝の意を表しま
す。私共一同、本学の発展に向け、
誠心誠意努めてまいりますので、
皆様からのご尽力、ご支援、ご協
力をお願い申し上げます。
不変のものは不変として守り
つつも、世の中の大きな変化に
伴って、変えていかなければなら
ないこと、変わらなければなら
ないことは変えていく、この2点
を心に刻んで勉学に励んでいた
だきたいと存じます。学生の皆さ
んが、本学の建学の精神を社会で
活かせる人材となることを、切に
願っております。

星薬科大学報第86号
（平成29年10月）

2017年の創立記念日に思う

本日、106年目の創立記念日を
新入生311名、在校生1508名、大
学院学生63名、合計1982名と教職
員、本学に関係する多くの人達と
ともに迎えることが出来、心より
感謝申し上げます。1911年、星一
先生が志をもって創設されまし
た現在の星薬科大学は星一先生
の定められました建学の精神を
継承し、少しずつ、着実に発展し
てきたように思います。
特に戦後の復興は欧米先進諸
国技術の模倣から始まり、急速な
発展を遂げてまいりました。非常
に技術の差のあるときには模倣
により技術を導入するのが最も
効率の良いことは歴史が明らか
にしております。しかし、大学で
やるべき研究は何時までも欧米
追随型の研究では資源の乏しい
わが国では将来の展望が開けて

星薬科大学学長

はいきませんし、本学の建学の精
神である
「世界に奉仕する人材育
成の揺籃」を実践する場でもあり
ません。
生命科学研究において最近の
偉大なる研究は、自然の大原則と
して考えだされた公知を否定す
るような新しい発見が多くみら
れます。私が大学院の学生の頃発
表 さ れ、1975年 に ノ ー ベ ル 賞 を
獲得した、テミンとバルチモア、
その陰で実際に研究した水谷博
士、その後、チェックはリボザイ
ム を、1997年 に ノ ー ベ ル 賞 を 受
賞したブルジナーはプリオンタ
ンパクを発見し、核酸の無い病原
体はないとの定説を打ち破った
のです。これらの発見は自然界に
おいて普遍的に考えられた一般
的に非常に重要なことでも例外
が存在し、その例外が大変重要な
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田中

隆治

働きを成すことを見出してきた
のです。
ここで重要なことは研究上、ま
た、ごく一般的な行いの中でも、
偶然に見つけ出された小さなこ
とでも、その現象が持つ真の意味
を即座に認識し、興味を持つ心の
準備が科学を志す者には必要だ
と思うのです。小さな発見でもそ
れに気づき、そこから全く違っ
た発見を導き出す知恵が科学を
志す者には必要だと思うのです。
星一先生が100年前、苦しい中
から、社会の環境に負けず、植物
性アルカロイドの工業生産を成
功させ、多くの世界の人々の健康
維持に貢献されたことを思い起
こし、心を新たにして、本学の伝
統を守るべく、新しいことに挑戦
し続けることを祈念し、創立記念
日の挨拶といたします。

星薬科大学報第86号（平成29年10月）

平成28年度の事業概要について

星薬科大学副学長

平成28年度は、大きく11の新規事
2つ目の事業は、老朽化した1号館
業と、12の継続事業を実施いたしま
の代替施設として、研究の質的向上
した。本日は、これらのうち、主要
のために、8号館の建設を開始しま
な事業についてのみ、概要を述べて
した。本施設の運用開始は、平成29
参ります。
年11月を予定しています。
1つ 目 の 事 業 は、
「星薬科大学ビ
3つ目の事業は、学生支援活動の
ジョン2025 ～ 2030」を具現化するた
強化です。本事業に関しては、以下
めの計画の推進です。本事業につき
の5つを実施しました。1）本館3階の
ましては、研究推進体制の強化、教
旧星一記念室（102㎡）を自習室に変
育の質の向上、グローバル化及び大
更し、座席48席分を増設しました。
学間連携の推進、業務の改善 ・ 効率
2）百年記念館の学生ホール ・ 講義
化とガバナンスの強化、安全・防災・ 室において、無線LANの試行を開始
リスクマネジメント・情報セキュリ
し、インターネット ・ HOSHIMAIL
ティー対策の推進等を実施いたしま （WebMail）・ HoLSが利用できるよ
した。具体的には、1）若手を育成す
うにしました。3）300席級の大講義
るためにポスト・ドクター制度の見
室である新星館202 ・ 203講義室、百
直し、2）研究業績の英語による発
年記念館C21 ・ C22のモニターを大
信、3）
成績が下位の学生への対策及
型化し、併せてプロジェクターを高
び薬剤師国家試験の合格率の向上を
輝度化し、後方席でも見易くしまし
目的に特任助手1名の採用、4）薬学
た。4）プロジェクター信号を別室に
教育評価への対応
（本事業に関しま
送りサテライト教室として使えるよ
しては、本学薬学部薬学科（6年制薬
うに改造しました。5）本館メイン
学教育プログラム）は、同機構が定
ホールにおいても、スクリーンを大
める
「薬学教育評価 評価基準」に適
型化し、後方席でもスライドを視認
合していると認定されました。認定
しやすくしました。
の期間は、2024（平成36）年3月31日
4つ目の事業は、科研費等外部資
までです。
）
、5）
実習・演習の補助の
金獲得への取り組みです。平成28年
ためのスチューデント・アシスタン
度科学研究費助成事業の新規採択件
ト（SA）制度の規程化、6）教育改革
数は10件、採択率19.6％（平成27年
に関するFDワークショップの開催、 度新規採択率29.6％）でした。平成28
7）
インドネシア・アイルランガ大学
年度私立大学等改革総合支援事業に
との覚書改訂、電気通信大学との学
ついては、本学は4タイプのうち3タ
術連携交流協定締結、星薬科大学大
イプに申請し、タイプ1（教育の質
学院薬学研究科と大阪府立大学大学
転換）及びタイプ3（産業界・他大学
院生命環境科学研究科との間におけ
等との連携）に選定されました。平
る特別研究学生交流協定の締結、8） 成28年度は、企業等と新規に、8件
学生部と就職部を統合した学生支援
の受託研究契約及び3件の共同研究
部を発足させ、業務の効率化、学生
契約を締結しました。
サービスの向上を図るための取組み
5つ目の事業は、大学基準協会に
を開始、9)図書館業務の一部外部委
よる平成29年度大学評価を受審する
託の実施、10)コンプライアンスの
ため、大学基準協会評価ワーキング
徹底、ガバナンスの強化等の観点か
グループを中心に申請書類を作成
ら、職員等の採用、更新手続きの明
し、教授会、星薬科大学大学評価委
確化、厳格化、11）国際交流を推進
員会、理事会の議を経て、同協会に
する過程において発生する様々危機
平成29年3月末に提出しました。な
に迅速に対処するためマニュアルの
お、大学基準協会による審査は、平
策定等を行いました。
成29年9月末ヒアリングが実施され、
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杉山

清

30年3月末に審査結果が発表される
運びとなっています。
その他の新規事業は、人事評価制
度の充実と着実な運用です。本事業
に つ き ま し て は、26年4月1日 付 け
で導入された人事評価制度につい
て、平成28年度からは、本格的に実
施し、人事評価を処遇へ反映させま
した。また、
「建学の精神、教育理念
及び教育目的」を見直し、教育理念
である「親切第一」に解説を加えると
共に、学則に定めている薬学部、薬
学研究科等の教育研究目的を「教育
目的」の中に明記しました。さらに、
ディプロマポリシー、カリキュラム
ポリシー、アドミッションポリシー
の見直し、大学内の各種委員会組織
の再編、しながわ大学連携推進協議
会の設立等を行いました。
継続事業といたしましては、病
院・薬局・地域薬剤師会との連携強
化、医薬連携の推進、国際交流の推
進、先端生命科学研究所の推進、産
官学連携の推進、補助事業に係る研
究の推進、入試広報活動の強化、高
大連携の推進、学生支援活動の強
化、星薬科大学生涯研修認定制度の
強化拡充、知的財産活用の調査検討
等を実施いたしました。この中で、
先端生命科学研究所に新たに寄附講
座（応用医療情報研究室）を設置しま
した。
以上、平成28年度の事業概要を、
ご報告申し上げましたが、本学は、
目下、
「 星薬科大学ビジョン2025 ～
2030」を掲げ、ビジョン達成のため
に、一丸となって邁進しているとこ
ろであります。今のところ、おおむ
ね順調に推移しているものと思われ
ますが、平成29年度も、薬学科にお
ける国家試験の合格率の向上、創薬
科学科における特色のある教育体制
の構築、研究推進体制のさらなる強
化等を重点課題として掲げ、教育や
研究のさらなる充実を図る計画でお
ります。

星薬科大学報第86号
（平成29年10月）

創立記念式典記念講演の開催

大阪大学産業科学研究所教授

関谷

毅

Researcher（高被引用論文著者）
」 ようとしています。特に脳波は、
医療における最も大きな喫緊の
“世界で影響力を持つ科学者”に
課題である認知症の早期発見の、
選ばれています。2015年には文部
明確な指標の１つとなると期待
科 学 大 臣 若 手 科 学 者 賞、2016年
されています。関谷毅先生は、こ
には日本学術振興会賞を受賞さ
の脳波センサーの臨床での実装
れ、日経ビジネス
「次代を創る100
の実現に向けて、ホームセキュリ
人」に選出されるなど、48を超え
ティー会社のシステムへの組み
る受賞歴をもっておられます。
関谷毅先生の前所属先である、 込みについても取り組みを開始
されており、すぐにでも利用が可
東京大学工学系研究科の染谷研
能になりそうです。また、この脳
究室は、
「 有機トランジスタ ・ ラ
関谷 毅 先生
波センサーシステムの精度が高
ボ」と自称し、世界最軽量、世界
いことも、大きな期待を集めてい
最薄の柔らかい集積回路、有機
平成29年5月18日
（木）
、本館メ
る理由の１つです。額に張り付け
LED、太陽電池等を開発している
インホールにおきまして、品川
研究室です。今回のご講演では、 た脳波センサーには、多様なシグ
区との共催による星薬科大学公
ナルが流れ込んでくることから、
この流れを汲んだシート型脳波
開講座「先端科学創造シンポジウ
これらを取り除くノイズ除去の
ム」講演会シリーズ
〈21〉として、 センサーの実用化への試みにつ
手法が確立できたことが、研究開
いて紹介されました。
大阪大学産業科学研究所教授
発の展開に大きく寄与していま
センサーというと、工学系の印
関谷毅先生に、
「 会話を超えるコ
す。
象があり、薬学に生きる我々には
ミュニケーション」～シート型
また関谷毅先生の開発したこ
縁遠いイメージが浮かびます。し
脳波センサーによる感情の可視
の脳波センサーは、妊婦や胎児の
かしながら、これからの臨床の現
化と社会実装～をテーマに講演
脳波センサーとしてや、いわゆる
場においては、非常に大きな活用
していただきました。品川区民39
ウソ発見器的な利用も可能とい
展開が期待されています。
名の皆様をはじめ、約730名の学
うことで、多様な用途への展開が
現在、研究や臨床の場で使用さ
部生と、大学院生、本学役員、教
期待されています。
れている脳波センサーは数十ｋ
職員、同窓生らが参加し、拝聴い
脳波センサーというと、直接的
ｇもあり、価格も数千万円もする
たしました。
には医師、看護師そして介護士に
ものですが、関谷毅先生の開発し
本年の講師である関谷毅先生
つながるものと思われるかもし
た脳波センサーは約20ｇ、価格も
は、新進気鋭の若手研究者です
れません。しかしながら、これか
3000円程度と大幅に軽量化、低価
が、既に輝かしい経歴をもってお
らの薬剤師は臨床の現場に出て
格化および装着の簡素化を実現
ら れ ま す。2003年 に 東 京 大 学 大
活躍することが要求される可能
し、精度も維持されているという
学院工学系研究科物理工学専攻
性が高く、将来関谷毅先生の開発
画期的なものです。
博士課程を特例短縮修了され、博
した脳波センサーを、本学の学生
士号を取得されています。すぐに
たちが薬剤師として手にする時
助手として同研究科に勤務され、
が来るかもしれません。
2007年 に は 助 教、2010年 に は 講
研究大学を目指す星薬科大学
師、翌2011年に准教授へと昇格さ
の教員・研究者にとりまして、関
れています。そして2014年に、大
谷毅先生の医療のニーズを的確
阪大学産業科学研究所の教授に
に捉えたアイデアと発展 ・ 展開
就任され、現在に至っています。
を考案する力量、強力な研究推進
この間、多くの賞を受賞され
力に学び、心を新たにして研究と
て い ま す。2009、2010年 に は、
教育に取り組もうという意欲を
IEEE Paul Rappaport Award
発熱した時に使用する冷却
かき立てられる講演でした。
を、2015年 に は 丸 文 研 究 奨 励
シートと同じ感覚で使用できる
賞、中谷医工計測技術振興財団
とのことで、この軽量化、低価格
奨励賞をそれぞれ受賞され、ト
化および装着の簡素化によって、 イノベーションセンター地域連携室長
ムソン ・ ロイター「Highly Cited
適用用途の大幅な拡大が図られ （薬品製造化学教室 教授）杉田 和幸
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大学院入学式 学長告辞

星薬科大学学長

田中

隆治

Prize winning chemists such as
Frizt Haber. This spirit remains
unflagging up to the present day
in our university.
Hoshi University has
established a strong presence
as one of the most prestigious
private pharmaceutical
universities in Japan.

Good afternoon everyone.
My name is Takaharu Tanaka,
President of Hoshi University.
First of all, I am very pleased
and honored to accept four
students for master’s course
of our university from China
and three students for doctor’s
course from Indonesia and Japan.
I would like to extend a hearty
welcome to new members from
China and Indonesia.
Especially, 浙江工業大学 of
China is very valuable and
friendly university to me. In 浙
江工業大学, I have many friends
and have collaborated with
many professors for a long time,
developing many products for
the Japanese market and the
Chinese market.
President Emeritus of 浙 江 工
業大学, Prof. 沈 寅初 is a good
friend, a good science partner,
and my teacher for microbiology
now.
Today is an exciting day for
all of us because new students
with lots of energy and fresh
ideas have come to study with
us. Hoshi University has a
very friendly and cooperative

atmosphere, so please don’t
hesitate to consult with the
faculty members to seek advice
on how to do your research well.
Finally, let me introduce Hoshi
University briefly.
Hoshi University is a
pharmacy-oriented school, and
takes its name from its founder,
Hajime Hoshi, who was the
first in Japan to succeed in the
industrial production of the
important plant-derived alkaloids
such as morphine, cocaine,
quinine and atropine.
Dr. Hoshi founded Hoshi
Pharmaceutical Company in
1911, including an academic
department that served as a
precursor of Hoshi University.
In that time, Dr. Hoshi set the
school spirit aiming to become
“a cradle for the education of
people committed to serving the
world.”This spirit and his efforts
were realized at the end of the
World War I. He supported
the suffering world of German
science by making a generous
donation, which had made
Japan stand out in particular.
His support paved the way to
many scientists, including Nobel
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I am proud that Hoshi
University is a leading university
for research and education.
I believe that a university
can fulfill its important roles,
including succession and creation
of knowledge, only when both
education and research are
present like the two wheels of a
cart.
Hoshi University is renowned
for its traditional notable basic
research achievements among
private universities in Japan.
In this sense, we have already
established the foundation
as a university for research
and education. I believe Hoshi
University is the number
one private pharmaceutical
university in Japan.
I hope you will enjoy your
campus life, make many friends
while staying in university,
and learn so much about the
Japanese history and culture.
Please take good care of
yourself and enjoy Tokyo life.
Thank you so much.
（今年度より大学院秋入学の制度
が開始され、10月2日に入学式が
挙行されました）

星薬科大学報第86号
（平成29年10月）

8号館竣工記念会の開催

老朽化した1号館の建替えとし
て、8号館の建設を行ってまいり
ました。昨年8月24日に地鎮祭を
挙行して以来、約1年間を経て予
定通り竣工いたしました。3階建
て、延床面積2,350平米の真っ白な
建物に仕上がりまして、隣の6号
館もこの機会に外壁を白く塗り
直しましたので、周辺は見違える
ようになりました。
建物自体の完成により、8月31
日 に 引 き 渡 し が あ り、9月4日 に
竣工記念会を開催しました。当日
は、施主の本学からは大谷理事
長、田中学長はじめ、関係教職員
約30名が参列し、施工業者からは
設計監理を担当した株式会社プ
ランテック総合計画事務所の大

江会長・来海社長、建築工事を担
当した北野建設株式会社の北野
社長、電気設備工事を担当した株
式会社関電工の後藤会長、機械設
備工事を担当した株式会社朝日
工業社の高橋専務はじめ、実際の
建設に携わった皆様、約30名の
方々のご出席を戴きました。
さて当日ですが、午前10時30分
に、8号館前で関係者の集合写真
撮影を行ったのち、百年記念館1
階ラウンジにて竣工記念会を開
きました。普通の竣工式では、参
列者に建物を内覧頂くのですが、
建屋内のクリーンルーム化を始
めたので、内覧無しの記念会とな
りました。記念会では、施主を代
表して大谷理事長から挨拶、設計

−7−

監理のプランテック社から建物
の概要説明がありました。施主か
ら建設に参画した4社に感謝状を
贈呈し、建設業者を代表して、プ
ランテック大江会長、北野建設北
野社長から謝辞を戴きました。そ
の後、田中学長の音頭で杯を挙げ
ました。
8号館はこれで完成したわけで
はありません。若干の残工事もあ
りますし、建屋内に研究設備、機
器、什器などを据え付けて、完成
は11月を予定しております。学内
の皆さんには今しばらく工事の
ご迷惑をお掛けしますが、ご協力
をお願いいたします。
事務局長 田中 弘夫

星薬科大学報第86号（平成29年10月）

薬学教育と薬剤師国家試験対策
6年制における薬学教育
6年制薬学部では、全国の薬科
大学・薬学部が共通の薬学教育モ
デル ・ コアカリキュラムを用い
て教育を行っています。薬学教育
モデル・コアカリキュラムは、医
療人としての薬剤師を養成する
ためのカリキュラムで、
「 知識（想
起 ・ 解釈 ・ 問題解決）
」
「技能」
、
、
「態度」の各学習領域がバランス
よく教育されるように構成され
ています。
薬学教育と薬剤師国家試験の
ギャップ
6年制における新薬剤師国家試
験は、従来の薬剤師国家試験と比
べて実務領域の出題が大幅に増
加し、複合問題などより実践的
な内容となりました。しかし、試
験の形式は従来と変わらず、5つ
の選択肢から解答を1つあるいは
2つ選ぶもので、受験生はマーク
シートに回答します。この形式の
試験では、想起・解釈レベルの
「知
識」までしか評価できません。し
たがって、薬剤師国家試験で高得
点を得るためには、広範囲ではあ
るものの想起（暗記）レベルの知

薬学教育研究部門 部門長 浅井

識の獲得に適した演習や受験テ
クニックが有効です。その結果、
伝統ある国公私立大学薬学部と
新設大学の薬学部の国試合格率
が左程変わらないという現象が
みられます。新設大学では薬剤師
国家試験の合格率を上げるため
に、国試対策に熱心に取組んでい
ることが予測されますが、これが
望ましい薬学教育 ・ 医療人教育
でないことは明らかです。
本学の薬剤師国家試験対策
大学教育には適正な教育が行
われるために文科省の指導の下、
CAP制による学年別あるいは卒
業までの単位取得数に制限があ
り、大学が勝手に講義や演習を増
やすことはできないことになっ
ています。前述のように薬学教
育では、全国共通の薬学教育モデ
ル・コアカリキュラムを用いて教
育を実施しますので、これを適正
に行えば、薬剤師国家試験対策に
使える時間はあまりないのが現
状です。国試対策を無理に正規の
カリキュラム内に設定しようと
すれば、学生の負担になるばかり
でなく、薬学教育の質が低下し、

和範

さらに大学が薬学教育評価
（第三
者評価）あるいは大学基準協会の
評価で厳しい指摘を受けること
となります。
本学では文科省の指導に従い
適正な教育を実施し、星薬科大学
報第85号において報告させてい
ただいた通り薬学教育評価
（第三
者評価）でも高い評価を受けてい
ます。しかし、現実には薬学科に
とって薬剤師国家試験対策は最
重要案件です。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
記載の通り、平成29年度も昨年同
様、十分な計画の下、国試対策講
習会及び模擬試験等を実施して
まいります。
以上、薬学教育と薬剤師国家試
験対策について述べさせていた
だきました。薬学教育研究部門
は、本学の薬学教育と薬剤師国家
試験対策のバランスを保ちつつ、
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。

学生の受賞
①薬理学教室5年生 吉田 小莉さん
第136回日本薬理学会関東部会（東京）優秀発表
賞の受賞
演題名 ： 視床下部室傍核内ストレス応答性神経
の特異的活性化は腫瘍増殖を促進する

③薬剤学教室修士1年 佐藤 翼さん
ANSYS Convergence 2017 Student Poster
Contest 奨励賞受賞
演題名 ： 割線錠分割特性の予測を目的とした
FEMの応用

②薬品物理化学教室4年 梅田 大貴さん
第61回日本薬学会関東支部大会優秀口頭発表賞
の受賞
演題名：双性イオンを用いたEpalrestatの共結晶
化と光安定性の改善

④薬物治療学教室5年 今井 貴士さん
第137回日本薬理学会関東部会
（東京）優秀発表賞
の受賞
演題名 ： 担がんマウスにおける恐怖記憶の変化
と脳内サイトカインの関与
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就職支援について		

学生支援部長

細江

智夫

本学では、学生支援の方針として、
「すべての学生が自立した社会人 ・ 職業人となり、さまざまな領域 ・ 分
野で貢献できるよう、学生の多様な個性を尊重しつつ、個々人が自ら将来像を描き、その実現に向けた学修
その他の活動を行うために必要な支援を継続的に行うことを目指す。
」と定めています。その方針の実現のた
め、学生一人ひとりの学修・生活状況を把握し、教職員全体がきめ細やかで適切な支援を実施できるよう様々
な学生支援の対策を取っています。今回は、その内の就職支援対策について、ご説明いたします。
学生支援に係る事務部署としては、学生支援の充実と事務組織の効率化の観点から、従来の学生部と就職
部が統合され、平成28年度に「学生支援部」が設置されました。学生支援部の業務に係る方針を決定する組織
としては、学生支援部長を委員長とする学生支援委員会が設置されています。本学の就職率
（進路決定率）は、
例年100％に近い数字で推移しており、最近ではメディアにも取り上げられるほどですが
（下表参照）、学生支
援部が入学時から就職まで一貫した学生支援業務を行うことで、さらに効果的な就職支援が可能となると考
えております。これからも、就職率の高さに留まらず、学生の皆さんが、将来を見据え、納得のいく就職がで
きるよう、積極的に支援に取り組んでいきます。
テーマ

本学の順位
メディア
6位
（全大学）
東洋経済オンライン
（2017年8月4日配信）
本当に就職に強い大学ランキング
1位
（私立薬科大学）
26位
（全大学）
AERA（2017.8.28）
5年連続実就職率ランキング
1位
（私立薬科大学）
学生支援部の、就職支援に係る本年度の新たな取組みを3つご紹介します。1つ目は、学生支援に係る様々
な情報を集約した
「学生カルテ」の導入です。学生カルテを活用した低学年からのキャリア教育、就職支援が
期待されています。2つ目は、1、3年生全員及び5年生の希望者を対象にした
「職業適性検査」の実施です。本
検査の目的は、学生が早期から自分のキャリアについて考えるきっかけとすること、また、学生の興味関心
の客観的データを把握し、キャリア支援を考える基礎データとすることです。検査結果は、指導グループ又
は卒論教室の指導教員から、学生に個別に交付されました。3つ目は、創薬科学科の学生交流会の開催です。
創薬科学科1，2年全員を対象に行った個別面談の結果を踏まえ、創薬科学科の学生の縦のつながりを築き、
学生生活や進路、就職等について、相談、情報共有する場として、本年11月10日に創薬科学科の学生交流会を
企画しています。
また、本年4月には、全学的な就職支援体制を構築するため、
「キャリアサポートオフィス」
が設置されまし
た。キャリアサポートオフィスは、さまざまな領域 ・ 分野で活躍できる学生を育成するために必要な業務や
制度に関して将来計画を策定し、社会貢献できる優秀な社会人 ・ 職業人を輩出することを目指しています。
本オフィスは、学長を委員長とする就職対策委員会を中心に運営され、就職広報委員会、就職支援委員会及
び卒後調査委員会で構成されます。
キャリアサポートオフィスを構成する各委員会の審議事項は、以下の通りです。
（1）企業広報に係るホームページに関する事項
（2）就職懇談会の実施に関する事項
就職広報委員会
（3）企業訪問実施に関する事項
（4）その他就職広報に関する事項
（1）キャリア意識形成支援・就職活動支援に係る方針に関する事項
（2）キャリア意識形成支援業務に関する事項
（3）就職活動支援業務に関する事項
就職支援委員会
（4）インターンシップ実施に関する事項
（5）在学生に対する進路調査の実施に関する事項
（6）その他就職支援に関する事項
（1）卒後調査の方針に関する事項
（2）卒後調査の実施に関する事項
卒後調査委員会 （3）卒後調査の結果の集計・分析に関する事項
（4）大学の教育・研究・学生支援活動の改善案等の作成に関する事項
（5）その他卒後調査に関する事項
以上の通り、本学では、キャリアサポートオフィス、学生支援部を中心とする就職支援体制が構築され、就
職支援のための新たな対策に取組んでいます。
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星薬科大学報第86号（平成29年10月）

星薬科大学FD教育改革WSについて

杉山FD委員長（副学長）による
WS開催の目的に関する説明

平成28年10月1日
（土）
、星薬科
大学 FD（ファカルティ・ディベ
ロプメント）教育改革WS（ワーク
ショップ）を開催しました。テー
マは、
「 本学の臨床薬剤師養成に
ついて考える」であり、薬学教育
の修業年限が6年に延長し、さら
に改訂モデル・コアカリキュラム
が導入された状況下、本学が養成
すべき臨床薬剤師像に焦点を当
て、教員一丸となった活発なディ
スカッションを通じてコンセン
サスを得ました。
午前のプログラムは、田中学長
先生の開会挨拶の後、杉山副学長
（FD委 員 長）が 本WSの 主 旨 を 説
明され、また、湯本FD委員
（薬剤
師職能開発研究部門長）より、本
学が輩出すべき臨床薬剤師像に
関する課題が概説されました。そ
の後、座長の亀井教務部長を中心
に午後のSGDに向けた課題の構
造化と重点項目の抽出作業を教
員全体で実施しました。午後の
プログラムは、教員が10グルー
プ（1グループ8名程度）に分かれ、
午前の討論結果をもとに「本学が
輩出すべき臨床薬剤師とは」とい
う テ ー マ でSGD（Small Group
Discussion）ならびにプロダクト
の作成を行いました。その後、司
会の落合FD委員、座長の亀井教
務部長を中心に各グループの代
表者によるプレゼンと総合討論
を行いました。
本WSのまとめとして、プログ
ラム全体を通じて議論された重
点項目を中心に紹介します（WS

グループ単位でのSGD

報告書より編集）
。第一に創立者
である星一先生の人の育成にお
ける根本概念である
「親切第一」
について教員が十分に認識を深
めるとともに人材養成の方法論
を真摯に確立していくことの重
要性に関して議論しました。その
中で、日々、高度 ・ 複雑化してい
る医療、介護 ・ 福祉、予防領域に
おいて「親切第一」を実践する上
で基盤となる能力として、
「 思考
的問題解決能力」と
「協関力
（＝相
手と協力関係を構築する能力）
」
について亀井教務部長より提示
があり、本能力を活用したハイパ
フォーマンスジェネラリスト、さ
らには、臨床、研究、教育領域に
おいてイノベーションを起こす
ことができる人材養成の重要性
について議論しました。第二に学
生に対してキャリアパスを描く
重要性について議論しました。社
会において薬学が果たす使命は
大きく、実際に多くの職能がニー
ズとして求められています。入学
後のモチベーションの向上と継
続にあたり、低学年の早い時期か
らキャリアパスを提示する体制
を従来以上に発展させていくこ
との重要性について議論しまし
た。第三に研究大学として、学生
の研究能力
（問題抽出・解決能力、
好奇心・モチベーション、研究に
対する精神 ・ 身体的体力など）
の
養成体制について議論しました。
第四に生涯学習支援事業の重要
性について議論しました。質の高
い薬剤師の養成において、実務実
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FD委員会 委員長

杉山

清

総合討論の様子①
（座長：亀井教務部長、渡邉実務教育部門長）

総合討論の様子②
（座長：亀井教務部長、渡邉実務教育部門長）

習や卒業後の職場環境は極めて
重要となります。本学では既に生
涯学習支援室にて他大学より先
駆けて現場薬剤師の生涯学習支
援を実施しておりまが、今後は、
より卒業生に特化した体制作り
や地域社会に対する学習機会の
提供、本学の教育理念を十分に理
解した薬剤師の養成や教育プロ
グラムを検討するための組織的
な環境づくりに関する意見等が
出ました。
本WSでは、臨床薬剤師養成に
おいて種々議論がされましたが、
星一先生の
「親切第一」に対する
実学としての
「思考的問題解決」
と
「協関力」の在り方に関する視
点、教員ならびに学生のキャリア
パスに関する視点、研究科大学と
して学生の研究能力の養成に関
する視点の重要性が共有された
点、教員FDとして本WSを実施す
る有用性を共有された点、今後、
学内において提示された課題に
対して実働していく機会となっ
た 点 で 意 義 あ るWSと な り ま し
た。

星薬科大学報第86号
（平成29年10月）

優秀講義及びベストレクチャー賞について

FD委員会 委員長

星薬科大学では、学生による授
業アンケートの結果をもとに、各
学期ごとに最も評価の高かった
講義をベストレクチャー賞とし
て選定しています。ベストレク
チャー賞に選定された講義を聴
講可能にするとともに、教員に
は講義方法等のノウハウをレク
2016年度前期講義における
ベストレクチャー賞
チャーしてもらいます。
また、ベストレクチャー賞を受
賞した教員には教授会の中で賞状と副賞を授与しています。

杉山

清

2016年度後期講義における
ベストレクチャー賞

平成28年度（2016年度）
優秀講義及びベストレクチャー賞
1年次前期講義
学年 順位 科目

1年次後期講義
学年 順位 科目

担当者

1

1 有機化学Ⅰ

高橋

1
1
1
1
1

2
3
4
5
5

小林 恒雄
五十嵐勝秀、芝﨑 真裕
坂田
健
香川 博隆
田中 隆治、重野 豊隆、渡邉

機能形態学Ⅰ
生化学Ⅰ
化学
情報科学と情報倫理
薬学の心構えⅠ

万紀（ベストレクチャー賞）

1

1 生化学Ⅱ

1
1
1
1

2
3
4
5

有機化学ⅡA
薬学の心構えⅡ
機能形態学Ⅱ
有機化学ⅡB

担当者
高橋 勝彦、芝﨑 真裕、東
（ベストレクチャー賞）
細江 智夫
重野 豊隆、川﨑 勝義
松本 貴之
東山 公男

伸昭

一則

2年次前期講義
学年 順位 科目
2 1 細胞生物学
2 2 生命倫理
2 3 分析化学Ⅱ
2 4 微生物学
2 5 薬理学Ⅰ

担当者
里
史明（ベストレクチャー賞）
重野 豊隆
斉藤 貢一
築地 信、奥 輝明
葛巻 直子

2年次後期講義
学年 順位 科目
2 1 免疫学
2 2 薬物動態Ⅰ
2 3 薬理学Ⅱ
2 4 スポーツ科学
2 5 臨床分析の基礎と応用

担当者
辻
勉（ベストレクチャー賞）
五十嵐信智
成田
年
竹ノ谷文子
坂田
健、伊藤 里恵、非常勤

3年次前期講義
学年 順位 科目
3 1 化学物質の生体への影響
3 2 感染症と病原体
3 3 分析技術の臨床応用
3 4 統治組織論
3 5 製剤材料の性質

担当者
高橋 典子（ベストレクチャー賞）
築地
信
斉藤 貢一
山本
弘
小幡 誉子

3年次後期講義
学年 順位 科目
3 1 剤形を作る
3 2 薬事関連法・制度Ⅰ
3 3 創薬化学Ⅰ
3 4 複雑な化合物の合成
3 5 生体分子を解析する手法

担当者
髙山 幸三（ベストレクチャー賞）
山本
弘
高橋 万紀
東山 公男
斉藤 貢一

4年次後期講義
学年 順位 科目

担当者

4年次前期講義
学年 順位 科目
4

1

4
4
4
4

2
3
4
5

担当者
湯本 哲郎、鳥越 一宏
患者情報
（ベストレクチャー賞）
コミュニティーファマシー 山村 美保
合成化学
津吹 政可
薬事関連法・制度Ⅱ 山本
弘
疾患と薬物治療ⅡB 池田 弘子

6年次前期講義
学年 順位 科目
6 1 創薬を支える物理化学
6 2 臨床を支える薬剤学
6 3 薬理学の基礎と呼吸器疾患
6 4 日本社会の医療と法
6 5 症候を読む

4

1 医薬品毒性学Ⅱ

森

4
4
4
4

2
3
4
5

千葉 義彦、池内 由里、松本
池田 弘子
津吹 政可
武藤 章弘、清水 孝恒

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

友久（ベストレクチャー賞）
貴之

担当者
山内 理恵（ベストレクチャー賞）
山内 理恵
酒井 寛泰
山本
弘
武藤 章弘

語学・演習・ゼミナール前期講義
学年 順位 科目
担当者
2 1 心理学ゼミナール
川﨑 勝義（ベストレクチャー賞）
4 2 薬学英語ⅡA
里
史明
4 3 薬学英語ⅡA
葛巻 直子
4 4 薬学英語ⅡA
湧井 宣行
4 5 薬学英語ⅡA
重野 豊隆

語学・演習・ゼミナール後期講義
学年 順位 科目
担当者
2 1 法学ゼミナール
山本
弘（ベストレクチャー賞）
2 2 医療哲学ゼミナール 重野 豊隆
4 3 薬学英語ⅡB
伊藤 里恵
4 4 薬学英語ⅡB
香川 博隆
4 5 薬学英語ⅡB
山内 理恵
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星薬科大学報第86号（平成29年10月）

星薬科大学に入学して
薬学科 1 年

岩﨑 裕亮
Yusuke Iwasaki
出身高校：青山学院高等部出身
所属クラブ：自治会、柔道部、薬理研究会
趣味・特技：食べ歩き

部活やサークル、アルバイト、習い事等の時間の
使い方は人それぞれですがしっかり考えていくこ
とが大学生活を楽しくする上でとても重要だと思
いました。特に夏休み期間などが理系の学校の中
では長い方である2 ヶ月のため、そこでも時間を無
駄にしないように自分の興味のあることに出会い、
磨いていくことが大事だと思いました。
大学に入学してから半年が経過して、入学して
新しい環境に戸惑っていましたがだんだんと慣れ
ていき、周りの環境にも恵まれ今では充実した生
活を送っています。
中学生の頃から理数系の科目、特に化学が好きで
それに加えて小さい時から生命医学に興味があっ
たので医療系に進もうと思っていました。今では
薬学の知識に限定せず、様々なことを知り将来活
かしていける人になりたいです。
本学は単科大学であるために人数が少なく受け
る刺激も少ないのかと懸念していました。ですが、
その分みんなとの関係が深くなれていると思って
います。例えば、勉強面で、高校の時の勉強よりも
専門的なものが増えるために理解できていないと
ころや、もっと詳しく知りたいところがある時、先
生方や友人に話すと気さくに話してくれます。さ
らに、自分で使える時間が予想以上に多くとれる
ため、たくさんのことを知ることができるチャン
スも多くなると思います。
入学して6 ヶ月経ちますが、この学校の特徴とし
て授業数が少ないので放課後の使い方の工夫が必
要です。
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星薬科大学の友人たちと
（薬草園にて）

高校時代

自治会の合宿

星薬科大学報第86号
（平成29年10月）

星薬科大学に入学して
薬学科 1 年

藤澤 菜々
Nana Fujisawa
出身高校：遺愛高校
所属クラブ：自治会、スキー & ボード部
趣味・特技：映画鑑賞

大学に入学して半年が経ちました。今日まで時
間はあっという間に過ぎ、大学生活にも慣れてき
ました。
薬剤師という職業は私にとって憧れの存在でし
た。母親や祖父が薬剤師ということもあり、いつ
か私も薬剤師になるんだろうと当たり前のように
思っていました。歳を重ね、将来について考えた時
にその気持ちは薬剤師になりたいという強いもの
となっていました。
星薬科大学に入学して強く感じたことがありま
す。それは人間関係の距離の近さです。私がこの大
学を志願した理由の一つであるとも言えます。オー
プンキャンパスで在学生と話す機会があり、その
際に先生との距離が近いということを伺いました。
それは大学を決めることに関して大きなポイント
となりました。実際に入学してみて、授業だけでな
く実習を通し、良い意味で距離感の近い先生が多
いと感じました。疑問に思ったことに関してはわ
かるまで教えてくれ、勉強に励みやすい環境であ
ると感じました。次に生徒同士の距離です。まず、
コミュニティーの輪がとても広がりました。同じ
分野について勉強し、同じ目標を掲げているから
こそ、学ぶことへの意識の高さに刺激をもらって
います。それだけではなく、勉強以外の面でも支え
られることが多く、出会ってから半年しか経って
いないとは思えないほどの存在です。さらに私が
所属している自治会では現在5年生まで所属して
いるため、学年の壁をこえて様々な学年の先輩と
繋がることができました。また、自治会では現在自
分たちでイベントを企画しているということもあ
り、普段の大学生活だけでは体験できないことに
もチャレンジできています。新しい環境で過ごす
ことへの不安は消え去り、今では様々な人と関わ
ることができたため、自分の中での価値観や見方
が広がりました。
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大学での授業は知識を身につけるものだけでな
く、SGDなどを通して薬剤師としての仕事や医療
問題について考えるきっかけがあったり、実習を
経て実際に学んだことを物理的に確認することが
できたりする反面、難しさも伴います。しかし、そ
れら一つ一つを乗り越えることで自分がやりたい
こと、なりたい薬剤師像が見えてくるのではない
かと思います。
正直私は薬剤師としてどのような職に就きたい
か、どの研究分野に興味があるかはまだ明確であ
るとは言えません。大学でのカリキュラムを通し
て多くを学び、考え、そして多くの人と関わること
で自分の人生に後悔のない道を選択をしたいと思
います。このように大きな不安がなく、毎日楽しく
生活できているのは家族を含め、周りの環境に恵
まれたからだと改めて感じます。その気持ちを忘
れずに充実した6年間を送りたいです。

星薬科大学の友人たちと
（薬草園にて）

高校時代
（学校祭）

自治会でのボランティア

星薬科大学報第86号（平成29年10月）

星薬科大学に入学して
創薬科学科１年

渡邊 諒
Ryo Watanabe
出身高校：常総学院高校
所属クラブ：軽音部、TWEEQ 部、薬祭、植研
趣味・特技：カラオケ

かなり整っています。TWEEQ部は、先輩とのつな
がりが強く、３年生、４年生、５年生、などかなり
年上の先輩とも仲良くなれるのでとてもおすすめ
です。薬祭実行委員会は、その名の通り、年に１回
開催される星薬祭の実行委員で、薬祭が近づいて
くると、仕事が忙しくなります。サークルは、人と
人のつながりを深められるので、何か１つでもサー
クルに入ることをおすすめします。
将来の夢
私の将来の夢は、がんの研究をすることです。特
に、希少がんについての研究をしたいと考えていま
す。希少がんとは、患者が少なく、
「 まれ」ながんの
総称です。私の祖父と叔母は、この希少がんで亡く
なりました。希少がんは、患者数が少ないため、デー
タが少なく、治療法が確立できていなかったため、
そのままなすすべなく亡くなってしまいました。
この何もできなかったつらさと悔しさが私の夢の
きっかけとなりました。ですので、私は、この夢を
実現するために、大学で必要な知識を学び卒業し
た後、大学院に進み、より専門的な研究をして、ゆ
くゆくは希少がんの研究を専門としている機関に
入り、尽力したいと考えています。
入学して６カ月の感想
まず、私が入学して感じたのは、授業が少ないの
で、自主学習の時間が大切になるということです。
学校は、実習がないときは、午前中で授業が終わる
ことが多いです。ですので、午後は、大学にある図
書館やラーニングコモンズ（自習室）を使って勉強
しています。しかし、勉強ばかりでは疲れてしまう
ので、たまに、友人などと午後にカフェにいったり
遊んだりして、息抜きをしています。
次に感じたのは、サークルの楽しさです。私は軽
音楽部とTWEEQ部と薬祭実行委員会に所属して
います。軽音楽部では、皆それぞれの楽器をもち、
年４回のライブに備えて、日々練習に励んでいま
す。学内に専用のスタジオがあるので、練習環境は
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星薬科大学の友人たちと
（薬草園にて）

TWEEQ部での夏合宿

軽音楽部でのライブ

軽音楽部での夏合宿

星薬科大学報第86号
（平成29年10月）

星薬科大学に入学して
創薬科学科 1 年

市川 眞子
Mako Ichikawa
出身高校：山脇学園高等学校
所属クラブ：ダンス部、漢方研究会
趣味・特技：食べること

星薬科大学に入学して、気づけば半年が経ち、友
人や先輩方、先生方にも恵まれ充実した大学生活
をおくることができています。星薬科大学には指
導グループという1学年6人くらいを2学年分先生が
みてくださるという制度があります。その指導グ
ループで友人関係を築いたり、先生に相談にのっ
ていただいたりと、この制度によって大学生活が
より充実したものになっています。また、私はダン
スサークルに所属しています。今までダンスの経
験がなく公演の前など練習で忙しく大変なことも
ありますが、優しい先輩方や楽しい友人と出会う
ことができ、勉強と違う面でも努力しながら大学
生活を楽しんでいます。
創薬科学科では人数が少ないこともあり、実習
などで、先生方とより近い距離でコミュニケーショ
ンをとることができます。実際に私は実習でお世
話になった先生のところへ質問にいったり、先生
の研究内容や近況を聞きにいったりと、実習が終
わった今でも先生のところに通っています。
私は小さい頃から頭痛に悩まされていたことも
あり、薬に対して漠然と興味を持っていました。処
方された薬の中でも自分に合うものと合わないも
ので効き目に大きな差があることに疑問を感じ、
薬学部への進学を決めました。中でも、自らが開発
に関わった薬で難病や副作用に苦しむ患者さんの
治療に役立つことができればと考え創薬科学科を
目指しました。
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創薬科学科では1年生の時から実習を1人で行う
こともあり、より高度な研究技術を身につけるこ
とができると思います。また、研究室見学も1年生
のうちからできるので、時間をかけて自分に合っ
た研究室を選択することができます。研究室では
先生方や先輩方がいつでも優しく迎えてくださる
ので、積極的に見学をして自分の将来の幅を広げ
て行きたいです。
私は将来、研究したい分野を明確には考えてい
ませんが、高齢化にともなう認知症患者の問題や
がん治療による副作用の問題など、社会問題となっ
ていることを薬の力で改善して行くことを目標と
しています。

友人たちと
（教室にて）

高校時代

星薬科大学ダンス部

星薬科大学報第86号（平成29年10月）

オープンキャンパスの実施について

の学生スタッフが各所で活躍し
ある全国的な調査
（高校生対
てくれました。アンケートには
象）において、
「大学 ・ 短大はどの
ような情報源から選ぶか？（複 「アットホームな雰囲気で良かっ
「 先輩方が優しくてここに来
数回答可）
」という設問に対して、 た」
「 大 学 の パ ン フ レ ッ ト（68.0 ％）」 たいなと思った」等のコメントが
多数寄せられ、学生が作り出す雰
に次いで、
「 オープンキャンパス
囲気が、来場者の満足度に繋がっ
（41.7 ％）」を 選 択 し た 方 が2番 目
に多いという結果が出ています。 たことが伺えます。
中でも好評だったのが、キャン
それほどに、昨今では、オープン
パスツアーです。学生が来場者を
キャンパスが、
受験生にとって志望
引き連れて学内を案内しながら、
校を選択する上で大変重要なイ
授業のことや学生生活、就職活動
ベントとなっているといえます。
などの生の声を届けるという内
今年度、本学のオープンキャン
容であり、例年非常に評判が良
パスは、7月28（金）
、29日
（土）
の
く、本学のオープンキャンパスの
2日間で実施しました。高校生等
メインともいえるプログラムで
2,702名 及 び 保 護 者1,568名 の 計
す。今年度の来場者アンケートで
4,270名と、多くの方に足を運んで
「満足した」という
いただきました。プログラムは、 は98％の方が
回答をしており、例年以上に高い
例年同様に、総合ガイダンス、入
評価をいただきました。
試ガイダンス、ミニ講義、キャン
また、当日は、学生スタッフの
パスツアー、星薬生との入試相
ほか、教職員の方にも多方面でご
談、教職員との入試相談を実施し
協力いただきました。ミニ講義
たほか、昨年度実施したフリーラ
においては、１日目に薬剤学教
ボをオープンラボと形態を少し
室 小幡誉子教授が
「皮膚角層細胞
変更して実施しました。１階席が
間脂質の構造解析と経皮吸収型
埋め尽くされたメインホールで
製剤 ・ 化粧料開発への応用」
とい
の学長先生の挨拶にはじまり、各
うテーマで、2日目に薬動学教室
プログラムとも大変盛況であり
五十嵐信智講師が
「体内での
「水」
ました。
「学生が中心となり運営する」 動きを支配して、病気治す！？～
アクポリンが健康の鍵になる～」
という点が本学のオープンキャ
というテーマで、それぞれ分かり
ンパスの特徴の一つとして挙げ
易く講義をしていただきました。
ら れ ま す が、 今 年 度 も 約160名
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入試広報委員長

亀井

淳三

さらに、教職員との相談コーナー
では、入試広報委員会の先生方を
はじめアドミッションオフィス
の先生方を中心にご協力いただ
き、来場者一人一人の声に真剣に
耳を傾けご対応いただきました。
その他、職員の方におかれまして
も、猛暑の中、来場者の案内等を
ご協力いただきました。
近年、
「 オープンキャンパス来
場者が重視する項目」として、
「教
職員の対応」
「 大学生スタッフの
対応」が重要視されていると言わ
れていますが、その中で、本学の
オープンキャンパスが大変高い
評価が得られているのは、ご協力
いただいた皆様のお力添えのお
かげであります。改めて、心より
感謝申し上げます。
最後になりますが、来場者の中
から一人でも多くの方に本学を
チャレンジしていただけること
を期待する次第です。

星薬科大学報第86号
（平成29年10月）

春の薬草見学会の開催について

平成29年6月10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。梅雨明け前にも関わらず
真夏のような陽気の中、159名の
参加者をお迎えしました。
【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
（新星館202・203講義室）
１．
「 雲南省の植物資源」神戸敏
成
（富山中央植物園 ・ 企画情報課
長）
２．
「 植物を育てて楽しむ知識
と技能」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
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（練
香等の作製）
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】
読者の皆さんにとって植物園
とはどのようなイメージでしょ
うか。我が国の植物園は、地方自
治体や民間企業によって娯楽施
設として設置されたものが多い
ので、美しい花や珍しい植物を観
賞するところというイメージが

薬用植物園 生薬学教室 准教授

一般的に定着しているように思
います。しかしそれは数ある植物
園の役割の、ほんの入り口にあた
るところです。本学OBであれば
誰もがスケッチ課題等で体験し
ているように、先ず挙げられるの
は植物に関する学習の場として
の役割です。さらには、研究者の
ために材料を提供するという役
割もあります。これら利用者に直
接関わるような事柄の他に、地
味ですが重要な役割を植物園は
担っています。それは、
「資源植物
の導入と保存」です。国内外から
有用な植物資源、時には絶滅の危
機に瀕した植物を収集し、栽培技
法を確立して長期にわたって保
存 ・ 利用できるようにするので
す。収集した植物は
「生物資源」や
「遺伝資源」などとも呼ばれ、鉱
物資源などの天然資源と同様に
生活や産業を支える基盤と考え
られています。そして、このよう
な資源の利用について国際的な
ルールが定められています。生物
多様性条約と呼ばれる国際条約
ですが、我が国は1993年に本条約
の締結国となり、生物多様性の保
全と、その利用においては公正衡
平な利益配分に努める義務を負
うことになりました。その一端を
担っているのが植物園です。
今年度は、このような資源植物
の導入や活用の現状紹介を公開
講座のテーマとして設定しまし
た。春の講座では、植物資源の幅
広い話題を提供いただくために
富山中央植物園の神戸先生を、秋
の講座では薬用資源に特化した
話題ということで北見工業大学
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須藤

浩

の山岸先生をそれぞれお招きし
て、ご講義をお願いすることとし
ました。以下、春の見学会の様子
を簡単にご紹介いたします。写真
と併せてご覧ください。
午前中の神戸敏成先生の講義
は主に雲南省の植物資源のお話
でした。雲南省は、植物の王国、
あるいは植物研究者の憧れの地
とも言われ、富山中央植物園はこ
れまで20年間にわたり、雲南省昆
明植物研究所と友好提携の関係
にあります。その雲南での植物調
査等の共同研究の様子、そして富
山中央植物園に導入 ・ 栽培され
ている植物を豊富なスライドで
紹介していただきました。植物資
源を衣・食・住・薬・楽の5つの
カテゴリーに分けた解説は分か
りやすく、受講者アンケートで
「もっと長く話を聞いていたかっ
た」等の言葉が寄せられました。
皆さんも植物園を訪れた時、ここ
にある様々な植物はどこからど
のようにして入手され、どのよう
に栽培されて目の前にあるのか、
そしてどのように利用されてい
るのかを是非想像してみてくだ
さい。
午後の部では、漢方研究部、ア
ロマセラピー研究会、生協学生委
員の学生による見学会ならびに
体験レクチャー等を行ないまし
た。また、恒例になりました薬草
園職員が育てた苗の配布も行い、
今回はトマト、トウガラシ、バジ
ル等をお土産としてお持ち帰り
いただきました。

星薬科大学報第86号（平成29年10月）

第47回 星薬祭を終えて
第47回星薬祭が10月21日
（土）
、
22日
（日）の2日間にわたって開催
されました。今年は、台風の影響
により、両日とも雨が降り続きま
したが、約2,500名の来場者を迎
え、成功裏に終えることができま
した。あいにくの天候にもかかわ
らず、多くの方に来場いただき、
星薬祭が、地域の方や、関係者の
皆様に親しまれている事を、改め
て実感いたしました。
今年の星薬祭は、牟田武尊
（2年
生）実 行 委 員 長 の も と、150名 の
実行委員が一致団結して取り組
んできました。今年は例年より早
く実行委員会が結成され、計画的
に準備が進められてきました。今
年のメインテーマは
「Powerful」
でした。昨年以上に力強く活気の
ある学園祭を目指すとともに、来
場してくださる皆様に元気を与
えられるようにという思いが込
められたそうです。悪天候の中、
滞りなく、星薬祭を終えることが
できましたのは、実行委員会を中
心に、運営に携わった学生諸君が
それぞれの役割を精一杯果たし
た結果だと思います。まさに例年
以上に、チーム力が発揮され、力
強さを感じさせる星薬祭でした。
そして、何よりも、学生自身が多
忙な学生生活の中、楽しみながら
取り組んでいることに、Powerを
感じました。
星薬祭の運営における様々な
経験、仲間との共同作業を通し
て、学生諸君は多くのことを学ん
だと思います。私自身、学生諸君

学生支援部長

が星薬祭の運営を通して、顔つき
も変わり成長していく様子を頼
もしく思いました。星薬祭での経
験を今後の学生生活や将来に活
かして欲しいと思います。
さて、今年も恒例の各クラブや
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盛大に行
われました。雨足が強くなった2
日目のお昼過ぎには、残念ながら
模擬店は閉店することとなりま
したが、全体的に例年通りの賑わ
いでした。また、2日間にわたっ
て開催された入試相談会は、雨の
中にもかかわらず130名を超える
方にお越しいただきました。本学
に関心を寄せていただいている
高校生や保護者の方に、いつも以
上に星薬生の雰囲気を感じてい
ただけたと思います。
今年の星薬祭での新しい取組
みを2つご紹介いたします。1つ目
は、パンフレットの変更です。従
来のB5版から、より携行しやすい
ようにサイズが一回り小さいA5
版に変更されました。全体的なデ
ザインの見栄えやレイアウトの
見やすさ等の工夫もされており、
実行委員会の担当者の意気込み
を感じました。2つ目は、武蔵小
山商店街の記念催事への協力で
す。今年70周年を迎える武蔵小山
商店街の振興組合から、70周年記
念催事の開催に当たり、本学自治
会宛に協力依頼がありました。偶
然、開催日が星薬祭2日目の22日
に当たっていたこともあり、薬祭
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細江

智夫

実行委員会の協力も得て、本学も
イベントブースを出すこととな
りました。当日、自治会は本学紹
介ポスターの掲示や漢方茶の無
料配付、薬祭実行委員会は星薬祭
の案内や星薬祭パンフレットの
配布等を行いました。また、クラ
ブ等団体では、科学捜査研究会に
よる指紋採取体験、生協学生委員
会による日本盲導犬協会チャリ
ティーバザーが行われ、好評を博
しました。双方の会場で、お互い
のイベント紹介が行われ、相乗効
果による盛り上がりを見せると
ともに、学生が学外に出て地域の
方々とより深く交流できたこと
の意義は大きかったと思います。
最後に、星薬祭を支えて下さっ
た、揺籃会、同窓会、協賛企業を始
め、多くの関係者の皆様にこの場
を借りて厚く御礼申し上げます。

くすりと健康フェア2017

星薬科大学報第86号
（平成29年10月）

第
回星薬祭 実行委員会委員長

田 武
尊
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回 星薬祭を終えて

第

47

47

牟

今 回 の 星 薬 祭 は10月21日、22日 の2
日間行われました。今年は両日ともあ
いにくの天気となってしまいました
が、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。1、2年生は共に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
できました。

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
くださっている学生部・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、地元の方々、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を代表し
て厚く御礼申し上げます。

星薬科大学報第86号（平成29年10月）

授業紹介「製剤材料の性質」

「製剤材料の性質」は3年次前期
に開講される科目で、その内容
は、
「 物理薬剤学」が中心です。
「薬
剤学」は、剤形に関する広い範囲
の知見の集大成であり、その内
容は大まかに
「生物薬剤学」と「物
理薬剤学」に分かれます。生物薬
剤学はさらに実践的な「薬物動態
学」へと発展し、
「 物理薬剤学」は
その先に「製剤学」があります。よ
り効果的で患者さんに使いやす
い製剤の創製に資するためには、
「物理薬剤学」で製剤の基礎とも
いえる多くの事柄を学ぶ必要が
あります。
「製剤材料の性質」では、まず、
固体材料について、粉体の性質、
結晶、溶解性と溶解速度、溶解に
及ぼす外的要因、さらに薬物の
溶解性改善に関わる手法に関す
る知識を深めます。錠剤を例にと
れば、実際の錠剤は主薬以外の多
くの添加剤が配合され、これらに
は粉体が繁用されています。錠剤
に質量や嵩を与え打錠しやすく
する賦形剤、打錠時の成形性を高
める結合剤、錠剤内部に水を導き
速やかな薬物の溶解を手助けす
る崩壊剤、打錠時の打圧の伝播
を高める滑沢剤などが代表的な
添加剤です。さらに、近年、創薬
により生み出される新薬の多く
は、難溶性の薬物が多数を占める
と聞いています。薬物は生体内で

薬剤学教室 教授

溶解しなければ薬効を発揮する
ことはできません。錠剤や散剤の
ような固形剤では、溶解、すなわ
ち、分子分散の状態になってはじ
めて、体内の様々な受容体にアプ
ローチすることが可能になり、受
容体に結合する薬物の数や結合
時間の長さによって薬効の強弱、
つまり薬の効き目が左右されま
す。優れた製剤の創製には、主薬
のみならず、
「 添加剤」とよばれる
関連化合物も含めた最適化戦略
が不可欠です。また、半固形剤、
すなわち、クリーム剤や軟膏剤の
材料としては、界面活性剤や高分
子が必要です。流動と変形を包括
するレオロジーを知ることで、使
用感の優れた製剤をつくること
が可能になります。さらに、外用
剤の使用感を左右する粘度の調
整には高分子が使用される場合
も多く、様々な高分子化合物を知
ることは半固形製剤の要でもあ
ります。また、注射剤や点眼剤は
液剤に分類されますが、これら
の製剤にも、等張化剤やpH調整
剤、無痛化剤や保存剤など様々な
添加剤を加えます。液剤では、配
合された薬物が溶解しているこ
とが基本ではありますが、すべて
の薬物を溶解させることが難し
い場合には、界面活性剤を加えた
り、懸濁状態で均一と見なして投
与されることもあります。このよ
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うな状況では、ミセルやコロイド
が不可欠な知識です。
また、薬物の分解反応を理解
する反応速度論も
「製剤材料の性
質」の一部です。医薬品が安全に
利用され高い効果を発揮するた
めには、主薬の反応速度を予測し
て安定性を確保することも必要
です。安定性に関する知識は、主
薬の分解抑制、医薬品の保管の場
面で役立ちます。酸化や加水分解
など、製剤中で薬物が変化するこ
とを理解すれば、実際製剤の安定
性を適切に制御することができ、
また製剤の保管についても見誤
ることなく管理できます。
2年生までに習得する多くの科
目の基礎のうえに、実際製剤を構
成する材料の性質を具体的に学
ぶ科目である
「製剤材料の性質」
は、薬学生として自らの独自性に
向かって大きく踏み出す一歩を
支えます。本学の学生の多くは、
薬剤師や医薬品に関わる企業人、
あるいは大学院への進学などを
含めて、その将来に医薬品に関わ
る職業を見据えています。この科
目を学ぶ3年次には、自分自身の
具体的な将来像が未だ定まりき
らない学生も少なくないかもし
れません。しかしながら、入学時
より本学の教育のすべてにおい
て、医療人としての人間形成が進
められており、
「 製剤材料の性質」
を学ぶ時期には、すでに他学部の
学生とは異なる、人としての優し
さや強さが身についているよう
に感じます。様々な能力に優れ、
真面目で優しく明朗な人柄を特
徴とする本学の学生の皆さんが、
自らの手で将来の夢を実現する
切り札となる実力を育てる授業
にしていけるよう努力したいで
す。
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茶と健康の文化誌（Cultural Story for Tea and Health）
はじめに
先に私は「人はなぜお茶を愛飲するのか」につい
て述べたことがある（1）。全ての人は生まれて死を
迎えるまで欠かさず、生命を維持し、健康を維持
し、健やかなる時間を費やすために行っているこ
とが2つある。一つは動くという事、他の一つは飲
み食いすることである。食物は体を維持するため
の栄養分の補給という点から科学的にも、その必
要性が述べられ、近年は運動不足と食物過剰摂取
が引き起こす生活習慣と様々な疾患との関連が明
らかにされており、多くの人々の感心事となって
いる。同じように飲料という水を基本に製造され
るものには人の心理に働きかけるものが多く、長
年人類が形成してきた文化的な物事に大きくかか
わっている。それは時には人の気持ちを和やかに
し、楽しくさせる効能から、祝い、神事の時に用い
られ、現代では噌好品とし利用されている酒類、
コーヒ一、茶の飲用習慣は社会生活を円滑にし、健
康を維持するために人類が創りだした素晴らしい
知恵のように思える。
茶と茶道
中闘を起源とする茶の飲用習慣はまさに中国や
日本においては他に例を見ないくらいの文化その
ものである。中国人や日本人にとっては茶を飲むこ
とは一種の芸術であり、茶を飲用することは、様々
な日常生活を豊かにし、時には神聖な雰囲気を醸
し出す、欠かすことのできない生活の一部にされ
てきた。現在茶葉の生産国は50か国を超え、茶を愛
飲する人々は170を超える国家と地域に広がり、文
化を形成するとともに飲用が習慣化されている。
歴史の資料として茶の記述が最初になされたのは
前漢の時代で［苦茶］
と記されている。その後、それ
ら茶葉の栽培、茶の製造、飲用方法、効能を全てを
まとめたのが唐代の陸羽である。中国、復州、意陵
の出身で、様々な職業を経て、茶を嗜み、茶学を研
鎖し、
「茶経」三巻を完成させた。このように、陸羽
が表した「茶経」は中唐以前の茶に関する学問を集
大成したいわば百科事典のようなものであり、こ
の名著の中には茶樹の栽培方法、茶葉の呈未につ
いても言及し、茶葉の優劣を識別する方法までも
書かれている。唐代には野生の茶葉が上品であり、
茶園で栽培されたものは劣る品質とされ、野生の
茶葉でも陽の当たる山腹の木陰のもので少し形葉
が巻いたものを上とし、緑の葉が広がったものを
品質の低いものと陸羽は評価している。茶の効用
を細かく書き記し、茶を摘む時期を間違えたり、製
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造が正しくなければ茶を飲んでもその生理機能は
表れぬとも述べている。それゆえ製茶にはそれぞ
れ特別な製造道具を必要とし、採む、蒸す、擣く、
叩く、熔るなどの工程を経なければ生理機能を有
する茶が出来ないと記している
（2）
。この工程こそ
が、今の科学でいう、茶の発酵工程を意味するもの
だと思う。茶樹の植物学的分類はドイツ人医師ケ
ンベルが日本に滞在し、研究したことにより始まっ
たとされている
（3）
。しかし、その後長年の変遷を
経て、多くの植物学者により検証され、いまだに諸
説があるが1958年のイギリスのシーリー博士が表
した
「ツバキ属の改定」の中でCamellia.sinensis とし
てまとめられている。その後、インドのロバーツ博
士らが茶葉に含まれる成分の研究からCamellia.属
の分類を始め、同じツバキ科に属するツバキ、サザ
ンカはその植物葉中の成分が大変異なることを見
出した
（4）
。最も大きな植物葉成分の違いは現在明
らかにされている茶の生理機能と味を示している
カフェイン、テアニン、ポリフェノール類である。
これら3種類の化合物群を含む植物は同じように
人類の文化形成に関与してきたコーヒー、カカオ
等、アジア以外で飲用された物の中にも多く含ま
れる。この問題は先の論文、
「 なぜ人は茶を愛飲す
るのか」でその一部を述べてきた。一方、同じ原料
茶葉を使用して作る各種茶葉の科学的成分のこれ
ら含量が異なることが明らかにされている。特に
茶葉特有のアミノ酸、テアニン、カフェイン、そし
てポリフェノール類、ビタミンCは大きな違いを示
す。その各種茶葉の製造工程のおける茶葉中の成
分と含有量の違いこそが陵羽が述べている、茶の
効用は茶畑での茶樹の生育環境、採茶時期そして
製造過程における茶葉の成分に関係していると考
える。アミノ酸、ビタミン類は、それぞれ新芽の成
熟度が進むにつれて減少することが見出されてい
るが、ポリフェノール類はその製造工程
（発酵とい
われる工程）においてポリフェノール量としては変
化せず、酵素による酸化縮合により質的に大きく
変化はすることが明らかにされている
（5）
（図−1）。
図−1
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近年、それぞれの茶葉から抽出された化学構造的
に特徴ある各種ポリフェノール類は異なった生理
機能を有することが明らかにされてきた（3）
。1500
年前にお茶の栽培法、各種お茶の製造法が規定さ
れ、いずれも明確な競範があり、非常に厳格さを
重んじた点には興味がある。さらには茶を飲用す
るときには特性の茶道具が用いられ、茶葉は厳重
に管理されたものを用いたとも記されている。さ
らにいかなる飲料もその飲料を成り立たせる水の
品質が重要な役割を果たすことが「茶経」にも述べ
られている。陸羽は茶を煮立てるのに水の沸騰状
態に「三沸」の状態があると述べている。水が沸い
てほのかに音がして水面に魚の目のような泡が浮
かんでくるのがー沸。釜の縁に珠を連ねたように
泡が吹き上がるのが二沸。水面が波のように沸き
返るのが三沸である。さらに沸かせば水は古くな
るために使用しではならないとしている。茶を点
てるには三沸を使用するのがよくて三杯までの茶
が限界と記している。陸羽の理に従えば茶葉の優
劣が茶水の品位を左右し、それらがよくても煎湯
の心得がなければすべてが台無しであることを述
べている（2）。茶の効能成分、特に発酵過程におい
て生成されてくるポリフェノール類の熱湯におけ
る溶解性を考えてみると大変理にかなった話であ
る。このような理想的な茶葉の成分を健康という
面から考えてうまく抽出し飲用することにおいて、
健康維持が出来ることを見出してきた古人の知恵
に敬意を払いたい。ごく近年になり、科学的研究結
果を基に茶葉の薬効成分の組み合わせと健康維持、
疾病予防の効果をそれらしく説明しているが（?）先
人は、茶経、茶道という形で最も健康にいいお茶の
飲み方を伝承し、極め、それを長く伝える方法とし
て茶道という文化を作りだしたのではないかと思
わざるを得ない。現在、最も客観的な説明法として
科学的手法が用いられているが、そのような手法
のない時代に、人々は何々「道」という形で客観性
を高め、その中に存在する真実を継承してきたの
ではないか。まさに我々の先人が時間と感性を研
ぎ澄まし創りあげてきた文化、文化誌の中に現代
において用いられている技術、特に科学技術を用
いて解明しうる課題があり、その解決しなくては
ならない課題の一端を見出す大きなヒントを与え
図−2

てくれるのではないだろうか。漢方、和漢薬の処方
における薬草の栽培法、薬草の質、そして煎じる処
方はまさにこの
「茶道」が基本になっているのでは
ないか。後に漢方の処方をまとめ上げた明代の李
時珍の表した本草綱目
（図−2）の中にある茶の効用
はまさに陸羽の考えを踏襲するものだと考える。
発酵と健康
そこで本題に戻るが、なぜ発酵茶が存在するの
か、発酵茶という中に重要な人の生命の生理機能
に関係するような考えがあり、そのからくりを知
ることが健康維持、疾病予防、さらには疾病治療の
期待される効能を引きだす真理の一部を見出すこ
とが出来るのではないかと考えている。つまり、陸
羽が示した
「茶経」
、茶葉の最も優れた機能を引き
出す加工技術を発酵という言葉に変えて考えたと
きに発酵という生物学的現象が生命現象、あるい
は生命現象維持とどの様に関わるかを考えてみた。
発酵という言葉を広辞苑で調べてみると
「広義に
は生体の代謝
（解糖系など）および微生物による物
質生産を指す」とある。このような定義からすると
通常、発酵という機能は2種類の現象を表している。
一つは微生物による様々な化合物の変換を行う生
理機能。他は茶の発酵にみられる生物の細胞 ・ 組
織の崩壊過程で、自らが保持する酵素で、所有する
物質を代謝したり、合成したりすることにより、新
しい機能を有する物質を創りあげる工程を発酵と
している。
まず微生物の発酵とその生理機能について述べ
る。発酵食品が健康食品素材として優れているこ
とは、これまでの栄養科学の研究により知られて
いる。何故、どのような発酵食品が健康維持、ある
いは疾病予紡に効果があるのか。またどのように
関与しているのか興味がある。人聞はいくつかの
病気を抱えていても生体防御機能がしっかりして
いれば生活を続けていくことが十分可能である。
生命を維持し、守っていくことが生体防御だと考
えると単に病原菌の侵入を防ぐことだけではなく、
寒さや、暑さから、生活環境からの様々な刺激、ス
トレスのような多くの攻撃に対応し、正常な状態
に戻す機能が重要である
（6）
。我々の体の表面、消
化管内には異なった微生物フローラーが存在す
る。体の表面には常在菌として、Staphylococcus
epidermidis が成育存在していることがよく知られ
ており、皮膚の様々な状態が悪化するとこの常在
菌の数が減少し、炎症や皮膚障害を起こしやすく
なると考えられている。体の表面を被っている皮
膚の健康を考えるなら、この常在菌の状態を正常
な状態で維持していくことが大切である。もちろ
ん常在菌が正常に生息するには常在菌の外部環境
と共に皮膚の内部の健康状態維持も重要な要因で
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繊毛染色に使用されている。また、消化管の様々な
消化酵素活性阻害が発酵茶の成分により大きく異
なることが知られている
（表−1）ことから、消化管
内の微生物群のバランスの維持、消化管内で起こ
る炎症を惹起する活性酸素の消去、糖類や油脂類
の酵素分解や吸収の制御等、多くの働きを消化管
内で行っているのではないかと推察する。つい最
近までは消化管は栄養吸収、水分調節に関わる臓
器であると考えられてきたが、腸管内皮の面積は
テニスコート2面分に相当し、特殊な腸管表皮細胞
は免疫細胞の分化誘導に大きく関与しており、ま
た各種体内臓器との情報伝達機構を通して生命維
持に最も重要な臓器としての認識されてきている。
まさに茶、発酵茶の成分が腸管内で、そこに存在
する微生物群との関わりによる健康維持に重要な
働きをしていること明らかにすることが出来れば、
様々なわれわれ人間の創りだしてきた文化の中に
現代我々が求める様々な真理を見出すことが出来
るのではないかと考えている。

ある。一方、消化管に存在する常在菌は100種を超
え、その数に至っては100兆個以上といわれている。
この微生物の種類とその数の多さが腸管内環境を
創りだし、ある一定の定常化を保つことが皮膚の
健康と同様に腸管の健康維持、さらには体全体の
健康維持に重要な働きをしているとの科学的デー
タが示されている（7）。体内に微生物が一匹でも存
在すると様々な疾患を引き起すことは周知のこと
であることを考えると、腸管内環境を一定にし、腸
管内の微生物群を制御し健康を維持することは大
変難しいことである。食事をし、飲食をすることに
より、腸内微生物環境を整えることにより健康維
持を保持していることが事実なら、腸管内微生物
環境に重要な働きをする食品摂取が望まれる。そ
れらの食品成分が人への栄養補給の役割を果たす
と同時に腸内微生物への栄養補給の必要性がある。
その腸内環境が崩れた時、正常な腸内環境に戻した
り、正常な状態を保持する方法は健全な腸管内微
生物群によく似た微生物群を含む飲 ・ 食物、ある
いは健康維持に関係する腸内細菌群が正常に戻る
ある種の環境状態を作り出すことが求められるの
ではないか。そこで考えられるのが発酵食品であ
る。伝統的な発酵食品、ヨーグルト、チーズ、漬物、
味噌醤油、酢、さまざまな発酵食品にそのことを解
決する秘密があるのでは。それでは茶、特に発酵茶
と健康に関わる意義、特に腸管内環境、そこに生息
する微生物群との関わりを考えてみる必要がある。
茶葉のポリフェノール類の生理的な機能として抗
酸化機能、非選択的なたんぱく質への結合が知ら
れている。微生物の細胞表面にある繊毛、鞭毛への
選択的結合が認められ、走査型顕微鏡の微生物の
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平成29年度大谷記念研究助成金を受領して
血中マイクロパーティクルの血管生理機能の解明とその遺伝子送達制御に向けた新規治療の基礎的研究

機能形態学研究室
助教

田口久美子
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。
生活習慣病は、しばしば高血圧
や脂質異常症、動脈硬化等多くの
疾患を合併している場合が多く、
その成因が複雑ですが、これら
疾患に共通した病理学的特徴は、
「血管障害」であると分かってま

いりました。特に、糖尿病性血管
障害は、血管内皮機能の低下によ
り生じ、2012年度より
「血管内皮
機能検査」が保険適応となり、よ
り身近にそして簡便に測定でき
るようになりました。しかし、血
管障害の詳細な発症進展メカニ
ズムまでは解明に至っておりま
せん。
私が所属する機能形態学研究
室
（医薬品化学研究所内）
は、一貫
して、
「 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
ならびにその治療方法の確立」を
テーマに血管機能について研究
を進めてまいりました。
「 継続は
力なり」という言葉が示しますよ
うに、日々の基礎的研究によって
得られた膨大な成果が、今回、新
たに着眼したテーマである
「マイ
クロパーティクル
（MP）
」につな
がったと考えております。MPは、
様々な血中細胞
（血小板、白血球、
血管内皮細胞等）から放出された

小さな細胞膜断片です。現在、血
中に安定的に存在することが確
認され、疾患マーカーとしての有
用性が検討されるようになって
きました。私も、MPが糖尿病時
増加し、血管内皮細胞に接着する
ことで、血管弛緩機能不全を招く
ことを明らかにしました。今後、
生活習慣病病態時のMPの性質を
明らかにし、その機能的役割を解
明することで、血管内皮不全で引
き起こされるシグナル伝達機構
を明らかにしたいと考えており
ます。本研究により、MPが簡便
に診断可能な内皮機能障害マー
カーとして、あるいは合併症予測
マーカーとして有用であること
を提唱できると信じ、さらには、
MPの量や性質を制御していく方
法を確立していくことで、血管障
害発症進展抑制薬の開発につな
げていきたいと考えております。

新規多剤耐性克服作用化合物の創出を志向した高歪多環アルカロイドの全合成

医薬品化学研究所
生体分子有機化学研究室
助教

横江

弘雅

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。
医薬品開発は、その候補化合物
となる分子の探索から始まりま
す。何万何千の多様な分子構造

をもつ化合物の中から、治療効
果が高く、それでいて毒性が低い
ものを探し出します。これこそが
新薬誕生の最初のステージで、そ
の後、幾多のステップを経て、上
市されます。しかしながら、癌化
学療法、薬剤耐性菌、アルツハイ
マー治療薬など、高難度の課題が
山積する一方で、その開発スピー
ドは、年々減少しており、この状
況を打破するべく、新たな作用機
序を有する、新たな骨格分子の創
出が望まれています。
このような背景のもと、私達の
研究室では、これまでにない作用
を有する様々な新規骨格分子を
自ら設計し、その合成研究を行
なっています。化合物は、一般的
に、いくつかの合成工程を経て導
かれます。ここで、重要なことは、
いかに短工程で、いかに簡単な操

−24−

作で、再現よく合成できるか、の
3点です。
今回、この3点を満たす新規ド
ミノ反応の開発に成功するとと
もに、新規骨格分子を創出するこ
とができました。ドミノ反応と
は、ドミノ倒しのように、出発原
料を上手く設計し、最初のきっか
けを与えるだけで、順序よく、い
くつもの結合がつくられる反応
のことです。従って、ひとつひと
つの結合を各工程でつくるのに
比べて、工程数が大幅に短縮さ
れ、より短工程で目的化合物へと
たどり着くことができます。現在
は、次のステージへと駒を進め、
第二、第三の新規骨格構造を生み
出しつつあります。今後、独創性
の高い研究と次世代の創薬人の
育成を目指して研究、教育に精進
する所存です。

星薬科大学報第86号
（平成29年10月）

妊娠期の薬物摂取が胎児の成長に及ぼす影響

薬動学教室
博士課程4年

北岡

諭

この度は、大谷記念研究助成金
（特別奨励賞）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、研究助成金運営員会の委員
長の田中隆治学長および運営委
員会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。
妊娠中の医薬品の使用は、胎児
への影響を考慮し、できる限り避
けられています。しかしながら、

妊娠中においても母体の生命を
守るため、積極的に医薬品による
治療が行われている疾患の一つ
として癌があります。近年、本邦
では、出産年齢の高齢化に伴い、
妊娠中に癌と診断されるケース
が増えています。特に乳癌は、妊
娠中の癌の約半数を占め、妊娠し
ていない場合と比較して予後が
非常に悪いことが知られていま
す。
一般に、妊娠中の乳癌には、抗
悪性腫瘍薬による化学療法が行
われます。しかしながら、化学療
法で使用される抗悪性腫瘍薬の
胎児への影響を解析した研究は
乏しく、臨床現場では安全性に関
する十分なエビデンスがありま
せん。その結果、妊娠中に癌と診
断された場合、人工妊娠中絶を勧
められるケースが多く、大きな社
会問題となっています。このよう

な背景の元、私は、母親と胎児の
両方の命を守るための化学療法
を可能とすべく、私の専門とする
薬物動態学的なアプローチで基
礎研究を行っています。現在、妊
娠中の化学療法の安全性に寄与
することが期待される興味深い
知見が徐々に得られてきていま
す。
薬動学教室の我々のグループ
では、従来の薬物動態学に発生生
物学的な評価系を加えた新たな
学問領域を創成し、研究を展開し
ております。そして、上述した乳
癌に加え、睡眠障害、糖尿病ある
いは膠原病などの疾患を理由に
出産を諦めている女性の出産が
可能となるよう、研究を行ってい
ます。この研究の成果を早く臨床
応用すべく、今後も、研究に精進
していきたいと考えています。

脳神経ネットワークの抗腫瘍免疫における脳−末梢連関の機能解析
害の併発で、患者自身の治療抵
抗性の発現やQOLの低下が引き
起こされることが臨床上問題と
なっています。従って、がんとい
う病気に対して、腫瘍微小環境の
薬理学教室
解析のみならず、全身の生体機能
ポスト・ドクター
異常を統合的に捉えた病態解明
濱田 祐輔 が求められています。一般に、ス
トレスは、全身の免疫低下を招く
ことが知られています。その一方
この度は、大谷記念研究助成金
で、臨床で報告されるプラセボ効
を賜りまして、誠に有難うござい
果や「病は気から」という古典的
概念で表現されるように、前向き
ます。大谷卓男理事長に厚く御礼
な感情や期待による脳内報酬回
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
路の活性化が、末梢の免疫応答を
亢進し、腫瘍免疫に影響を及ぼす
隆治学長および運営委員会の先
可能性が想定されます。従って、
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 「脳内神経活動の変化が末梢の腫
上げます。
瘍免疫をコントロールする」とい
“脳—末梢”免疫
近年の医療技術の発展により、 うがん病態下の
連関の解明を目指す研究は、生
がん自体に対する治療は革新的
に進んでいるものの、がんサバイ
体が秘める複雑な免疫制御シス
バー人口の増加により、がん悪液
テムをより詳細に明らかにでき
るものと考えられます。現在、私
質などの複合的な消耗性代謝障

は、遺伝子組換え技術と光遺伝学
的手法や薬理遺伝学的手法を駆
使することで、特定脳内神経活動
の人為的操作を行い、末梢の腫瘍
増殖や免疫応答への影響につい
て研究に取り組んでいます。実際
に、ストレス応答性神経の活性化
は腫瘍の増悪化に関与し、一方、
脳内報酬系の活性化は末梢の抗
腫瘍免疫を賦活化することを見
出しています。
これからも、がんや免疫におけ
る
“末梢—脳—末梢”連関研究に取
り組むことで、
「 病は気から」とい
う古典的概念のエビデンスとな
るような
“Stress”と
“Pleasure”の
生理的意義について明らかにし、
医療の根本となる患者さんに対
する
「緩和」の科学的意義につい
て社会に還元できるような情報
を提供して参りたいと考えてい
ます。

大谷記念研究助成金は、故大谷孝吉名誉理事長より本学に寄せられた奨学寄付金を基に、本学の研究振興に資する
目的で1998（平成10）年に制定されました。助成金は、学内外の評価に耐えうる優秀な研究業績をあげた者又はあげ
る可能性のある者を対象として授与する研究奨励金と、若手研究者の学外との研究交流に対する助成から成ります。
受領者は、三科長および教授の代表1名、准教授 ・ 講師の代表2名からなる研究助成金運営委員会において応募者より
選考されます。平成10年度から平成26年度まで毎年2〜5名に授与されています。
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2017年度 和漢医薬学会 学会賞を受賞して
副学長 杉山

清

生まれた研究です。
この度、2017年度 和漢医薬学
「水と薬物動態学」の研究では、
会 学会賞を受賞いたしました。
「薬
、
2017年8月26日に開催された学術 「身体の約65％は水である」
は水とともに体内循環する」
「水
、
大会（福岡国際会議場）
にて、受賞
の流れを解明すれば薬の動きが
講演と受賞式が行われました。受
わ か る」と い う 仮 説 の 基 に、 水
賞の対象となった研究は、
「 漢方
理論を基盤とした和漢薬の薬理 ・ の流れを制御するアクアポリン
と呼ばれる水チャネルの研究を
薬物動態学的研究」
です。
種々展開しました。
「 バイオマー
私は、
「 日本人としての心を投
カーとしての薬物動態学」の研究
影させた教育や研究を行なう」を
では、
「 証」は
「兆し」であり疾病の
主なコンセプトとして教育や研
バイオマーカーです。この研究で
究を行ってきました。これまでに
は、
「 未病」のバイオマーカーに挑
私が行った主な研究は、
「 水と薬
戦しました。具体的には、潰瘍性
物動態学」
「 バイオマーカーとし
、
大腸炎において緩解期から活動
ての薬物動態学」、
「 和漢薬物動態
学の創生」です。これらの研究は、 期に移行する予兆を早期に発見
するためのバイオマーカーを探
いずれも漢方理論を基盤として

索し、和漢薬による予防法を模索
しました。
「 和漢薬物動態学の創
生」の研究では、
「 効果を示す成分
は、必ず吸収される」というこれ
までの常識を捨て、
「 和漢薬にお
いては、吸収されない成分が重
要な効果を示す」という仮説に立
ち、和漢薬中の非吸収成分の機能
を、腸内細菌に焦点をあて種々研
究しました。本研究に関しては、
緒に就いたばかりであり、今後若
い研究者が、私の研究を礎とし
て、大きな花を咲かせてくれるこ
とを期待しています。
最後に、これまで私を支えてく
れた全ての皆様に心より感謝申
し上げます。

日本薬剤学会第32年会
「2017年度優秀論文賞」を受賞して
薬剤学教室 教授 小幡

平 成29年5月20日 ～ 23日 に 大
宮で開催されました「日本薬剤学
会第32年会」におきまして、
「2017
年 度 優 秀 論 文 賞」を 受 賞 い た し
ました。受賞論文名は
「Thermal
behavior and functional group
interaction of lipids extracted
from the stratum corneum」
です。
この論文は、本学名誉教授である
髙山幸三先生らとの共著論文で
す。著者を代表いたしまして内容
を紹介させて頂きます。
皮膚の表面には「角層」とよば
れる薄い膜が存在し、生体を脱水
や異物侵入から保護する役割を
しています。薬物の経皮吸収にお
いては、角層が障壁となって通常
の状態では治療上必要量を皮膚

誉子

から体内へと送達することは困
難です。そこで当教室では、薬物
の経皮吸収を改善する化合物を
製剤に配合する方法を研究して
いますが、このような化合物が皮
膚表面で生じる作用は不明な点
が多いのが現状でした。私たちは
放射光X線回折や顕微赤外分光を
利用することで、皮膚のバリア機
能の物理的中心となっている細
胞間脂質の
「ラメラ構造」と化合
物の作用の関係を分子レベルで
理解することに成功しました。生
体由来の角層自体を使用する実
験は、複雑系であるため測定信号
が不明瞭になることも少なくあ
りません。そこで、角層から脂質
成分のみを抽出して、細胞間脂質

のラメラ構造を再現しました。再
現されたラメラ構造の精密な解
析により、経皮吸収改善に寄与す
る化合物は、脂質のラメラ構造の
なかで、とくに親水基の多い領域
に影響を及ぼすことが明らかに
なりました。ラメラ構造の要であ
る領域が緩むことが、薬物の経皮
吸収改善に有用と考えられます。
この実験で得られた知見を、あら
たな経皮吸収型製剤の開発へと
つなげていけるよう研究を続け
ていく所存です。
最後に、本研究遂行にあたりま
してご協力を頂きました薬剤学教
室の皆様に深く感謝いたします。

平成28年度 HPCI利用研究課題優秀成果賞を受賞して
薬品物理化学教室 准教授 福澤

この度、平成28年度のHPCI利
用研究課題優秀成果賞を受賞す
ることができました。HPCIとは、
High Performance Computing
Infrastructureの 略 称 で あ り、
スーパーコンピューター「京」を

薫

中核として、全国の大学や研究
所に設置されている主要なスパ
コンを利用することができる共
用計算環境です。今回受賞対象
になったのは、
「 京」を用いた、い
わゆる「スパコン創薬」の研究課

−26−

題 で あ り、 製 薬 企 業15社、IT企
業4社を含む産学官の30機関が連
携したFMO創薬コンソーシアム
（代表者：福澤）
によって推進され
ています。このコンソーシアム
では、日本発の理論手法である

星薬科大学報第86号
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FMO法を用いて、従来法と比較
して飛躍的に高精度かつ実用的
なインシリコ創薬技術を開発す
ることと目的とした研究を行っ
ています。
スーパーコンピューターは、使
いこなすことが難しく、計算成果
を実用化し社会に還元すること
が問われています。我々は、平成
28年度に
「京」の240万ノード時間
積を利用させていただき、産業利
用課題「HPCIを活 用 し たFMO創
薬プラットフォームの構築」
（課
題 番 号160103）を 実 施 し ま し た。

タンパク質の量子化学計算は、多
大な計算資源を必要とするため
従来は不可能とされてきました
が、本研究では、計算効率の良い
FMO法を用いて、1,000構造を超
えるタンパク質‐リガンド複合体
の計算を実施し、阻害活性値の差
異や阻害剤のデザイン過程にお
ける相互作用の変化を理論的に
示すことに成功しました。さらに
FMOの計算結果を格納した、世
界初のタンパク質量子化学計算
データベースである
「FMO IFIE
database」の基本設計を行ったこ

とも高く評価されました。11月2
日に開催されるHPCI成果報告会
にて口頭発表および授賞式が行
われます。今回の受賞を励みとし
て、画期的かつ実用的な創薬手法
の研究開発に邁進する所存です。
最後になりましたが、本賞は
FMO創薬コンソーシアムの全て
のメンバーおよび関係者の皆様
の努力の賜物であります。また日
頃より多くのご理解とご協力を
いただいている、薬品物理化学教
室の皆様にも深く感謝申し上げ
ます。

第19回日本褥瘡学会学術集会ポスター賞を受賞して
基礎実習研究センター 講師 笹津

この度、第19回日本薬剤学会学
術集会において、優秀演題として
ポスター賞を受賞することがで
きました。数多くの演題があるな
かでこのような賞を受賞できま
したこと、大変光栄に存じます。
受賞致しました演題の題目は、
「外用製剤のMRIを用いた吸水特
性の評価」です。現在の高齢化社
会において、褥瘡患者の増加は大
きな問題の一つになっています。
日本の褥瘡治療に関しては、医療
や保険制度の関係もあり、海外の
治療指針と大きく違う点が存在
しています。そのなかでも特徴的
なのは、被覆材だけでなく多くの
外用剤を治療やケアに用いる点
にあるかと思います。外用剤の褥

備尚

瘡に対する治療効果は、含有する
薬効成分のみならず、基剤および
添加剤の有する作用や創傷面の
湿潤環境への効果が影響してい
ると考えられていますが、科学的
エビデンスに乏しく、多くは未解
明です。創面の湿潤環境は、滲出
液の制御が重要です。そこで滲出
液、すなわち水に焦点をあて、外
用剤と水との相互作用や吸水特
性をMRIによる水分子の可視化
技術の活用し解明していくこと
が、本テーマの目的です。結果と
して、オルセノン軟膏とゲーベン
クリームは同じo/w型クリーム製
剤でありながら、全く違う水との
相互作用を示すことが明らかに
なりました。この研究を進めてい

くことで、これまで行われてきた
褥瘡治療における外用剤の使用
法の再検討が必要になるかもし
れません。
受賞致しました研究に関しま
し て、MRIに よ る 水 分 子 の 可 視
化技術およびその評価法をご教
授頂きました、富山大学 製剤設
計学講座 大貫義則教授に心より
感謝申し上げます。また本受賞
は、基礎実習研究センターの教員
並びに卒論生の協力の賜物と心
より感謝申し上げます。最後に基
礎実習センター長 輪千浩史教授
には、研究できる環境を整えて頂
き、深く御礼を申し上げます。

平成29年度日本生薬学会学術奨励賞を受賞して
イノベーションセンター 特任助教 Nugroho、Alfarius Eko

この度、日本生薬学会第64回年
会において「日本生薬学会学術奨
励賞」を受賞いたしました。
「 生物
活性多環性アルカロイドの構造
研究」について、その業績が認め
られました。
今までに天然由来の多くの優
れた医薬品が開発されており、将
来においても天然物が医薬資源
として有望であることは疑う余
地はありません。また、医薬リー
ド探索のソースとして、いまだに
植物資源が重要であります。
天然物化学分野での
“ものと

り”
研究のポイントは、素材選び、
分離分析技術、構造解析の手法、
さらに生物活性評価という、こ
れらの一連の流れとこれらの異
なった視点が重要であると認識
しております。私は、この観点か
ら種が豊な東南アジアの植物資
源を素材として用い、NO合成阻
害、細胞増殖阻害、メラニン産生
抑制、脂肪細胞分化抑制、破骨細
胞分化抑制活性等を指標に化学
的および物理化学的な手法を駆
使して、新規医薬シードの探索を
行ってきました。
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本受賞の中心は、キョウチクト
ウ科由来のビスインドールアル
カロイド類の構造研究と生物活
性の解明に関する研究です。種々
のキョウチクトウ科植物の研究
に着手し、Hunteria zeylanicaより
Bisnicalaterine B-Cを、Leuconotis
griffithiiよりBisleuconothine Aな
どのビスインドールアルカロイ
ドを発見し、複雑な構造を絶対配
置を含めて明らかにしました。
Bisnicalaterine Bおよび
Bisnicalaterine Cは、 世 界 で 初
めてのアトロプ異性体ビスイン
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ドールアルカロイドであります。
また、Bisnicalaterine Cは
Bisnicalaterine Bより20倍強い抗
マラリア活性を示しました。
Bisleuconothine Aの活性として、
各種がん細胞に対して、オート
ファジーを誘導することにより、

細胞増殖阻害を示すことを見出
しました。オートファジーを引き
起こすことが報告されている化
合物は多くあるものの、
Bisleuconothine Aの よ う に オ ー
トファジーのみを引き起こす化
合物についての報告は多くあり

ません。
最後になりますが、本研究を遂
行するにあたり、御協力頂きまし
た皆様に深く御礼を申し上げま
す。

天然物研究方法論アカデミー第19回岡崎シンポジウム「天然物研究方法を考える若手の会」最優秀賞を受賞して
薬化学教室 博士研究員 石川

この度は、天然物研究方法論ア
カデミー第19回岡崎シンポジウ
ム
「天然物研究方法を考える若手
の会」
（2016年10月15日 ： 岡崎）
で
「新規モルヒネ生産システムの構
築を目指したベルベリン資化性
菌によるベルベリン分解能の解
析」という演題で最優秀賞を受賞
致しました。
モルヒネは、臨床上重要な医薬
品ですが、工業的な合成方法は確
立しておらず、外国産のケシ由来
の天産品に依存しています。その
ため、国内需要に応じた適正な
供給量の確保を目的とする安定
した生産方法の開発が求められ
ています。薬化学教室では、これ

和樹

までの植物由来生合成経路の模
倣とは異なるモルヒネの微生物
生産方法の構築を検討していま
す。原料とするベルベリン
（BBR）
は、生薬であるオウレンやオウバ
クに含まれるアルカロイドであ
り、植物ではモルヒネと共通の生
合成中間体であるレチクリンを
経由して生合成されています。そ
こで、我々は、BBRを微生物で分
解し、レチクリンへと変換後、モ
ルヒネを生産する新しい微生物
生産システムの構築を考え検討
を行っています。本システムの構
築 に は、BBR分 解 菌 に よ るBBR
の分解経路を解明し、分解に関与
する酵素遺伝子を同定 ・ 応用す

る必要があります。検討の結果、
数種の新規BBR分解産物を単離 ・
同定するとともに、微生物由来の
新規酵素遺伝子として脱メチレ
ン化酵素遺伝子brdAの同定に成
功しました。今後も、新しいモル
ヒネの微生物生産システムの構
築を目指して、研究を遂行してい
きます。最後に、本研究の遂行に
あたり、多大なるご指導・ご鞭撻
を賜りました薬化学教室の細江
智夫教授、武田尚助教、若菜大悟
助教に深く感謝いたします。ま
た、共同研究者の方々に心より感
謝申し上げます。そして、ご協力
下さいました薬化学教室の皆様
に心より御礼申し上げます。

日本薬剤学会第32年会最優秀発表賞を受賞して
薬品物理化学教室 Okky Dwichandra Putra

My name is Okky Dwichandra
Putra, a postdoctoral researcher
in Department Physical
Chemistry, Hoshi University. I
completed my doctoral program
in Department of Chemistry
and Materials Science, Tokyo
Institute of Technology, Japan
in March 2017. Following my
appointment as a postdoctoral
researcher, I presented a part
of my research during doctoral
program in The Annual
Meeting of Pharmaceutical
Society of Japan in April this
year and I won an award as
the best presenter in that
respected conference. The
title of my presentation was
“Understanding Physicochemical

Differences Induced by
Solid-state Dehydration and
Polymorphic Transformation in
Ciprofloxacin Hydrochloride”.
This research was originally
a collaboration with Tokyo
Institute and Technology, Japan
and Cardiff University, UK to
reveal the solid behavior of drug
during the heating. Thanks to
Professor Yonemochi (Hoshi
University) that was able to
add some perspectives from
pharmaceutical point of view
about the implication of solidstate phenomena, i.e. dehydration
and polymorphic transformation
to the pharmaceutically
relevant physicochemical
properties. I do believe that
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understanding a molecular
behavior of drug molecule at
the tiniest level detail will add
valuable information to the
physicochemical properties of
drug materials. In this research,
I combined the cutting-edge
analytical methods to analyze the
behavior of drugs using single
crystal X-ray crystallography,
ab initio powder structure
analysis and some computational
approaches in order to explain
the physicochemical differences.
Notably, I previously received
another award as Rising Star
of Asian Crystallographic
Association with the same
research theme.
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RCSIサマースクールについて

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

て母国紹介をしていただきまし
6月12日より7月27日までの8週
た。RCSIの学生たちは出身国が
間、星薬科大学とRoyal College of
様々で、それぞれの国の歴史をは
Surgeons in Ireland（RCSI; アイ
じめとする多くのことを紹介し
ルランド王立外科医学院）との学
ていただき、とても興味深い内容
術交流協定に基づき、RCSI お
でした。本学の留学生と本学教職
よ びRCSI Medical University of
員および学生との交流を深める
Bahrainの 両 校 か らMr. Shivran
ために開催した国際交流ネット
Singh、Mr. Joseph Saleh、Ms.
ワーキングバンケットでは本学
Rawaa Alsayegh、Ms. Nouran
学生との交流を通じて、より日本
Sinadaの4人の外国人学生を受け
を身近に感じることができたと
入れました。彼らは、医学部およ
思います。最終日には、各自の研
び薬学部に所属しており、学部の
究成果をポスターにて発表後、送
2−3年生になります。順に薬理学
別会を開催いたしました。留学生
教室（成田教授）、薬動学教室
（落
は皆、学部生にも関わらず研究に
合准教授）
、微生物学教室／生化
対するモチベーションや向上心
学教室との合同
（辻教授／東教
が高く、人間性とともに高い評価
授）ならびに薬物治療学教室（亀
を本学教員から得られました。英
井教授）に配属され、各教室の研
語圏内で生活する彼らにとって
究に参加いたしました。また、こ
本学での生活はとても苦労した
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、 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
箏曲部等のクラブ見学等を行い
こえるものであったと思います。
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 『再度、日本に、星薬科大学を訪
れたい』と思っていただければ、
ました。また、女性の二人は、本
本学にとっても幸いです。本交換
学の女子寮にて生活したいただ
留学において、星薬科大学の学生
き、寮生たちと一緒に寮生活を経
をはじめ教職員にとっても交換
験していただきました。
留学生から多くの知識や経験を
本プログラムの恒例となって
いただいたと思います。
いますが、交換留学生に6月24日
一方、星薬科大学からは、大橋
に開催した国際交流スペースに
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絵里可さんおよび川上栞さんが8
週間RCSIに滞在しました。二人
はRCSIの学生寮に滞在し、講義
を受講した後、研究室で毎日実験
を行いました。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、夕方に学生仲間と
フットサルを楽しんだり、週末に
ハイキングにでかけたりと生活
面でも交流をもたれ、良い経験に
なったようです。今後11月の国際
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 ・
ダブリンの生活等について英語
にて発表していただく予定です。
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。本プ
ログラムは、本学およびRCSIの
職員のご理解とご尽力があって
成り立っています。このような交
流が今後も永く続くことを願い
ます。
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RCSIの留学体験記
私は、2017年6月から7月の8週
間、アイルランドのRoyal College
of Surgeon in Ireland（RCSI）に
てサマースクールに参加しまし
た。期 間 中 は 研 究 室 に 所 属 し、
指導教員と研究計画を立て、実
際に実験をしてその結果を発表
しました。私の研究テーマは酸
素欠乏状態の新生児マウスにお
けるてんかん発作の新規バイオ
マーカーの探索で、アブダビ出
身 のMalakと 共 同 で 研 究 し ま し
た。RCSIは非常に国際色豊かで
した。私の指導教員は、スペイン
人だったので、最初はスペイン語
訛りの英語を聞き取ること、ツー
ルとして英語を使うこと、研究内
容を英語で説明されて理解する
こと、全く違う環境で生活するこ
となど多くの苦労がありました。
しかし、現地でできた友人が町の

薬学科 5年

案内や、料理、生活方法を教えて
くれました。友人と自分の国のご
飯を作りあったり、サッカー部の
練習に混ぜてもらいヨーロッパ
や中東の友人と国境を越えて練
習したり、登山部の合宿に参加
し、登山にも挑戦したりしまし
た。自分の誕生日にはサプライズ
パーティーを開いていただき、最
高の誕生日を過ごすことができ
ました。また、研究パートナーで
あるMalakが、日本語でも難しい
研究内容を何度も分かるまで説
明してくれるだけでなく、放課後
には英語を教えてくれました。私
はRCSIでかけがえのない素晴ら
しい仲間に出会い、様々な経験、
学習をすることができました。最
終日には、研究成果を発表しまし
た。その発表は、研究内容やプレ
ゼンテーションスキルを競い合

RCSIの留学体験記
RCSIは、アイルランドのダブ
リンにあり、医学部、薬学部など
からなる医療系の大学です。ア
イルランド出身の学生はそれほ
ど多くなく、マレーシアや香港
など他の国からの学生が大半を
占めています。サマースクール
は、大学が夏休みの間に開かれ、
研究室の研究内容を体験できる
プログラムです。私たちのプロ
グ ラ ム は、6/6 ～ 7/28に 開 催 さ
れ、Non-communicable Diseases
（NCD）を課題に指導教授1名、補
助教員1名、学生3名
（RCSI生2名、
小 生）の チ ー ム に て パ ソ コ ン を
用 い て『medical interventionと
behavioral interventionど ち ら が
NCDに お け るWHOの 死 因top10
に影響を与えるか』の調査を行い
ました。Cochrane libraryを用い
てデータを集め比較、検討を行
い、8週間の間に、自分はほかの

大橋絵里可

うコンペティション形式で、何十
人もの前での発表を行いました。
入賞することはできませんでし
たが、非常に貴重な経験であり、
よい思い出になりました。失敗す
ること、苦労することもたくさん
ありましたが、刺激的で充実した
日々を過ごすことができたと思
います。私はこの2か月間で、失敗
を恐れず挑戦することの面白さ
や、めげずに努力することの楽し
さ、人の温かさを感じることがで
きました。今回のサマースクール
は自分にとってたくさんのこと
を学べ、非常によい経験となりま
した。最後に、このプログラムの
リーダーである池田先生、サポー
トしてくださった米持先生、長谷
川先生ならびにこのような機会
を与えて下さった星薬科大学の
皆様に心よりお礼申し上げます。

薬学科 5年

サマースクール参加者2名、指導
補 助1名 と と も にCOPDと 糖 尿
病についてそれぞれの治療法の
エ ビ デ ン ス を 調 べ、Cochrane
libraryで シ ス テ マ テ ィ ッ ク レ
ビューを探し、オッズ比やMean
SDなどのデータをもとにどちら
の治療法が有効かを検討しまし
た。期間が短かったため、残念な
がら最終的に求めていた結果ま
でたどり着くことはできません
でしたが、英語で議論を行うな
ど、普段の研究室では経験できな
いようなことを体験することが
できました。
サマースクール期間中の毎週
金曜日には、RCSIの先生方がプ
レゼンテーションから統計学ま
で様々な講義を開いてくれまし
た。一度は授業で聞いたことがあ
る内容でしたが、英語で改めて聞
くと新鮮味がありました。サマー
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川上 栞

スクール外では学生寮で生活し
ました。学生寮は大学近郊にあ
り、通学にはとても便利な立地で
した。個室を与えられ、キッチン
は他の入居者と共同ですが、自由
に使うことができました。土日は
自由に過ごすことができ、自分は
観光地を回ったり、ミュージカル
を鑑賞したり、他の国から参加し
ていた学生と交流を図ったりし
ていました。最後に、このような
機会を与えて下さった星薬科大
学の皆様に心より感謝いたしま
す。

最終日、打ち上げにて
（サマースクールの友人たちと）
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同窓会からの奨学寄附金
れました。同窓会のご厚意に対し、田中隆治学長か
ら同窓会に対する感謝状を小船会長に贈呈し、併
せて日頃の同窓会の本学へのご支援に改めて感謝
の意を表しました。
小船会長は本年4月に同窓会長に就任されました
が、約70年の歴史のある同窓会としては、久しぶり
の50歳代会長だそうです。星薬会報
（同窓会報）の
中で、小船会長は
「時代に即して同窓会活動を見直
したい」と述べられていますが、これは大学自身に
とっても全く同じことでありまして、常に時代に
即して行く事が求められています。少子高齢化、薬
剤師と薬学教育の在り方、医療保険の見直し、薬や
製薬会社のグローバル化など、様々な課題を踏ま
えて大学の発展を進めて行かねばなりません。
この度の多額のご寄付を本学の薬学教育研究の
ために大切に使っていくと共に、今後とも同窓会
と協力連携しながら、本学の更なる発展を続けて
まいります。
事務局長 田中 弘夫

2017年7月に、本学同窓会より、
「 八号館竣工寄
附金」として本学の薬学教育研究奨励のために、1
千万円をご寄付いただきました。
たまたま10月24日に学外評議員の会合がありま
したので、その席をお借りして、小船新一同窓会長
から田中隆治学長に寄附金1千万円の目録が手渡さ

故小池康夫氏からの奨学寄附金

2017年7月に、本学前事務局長・
故小池康夫氏と憲子様（奥様）よ
り、奨学寄付金として50万円を本
学にご寄付いただきました。
小池氏は、2005年11月より2013
年12月の間、事務局長としてご奉
職頂きました。本学退職後には、
星製薬の相模原工場長として活
躍され、星製薬と本学の間の研究
受委託も担当され、本学との関係
が続いておりました。非常に残念
なことに、小池氏は病のため本年

7月6日にご逝去されました。
生前、小池氏は奥様とご相談さ
れて、もしも葬儀の時に香典を頂
戴することがあれば、母校である
東京大学とお世話になった星薬
科大学に寄付することと決めて
おられたそうです。9月29日に大
谷利勝・副理事長のご発意で、ご
自身が代表を務める東京都立旧
古河庭園内の大谷美術館
（旧古河
邸）において、ごく親しかった本
学関係者で小池氏を偲ぶ会が催
されました。その席をお借りし
て、小池康夫氏と奥様のご厚意に
対し、田中隆治学長から感謝状を
贈呈し、改めて感謝の意を表しま
した。
この度の多額のご寄付を本学
の発展のために大切に使ってい
くと共に、小池氏のご冥福をお祈
りします。
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追補）
旧古河邸について；
英国の建築家ジョサイア ・ コ
ンドルの晩年の作品で、洋館の中
に完全な和室を取り込むと言う、
和洋折衷ではない和洋調和の作
品です。明治期の主要洋式建築は
コンドルと日本人弟子たちがそ
のほとんどを作ったといえます
が、日本とその文化をこよなく愛
したコンドルの晩年を飾る素晴
らしい建築です。是非、足をお運
びください。
事務局長 田中 弘夫

大谷美術館
（旧古河邸）

星薬科大学報第86号（平成29年10月）

自治会って何してるの？
平成28年度、平成29年度と自
治会 会長を務めさせていただい
ております薬学科 5年 佐藤義朗
と申します。今回、星薬科大学報
第86号に載せていただくことを
とても光栄に思います。
さて、自治会とは何かを少し
紹介させていただきます。自治
会では、①学生の総意の集約、②
自主自立の精神、③学生への利益の還元という3つ
のポリシーを持ち、自治会理念としております。昨
年度から自治会は人数を増やし、より活動の幅を
増やすためと運営上の負担の軽減を目的として今
年度から部署を3つほど設けました。
1つ目は部活動のサポート、各部長を通して部活
動の統括をする部署の統括部。2つ目は自治会総
会を1年に1度開催し、星薬祭実行委員会、卒業パー
ティー委員会、卒業アルバム委員会の運営をサポー
トしていく広報部。3つ目は自治会活動の報告や自
治会活動をより良くするために隔週で行う自治会
議を執り行う行政部があります。
実際に今年度の前期より自治会では定期的に行
政部を中心に自治会議を行っています。そこでは、
学生のみなさまにどのような形で貢献していける
かについて話し合い、それをもとに今年度も様々
な活動を行うことができました。また、今年度は統
括部を中心に部長会を2回開催しました。その結果
として、学内の部活動の活性化に繋げることがで
きたらと考えています。
このように今年度から設けた3つの部署がそれぞ
れの学生のみなさまのために活動を実際に行うこ
とができました。
また、自治会は学内活性化、学生への利益の還元
を目的として特別小委員会というものを立ち上げ、
有志をつのり、学内で様々なイベントを開催する
ことができます。
現在あるものでは、今年度に在宅医療をトピッ
クに学内で勉強会を開催した特別小委員会HOPE、
学年を越えて新たな交流をもつという目的でイベ
ントを行う学内交流会、戸越方面からの通学渋滞
を緩和するための特別小委員会 通学路調査、将来
星薬科大学を通るかもしれない放射2号線や地域の
ことを考える星薬の未来を考える会、品川区の活
性化を目的として他大学との連携を取るしながわ
大学連携推進協議会の5つの特別小委員会がありま
す。
さて、今年度の活動を少しご紹介させていただ
きます。
4月には特別小委員会 HOPEを中心に在宅医療を
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トピックとして取り上げたイベントであるDiary of
薬剤師を開催し、参加した学生に在宅医療の現実
と実際に働いている薬剤師の方々からお話をお伺
いすることができました。
5月には年に1度行われる総会を広報部を中心に
開催することができました。総会は今後の活動の
方向性を決めていくうえでとても大事なものであ
り、平成28年度の活動報告、決算報告、平成29年度
の予算案の承認など、無事に開催できました。
また品川区の4大学が集うしながわ大学連携推進
協議会にも、星薬生の代表として継続して会議に
参加し、6月に開催された品川区のイベントでは星
薬科大学の歴史と特色を紹介しました。
9月には戸越で行われたお祭りにボランティアと
して参加し、地域のみなさまとお話をすることに
よって星薬科大学周辺のことについて知ることも
できた上、星薬科大学についても知ってもらうこ
とができ、地域活動にも貢献させていただきまし
た。そして武蔵小山商店街振興組合の組合創立70
周年記念行事に参加し、大学の紹介、漢方茶の配布
などで武蔵小山での地域活動にも貢献させていた
だきました。
今年度も、活動をより活発に行い、さらに多くの
企画、イベントを考えています。たとえば、11月に
通学路調査、12月に学内交流会を開催する予定で
す。
自治会では、このようなイベントを通して星薬
科大学で学びたいこと、大学に意見を言える、学生
間を繋げていけるような環境を作っていくために
貢献して、在学生に頼られる存在となりたいと思っ
ています。
自治会 会長 佐藤 義朗

右から石野副会長、佐藤会長、瀬戸山会計

スポーツ大会

交通量調査

HOPE主催の
「Diary of 薬剤師」の様子

星薬科大学報第86号
（平成29年10月）

教室紹介

生薬学教室

生薬学教室は、森田博史教授、
須藤浩准教授、金田利夫准教授、
平 澤 祐 介 講 師 の ス タ ッ フ4名 の
他、大学院生3名、学部卒論生59
名が在籍しています。また、当教
室は以前より海外からの留学生
を積極的に受け入れており、現在
もインドネシア、韓国、中国出身
の学生が所属し、国際色豊かなメ
ンバー（6名）で研究活動に励ん
でいます。講義科目については、
「天然資源I」
「 天然資源II」、
、
「 生物
有機化学」
「 有機構造解析学」お
、
よ び、1、2年 次 の 化 学 系 実 習 を

教室紹介

スタッフ全員で担当しています。
当教室では、植物に由来する新
しい化合物、新しい生物活性、そ
して新しい栽培法や生産技術を
見いだすことを目指し、各グルー
プに分かれて研究を行っていま
す。
『 新しい天然物を見いだす』こ
とを主眼に置いたグループは、植
物に含まれる天然由来成分を軸
に研究を進めており、天然物なら
ではのユニークな骨格を有する
化合物の単離 ・ 構造決定を行い、
新規物質の発見を目指していま
す。これらの研究では、東南アジ
アなどの熱帯地域の研究機関と
共同で未利用植物の開拓や伝承
民間薬の調査等も行い、これまで
多数の新しい物質を発見してき
ました。
『 天然物の新しい活性を
見いだす』ことを主眼に置いたグ
ループでは、新しく発見された天
然物、あるいは構造は既知である

ものの活性が明らかにされてい
ない天然物を対象として、その生
物活性を解析しています。植物由
来の天然物には高い率で生物活
性を有するものが多く、研究材料
として、これらは宝の山と言えま
す。
本学薬用植物園で保存してい
る多種多様な薬用植物コレク
ションの中には、未だ成分研究が
十分に行われていない植物も多
く、機器分析により成分プロファ
イルを明らかにすることで、特徴
ある個体や系統を見出して行き
ます。研究面で薬草園も有効に利
用すると同時に、訪れる見学者に
対して、生きた教材をいかに提供
するかといったことも考慮しな
がら運営しています。
教授 森田 博史

まで、現在7人の卒論生が在籍し
ています。
教員の専門は動物実験を中心
とする生理心理学で、今年から数
年は「予期的対比に関する脳内メ
カニズム」という研究が行われま
す。この研究の一部には卒論生の
1人が関わってくれることになっ
ていますが、基本的に卒論のテー
マは学生自ら設定することがで
きるため、ともに手がけた研究に
は薬剤師を対象としたものなど
もあって、非常に幅広い分野の研
究を行ってきました。例えば、薬
剤師の服薬指導行動と患者さん
の満足との関係や薬剤師の心理
的要因と調剤ミスとの関係の研
究などです。それぞれ卒論生が自
らいろいろなことを考え、工夫
し、まとめていくトレーニングの
材料となりました。現在も
「展望
的記憶」や
「アロマの効用」に関す

る研究を計画している卒論生が
おり、この研究をどのように推進
していくのか、どのようにすれば
上手く結果を出せるのか、日々議
論する環境におかれています。
考えるトレーニングは卒論ば
かりではありません。担当授業
ではゼミナール以外でも、
「 心の
科学」
「 人間の発達」などでアク
、
ティブラーニングが取り入れら
れ、学生が自ら学修し、考え、ま
とめ、発表するトレーニングが行
われています。社会で活躍するた
めには、今後ますます自らの頭で
考え、積極的に行動する力を持つ
ことが重要になります。そうした
力を学生さん達に付けてもらう
ため、今後もあらゆる機会でその
ための教育を行っていきたいと
考えております。
准教授 川崎 勝義

心理学教室

心理学研究室は、本学のカリ
キュラムでの「人と文化」
など、い
わゆる一般教育を担う研究室で
あり、また薬剤師のコミュニケー
ション、医療人としての心構えな
ど医療者、薬剤師として必要な
専門分野以外の学修領域を担当
する研究室です。一方で特別実習
（卒論）を担当する研究室の1つで
もあり、一般の薬学部としては異
色の研究室であるかと思います。
所属する教員は准教授である川
崎1人で、学生は3年生から6年生
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教室紹介

薬剤師職能開発研究部門（疾患病態解析学）

2017年卒論旅行（那須 森のビール園にて）
最前列左から堀内助教、里講師、
湯本准教授、酒井准教授

薬剤師職能開発研究部門は、亀
井淳三兼任教授ご指導のもとで、
湯本哲郎、酒井寛泰、里史明、堀
内 正 子 の4名 の 教 員 が 卒 論 生34
名、課程博士1名、社会人大学院
生1名、大学院専攻生1名と協力し
ながら運営しております。
本部門の特徴は、基礎系教員と
実務家教員の混合ユニットであ
り、両者の強みを活かしたコラボ
レーションを教育、研究領域で実
践しております。研究領域では、
基礎研究で得た知見を臨床現場
で検証、応用する、または、臨床
現場で生じた問題点を基礎研究

教室紹介

で解明するといった基礎臨床融
合研究を進めております。
具体的には、抗がん剤の副作用
による骨格筋萎縮の薬理学的機
序を基礎系教員が解明し、副作用
の早期発見と治療継続のために
モニタリングとして薬剤師によ
る新規骨格筋測定手法を実務家
教員が開発する研究、皮膚科領域
において乾癬に対する生物学的
製剤の選択基準が不明瞭な中で
実務家教員が臨床現場から収集
したサンプルをもとに基礎系教
員がSNPに着目して個別化医療
を推進するための新たな選択基
準を構築する研究、実務家教員が
保険薬局のビッグデータを活用
して漢方薬の副作用発現状況の
特性を把握するとともにその機
序を基礎系教員が解明する研究
などを進めています。
また、薬剤師の生涯学習支援
や社会薬学領域として品川区や
地域職能団体と協力して各種研
修会、イベントの開催や地域課

題解決研究を実施している点も
特徴です。薬剤師の生涯学習支援
は、薬剤師認定制度認証機構のプ
ロバイダーとして定期的に知識
や技術のアップデート支援や職
能団体の地区研修会のサポート、
薬と健康の週間における品川区、
品川荏原薬剤師会との薬と健康
フェアの開催、学校薬剤師として
の地域活動などが挙げられます。
教育に関しては、文部科学省
委託事業である次世代の医療人
養成のための調査、研究の実施、
がんプロフェッショナルコース、
チーム医療入門のプログラム構
築、タスクフォース業務などを実
施しております。部門の設置から
4年が経ちますが、学内外の先生
方のご指導を賜りながら学生と
一緒に日々良い部門となるよう
にPDCAを回しております。引き
続き、ご指導ご鞭撻のほどよろし
くお願い申し上げます。
准教授 湯本 哲郎

基礎実習研究センター

基礎実習研究センターは新星
館5階にあります。教員は輪千浩
史
（教授）、長瀬弘昌
（教授）
、宮下
正弘（講師）渡辺聡（講師）
、笠井博
子
（講師）、笹津備尚
（講師）
、池上
眞由美（助教）、渡辺正忠
（助教）
、
板橋武史（助手）の計9名で運営し
ております。社会人大学院生1名、
薬 学 科 卒 論 生6年 生17名、5年 生
14名、4年生15名、3年生19名、創
薬 科 学 科4年 生3名、3年 生2名 が
所 属 し て い ま す。教 員 は、1,2年
生で行う基礎実習の企画・準備・

指導、共同利用機器管理
（旧機器
構造決定と皮膚の結合組織代謝
センター）の運営の他、講義もそ （コラーゲン合成と分解、弾性線
れぞれの分野で担当しています。
維の合成と分解）に寄与する化合
基礎実習研究センターは各分
物の解析。物理系分野では、製剤
野の教員が集結した組織である
的アプローチから外用剤の特性、
ことから、
「 医療現場や現代社会
徐放化、薬物到達システム、難溶
のニーズを反映した製品 ・ 製剤
性化合物の抱合化等の解析。生物
開発を目指す」
、すなわち、現場
系では、細胞生物学的手法・分子
で活躍している薬剤師、医師、看
生物学的手法から細胞機能解析
護師、さらには企業人とともに、 や遺伝子工学的手法から組換え
既存の知識では解決することが
タンパク質や遺伝子改変による
困難な問題に対して、科学的根拠
タンパク質機能解析、生体内ラジ
に基づく解決策を見出す事を目
カル反応と結合組織代謝、さらに
的に研究を行っています。研究対
は、大型機器を用いた生体分子解
象としては、創傷治癒 ・ 褥瘡等
析等を行っています。これらの教
の皮膚疾患研究やスキンケア等
育・研究を通じて、本学の教育理
の化粧品研究が中心である事か
念に基づく学生教育を多面的か
ら、
「 皮膚」に関連した研究を進め
つ螺旋的に行い、問題解決能力の
ています。例えば、化学系分野で
醸成に役立つ教育に取り組んで
は、天然物から抽出した化合物の
います。
教授 輪千 浩史
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新任教職員紹介
佐藤

大輔

職員

総務部
7月1日付で総務部に着任致しました。
教職員の方々と協力し、本学の更なる
発展に貢献していきたいと思っており
ます。一日でも早く戦力になれるよう
精進して参りますので、何卒ご指導ご
鞭撻のほどよろしくお願い致します。

学長室だより

＜第 7 話

星薬の秋＞

ごきげんよう。星薬科大学学長室です。第7話は
「星薬の秋」
をお届けします。
9月、秋風を感じる頃、薬草園の女郎花、藤袴など
秋の七草が咲き、キャンパスは金木犀の甘い香に包
まれます。10月、夜空にオリオン座を見つける頃、
星薬祭で賑わったキャンパスも黄葉が始まります。
11月、突き抜けるような青い空に秋雲が美しく流れ
る頃、銀杏並木は美しい黄金色に染まり、煌めく陽
射しに織りなす彩の美しさ…「星薬の秋」
です。

学長秘書
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●Polaris
こんにちは！ Polarisです。Polarisはラテン語で、
北極星という意味です。そう！星を観測するサー
クルです。春合宿･夏合宿･冬合宿と年に3回合宿を
行っています。春合宿は栃木県、夏合宿は新潟県、
冬合宿は山梨県に行きました。現在新入生17名を
迎え、計36名で活動しています。星を見るのが主な
活動ですが、合宿で季節のイベントを楽しんだり、
地域の文化を体験したりしています。今までほう
とう作りやいちご狩りや魚の掴み取りなど、普段
なかなか経験できないことをしてきました。部員
同士の仲も良く、和気あいあいと活動しています。
来年度以降も様々な活動に取り組み、認知度を高
めていこうと思っています。
（Polaris 部長 門田 奈子）

●コーラス部
私たちコーラス部は火曜日と金曜日に練習して
います。コーラス部単独の活動だけでなく、東京都
市大学グリークラブと合同の合唱団「ハーモノー
ト」としても活動していて、2月12日
（月・祝）
にはセ
シオン杉並で定期演奏会を開きます。夏には北軽
井沢で合同合宿を行い、バーベキューも楽しんで
きました。それに加え、コーラス部としては、6月
に学内でプチ演奏会、10月の薬祭での発表があり、
精力的に取り組んでいます！
現2年生はほとんど合唱未経験者でしたが、成長
を実感しております。部員数は小規模ですが、その
分アットホームな雰囲気で笑いの絶えない日々で
す。J-POPから昭和の合唱曲まで様々な曲を扱い、
それぞれの特徴を捉え、自分たちの歌声で演奏を
作り上げることを目標にこれからも頑張っていき
ます。
（コーラス部 部長 大貫 友理子）
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●スキーボード部
スキーボード部について紹介させていただきま
す！私たちは今年度52人の新入部員を迎え、総勢
76人で活動しています。
スキーボード部の活動は、不定期な活動ですが、
部員みんなが楽しめて、活気づく部活であるため
に、多くのイベントを行っております。今年度は、
5月に代々木公園でのピクニック、6月に河口湖散
策、9月にバーベキュー、10月に星薬祭、11月に食
事会、12月・3月にスキーボード合宿のイベントが
あり、空き日に親睦会を予定しております。
月々の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。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。
現在、仲の良さで一風をまきおこすスキーボード
部のこれからにご注目ください。
（スキーボード部 部長 中田 龍）

●科学捜査研究会
私たち科学捜査研究会、通称
「科捜研」は2013年
に結成し、昨年2016年度、晴れて同好会となりまし
た。
日々の活動としては、分析・鑑識化学など、科学
捜査に関する実験や施設の見学を行っています。
今年度は、警視庁捜査第一課科学捜査係の専門官
に講師として来ていただいて、血痕鑑定のルミノー
ル反応や指紋検出の研修会を開催し、また、東京都
薬用植物園でのケシの鑑定方法の勉強会や、東京
税関での密輸入品の見学会などを行いました。
星薬祭では毎年、指紋検出の実演や、日々の活動
をポスターにして展示しており、たくさんの方に
ご来場いただいております。
これからも会員一同、積極的に科学捜査に関す
る活動をし、部への昇格を目指して参ります。
（科学捜査研究会 部長 有馬 幸恵）
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空手道部
こんにちは！空手道部です。
現在空手道部は部員が15名で、
1,2年生を中心に活動しています。
本年は6名の新入部員を迎え、よ
り賑やかな部活となりました。
活動は基本、毎週木曜日に行っ
ており、月に2回ほど、土曜日に
師範練習があります。
空手には様々な流派がありま
すが、星薬科大学空手道部は糸東
（しとう）流という流派に属して
います。
普段の練習では、突きや蹴り、
受けなどの基本、そして形と組手
を行っています。大学に入ってか
ら空手を始めた部員がほとんど
なので、立ち方や技一つ一つを基
礎から学んでいきます。また、大
会前になると、試合形式で練習を
行うこともあります。
空手道部と聞くと、練習や師範
が厳しそう、痛そう、怖いなどの
イメージがあるかもしれません
が、私たちの部ではそのような心
配はいりません。また、先輩方が

優しく指導してくださり、部員同
士でも教え合いながら練習して
いるので、雰囲気も大変良く、和
気藹々とやっています。無理な
く、自分のペースでできるという
のも、この部の特徴です。そして、
初心者でも在学中に黒帯を取る
ことができます。
空手道部の1年を通しての主な
行事は、薬連を含む大会が年3回
ほどある他、6月頃にはOBOG会、
12月には日本武道館で行われる、
全日本大会の観戦などがありま
す。春休みや夏休みには薬科大学
の合同練習にも参加し、懇親会な
どを通して他大学との交流を深
めています。
OBOG会では、先輩方や師範の
方々と食事をしながら、大学生活
のことや社会生活のことなど将
来に役立つ色々なお話を聞ける
ので、とても良い機会になりま
す。
空手のことをあまり知らない
という方も多いと思います。空手
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は、形 ・ 組手ともに、集中力、力
強さ、スピード感があり、とても
魅力のあるスポーツです。2020
年の東京オリンピックの新種目
となり、多くの人に注目される競
技になると思います。この機会に
皆さんに少しでも空手のことを
知っていただければ嬉しいです。
今まで空手をやってきて大学
でも続けたい、今まで運動部では
なかったけれど体を動かしてみ
たい、武道系をやってみたい、形
の格好良さに憧れたなど、空手道
部に入る理由は様々です。初心者
も経験者も大歓迎ですので興味
がありましたら、是非お越しくだ
さい。体育館一階の柔剣道場で練
習を行っています。
最後になりますが、これからも
部員それぞれが個々の目標に向
かって日々精進するとともに、楽
しく活動していければと思いま
す。
空手道部 部長 上原 玲衣
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