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平成29年度 学位記授与式の挙行
平成29年度学位記授与式

が述べられた後、特別奨学生表彰
平成29年度学位記授与式を3月
を行いました。薬学科10名、創薬
15日
（木）に、星薬科大学本館メイ
科学科2名の特別奨学生に対し、
ンホールにおいて執り行いまし
表彰状が授与されました。
た。当日、キャンパスは色とりど
続いて、星薬科大学特製白衣授
りの袴姿に身を包んだ女子学生、
与を執り行いました。学生、大学
凛々しいスーツ姿の男子学生た
院生が学会等で受賞するなど、そ
ちの誇らしげな笑顔とご家族皆
の顕著な活躍に対する大学から
様の喜びの笑顔で溢れていまし
の褒賞として、賞状と共に授与さ
た。
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
状と特製白衣を授与されました。
教員等の列席の下、
「 国歌演奏」で
続いて、学長賞5名が賞状と記念
開始され、大学院学位記授与で
品を授与されました。
は、大学院課程博士学位取得者薬
星薬科大学同窓会会長小船新
学専攻8名、総合薬科学専攻1名、
一様よりご祝辞を頂いた後、在学
大学院課程外博士学位取得者1名
生代表送辞、卒業生代表答辞、そ
に対し博士学位記が、修士学位取
して、卒業生代表者より記念品
得者16名に対し修士学位記が、田
（紅白幕一式、ワイヤレスマイク
中学長より授与されました。
セット一式）の寄贈があり、出席
大学学位記授与では、薬学科
「校歌」合唱、
「 蛍の
280名、 創 薬 科 学 科30名 に 対 し、 者全員による
光」斉唱で式は終了しました。同
田中学長より学位記が授与され
日午後には、品川プリンスホテル
ました。
田中隆治学長より学長告辞が、 にて、平成29年度卒業記念パー
ティーを執り行いました。
大谷卓男理事長より理事長式辞

メインホール

理事・来賓の皆様

大学院学位記授与
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平成29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。決して容易ではない薬学
の勉強を修了され、めでたくご卒
業されましたこと、心より御祝い
申し上げます。皆さんの努力に深
く敬意を表するとともに、皆さん
を導いてくださった先生方、そし
てご両親、ご家族の皆さまにも学
校法人を代表いたしまして心よ
り御祝い、御礼申し上げます。次
のステップとして、大学院修士課
程、あるいは博士課程へ進まれる
方にも心より御祝い申し上げま
す。本日は皆さんの人生の大きな
節目にあたり、御祝いの気持ちを
込めてお話をさせていただきま
す。
まず、本日は皆さんにとって人
生の節目の日となります。天気に
も恵まれましたので、学内でたく
さん写真を撮ってください。お父
さま、お母さまと来た方は、是非
一緒に写真を撮って、この節目の
日を大切な思い出として記念に
していただきたく思います。そし
て、ご両親、ご家族に
「ありがと
う」と感謝の言葉を伝えてくださ
い。ご両親、ご家族にとっては、
皆さんが何よりの宝物 ・ 財産で
すので、これ以上のものはないと
思います。
そしてこれから社会に出る皆
さん、人生は、死ぬまでの間にい
かにしてたくさんの宝物や財産
をつくるかということが重要と
なります。本日はまず1つ、学長
から授与された学位記という大

学校法人星薬科大学理事長

きな財産を得ることができまし
た。今日までの道のりはとても大
変だったかと思いますが、皆さん
本当によく頑張りました。この学
位記は、皆さんの財産となりまし
た。
「 一生懸命勉強した」
「 難しい
ことも克服した」という努力した
経験も1つの財産ですが、何より、
それによって身につけた知識は
本当に素晴らしい財産です。
星薬科大学の卒業生と言うと、諸
先輩方が世の中で活躍されてい
ることもあり、世間一般から知識
ある者として見られます。知識は
使ってこそ価値がありますので、
その知識という財産を、是非世の
中で存分に活かし、そして更に増
やしていってください。人生は生
涯前向きに、生涯をかけて財産を
増やすということですから、学長
のお話にもありましたが、これか
らもたくさん勉強して、身に付け
られることはたくさん身に付け
ていってください。
今日は、72歳で博士号を取得
し、学位記を授与された方もい
らっしゃいます。何歳になっても
前向きに勉強していくことは本
当に大事なことですので、若い皆
さんも是非見習って頑張ってい
ただきたいと思います。
大学で得られた財産は、身に付
けた知識、努力したという経験、
それから人生の師、先生、何で
も相談できる友人などたくさん
あったと思います。また、皆さん
は、先人からいただいた知識や自
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大谷

卓男

ら学んで得た知識を、次の世代に
も伝えていくという大きな役割
も担うこととなります。
創立者 星一先生のお言葉を、
皆さんは本学にいる間に何度も
聞いたかと思いますが、改めて3
つだけ申し上げますので、星一先
生の理念をこれからも覚えてお
いてください。
「 社 会 で お 役 に 立 つ」
「親切第
一」
「 高 い 志 を 持 つ」
、 こ の3つ で
す。これらは、皆さんの持ってい
る財産や知識を世の中に還元す
ること、知識をより前向きに身に
付けていくこと、そしてそれを次
世代にも伝えることの3点に結び
つきます。是非、これからもたく
さん財産をつくっていってくだ
さい。
これからの世の中の未来を創
るのは皆さんです。他でもない、
若い皆さんです。例えば医療現場
で皆さんが活躍したり、新しい薬
を開発したりすることの積み重
ねが、人類の夢に、そして健康で
幸せな生活を送ることのできる
社会の実現につながりますので、
皆さんには是非未来を創ってい
くということに、今後も邁進して
いただきたいと切に願います。
世の中に出れば、山あり谷あり
の道のりとなります。そのような
中でも今日の記念写真を見てこ
の節目の時を思い出し、今後、節
目を迎えるたびに次のステップ
に進んでいただきたいと思いま
す。
星薬科大学を卒業したという
ことに誇りと自信、それから責任
を持って、今後社会で一層活躍さ
れることを切にお願い申し上げ
まして、私からの式辞とさせてい
ただきます。皆さん、本当におめ
でとうございます。これからも頑
張ってください。
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平成29年度 学位記授与式 学長告辞

本日ここに、平成29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280名、創薬科学科30名、大学
院薬学研究科8名 総合薬科学専
攻 修士課程16名、課程博士1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。あるい基礎薬学、生命科
学のさらなる研究を続けていく
ために博士、修士課程の研究生と
して大学院に進学し、研究者とし
ての夢を育むため新たな気持ち
でこの学位授与式に臨まれてい
るものと存じます。学位授与式で
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
題に取り組み評価を受けた学生
に学位が授与されるのであり、こ
れから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

おいて社会が求める価値を創り
だす第一歩を踏み出す区切りの
時であると考えます。
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。そのためには自らの仕
事に目標を立て、誇りを持って、
常に前向きに取り組み、プロの社
会人として積極的に問題を解決
し、職場に貢献していく情熱が必
要です。
そこで、今、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。
本日の学位授与式で諸君と一
緒に学位を受けられました3名の
方を改めてご紹介したいと思い
ます。一名は小林 裕子
（ひろこ）
さん。小林さんは72歳というご高
齢で、過去4年間、社会人博士コー
スにて、授業を受け、与えられた
研究課題に取り組み、博士論文を
作成され、本学の規定に沿って研
究成果を権威ある雑誌に投稿し、
本日、見事に薬学博士号を取得さ
れました、小林博士は現在、様々
な医療現場で栄養士として医師、
看護師、薬剤師、もちろん患者さ
んの教育指導もなされ、すでに、
社会的にも高く評価された働き
をなされておられます。しかし一
念発起し、以前からの希望であっ
た薬学博士取得にチャレンジさ
れたのであります。週の大半を割
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星薬科大学学長

田中

隆治

き、研究室の学生、教官と共に研
究し、長年の夢を実現されまし
た。多くの卒業される諸君、君た
ちの先輩として、同じ日に学位授
与式に参列されたことを是非、覚
えておいてください。
この小林 裕子さんの学位の
取得は我々、教育に携わる者に多
くのことを教えてくださったよ
うに思います。
ユダヤ系アメリカ人、サムエ
ル ・ ウルマンが
「青春とは」とい
う著名な詩を残しております。ま
さに、小林博士はウルマンの精神
を実践されました。
ウルマンは
青春とは、真の青春とは、若き
肉体の中にあるのではなく、若き
精神のなかにこそある。バラ色の
顔、真っ赤な唇、しなやかな身体、
そういうものは、大した問題では
ない、問題にすべきは強い意思、
豊かな想像力、燃え上がる情熱、
そういうものがあるか、ないか
こんこんとわき出る泉のように、
あなたの精神は 今日も新鮮だ
ろうか 生き生きしているだろ
うか臆病な精神のなかに青春は
ない。そして、最後にウルマンは、
たとえ八十であったとしても、あ
なたは常に青春、青春とは、真の
青春とは 若き肉体の中にある
のではなく、若き、精神のなかに
こそあると繰り返しています。
まさにこのウルマンの詩に記
されたように青春を小林博士は
発揮されたものと思います。同様
に本年の学位授与式に臨まれた
他の一名の方がおられます。同じ
く薬学博士の学位を取得された
臨床教育研究学域、実務教育部
門の山村美保講師であります。長
年、薬局で薬剤師として研鑽を重
ねた後、本学の実務教育部門の教
官として赴任されました。6年制
に移行し、実務教育部門は多くの
学生の指導、教育の仕事を抱え、
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病院、薬局等の対外交渉を含めて
忙しい中、少しでも、新しい知識
と技能を習得すること、何よりも
研究を通して問題解決する能力
を身に着けようと4年間、薬動学
教室で新たな研究課題で頑張っ
てこられました。幾度かあまりの
忙しさと、ご家庭での母親として
の責任からくじけそうになった
ことをお聞きしてまいりました
が、若い頃からの研究者への憧
れ、学位の取得、その夢を本日、
成し遂げられました。このように
本年は諸君たちの先輩が長年抱
き続けてきた夢を希望を実現さ
れた良き日であることも覚えて
おいていただきたい。
最後の一名は渡邊 萌さん27
歳、創薬化学科に入学され大学院
に進まれ、5年間、薬理学教室で
研究生活にはいられ、モルヒネの
鎮痛効果の作用機序、特にドーパ
ミンの活性化と緩和機能を明ら
かにし、国内はもとより、国際会
議においてもその研究成果は高
い評価を得、来月からは米国、ア
リゾナ大学の研究員として招聘
され、夢を実現するという快挙を
成し遂げられました。以上お話し
た3名はまさに青春まっただ中で
あります。
皆さんも、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、3名の方々が
本日、夢を現実化されたように、
志を高く掲げ、希望に燃えた一歩
を踏み出していただきたい。そし
ていつまでも気持ちは青春であ
ることを忘れずにあらゆること
に対処していただきたい。 現
在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。年功序列、中産階級を意識
した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
てくることを社会は期待してい
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、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、患
者さんに優しい、頼られる薬剤
師、医療人が求められておりま
す。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
きく貢献してはいます。今迄は考
えることや知的だと思っていた
労働が機械で置き換えられるよ
うになってきましたが、創造する
という点はまだまだ人が本来や
るべきこととして残っていくの
ではないかと思います。そのため
にも今後は世界中のいたるとこ
ろで活動する場が与えられるも
のと考えます、今まで以上に研鑽
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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、自ら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

校内の草木もようやく、長い冬
の眠りから覚め、生命の息吹が感
じられる季節になりました。この
よき日に、晴れて星薬科大学をご
卒業される先輩方、誠におめでと
うございます。在校生一同、心よ
りお祝い申し上げます。
今、皆様一人一人は、これま
での大学生活をどのように振り
返っていらっしゃるでしょうか。
これまでの大学生活において苦
労したこと、楽しかったことなど
様々な出来事を通じて培った十
人十色の輝きに思いをはせてお
られる事と思います。そして、こ

の学び舎で得た一生涯を通じて
かけがえのない財産である友人
との絆を強く感じておられるの
ではないでしょうか。
先輩方と過ごした日々を振り
返ってみますと、先輩方は常に
私達後輩の前を歩いておられま
した。そして、その頼もしい背中
が私達の目標でもありました。新
入生歓迎会に始まり、指導グルー
プ、部活動、卒論教室など様々な
活動を通して、この大学で学ぶ意
義や将来の希望を熱く語り、学業
を修める覚悟を持たせていただ
きました。
学業や人間関係、将来について
悩んだ時など、あらゆる面で相談
に乗っていただき、私達を成長さ
せていただきました。私達のあり
のままの姿を受け入れ、厳しく、
熱心に指導してくださる先輩が
居たことは、私達の心の支えにな
りました。共に笑い、共に喜び、
共に汗を流した日々を決して忘

れません。
今や、社会は変化の絶えない
中、一人一人が持つ能力を十二分
に発揮し、社会に貢献していくこ
とが求められる激動の時代と言
われています。その荒波の中、夢
に向かって進んでいくことは決
して容易ではないでしょう。しか
し、そんな時こそ、この星薬科大
学で培った知識や経験を活かし
てこれからの社会を引っ張って
いってください。先輩方であれ
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
よき先輩として私達を導き励ま
してくださったことに心からの
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30年3月15日
在学生代表
中野 友旭

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学位記授
与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
訓示と激励の御言葉を賜りまし
たことに重ねて御礼申し上げま
す。
星薬科大学での学生生活は多
くの出会いにあふれ、大学で出
会った先生方、先輩、同輩、後輩
のおかげで、大きく成長すること
が出来ました。
私たちは明日から新たな世界
に足を踏み出していきますが、星
薬科大学で得られた全てのこと
を糧とし、広く社会に貢献できる
人材となるよう卒業生一同、精進
してまいります。
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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
えてくださった職員の皆様、多く
の壁を共に乗り越えてきた友人、
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
く御礼申し上げます。
皆様のご健勝と星薬科大学の
更なる発展を願い答辞と致しま
す。
平成30年3月15日
平成29年度卒業生代表
林 明音

星薬科大学報第87号（平成30年4月）

平成29年度

星薬科大学に入学してから6年
間を振り返えりますと、イチョウ
並木の景観が懐かしむ気持ちに
なります。学校生活では、先生方
から講義 ・ 実習を通して多くの
ことを学び、部活動や研究室生活
では素晴らしい友に出会えまし
た。星薬科大学という由緒ある学
び舎を経て社会に貢献できるこ
とを誇りに思います。
今回の卒業パーティーは、前年
より前倒しにして準備しました。
また、そこに早い時期から5年生
に卒業パーティーの準備に協力
してもらうことで引継ぎと6年生
の負担を軽減させました。5年生
には、実務実習で大変の中、協力
して頂きとても感謝しています。
実行委員の6年生は卒業論文の作
成、卒業試験や国家試験への準備
で多忙の中でも、実行委員として
最大限のおもてなしを考え取り
組んできました。
卒業パーティーでは、私たちの
6年間を支えてくださいました先
生方への感謝を示した研究室ご
との動画を作成しました。卒業生
の相馬さんが中心になって動画
の構成や音声などの改善を重ね
て、より良いものにしようと必死
に取り組みました。各研究室の動
画では、卒業論文をはじめ就職活

卒業記念パーティーを終えて

動にも親身に応援くださいまし
た御礼の気持ちや研究生活に思
いを馳せる場面が数多くありま
した。放映中には、トラブルもあ
りましたが、会場内の先生方や卒
業生の笑顔や懐かしむ声が聞こ
えました。その時に私たちは実行
委員として大きな達成感を感じ
ました。
催し物として実行委員は、門出
に相応しい鏡開きを出すことに
決めました。一昨年では、退官さ
れる先生方に行ってもらいまし
たが、今年は委員長である私と星
薬科大学学長の田中隆治先生の
参加のもと盛大に執り行いまし
た。鏡開きの際は、司会の野本君
の掛け声で会場の皆さんが大き
な声で参加してくださり一体感
が生まれました。また、抽選会で
は学長先生から特別賞を頂くな
どの配慮して頂きました。卒業
パーティーが更に盛り上がり、卒
業パーティー実行委員一同感謝
しております。
活動を振り返りますと、私たち
が5年生の時から先輩方の準備を
拝見していましたが、いざ私たち
が卒業パーティーの準備に取り
組むと多くの壁にぶつかりまし
た。しかし、問題に対して実行委
員の全員が一丸となり、各自の仕
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事はもちろんの事、役割を越えた
フォローが支えとなり乗り越え
られました。卒業パーティーが終
えて、我々実行委員全員は達成感
に満ち溢れました。また、実行委
員長としての経験は社会に出て
いく上で自信となりました。
最後に卒業パーティーを実行
するにあたりお世話になりまし
た方々、そしてご支援くださいま
した学生支援部の皆様、山本弘先
生をはじめとする先生方、実行委
員として手伝ってくれました平
成30年度卒業パーティー実行委
員の皆様に感謝を申し上げます。
ありがとうございました。
平成29年度卒業記念パーティー
実行委員長 木村 博
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平成30年度 入学式の挙行

平成30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
（木）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、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286名、博士課
程薬学専攻3名、博士課程総合薬
科学専攻5名、修士課程総合薬科
学専攻28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
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29年度事業報告及び平成30
年度役員の選出、平成30年度事業
計画等について承認されました。
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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
ホシヤクならではの貴重な最初
の１歩です。
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平成30年度 入学式 理事長式辞
新入生の皆さま、ご入学おめで
とうございます。また、大学院に
進まれ、さらに勉学に励む皆さま
に、御祝い申し上げます。学校法
人を代表いたしまして、皆さまを
心より歓迎いたします。また、本
日ご参集いただきましたご両親、
ご家族の皆さまに対し心より御
祝い申し上げます。
新入生の皆さん、本当によく頑
張りましたね。たくさん勉強し受
験に挑まれたと思います。薬科大
学の入学試験、これは決して容易
ではありません。皆さんが努力を
重ねて入学できたということ、こ
れは一つ、大きな財産をつくった
ということです。これを糧にし
て、これからの人生を、さらに価
値あるものへとステップアップ
していただきたいと願う次第で
す。
皆さんが今日この日を迎える
ことができたのは、もちろん皆さ
んの頑張りがあってこそですが、
もう1つ、周りの方からの支えが
あったと思います。ご両親、ご家
族からの支えがあり、めでたく本
日入学に至ったことを忘れず、是
非感謝の心、感謝の言葉を、ご両
親にも伝えていただきたいと思
います。
さて、星薬科大学は、1911年に
創立者 星一が星製薬株式会社
の人材育成、教育部門として始め
たことが起源となっています。今
日、星一先生の銅像の前で入学の
記念に写真を撮った新入生の方
もいらしたと思います。
星一先生がこの場にいらして、
今日の皆さんをご覧になったら、
本当に喜ばれたでしょう。
「 世の
中で一番大事なのは人材である」
とし、
「 世の中でお役に立てる人
間をたくさん輩出していく」とい
う思いを胸に、星一先生が始めた
のがこの星薬科大学だからです。
皆さんが、今日、これからまた

学校法人星薬科大学理事長

しっかり勉強して、世の中の役に
立つのだという思いを胸に抱い
ているということに、大変お喜び
になるでしょう。
ここで、星一先生のお言葉を幾
つかご紹介しますので、是非皆さ
んの人生の道しるべになればと
思います。
「親切第一」
。学内にも、自筆で
星一先生がお書きになった額が
掛けられています。皆さんはどち
らかというとこれまでは支えら
れる側にいましたが、これからは
徐々に支える側にもならなけれ
ばなりません。星一先生は、国家
と国家が融和して繁栄すること
を願い、
「 親切第一」とおっしゃい
ました。皆さんにはまずは一番愛
する人、一番身近な人へ、支えて
もらうだけでなく、支える側に立
つということから、
「 親切第一」を
少しずつ実践していただきたく
思います。
勉強するということは、これか
らたくさん知識を身につけると
いうことですが、これはあくまで
も手段です。薬剤師国家試験に合
格する、大学を卒業する、大学院
でもっとこういう研究をするな
ど、これらも手段です。世の中に
出た時に、医療現場で多くの方々
の役に立ちたい、あるいは新しい
新薬を作る開発の現場に携わり
たい、このようなことが目的に当
たります。
また、星一先生は、
「意志あると
ころに道あり、意志なきところに
道なし」とおっしゃいました。学
長の告辞にもありましたが、志を
持つということから、あなた方の
有意義な人生が始まります。しっ
かり勉強して、しっかり知識を身
につけて、しっかり能力を得れ
ば、世界に奉仕する人材になれ
るということです。奉仕するとい
うことは、能力がないとなかなか
できないことです。ゆえに創立者
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大谷

卓男

である星一先生は、
「 星薬科大学
は、薬学を通して世界に奉仕す
る人材育成の揺籃である」とおっ
しゃったのです。
皆さんはこれを是非胸に刻ん
で、世の中でお役に立てる人材に
なっていただきたいということ
が、本学から皆さまへの最大のお
願いです。
若いうちに勉強したこと、学ん
だこと、あるいは思ったこと、決
めたこと。また若いうちに出会っ
た人、教えていただいた先生。こ
れらは人生の中で最も大きく、そ
して心の奥底に残り決して忘れ
ない、必ず皆さん一人一人の力に
なる大切なものです。これから学
部あるいは大学院で過ごす数年
の年月を価値ある時間として大
切に使ってください。
人生というのは山あり、谷あり
です。日々の志がどんなに高くて
も、
「ああ、もう今日は嫌だ」とか、
「今日はきつい、苦しい、もう無
理」などと思ってしまうこともあ
ります。そんな時は、本学に入学
した今日の初心を思い出して、自
分自身をしっかりと高めて、また
歩んでいっていただければと思
います。皆さんにとって大切なこ
の時期に、是非今後の人生を輝か
しいものとできるよう、頑張って
いただきたいと願っています。
学長の話にもありましたが、薬
学は日々進化しています。そのよ
うな中で、先人からの知識を学
び、そしてその先を皆さん方がつ
くっていくということが学問で
す。皆さんには、この学問を以て
是非
「親切第一」を、そして「世の
ため、人のためにお役に立つ」と
いうことを実践し、輝かしい人生
を歩んでいただきたいと思って
おります。そして若い間の大切な
時間を楽しみ、時にたくさん悩ん
で、そしてより多くの喜びや楽し
さに満ちた時を過ごし、この先の
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未来を創るあなた方の人生をよ
り有意義にしていくための糧と
なるよう、星薬科大学での勉学
に、そして生活に励んでいただけ

ればと思います。
皆さん、本当にご入学おめでと
うございます。これからも是非弛
まぬ努力を続け、有意義な学生生

平成30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
264名、創薬科学科22名、大学院
薬学研究科 総合薬科学専攻 修士
課程28名、博士課程5名、薬学専
攻 博士課程3名の新入生を迎え、
平成30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学科
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、星製薬株式
会社の中に医薬品の研究開発、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
カロイド製剤を世界に先駆けて
開発する事に成功し、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
先生は基礎研究が新薬の開発に
重要であることを十分認識され、
国内の大学の研究者はもとより
第一次世界大戦で疲弊したドイ
ツの科学者のためにも多額の援
助金を供出し、ドイツの戦後の科

活を過ごしていただくことを切
に願っております。頑張ってくだ
さい。

星薬科大学学長

田中

隆治

学の発展に寄与し、その支援でド
育成と研究開発を進め、更なる歴
イツにおいて途切れることなく
史を構築していきたいと願って
ノーベル賞に輝く研究者を輩出
おります。
したことが高く評価され、現在、
星一先生の考えの中に産業の
本学とドイツで最も伝統あるユ
育成、学問・研究開発の発展には
リウス ・ マキシミリアン大学ビ
人材の育成が最も大切であると
ルツベルグ校との学術交流が盛
話してまいりました。同様の考え
んになされ,夏にはドイツからの
を持った幕末の思想家 ・ 吉田松
留学生が冬には本学の学生が交
陰は人材育成の達人で、明治の新
換留学生としてそれぞれの大学
しい日本を切り開いた人材を多
で貴重な経験をしております。
く育成してきたことはよく知ら
日本の産業育成、学問・研究開
れたことです。その松陰の考え
発の発展には星一先生は人材の
を表した有名な言葉に
「志を立て
育成が最も大切であるとし
「世界
て、以て万事の源となす」とあり
に奉仕する人材育成の揺藍であ
ます。学ぶことの全ては志を立て
る」を建学の精神とする星薬科大
ることから始まると考え、松下村
学を創設するに至りました。
塾の教育の中心に据えました。な
本学はこのような確固たる伝
ぜ志が大事かと言うと志の無い
統を有し、独創的で国際社会で活
者が学び取った学問、知識はしば
躍できる豊かな創造性をもった
しば私欲や権力の前に屈し、本来
薬剤師、医療従事者、研究者を養
の学問、知識が果たす役割とは
成する事を目的とした薬科大学
違った方向に向かう可能性があ
であります。この建学の精神を指
るのだと松陰は教えたのです。
針に研究の最先端を切り開き、グ
諸君も星薬科大学に入学をし
ローバルな視点を持ち、人間と
た,この時点から、しっかりした
しての品格を養い真実を追求し、 志を立ていていただきたい。し
社会に還元出来る人材を長年に
かも、日本の現状を踏まえ、医療
渡って育成してまいりました。特
の現場で企業で研究の現場で
「人
に疾病による痛みのメカニズム
のため,社会のために貢献したい」
を明らかにし、疾病時における痛 「自己を高め優れた医療人、薬剤
みの軽減の必要性を強く示唆し
師 を 目 指 し た い」と い っ た 高 い
た緩和医療への本学の基礎研究
志、大きな夢をもって大学生活を
と応用開発研究は世界をリード
送っていただきたい。医療看護、
する研究成果の一つとして継承
薬剤師の大きな意義は高齢者、健
されております。また、様々な疾
康を損ねた人々の支援する弱い
病にかかわる分子生物学的解明,
人々の立場に立って物事を考え
健康を維持するための体の調節
る必要があります。近年は心の弱
機構の解明、人にやさしい医薬品
い人たちが若者の中でも増えて
製剤の開発、健康食品、化粧品の
きております。大学生活、4年間、
開発にも貢献してまいりました。 あるいは6年間その間にも心折れ
これからは皆さんと共に社会が
る友人がいるものと思います。そ
求める、社会に貢献できる人材の
の友達と互いに助け合えるヒト
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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
という状態から自を解放するこ
とだ思います。自由な心で、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。
「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ただ
きたい。
もう一つは諸君にとって今足
りないものに文章を書く力であ
ります。私は毎年、入学された生
徒の皆さんに「薬学の勧め」とい
う講義行い、A4用紙一枚のレポー
トを提出していただきます。多く
の知識を持っておられることは
解りますが、自らの考えをまとめ
て
「書く」という点に著しく欠け
ているように思います。A4サイ
ズの用紙に一段落で埋めてしま
う生徒が多くみられます。段落と
いう言葉の持つ意味がよく理解
されていない生徒が多いようで
す。何を書くのかを考えるときに
は、まず自分の考えをまとめ、書
いて伝えるには、相手の考え、理
解力の程度を推し量りながら伝
え方にも工夫を重ねていかなく
てはならない。多くの情報をまず
整理し、自分の言葉に置き換えて
整理し、それを明確に伝えていく
ことからコミニュケーションは
始まるのです。文章を適格にかけ
ることが研究を行う上で最も大
切なことであることを何れ理解

するときが来るでしょう。
学問や研究の基本は自らの関
心と興味にあります。自らの関
心と興味は各自の生まれてから
の歴史や環境を基礎として生ま
れます。諸君はこれまでのそれぞ
れの関心や興味に基づき、星薬科
大学を選び、本日の姿があるので
しょう。明日から始まる大学生活
の学びは、今までの関心や興味を
一層強くすることが期待されま
す。一方、迷いが生じるかもしれ
ません。いずれにしましても、深
い教養が専門の学びを先導し、ま
た、創造力の原動力にとなるもの
と考えます。大切なことは人生の
師との出会いです。私自身の過去
を振り返る時、迷いが生じたとき
こそ、一生の師とする人に遭遇す
るように思います。赤痢菌の原因
菌を発見した志賀潔先生は
「先人
の後を師とせず、先人の心を師と
すべし」と述べられました。本学
には多くの優れた教員がいます。
諸君が新たな学びの世界を歩ん
でいく中で人生の師と出会える
ことを希望しております。
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
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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
科の体制は本年度より、大きく変
わります。四年間で生命科学、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
を行うだけではなく、学外での実
習、グローバル化に向けた英語力
の強化により、より社会が求め
る力のある学生を育成していき
たい。多くの学生は大学院へ進
み、研究開発者の基盤を形成し、
様々な企業の研究開発者として
巣立っていかれております。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87号
（平成30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
は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
の学生として自信と誇りを持っ

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、社会に貢献できる人
材となるべく、入学した仲間と
ともに勉学に励み、成長してい
くことをここに誓います。
平成30年4月5日
新入生代表 岩渕 真奈

在学生代表 歓迎の辞

春の風が快い季節となりまし
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
を見ることが出来て、とても嬉
しく、在学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、創立百年を越
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
んが学んでいく薬学は、生命や
健康について、科学的、生物学
的、物理学的知識に基づいて研
究していく応用科学であり、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。
薬学科では、長期の実務実習
が行われ、「薬の専門家」とし
ての知識・技能・コミュニケー
ション能力を持つ、薬剤師の養
成が行われています。
また、創薬科学科では、研究
の基礎となる実験スキルと、知
識を培い、研究・開発能力で多
くの生命や健康を支える人材の
育成が行われています。
そこで、自分はなぜ薬学の道
を選んだのか、何を目標とす
るのかをしっかりと考え、星薬
科大学の学生としての自覚をも
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ち、日々の大学生活を送ること
が、重要になっていきます。
本学には、同じ志を持った仲
間がたくさんいます。クラブ
活動や星薬祭などの行事、研究
で生まれる人々との関わり合い
は、かげがえのないものです。
始めの頃は、新しいことばか
りで、慣れるまで苦労が多い
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
活を送れるように、そして、卒
業する際には、星薬科大学に入
学してよかったと思えるような
時間を、私たち在学生と共に、
作り上げていきましょう。
以上、簡単ではございます
が、在学生を代表して、歓迎の
言葉とさせて頂きます。
平成30年4月5日
在学生代表 松倉 瑞季

星薬科大学報第87号（平成30年4月）

定年退職にあたり
機器センター 教授

長瀬

には研究の基礎からご指導頂き、感謝に堪えませ
ん。その後、上田先生が薬剤学教室から来られ、
中垣先生が退職された後は、上田先生が教室の
主幹となりました。この段階で院生と卒論生が常
に在籍するといった研究室の形になりました。こ
の時期に遠藤先生が来られ、その後、小川先生が
入られて教室の研究も進んで行きました。上田先
生、遠藤先生を中心とした大環状シクロデキスト
リンの研究では、約40種の大環状の単離、精製、
基礎物性の検討が行われ、私は単結晶の構造解
析の方面でお手伝いすることが出来ました。トレ
ハロースの一連の論文で、他大学からですが、博
士
（工学）
の学位を得ることが出来ました。上田先
生が退職後、暫くして私は機器センターへ移りま
した。機器センターの業務は何も分かりませんで
したので、笠井先生と池上先生に教えて頂きまし
た。その後、２回の部署移動が敢行され、結局機
器センターの教員として定年退職を迎えました。
色々思うこともありましたが、長きに渡り研究が
出来たのも教室の教員先生方をはじめ、星薬科大
学の教職員の方々のお陰と感謝致しております。

弘昌

私は、昭和47年に本学に
入学し、学部を卒業後、薬
品物理化学教室の研究生と
して２年間在籍した後、助
手としてお世話になりまし
た。当時の教室の主幹は山
口先生で、助手の福地さん
と二人で教室を運営していました。私の他に研究
生として高園さんが在籍し、皆で基礎的な知識の
習得を目指していたのが懐かしく思い出されま
す。結晶の対称性は何故回転と鏡映と並進だけ
なのかを考えたのもこの頃でした。山口先生の退
職後は、京都大学から来られた中垣先生の指導
の下、郡司さんと共に研究を行いました。この時
期に、研究題目として選んだ一つがトレハロース
の物性研究で、これがその後の私の研究の柱と
なりました。研究を通して、トレハロース研究の
第一人者であるJohn Crowe教授や東工大の櫻井
教授とも友好を深める機会を得ました。中垣先生

国際文化研究室
講師

マシュー・J・
スタナム
平 成30年4月1日 付 け で 国 際 文
化研究室の専任講師として着任
したマシュー ・ J ・ スタナムと申
します。この度は伝統と格式のあ
る星薬科大学の一員に加えてい
ただき、大変光栄に思っておりま
す。皆様のご期待に添い、自分の
役割をしっかりと果たせるように
誠心誠意、努力してまいります。
私はロンドン大学で古代史と
中世史を専攻し、修士課程では英
語と史学の研究科において学際
的な研究を行いました。博士論文

では中世英語文学と十字軍の関
係について論じ、特に歴史とファ
ンタジーの及ぼし合う影響がア
イデンティティの構築と物語の
語り方にいかなる意味を持つか
ということに焦点を当てました。
6年前に日本に来て以来、私は
さまざまな教育の場を経験して
きました。家庭教師として子ども
と大人を教え、英語学校で働き、
公立の小中学校で日本人英語教
師の助手を勤めました。その後非
常勤講師として複数の大学で教
鞭をとり、本学の非常勤講師にな
りました。生徒は年齢や能力だけ
でなく、その目的や期待も大きく
異なるため、常に自分の持つ英語
教育の技術と技能を適合 ・ 向上
させる必要があり、それは難しい
ですがやりがいと達成感のある
仕事でした。
英語という言語は学生が日本

−12−

を超えた世界的な知識を広げる
手段となります。
「 欧米化」が
「グ
ローバル化」に取って代わられた
今日では、広く世界を知る重要性
がますます高まっています。学生
は従来の英語の授業で世界に関
する新しい概念と物の考え方を
学ぶだけでなく、教養科目で国内
と海外の議論の間にある複雑な
面を理解し、それがビジネスには
どのような意味を持つか、日本の
将来にどのように関わってくる
かを考える機会を持つことがで
きます。
この名高い星薬科大学で高い
能力と品格を持つ先生やスタッ
フの方々と一緒に仕事をさせて
いただけることに心より感謝申
し上げます。至らぬ点も多くある
かもしれませんが、どうぞ皆様の
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87号
（平成30年4月）

実務教育
研究部門
講師

畦地 拓哉
平 成30年4月1日 付 け で 実 務 教
育研究部門の講師として着任い
たしました、畦地拓哉と申しま
す。伝統ある星薬科大学に着任で
きましたことは、誠に光栄であ
り、身の引き締まる思いで一杯で
あります。
私は平成17年に本学へ入学し、
大学院修了までの9年間を学生と
して過ごしました。当時は、薬学
部4年 制 最 後 の 世 代 と し て、6年
制の後輩達に負けない薬剤師と
して成長したいという思いで学

イノベーション
センター
担当部長

木原 哲郎
本年4月1日付で、イノベーショ
ンセンター担当部長を拝命致し
ました。どうぞ宜しくお申し上げ
ます。私は30余年、製薬企業で主
に脳神経系の新薬創製のための
研究開発に従事しました。昔の
話で恐縮ですが、入社した当初は
担当している研究内容が将来の
医療現場で使用される薬剤にど
れだけの貢献度があるかをあま
り考えずに力任せに実験してい
たのが恥ずかしながら 思い返さ
れます。時は流れ、いくつかの臨
床治験モニターの担当、研究部門

業に取り組んでいたことを 覚え
ています。また、大学院時代には
臨床化学教室
（現 基礎実習研究
センター）に在籍し、多くの分野
で重要視されているエピジェネ
ティクスに着目して、心血管疾患
のリスク増大因子である血管石
灰化に関する研究に従事してお
りました。輪千浩史先生の統括の
下、里史明先生をはじめとする多
くの方々に支えられながら研究
を進めることができたことに深
く感謝しております。
大学院修了後は順天堂大学医
学部附属順天堂医院薬剤部へ就
職いたしました。幸いなことに、
血管石灰化に関係する腎臓内科
や循環器内科の病棟で病棟薬剤
業務に携わることができ、学生時
代に学んだことを大いに発揮で
きたように思います。また、世界
的な重要課題である薬剤耐性に

ついても取り組み、抗菌薬の安全
性評価や薬剤耐性菌に関する研
究に従事しておりました。さら
に、チーム医療の一員として、現
場の医師と協力しながら抗菌薬
の適正使用推進に邁進しており
ました。薬剤師として、臨床及び
基礎の両方から医療に携わる機
会が得られたことは私にとって
大きな財産となっています。臨床
現場で得られた経験を少しでも
多く教育現場に還元し、本学の薬
学教育の発展に貢献していきた
いと考えております。
まだまだ不慣れで至らぬ点も
多々あるかと存じますが、本学
が目指す薬剤師像である“親切第
一”を実践できる薬剤師の養成に
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。

での創薬リサーチマネジャー、ラ
イセンス候補薬の評価、さらには
国内での臨床開発を推進するプ
ロジェクトマネジャーを担当す
るにつれ、これらの部門で自身の
おかれている立場をしっかり認
識し、先の先を読みながら社内外
の関係者とうまく連携しながら
ゴールに向かっていくことの重
要性を現役の残り僅かの頃に遅
ればせながら心底自覚できたよ
うに思います。
現役会社時代ではいくつかの
臨床プロジェクトを担当しまし
たが、中断、中止の連続で苦難 ・
苦渋ばかりでした。その中でもた
だ一つ、
「 これはやれた！」と思っ
たのは、ドイツから導入した認知
症治療薬を導入時から担当し、国
内でのプロジェクトマネジャー
として奔走、臨床開発から申請、
国内上市まで中心メンバーとし
て貫徹できたことであります。

定年後、都内の医学系大学にて
研究戦略推進業務を中心とした
URA職に3年程、従事しました。
ここで痛感したことですが、かな
りの研究者が先端のライフサイ
エンス領域での研究遂行には膨
大な研究費がかかるため、学内の
研究費だけでは十分な実験がで
きないことが多く、遂行のために
は専ら外部資金に頼らざるを得
ない実情がわかりました。このた
び、星薬科大学に迎え入れていた
だきましたが、本学におきまして
も過去に研究者と連携して外部
公的資金を獲得できた経験も生
かし、本学のもつ高水準の研究力
をさらにアップして国内外にア
ピールできるよう、できる限り頑
張って参りたいと思います。関係
各位のご交誼、ご指導をどうぞ宜
しくお願い申し上げます。
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平成30年1月1日より実務教
育研究部門教授を拝命いたし
ました。私は本学卒業後、癌・

実務教育研究部門
教授

町田 昌明

消化器の専門病院で薬剤師と
して長年勤務して参りまし
た。臨床現場で学ばせて頂い
た貴重な経験を、母校の学生
に還元できます様さらに努力
を重ねていきたいと思ってい
ます。またそれと同時に、責任
の重さをも痛感しています。

さて、6年制薬学教育においては、平成27年度よ
り改訂コアカリキュラムが実施され、
「 薬剤師とし
て求められる基本的な資質」が示されました。これ
に伴い平成30年度には実務実習事前学習、31年度
は薬局 ・ 病院実務実習が新しいコアカリキュラム
で行われます。
質の高い薬剤師育成のためには、常に臨床現場
を見据えた教育を行うことが不可欠です。病院に
おいては、カンファレンスや回診で積極的に処方
提案、治療効果の確認、副作用のモニタリング等を
行い、薬物療法に責任を持てる薬剤師を育成する
ことを目標にしています。本年度からは、改訂コア
カリキュラムに示されている８疾患を中心に、薬
剤師が患者ケアに対して実践的に関与する場面を
想定した演習を行っていく予定です。
また、薬局においては、地域医療を担える人材が
必要となってきます。今後は、頭痛、花粉症、アト
ピー性皮膚炎等の軽医療を担っていくことが想定
されます。具体的には患者面談から病態を把握し
てトリアージを行い、適切なＯＴＣ薬を選択して
治療を施し、必要であれば医療機関に受診を勧め
ます。これらを適切に実践するために、模擬患者を
養成して各種疾患を想定した実践的な演習を行い
たいと考えています。
入院から退院まで患者の薬物療法に積極的に関
わり、薬物療法に責任を持てる病院薬剤師。地域に
密着し住民から信頼される薬局薬剤師の養成に努
めて参りたいと存じますので、皆様方のご指導ご
鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
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平成30年1月1日付で教授職
を拝命いたしました。学生時
代からお世話になっている本
学にて、これまで教育 ・ 研究
活動に従事してまいりまし
たが、さらに学生の力になれ
るよう、微力ながらあらため
て努力していく所存です。ど
うぞよろしくお願いいたしま
薬学教育研究センター・ す。
本部門は
「基礎薬学関連科
総合基礎薬学教育研究部門
目の成績を向上させ、留年率
教授
の低下および国家試験スト
千葉 義彦
レート合格率の向上」をミッ
ションに、改訂コアカリ
（新カリ）による教育がス
タートした平成27年4月に設置されました。ミッ
ション達成のために、
「基礎演習」と
「基礎演習ゼミ」
を柱として活動しています。基礎演習は国試関連
科目の復習を行う薬学科必修科目で、半期前の履
修科目についてCBTレベルの問題からなるプレ ・
ポストテストを活用し、基礎学力の定着をめざし
ます。基礎演習ゼミは成績不振学生を対象に、日々
の講義をリアルタイムで復習するゼミ形式、講義
に即した練習問題による演習形式にて指導を行い、
学習習慣の確立と基礎学力の定着をめざします。
本年度は初めて４学年同時指導となりますが、こ
れまでの経験や先生方のご意見をもとに、より良
い形でさらに学生のためになるよう、試行錯誤、努
力してまいります。さらに、薬物治療学IIIおよび
IV、バイオスタティスティックス等の講義科目の
ほか、演習・研究科目なども担当していますが、部
門による教育活動の経験も活かして、知識が根付
く講義を展開するよう努力してまいります。
研究教育も積極的に行いたいと考えます。研究
には物事の本質を考え、計画し、行動し、論じ合い、
協力 ・ 連携するなど、社会活動に必要な要素が包
含されており、研究活動を通じて研究者育成はも
ちろん、優れた薬剤師、医療人育成も可能と考えま
す。さらに、研究遂行にあたっては、自ら調査 ・ 情
報収集する必要があります。研究への興味が契機
となってその領域を自らの力で深く学んで知識を
得る、その結果、領域周辺の事象も見えてきて、さ
らに異なる領域 ・ 分野へと理解の輪が広まってい
く、
、
、これを一人一人の学生に惹起させ、幅広い基
礎学力の定着、学習習慣の確立につなげていけれ
ばと考えます。
最後になりますが、上述のミッション達成のた
めには大学として一丸となって取り組む必要があ
り、教員の先生方や事務職員の方々のお力添えな
くして達成はありえません。今後ともご協力、ご指
導・ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

星薬科大学報第87号
（平成30年4月）

薬剤師職能開発研究部門
教授

湯本 哲郎

本年1月より薬剤師職能開
発研究部門の教授を務めてお
ります。平成10年に本学卒業

平成30年1月1日付で、医療
薬剤学研究室の教授に昇進致
しました。私は、平成14年4月

後、大学病院、中規模病院で
薬剤師、管理職として医療に
携わる中、本学より貴重なご
縁をいただき、平成23年に実
務家教員として着任致しまし

に本学の医薬品化学研究所 創
剤構築研究室に助手として
着任して以来、16年間、薬剤
学の教員として教育 ・ 研究に
携わってきました。本学に着

医療薬剤学研究室
教授

た。教員として右も左も分か
らない中で多くの先生からご
指導をいただき、約6年半走り

服部 喜之

任する前までは、
“生後の脳発
達過程における増殖因子の役
割”や
“組換えタンパク質を利

続けてまいりました。この度、若輩者の小生にとっ
て教授職という重積を授かり、身の引き締まる思

用した血液診断薬の開発”などの主に生化学の分野
の研究に従事していましたが、本学に着任後は米

いであります。
本学では、教育、研究、学事、社会貢献が求めら
れており、初心を忘れずに職務を全うしたいと思

谷芳枝教授
（現名誉教授）のもと、薬剤学の教員と
して、遺伝子
（核酸医薬品）や抗がん薬を効率よく
がん組織へ送達するための薬物送達システムの開

います。教育では、改訂薬学教育モデルコア・カリ
にもとづく実務実習が平成31年度から実施される

発に取り組んできました。当初は研究分野が異な
る薬剤学の教員になるとは思ってもおらず、戸惑

状況下、亀井淳三学域長ご指導のもとで実務教育
研究部門の町田昌明教授と協力して学生教育、実務

いなどもありましたが、多くの先生方のご指導の
おかげもあり、現在は薬剤学の教員として薬学教

実習体制の整備に努めてまいります。また、国内外
のアドバンスト実務実習、チーム医療演習の拡充、

育に携われることを嬉しく思っています。平成27
年4月に医療薬剤学教室と創剤構築研究室が合併し

生涯学習事業における本学卒業生を対象としたプ
ログラム、新規専門領域のプログラム構築に努め
てまいります。研究では、応用医療情報研究室と連

て新しい医療薬剤学教室となり、平成30年1月から
は大西啓教授と2人教授体制で研究室を運営してい
ます。研究においては今後も引き続き、核酸医薬品

携し、人工知能を活用した薬剤師支援システムの
構築、医療機関、職能団体と連携した臨床研究、薬

や抗がん薬をナノ粒子化により体内動態を制御し、
標的組織に効率よく送達するための製剤開発を行

剤師職能向上のためのエビデンス作りに努めてま
いります。学事では、アドバンスト実務実習、早期
臨床体験、薬剤師生涯学習支援などの委員長を拝

い、副作用が少なく且つ高い薬効を示す医薬品の
開発に取り組みたいと考えています。また、近年、
ゲノム創薬や個別化医療の導入により、医療をと

命しており、委員の協力をいただきながら事業拡
充に努めてまいります。社会貢献では、職能団体、
行政との協力関係のもとで星薬科大学くすりと健
康フェアの運営に携わらせていただいております
が、今後も地域住民の健康支援、医薬品適正使用の

りまく環境は大きく変貌しています。これからの
薬学教育には、幅広い知識を有した質の高い薬剤
師を世の中に送り出すことが必要不可欠であるこ
とから、高度な最新の薬剤学に関する知識と専門
性を有した先端医療に携わる臨床薬剤師や薬学研

事業推進に努めてまいります。
学域長ご指導のもとで部門スタッフである里史
明講師、堀内正子助教、そして、卒論生と協力しな
がら真摯に部門運営を進めていきたいと思います。

究者を育成するための薬剤学の教員として薬学教
育を支えていきたいと考えています。今後とも皆
様のご支援ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上
げます。

まだまだ若輩者ですがご指導ご鞭撻のほどよろし
くお願い申し上げます。
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平成30年1月1日付けで、薬
理学研究室 成田 年主任教授
のご指導の下、薬理学研究室

薬理学研究室
教授

森 友久

教授に昇任致しました。これ
まで以上に責任の重さを感じ
つつ、星薬科大学のさらなる
発展のため、微力ではありま
すが、精進する覚悟でおりま
す。
私は、星薬科大学を卒業し、
星薬科大学大学院博士前期課

程修了後、明治製菓薬品総合研究所において8年間、
創薬ならびに開発薬理研究に携わってまいりまし
た。学位取得後、2003年7月より元来の希望でもあっ
た教職の道を選び、東京女子医大の法医学教室の
助手となり、法中毒を専門とし、司法解剖にも携わ
ると同時に、教育活動を行なっておりました。その
後、准講師への昇格とほぼ同時に2005年からメリー
ランド州ボルチモアにあります米国NIH薬物乱用
研究所への留学する機会を頂きました。留学前ま
で、げっ歯類を用いた精神神経薬理学に関して研
究活動を行なってまいりましたが、留学中は、生化
学ならびに分子生物学を用いてシャペロンタンパ
ク質の神経の可塑性に与える影響ならびに細胞保
護作用の機序の解明を5年間以上かけて研究してき
ております。このように私は、本学において多く
の人が通って来ていない道を気づかぬうちに歩み、
様々な経験を積んでまいりました。2011年の本学
への着任後は、目標としてきた諸先生方から多く
のことを学び、これまでに得て来た経験と知識を
結びつけ、本学における教育活動において活かし
てきました。
今後は、国内有数の薬系教育機関を目指す本学
において、卒業生が再度勉強したくなる様な質の
高い教育体制を作っていき、さらにはグローバル
化に対応し、エビデンスレベルで介入が出来る
「世
界に奉仕出来る薬剤師」を育成する本学の教職員の
一翼を担っていく所存です。まだまだ学ばねばな
らぬことが多い私ですが、今後とも皆様のからの
ご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。
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平成30年1月1日付で、薬物
治療学研究室の教授を拝命致
しました。母校である星薬科
大学の教授を務めさせて頂く
ことに感謝するとともに、身
の引き締まる思いです。
私は本学卒業後、日本大学
歯学部に就職し、長らく薬学
薬物治療学研究室 の世界を離れていましたが、
教授
平成22年10月に薬物治療学教
池田 弘子
室の講師として赴任しまし
た。それから約7年の間に、他の先生方との交流や
様々な活動を通して、薬学や本学の現状について
学ばせて頂きました。特に、新コアカリキュラム検
討委員会では副委員長を務めさせて頂き、薬学教
育全般について学ぶ貴重な体験となりました。ま
た、学生支援部長補佐を務めさせて頂くことで、学
生のおかれている状況や大学からのサポートの在
り方について学ばせて頂きました。今後はこれら
の経験を活かし、様々な場面で他の教員や事務員
の方々と協力しながら時代の変化に合わせて対応
し、私なりのアイディアで取り組むことで、微力な
がら本学の発展に貢献して行く所存です。
研究室では、エネルギー代謝を中心とした中枢
神経と末梢組織との連関に注目し、中枢神経によ
るエネルギー代謝調節機構や末梢でのエネルギー
状態の変化が中枢神経機能に及ぼす影響について
明らかにすることを目的に研究を行っています。
昨今、肥満や糖尿病、それに伴う生活習慣病が社会
問題となっていることから、こういった研究成果
の集積はそれらの予防や対策につながるものと考
え、現在、約50名の学生とともに、日夜研究を進め
ています。研究室で学生と一緒に過ごしていると、
学生のパワーと可能性を感じます。この輝かしい
パワーをもつ学生が、卒業後に様々な分野で活躍
できるように、教育や研究を通して貢献したいと
考えております。
今まで私は常に周りの人に恵まれ、たくさんの
人にご指導頂き、協力して頂くことでここまで活
動してきました。これからも周りの人たちへの感
謝を忘れることなく、今度は私が周りの人たちの
役に立つよう邁進していきたいと思っております。
今後も、ご指導、ご鞭撻を賜りますようよろしくお
願い申し上げます。

星薬科大学報第87号
（平成30年4月）

生命機能創成科学研究室
教授

五十嵐 勝秀

1月1日付けで生命機能創成
科学研究室の教授に就任した
五十嵐です。私は東京大学農

2018年4月より、機器分析学
研究室教授を務めさせていた
だいております。本研究室に

学部農芸化学科でバイオテク
ノロジーを学び、新規分野へ
の参入を図っていた新日鐵株
式会社にて画期的抗がん剤の
探索に打ち込みました。がん

は、池上眞由美スタッフの他、
現在は卒論生9名が所属して
おり、大型の共同利用機器を
使用した実験研究を行って、
その成果を、学会、卒論発表

機器分析学研究室
教授

細胞特有の細胞内シグナル伝
達を、タンパク質相互作用の
阻害を通じて抑制する低分子

笠井 博子

会、学術誌で発表しています。
学会や発表会が近づくと、ス
ライド作成、発表練習に追わ

物質を見出すべく、スクリーニング系の立ち上げ、
放線菌代謝産物のライブラリー作製、スクリーニ

れます。初めての練習ではうまく話せなかった人
も、練習の回を重ねるごとに上達してゆく様子を

ングに明け暮れました。
バブルがはじけ、基礎から学び直すべく、アポ
トーシスの分子機構を次々と解明されていた長田

見ると、自然と、自身の学生時代を振り返ることと
なり、あの頃は自分の発表している内容について
もよく分らなかったな、としばし感慨にふける時

重一先生を頼り、田賀哲也先生のポスドクの機会
を頂きました。そこで神経幹細胞、造血幹細胞を始

間につながります。しかし、分らないながらも、そ
れをなんとか形にするところまで持っていってく

めとする幹細胞研究の面白さを知りました。その
後、国立医薬品食品衛生研究所（国衛研）毒性部の

れたのは、当時の指導教員の力、それ以外の何物で
もありませんでしたから、改めて今の自分の役割

部長であった井上達先生から、網羅的遺伝子発現
解析を駆使した毒性判定システム（トキシコゲノミ

を自覚する機会ともなります。これまで自分が受
けてきたご恩を、今度は次の世代に引き継ぐ形で

クス）の構築をやってみないかと誘われ、国衛研に
移りました。毒性部では、当時流行語にもなった環
境ホルモン研究にも携わりました。

お返しする時期がきているようです。
この春社会に巣立った卒論生一回生達から、
「こ
こで大型機器を操作できたのが得難い体験となっ

国衛研毒性部 室長としてこのまま安全性の研究
の世界に没頭するか迷っていた矢先に、本学で先

た」という感想を聞き、嬉しく思いました。数千万
さらには億に届くような高額の大型精密機器は、

端生命科学研究センター（L-StaR）に参加する機会
を頂きました。安全性のみならず、有効性の研究を
追求することが出来ています。L-StaRでは国衛研

慎重に扱うことが必要で、一旦、調子が悪くなる
と、なんだかこちらまで気分がすぐれない気がし
ますが、順調に稼働しているときは素晴らしい機

では携われなかった様々なプロジェクトに関わら
せて頂き本当に感謝しています。
本学に入って、教員の皆様、事務の皆様にお世話
になるうちに、私も本学にもっと関わりたいとい
う思いが強くなりました。その時に、創薬科の話を

能を発揮します。最初はこわごわ操作しますが、そ
のうちだんだんに慣れてくると、雨の日も風の日
も変わらず聞こえる機械音に励まされているよう
な思いになってきます。大学が管理し、利用者がそ
の維持費用の半額を測定料として大学に払い込む

頂きました。これからは、起業家マインドを持った
本学独自の学生を育てるという創薬科のビジョン
に少しでも貢献できるよう、私の培ってきた経験
を最大限に活用し、邁進していきたいと思ってお

システムで運用されているこれら共同利用機器で
すが、それを使用して実験の成果を挙げ、発表した
ことは、各人にとって、きっと将来も忘れない心に
残る思い出になることでしょう。

ります。引き続きご指導頂けますよう、どうぞ宜し
くお願い申し上げます。

皆様方の変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう、
何卒よろしくお願い申し上げます。
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学域制の導入について		
社会を巡る環境が大きく変化
する中で、我か国の大学には、グ
ローバル人材の育成や、研究を通
したイノヘーションの創出、経済
再生、地域再生・活性化への貢献
等が、これまで以上に期待されて
いる。第2期教育振興基本計画
（平
成25年6月14日 閣 議 決 定）に お い
て、基本施策の一つとして「大学
におけるガバナンス機能の強化」
の項目を設け、
「各大学が学生・地
域 ・ 社会のニーズに沿った質の
高い大学教育を行うために、学長
や理事長のリーダーシップの確
立に向けた環境整備や、評価に基
づく資源の再配分等の大学 ・ 学
校法人のガバナンス機能の強化
に向けた必要な支援を実施する」
としたほか、
「日本再興戦略-Japan
is BACK-」
（平成25年6月14日閣議
決定）においても、教授会の役割
の明確化や部局長の職務見直し
等の大学改革によるガバナンス
機能の強化が求められています。
本学はこれまで、小講座制とい
うシステムのもと、大学運営を
行ってきました。小講座制とは、
小講座いわゆる「教室や研究室」
と呼ばれる3名〜5名程度の教員
からなる小さな単位を中心に、教
育や研究が行われるシステムで
す。本学の場合、原則として小講
座は、教授が1名、准教授あるい
は講師が1名、助教あるいは助手
が1名の計3名で構成されていま
す。教授は「小講座の主宰者」であ
り、小講座に関係するあらゆる事
柄に責任があり、小講座の代表
者としての強い権限を持ってま
す。教授以外の教員は、教授の指
導のもと、教育や研究を行ってい
ます。小講座の運営は、大学から
支給される教員研究費と小講座
独自で獲得した競争的資金や企
業からの研究費等で賄われてい
ます。小講座の主宰者である教授
の主なミッションは、小講座単位

副学長

杉山

清

て研究室
（部門やセンターは従前
で行われる教育や研究の円滑な
どおり）に統一しました。従来か
運営と管理ですが、もう一つの重
らある小講座の場所や構成員は、
要なミッションは、次の世代を担
学域制の導入により大きくは変
う人材の育成です。学生の育成は
わりませんが、多様化する教育や
もとより、部下である教員の育成
研究に鑑み、従来は小講座単位で
も重大な任務です。有能な教授の
行っていた採用や昇格に関する
もとには、優れた教員と優れた学
教員人事、教員の育成、予算配分
生が集まり、優れた人材が育つと
や予算申請、人事評価、講義科目
いうシステムです。言うまでもな
や実習の配分や教科書の作成、実
く、有能な教授のもとには潤沢な
験室の横断的な利用、競争的資金
研究資金も集まります。小講座制
の申請、大型機器の申請、委員会
というシステムが上手く機能す
メンバーの選出等を原則として
るか否かは、ひとえに教授の能力
学域単位で行っていただくよう
にかかっています。
にしました。また、学域の将来計
小講座制には良いところもあ
画等も、学域内で十分検討してい
りますが、改善すべきところも多
ただくようにしました。8つの学
くあります。特に、
「大学における
域の学域長及び構成員は、以下に
ガバナンス機能の強化」の面にお
示すとおりです。
いては、小規模でしかも閉鎖的な
今後、PDCAサイクルを回し、
小講座制では、効率も悪く、十分
学域制の質を保証していく必要
な大学改革が進められません。例
があるものの、小講座制から学域
えば、小講座中心の講義や実習の
改革、領域を超えた研究の推進、 制に変わることによって、研究や
全学を挙げた競争的資金の獲得、 教育が以前に比べ、より活性化さ
れ、かつ効率よく行われるものと
予算の再配分、教員人事の合理
期待しています。
化、FDの強化、夢のある人材育
成、特色ある大学の創生、特に18
歳人口の減少や薬学部志望者の
減少に伴う単科大学の生き残り
1.薬学科教員組織
のための様々な施策の具現化等
1）
薬理学域
（学域長：成田 年）
において、横断的かつ柔軟な運営
薬理学研究室：成田 年、森 友久、
が求められるようになってきま
葛巻 直子、柴崎 真裕
した。このような理由により、平
薬物治療学研究室：池田 弘子、
成30年4月1日 か ら 学 域 制 を 導 入
米持 奈央美
した次第です。
病態生理学研究室：武藤 章弘、
学域制とは、学問領域や研究領
清水 孝恒、福地 由美
域の近い小講座
（研究室や教室） 機能形態学研究室：小林 恒雄、
を統合し、一つのグループ
（学域）
松本 貴之、田口 久美子
としたものです。薬学部には、薬
学科、創造科学科及び薬学教育研
2）
生物化学域
究センターがあります。薬学科は （学域長：森田 博史）
4つの学域に、創薬科学科は2つ
生薬学研究室：森田 博史、
の学域に、薬学教育研究センター
須藤 浩、金田 利夫、平澤 祐介
は2つの学域に統合しました。そ
微生物学研究室：辻 勉、築地 信、
れにともない、各学域に学域長を
奥 輝明
おくとともに、従来
「研究室や教
生化学研究室：東 伸昭、
室」と呼ばれていた小講座名を全
高橋 勝彦
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衛生化学研究室：高橋 典子、
山崎 正博、今井 正彦、
長谷川 晋也

2.創薬科学科教員組織

3.薬学教育研究センター教員組織

1）
創薬科学域
1）
薬学教育研究学域
（学域長：細江 智夫）
（学域長：浅井 和範）
生物制御科学研究室：細江 智夫、 薬学教育研究部門：浅井 和範、
武田 尚、若菜 大悟
久保 元、大野 修司、山内 理恵、
3）薬剤化学域
生体分子薬理学研究室：
中島 リリ子
（学域長：米持 悦生）
亀井 淳三、酒井 寛泰、
総合基礎薬学教育研究部門：
薬剤学研究室：小幡 誉子、
五十嵐 信智、今 理紗子
楠 欣己
千葉 義彦、竹ノ谷 文子
薬品物理化学研究室：米持 悦生、 生命機能創成科学研究室：
五十嵐 勝秀、加藤 良規
福澤 薫、古石 誉之
2）
臨床教育研究学域
製剤機能分析科学研究室：
医療薬剤学研究室：大西 啓、
（学域長：亀井 淳三）
服部 喜之、池内 由里、
実務教育研究部門：町田 昌明、
亀井 淳三
（兼任）
、岩崎 雄介
川野 久美
白水 俊介、涌井 宣行、
薬品分析化学研究室：斉藤 貢一、 2）
薬学教養教育研究学域
山村 美保、鳥越 一宏、
伊藤 里恵
（学域長：重野 豊隆）
畦地 拓哉
薬動学研究室：落合 和
哲学研究室：重野 豊隆
薬剤師職能開発研究部門：
物理学研究室：中川 弘一
湯本 哲郎、里 史明、堀内 正子
心理学研究室：川﨑 勝義
基礎実習研究センター：
4）化学域（学域長：東山 公男）
（渡邉）
小百合
輪千 浩史、渡辺 聡、宮下 正弘、
薬品製造化学研究室：杉田 和幸、 教育学研究室：吉澤
法学研究室：山本 弘
笹津 備尚、渡辺 正忠、
松澤 彰信
寺本 寛明、板橋 武史
有機合成化学研究室：東山 公男、 情報科学研究室：香川 博隆
英語研究室：掘 祐子
IR室：輪千 浩史
（兼任）
、
山内 貴靖、佐々木 秀
国際文化研究室：
工藤 早苗
生体分子有機化学研究室：
Matthew James Stanham
津吹 政可、高橋 万紀、
機器分析学研究室：笠井 博子、
横江 弘雅
池上 眞由美

情報システム室の設置について
本学における情報ネットワー
クの構築および管理運用は、当
初、情報科学研究室により行われ
ていました。その後、管理方針が
変更となった平成17年度から昨
年度まで、理事および情報委員会
のもと、管財部により行われてき
ました。このたび、学生向けサー
ビス拡充、事務情報化推進、教育・
研究支援、セキュリティ強化等を
図るため、管財部事務職員3名と
教員1名からなる情報システム室
が設置されました。それと同時
に、学長を委員長とする情報シス
テム委員会が学内に組織されま
した。当室は、この委員会の実働
組織です。
インターネットの普及以来、各
大学における情報ネットワーク

情報科学研究室

の利用拡充およびその管理業務
の効率化は、様々な最新技術の導
入により、加速の一途をたどって
います。学内からは、このような
状況を鑑み、以前より、関係部署
に対し、業務内容の見直しやサー
ビス拡充等を望む声が上がって
いました。しかし、諸般の事情に
より、なかなか実現には至らず、
結果として、かつて私立薬科大学
のなかで最も情報化に積極的で
あった本学が、他に後れを取るよ
うな状況です。
現在、当室の最初の任務とし
て、このような状況に陥る原因と
なった業務方針を一から見直し
ているところです。既定路線の変
更には難航が予想されましたが、
幸い、サービス拡充に向け、散逸
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講師

香川

博隆

している業務の集約および効率
化の重要性について、室員に意思
統一が図られつつあります。この
ような体制の整備と並行し、情勢
に合ったネットワークインフラ
の整備、学生向けサービス拡充等
を、最優先と考え、取り組んでい
く予定でもあります。もちろん、
当面の目標に加え、システムの安
定稼働に万全を期すことも依然、
重要な業務であることに変わり
はありません。
業務の様子が皆様にあまり認
識されることがない当室ですが、
安全管理上それがむしろ望まし
い状態でもあることをご理解い
ただき、厚かましくも、今後の活
動にご支援賜りますようお願い
申し上げる次第です。
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創薬科学科の新体制について
本学薬学部は、6年制課程
（薬学
科）と4年制課程（創薬科学科）が
ある。薬学科は平成27年度に新コ
アカリキュラム対応のため、教育
組織の変更および教育カリキュ
ラムの大幅修正を行った。創薬科
学 科 の 場 合、2017年 度 ま で の 入
学者に対して、同課程を卒業して
修士や博士課程を修了し、医療薬
学系科目や実務実習などの単位
を追加で履修した場合に国試受
験資格が与える特別措置があっ
た。そのため、創薬科学科は薬学
科に沿った範囲でのみカリキュ
ラムの変更が行われ、創薬科学科
独自の教育の見直しによる変更
は 行 わ れ て い な か っ た。2018年
度の入学者からこの特別措置は
廃止されることを受け、これを契
機に本学では新しい創薬科学科
の在り方について昨年度から具
体的な検討を開始した。種々検討
の結果、薬学科と創薬科学科の独
自性と独立性を高めるため、これ
まで両学科を兼任していた多く
の教員を各学科に専任教員とし
て別々に配置することとなった。
そして、2018（平成30）年度から
は創薬科学科の基本方針として、
「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」を掲げ、その方針の下、3つ
のポリシーを設定した。
（3つのポ
リシーについては、本学ホーム
ページをご覧下さい。
）

創薬科学科長

この3つのポリシーを踏まえて、
現在の創薬科学科教員19名
（創薬
科学学域 10名、薬学教養教育研
究学域 7名）を中心とした創薬カ
リキュラム検討WGにて、平成30
年4月施行に向けた創薬科学科の
新カリキュラムの作成を開始し
た。以下、新カリキュラムの特徴
である教育体制について、下に示
したイメージ図に従って、簡単に
ご報告したい。
①基礎教育の充実－平成29年度
以前のカリキュラム
（以後、旧カ
リキュラム）では、医療薬学系科
目の強化や実務実習教育のため、
削減せざるを得なかった自然科
学
（物理 ・ 化学 ・ 生物等）
の内容
を復活させ、さらに実践的な教養
科目を強化することで、他の理系
学部に遜色ない基礎知識と技能
を修得するプログラムとした。
②基盤薬学の教育－6年制薬学と
同様に多くの薬学専門科目を配
置し、薬学士に必要とされる薬学
の知識 ・ 技能を修得できるプロ
グラムとした。
③長期学外研修の実施－社会人
基礎力の修得および強化を目的
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細江

智夫

に3年後期に学外での就業体験学
習を予定している。現時点で、実
施先は未定であるが、製薬会社 ・
CRO ・ ドラックストア等の企業、
官公庁、他大学および各種研究機
関等を対象に実習期間6 ～ 8週間
とし、単位化することを想定して
いる。
④語学力の強化－少人数である
創薬科学科の特徴を生かして、入
学時のTOEIC点数から個別に目
標設定をし、確実な英語力が修得
できるようにしている。また、新
しい必修科目として
「英語プレゼ
ンテーションA・B」
を配置し、さ
らに長期学外研修の１つとして
海外での語学研修も選択できる
等、社会ニーズの高い英語力の強
化を図るプログラムとした。
⑤卒業要件－ディプロマ ・ ポリ
シー（学位授与の方針）の下、卒
業研究
（3-4年次に実施）、長期学
外研修、英語力、基礎学力を総合
的に評価する。
新体制となった創薬科学科から、
これまで以上に広く社会に貢献
しうる優秀な人材が巣立ってい
くことに期待したい。
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公益財団法人大学基準協会による大学評価
（認定評価）
結果について
大学評価委員会前委員

辻

勉

学校教育法では「大学は、当該
大学の教育研究等の状況につい
て自ら点検及び評価を行い、その

活動等の質を社会に対し保証す
ること、2）大学評価結果に対す
る改善報告書の検討というアフ

価委員会及び学校法人理事会で
の検討を経て、根拠資料とともに
一昨年度末に同協会に提出しま

結果を公表するとともに、定期的
に、文部科学大臣の認証を受けた
者（認証評価機関）による評価（認
証評価）を受けるものとする」こ
とが定められています。認証評価

ターケアを通じて、申請大学に設
置される学部 ・ 研究科等を含む
大学全体の改善を継続的に支援
することを目的に実施されてい
ます。評価項目は、大学の理念 ・

した。昨年9月には、評価委員が本
学を訪問し実地調査が行われ、そ
の結果も評価に反映されていま
す。評価結果には、本学への貴重
な助言も含まれています。これら

は7年以内の周期で受審すること
が義務づけられており、前回の認
証評価の期限が本年3月までであ

目的、教育研究組織、教育内容 ・
方法 ・ 成果、学生の受入れ、学生
支援、教育研究環境、社会連携 ・

を参考にしつつ、今後も教育研究
をますます発展させるための努
力を重ねていきたいと思います。

ることを受け、昨年度、認証評価
機関の一つである（公財）大学基

社会貢献、管理運営 ・ 財務、内部
質保証など多岐にわたっており、

なお、自己点検評価報告書及び
大学評価
（認定評価）結果はホー

準協会に評価受審の申請を行い
ました。そして本年3月28日に同
協会より「大学基準に適合」との

大学の総合的な評価を示すもの
です。
認証評価受審にあたっては、各

ムページに掲載しております。
（微生物学研究室・教授）

結果が通知されました。認定期間
は2018年4月より2025年3月まで

部署の担当者で組織された大学
基準協会評価ワーキンググルー

となっています。
同協会による大学評価は、1）

プが中心となり、基準に沿った自
己点検評価を行い、報告書の素案

協会が定める大学基準に基づき
大学の諸側面を包括的に評価す

をまとめました。その後、学長、
副学長、事務局長、総務部長、教

ることを通じて、大学の教育研究

務部長等から構成される大学評

（公財）大学基準協会「認定マーク」
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薬剤師国家試験の結果と今後の対策について

薬学教育研究部門

部門長

浅井

和範

平成29年度 第103回薬剤師国家
試験の結果について
本 学 の 第103回 薬 剤 師 国 家 試

習と考えられるが、テストに出題
する過去問の範囲を限定すると
理解に至らず暗記するだけの学

フセミナーの開催や国試対策模
擬試験の成績者上位の掲示など
を実施する。

験 に お け る6年 制 新 卒 合 格 率 は
93.21 ％（ 第102回89.52 ％）で、 全
国平均を8.34ポイント上回り、6
年 制 既 卒 合 格 率 は62.00 ％（ 第
102回64.15％）で、同じく全国平

生が出てくる。残念ながらマーク
シート形式の総合薬学演習Ⅱテ
ストでは、知識の深さを測定でき
ないため、平成26年度までの総合
薬学演習Ⅱテストの成績は、必ず

＜成績下位者への対策＞ 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

均を15.0ポイント上回った。6年
制新卒合格率は、この3年の間、
91.0 ％、89.5 ％、93.21 ％ と 安 定

しも薬剤師国家試験の成績と関
連したものではなかった。そこ
で、平成27年度に総合薬学演習Ⅱ

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

してきている。加えて、6年制新
卒合格率の全国平均が、第102回

テストを薬剤師国家試験に準拠
した内容・形式に変更し、原則す

learning）を実施している。また、
各学生に対しては担当教員によ

85.06％、第103回84.87％とほぼ同
等の難易度であったことから、本
学の6年制新卒の成績は昨年と比

べて本学オリジナル問題とした。
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

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

べて上昇したと考えている。ま
た、私学55学部中の本学6年制新

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た。

いる。

卒合格率は9位という成績であっ
たが、別途出願者数に対する合格

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

以上、第103回薬剤師国家試験
の結果および本学の国試対策に

率を計算すると私学55学部中5位
に相当する成績である。このこと

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

ついて報告させていただきまし
た。薬学教育研究センター・薬学

は、本学が出願者数を調整したり
せずに、薬剤師国家試験に向き
合っていてることを示している。

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よう
になったのである。

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。

総合薬学演習Ⅱテストについて

平成30年度の国家試験対策につ

本学では、従来から薬学科の最
終学年に総合薬学演習Ⅱテスト
を配置して、薬学の総合的な知

いて
＜6年生全体への対策＞ 全学生
に共通の国家試験対策について

識 の 評 価 を 行 っ て き た。平 成26
年度までの総合薬学演習Ⅱテス
トには、薬剤師国家試験の過去問
題
（国試過去問）を多数出題して
いた。国試過去問を勉強すること

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

は、学生にとって大変効果的な学

ションを上げるためのキックオ
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日本糖尿病・肥満動物学会「後藤賞」を受賞して
先端生命科学研究所 先導研究センター ペプチド創薬研究室 特任教授 塩田

この度、日本糖尿病・肥満動物
学会より平成30年度の
「後藤賞」
を受賞しました。この賞は、永年
に亘り本会の指導的役割を果た
し、本会の発展に貢献した名誉会
員に贈呈される賞であり、本会設
立者の後藤由夫先生を称え設立
されたものです。私は３年前に本
会より学会賞「米田賞」を受賞し
ており、本会で二度目の学会から
の受賞になります。
私が長年、脳とくに視床下部に

おける摂食調節ペプチドニュー
ロンの研究を行い、脳による摂食
調節の詳細を明らかにしたこと
が今回の受賞対象となったとの
ことです。視床下部内には多数の
摂食調節ペプチドが存在してい
ます。それらのうち私はとくにガ
ラニン様ペプチド
（GALP）の研究
を行い、この神経ペプチドが他の
摂食促進ペプチドNPY、摂食抑制
ペ プ チ ドPOMC含 有 ニ ュ ー ロ ン
などと神経ネットワークを構築
して摂食抑制作用をすることを
明らかにしました。GALPについ
ては、私が昭和大学医学部教授の
時に本学の竹ノ谷准教授
（当時助
教）が学位取得のためにこのペプ
チドの研究をはじめたことが契
機となっています。このGALPは
武田薬品工業の大滝博士によっ
て発見された神経ペプチドで、ガ
ラニンと類似の構造を持つこと

清二

から命名されました。このペプチ
ドの生理作用は大変興味深く、中
枢内投与で短期の摂食促進、長期
の摂食抑制の作用がみられます。
ま た 我 々 はGALPの 点 鼻 投 与 に
より熱産生およびエネルギー代
謝が亢進し、肝臓における脂質代
謝の亢進がおきることを動物実
験で明らかにしました。このペプ
チドは脂肪細胞で産生されるこ
とも我々の最近の研究で明らか
になり、近い将来生活習慣病の予
防 ・ 治療薬としての開発が期待
されています。
息長く地道に研究をしている
と思いがけない現象にぶつかり
創薬の標的を発見することにな
ります。次世代の研究者には、是
非とも知的好奇心を持ち新しい
発見に繋がる研究をしていただ
きたいと思います。

2018年度ロッテ重光学術賞を受賞して
生体分子薬理学研究室 特任講師 今

この度、
「 腸内細菌と水輸送タ
ンパク質の相互作用解析 ； プロ
バイオティクスの個別化を目指
して」という研究テーマで、公益
財団法人ロッテ財団「第5回ロッ
テ重光学術賞」を受賞いたしまし
た。ロッテ財団は「食と健康」に関
する研究を支援しており、本賞は
研究者育成助成も兼ねて最長5年
間（ 総 額7500万 円）に わ た り 助 成
を受けることができます。このよ
うな名誉ある賞をいただき、大変

理紗子

光栄に思います。
ヒトの腸内には、100兆個にも
及ぶ腸内細菌が存在しています。
腸内細菌はビタミンなどの必須
栄養素の産生、免疫賦活作用など
様々な生理機能を有しており、現
在までに、花粉症や肥満、糖尿病
などの発症に関与していること
が明らかとなっています。こうし
た疾病に対しては、腸内細菌のバ
ランスを改善するため、プロバイ
オティクスが有用であるとの臨
床報告が数多くなされています
が、プロバイオティクスの菌種に
よる効果の違いを比較検討した
ものはほとんどありませんでし
た。そこで私は、プロバイオティ
クスの作用点である大腸の膜タ
ンパク質を一つの指標として、プ
ロバイオティクスの作用メカニ
ズムを科学的に検証することで
プロバイオティクスの有効性や
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特徴などを差別化し、その選択や
使用法を明確にすることを目的
に本研究を立案しました。本研究
の成果は、プロバイオティクスの
オーダーメイド化を実現させる
ための基盤となるばかりではな
く、腸内細菌が関与する疾患に対
しても新たな治療方法を提案で
きる可能性があります。また、プ
ロバイオティクスは、ヨーグルト
などの嗜好品や健康食品として
も用いられていることから、産業
界においても貢献できる可能性
があります。
最後に、本賞の受賞にあたり
様々なご助言・ご尽力を賜りまし
た薬物治療学教室
（現 ； 生体分子
薬理学研究室）の亀井淳三教授、
薬動学教室
（現 ； 生体分子薬理学
研究室）の五十嵐信智講師をはじ
め、ご協力いただきました皆様に
厚く御礼申し上げます。
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浙 江 工 業 大 学 薬 学 院 Collaborative Innovation Center of Yangtz River Delta Region Green Pharmaceuticals
（CICGP）国際シンポジウムのFirst Prize of“Green Pharmaceuticals Award”を受賞して
薬品物理化学研究室 ポスト・ドクター 北岡

and the High Incidence of Birth
Defects」です。近年、日本を含む
先進諸国では、晩婚化に伴って高
齢妊娠の割合が増加しています。
一般に、高齢妊娠では、妊婦が基
礎疾患を抱えているケースが多
いことや妊娠中に何らかの疾患
を発症するリスクが高いことよ
り、妊娠中であっても医薬品によ
る治療を必要とすることがあり
この度、浙江工業大学薬学院
ます。しかしながら、妊婦に医薬
Collaborative Innovation Center
品を使用する際の胎児への安全
of Yangtz River Delta Region
Green Pharmaceuticals（CICGP） 性に関する科学的エビデンスは
乏しく、妊娠と治療の両立が困難
国際シンポジウム（2017年11月,中
な状況にあります。その結果、出
国）
においてFirst Prize of“Green
産を希望する女性の妊娠の機会
Pharmaceuticals Award”を 受 賞
が奪われていることや人工妊娠
することができました。このよう
中絶の件数が増加していること
な賞をいただくことができ、非常
が、大きな社会問題となっていま
に光栄に存じます。
す。このような背景の下、私は、
受賞対象となった演題は
「Relationship between Low 「母子ともに安全な薬物治療の実
現」を目的とし、医薬品の胎児へ
Midazolam Metabolism by
の影響を薬物動態学的観点
（胎児
Cytochrome P450 3A in Mice

諭

への移行性、分布、代謝、排泄）か
ら解析してきました。その中で、
本受賞演題は、帝王切開時の麻酔
薬として使用されるミダゾラム
の胎児への影響を
「胎児の薬物代
謝能」に主眼を置き、解析したも
のです。そして、胎児の肝臓にお
ける薬物代謝能が低い原因の一
端を明らかにすることができま
した。今後も、
「母子ともに安全な
薬物治療の実現」に向け、研究に
精進していく所存でございます。
最後に、本賞を受賞するにあた
り、一緒に研究を行った薬動学研
究室の卒業生、卒論生並びに大学
院生にこの場を借りて感謝申し
上げるとともに、ご指導いただき
ました星薬科大学副学長 杉山 清
特任教授、薬動学研究室 落合 和
准教授に深く御礼を申し上げま
す。

学生の受賞
③薬物治療学教室創薬科学科4年 山岸 愛実さん
第138回日本薬理学会関東部会にて優秀発表賞を
受賞
演題名：Streptozotocin 誘発糖尿病マウスにお
ける恐怖記憶の変化に対する脳内AMP活性化プ
ロテインキナーゼの関与

①薬剤学教室修士課程2年 佐藤 翼さん
ANSYS Convergence 2017 Student Poster
Contestにて奨励賞を受賞
演題名：割 線 錠 分 割 特 性 の 予 測 を 目 的 と し た
FEMの応用
②薬物治療学教室薬学科5年 今井 貴士さん
第137回日本薬理学会関東部会にて優秀発表賞を
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

④薬理学教室総合薬科学専攻博士後期課程3年
渡邉 萌さん
第138回日本薬理学会関東部会にて優秀発表賞を
受賞
演題名：腹 側 被 蓋 野-側 坐 核 ネ ッ ト ワ ー ク の
pathological pain制御機構への関与
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平成29年度

学長賞について

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、小林裕子
さん、大澤佳浩さん、田辺悠平さん、林明音さん、茂木実瞳さんの5名が受賞され、平成30年3月15日の学位記
授与式にて表彰されました。以下、3名からの喜びのコメントを記しました。

学長賞を受賞して

小林 裕子 さん

この度は栄誉ある学長賞を頂
きまして、嬉しく光栄に存じま
す。
植物 ・ 食品の機能性に興味が
あった私は、薬剤師でありなが
らも「マクロビオティック食事療
法」の研究および指導を仕事にし
ています。社会の発表の場で肩書
があるのと無いのとでは、受け取
る側の態度が明らかに異なる経
験をし、高齢ではありましたが博

士号をとろうと決意しました。
46年振りの環境は余りにも素
晴らしく、私はついていけるかど
うか不安でした。しかし、無事に
卒業することができ、さらにこの
様な名誉ある賞を頂けましたの
は所属の薬動学教室の先生方を
始め、周りで支えてくださった全
ての方々のお陰です。ありがとう
ございました。この場をお借りし
て御礼申し上げます。

学長賞を受賞して

大澤 佳浩 さん

この度は学長賞という名誉あ
る賞を戴きまして、大変嬉しく、
また光栄に思っております。
治療だけでなく予防も重視し
た薬剤師となる。私は、そう思い
続け大学6年間を過ごしました。
治療と予防では必要な知識が異
なります。治療の観点のみでは不
必要な知識でも、予防の観点が加
わると必要な知識になる場合も
あります。大学で学問を修得する

際は常に2つの観点を持ちながら
勉学に励んでまいりました。
今後は大学で学んだ知識を実
際に活用し、社会のために役立て
ていきたいと思います。
最後になりましたが、このよう
な名誉ある賞を戴けたのも、指導
して下さった先生方、先輩方や家
族、共に切磋琢磨した友人のおか
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

茂木 実瞳 さん

この度は学長賞というたいへ
ん名誉な賞を頂くことができ、誠
に光栄に存じます。
私は、誰かの役に立つ仕事がし
たいと思い薬剤師を志しました。
患者さまに信頼して頂ける薬剤
師になるため には非常に多くの
知識や経験が必要であると考え
ます。このため私は6年間勉学に
励んで参りました。これからは大
学で学んだことを活かし患者さ
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まに寄り添う薬剤師になれるよ
う精進していきたいと思います。
最後になりましたが、このよう
な賞を頂けましたのは、周りで支
えてくださった先生方や家族、友
人のおかげです。この場をお借り
して深く御礼申し上げます。本当
にありがとうございました。
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相良 篤信

名古屋大学医学部附属病院

薬剤部

内容を把握することで、適切な薬
物治療ができるよう努めていま
す。さらに、病棟業務も並行して
取り組んでいます。

職場前

名古屋大学医学部附属病院薬剤
部について
私は、星薬科大学大学院にて博
士学位を取得した後、名古屋大学
医学部附属病院薬剤部の薬剤師
正職員として勤務しています。当
院は、22病棟 ・ 1035病床を有す
る国内有数の大学病院であり、診
療 ・ 教育 ・ 研究を基本理念とし
て、最先端かつ安全性の高い医療
を提供しています。薬剤部には、
約100名の薬剤師が在籍し、それ
ぞれの専門性を生かした多様な
業務ならびに研究に従事してい
ます。
仕事の内容や流れ
星薬科大学では、がんの薬物療
法に関する研究を行っていた背
景もあり、抗がん剤の調製、レジ
メン監査、がん患者さんへの指導
等のがん化学療法を中心とした
業務に携わっています。特に、外
来化学療法室では、化学療法部の
医師・看護師と共に毎朝カンファ
レンスが行われ、当日治療する患
者さんの情報共有や抗がん剤副
作用に対する問題点等を議論し
ています。薬剤師の視点から、患
者さんの治療経過やレジメンの

研究活動にについて
私は、1年目の秋より肺がんの
専門家である呼吸器内科の医師
と共に研究を立ち上げました。臨
床では、抗がん剤による副作用リ
スクを定量的に評価できる系の
確立が求められています。その
ため、臨床と基礎の両方の視点を
持って、がん治療におけるリバー
ス・トランスレーショナルリサー
チの実践に挑戦しています。医師
は臨床研究を、私は基礎研究を中
心に進めています。また、日常業
務の終了後や土日を問わず、大学
院で培った経験を生かして培養
細胞を用いた基礎研究に取り組
んでいます。臨床の最前線で活躍
している医師や薬剤師からの多
角的なアドバイスは、私にとって
大きな財産となっています。
休日の過ごし方
大学院時代とは違い、朝から晩
まで研究に時間を費やすことは
できないため、休日の多くは薬剤
部の研究室で過ごし、研究に励ん
でいます。また、薬剤部で勤務し
ている社会人博士課程の先生や

薬剤部の研究室にて
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薬剤師レジデントの研究相談も
行い、教育面も担っています。さ
らに、様々な学会や地域の勉強会
等にも積極的に参加し、病院だけ
ではなく薬局薬剤師との交流や
情報共有にも努めています。
星薬科大学で学んでよかったこ
と
上記の業務や研究を進めるに
あたり、星薬科大学で学んだ10
年間
（6年制薬学教育+4年制大学
院博士課程）のすべてが、今の私
の支えとなり、基盤となっていま
す。博士学位を取得した薬剤師と
して、研究者として、論文発表を
通して新たなエビデンスを構築 ・
発信していけるよう一生懸命努
力していきたいと思います。
最後に
当院の素晴らしい環境で、薬剤
師として診療 ・ 教育 ・ 研究にバ
ランス良く取り組むことができ、
大変幸せに感じています。また、
社会に出たことでより一層、星薬
科大学での様々な学びや経験は
非常に恵まれていたと実感し、改
めて心より感謝しています。今後
も臨床と基礎の両立を目指し、理
想の薬剤師像を追い求めながら、
患者さんの力になれるよう日々
精進していきたいと思います。

名古屋大学医学部附属病院
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阿部 鈴菜

Meiji Seika ファルマ株式会社

職場にて（撮影者：星薬出身の田村さん）

職場の仕事の内容
私 は、Meiji Seikaフ ァ ル マ 株
式会社 臨床開発企画部 臨床企画
Gという部署に配属され、治験計
画の立案に携わっています。医薬
品が上市されるまでには、非常に
長い研究開発期間を要します。医
薬品の種となるような候補化合
物
（シーズ）の探索に始まり、その
有効性や安全性を評価する動物
実験等を経て、最終的にはヒトで
の有効性及び安全性を検証しな
ければなりません。医薬品開発の
最終過程である、ヒトを対象とし
た臨床試験を
「治験」といいます。
私の所属する臨床企画Gでは、治
験に参加していただく被験者の
保護を第一に、開発品目の確実な
承認取得に必要な有効性 ・ 安全
性データ収集ができる「適切な治
験計画」を立案し、遂行すること
が中心業務です。
休日の過ごし方
冬のボーナスでミラーレス一
眼を購入したので、最近は写真を
撮るのが楽しみです。休日は開発
業界の友人と遊びに出かけるこ
とが多いです。社内に開発職同
期がいないので、他社様の開発職

臨床開発企画部 臨床企画 G

の友人から刺激を受けています。
また、温泉巡りが好きで、今年は
社内の技術系女子で下呂温泉に
行ってきました。

て、
「 臨床開発」の立場を明確にす
るために、関連ガイドラインや他
剤先行品の調査等を行っていま
す。

1年間を振り返っての近況報告
医薬品開発の奥深さを感じた
一年でした。学生時代に開発職の
インターンシップにも参加して
おり、
「 開発のいろは」は人並みに
理解して入社したつもりでした
が、実際の医薬品開発では、開発
関連部署以外からもさまざまな
意見が挙がります。研究開発両本
部一丸となってプロジェクトを
着実に推進するためには、本部横
断的な連携が重要であると強く
感じました。この中で、私は計画
立案の中心にある企画部員とし

社会人になって思うこと、将来の
夢
現在私が携わっている開発プ
ロジェクトは、社内からも非常
に高い期待が寄せられている品
目です。患者様の元に届くまで先
は長いですが、いつか医薬品とし
て日の目を見ることを願い、日々
業務にあたっています。将来は、
お菓子やヨーグルトだけでなく、
「Meijiの医薬品」が広く知られる
ような、インパクトのある新薬創
出に携わりたいですね。

同期と温泉旅行

最近購入したミラーレス一眼

上司の方からの応援メッセージ
過日、入社一年目の振り返りと今後の目標設定を行いました。
仕事の完成度も高く、二年目以降の目標設定もきちんとできて
います。
「患者様のために」という高い倫理観をしっかり持ってい
ますし、明るく元気に挨拶する姿にも感心します。今後益々の成
長に向けて組織を挙げて支援していきたいと思います。これか
らも頑張って！
臨床開発企画部 臨床企画G長 近藤 賢一郎
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鷹箸 飛鳥

千葉県庁

出先機関 海匝健康福祉センター（海匝保健所）

力だと私は思います。3年目は前述の
とおり場所こそ隣に移ってしまったも
のの、担当業務の変更はなく、日々食
品衛生に邁進しております。

海匝保健所旧庁舎前にて

お花見

職場の仕事の内容と入庁から現在まで
を振り返っての近況報告
私は、現在入庁3年目となりますが、
初年度から銚子市にある海匝健康福祉
センター（海匝保健所）に配属となり、
1年目は環境衛生、2年目は食品衛生と
それぞれ異なる業務に従事してきまし
た。
「海匝」という漢字が珍しいので読め
ない方もいらっしゃるかと思います
（かく言う私も配属前は読めませんで
した……）が、
「 かいそう」と読みます。
「海をめぐる」という意味を持つ沿岸部
の3市（銚子市、旭市、匝瑳市）
を管轄す
るに相応しい風流な名称なのですが、
庁舎自体は風流を通り越して老朽化が
懸念されたため、配属3年目にしてす
ぐ隣の建物へ移転となってしまいまし
た。閑話休題。
さて、県庁の仕事は多岐に渡ります
が、薬剤師として知事部局に配属され
る場合は、健康福祉部に所属し、出先
機関の健康福祉センター（保健所）や
県庁の薬務課、衛生指導課等を2〜5年
のスパンで異動していくのが王道パ
ターンです。
みなさんが保健所と聞いてどういっ
た想像をするかは分かりませんが、私
のもつ就職前のイメージとは大きく違
い、最初の配属時にはとても驚いたこ
とをよく覚えています。
まず、1年目に担当した環境衛生で
は名前から受ける印象とは異なり、営
業六法と呼ばれる理美容所、クリーニ
ング所、旅館業等の許認可を行ってき
ました。関係法令も多く、大学で学ん
できた分野との乖離もあるため、勉強
するのが一苦労でした。しかしながら、
職場の先輩方の温かい指導もあり、な
んとか通常業務をこなせるレベルに
なったところで転機が訪れました。そ
れが2年目の食品衛生への担当業務変

更です。近年、そこかしこで聞くよう
になった人手不足は保健所も例外では
なく、1年で担当が変わることもそう
珍しいことではありません。食品衛生
はその名の通り飲食店等の食品関連の
営業施設の許認可を担当します。環境
衛生と比較して食品衛生の大変なとこ
ろは何と言っても施設の絶対数が多い
ところです。所管する法令も変わり、
また一から学んでいく上に、通常業務
自体も増えるため、非常にめまぐるし
い一年でした。しかし、この年は管内
で食中毒が発生しなかったことには
ホッと胸を撫で下ろしました。ひと度
案件が起これば休日返上で調査となっ
てしまうのが、食品担当の辛い定めで
す。また、客層はスナックを開きたい
という外国人の方から、大企業で工場
を作りたいという方まで多彩です。そ
れぞれの方が納得できるような相手の
目線に合わせた説明というのは難し
く、知識量も問われます。そこを習得
していくのも、仕事の醍醐味であり魅

休日の過ごし方
私は仕事にはメリハリが重要だと
常々思っているため、休日は仕事のこ
とは忘れてノンビリと過ごしています
（勿論仕事の関係上、突然休日に呼び
出されることもゼロではありませんが
……）。近所の温泉に出かけたり、友人
と飲み会をやったりなど比較的満喫し
ているのではないでしょうか。
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
大学での講義は、将来病院や薬局等
で働いていく上では必要十分なものだ
と思います。しかし、残念なことに県
の仕事では薬剤師としての知識を使う
場面はかなり限られてしまいます。で
すが、薬剤師は生涯が勉強と言われる
ように、学ぶ内容こそ違えど、勉強に
対する姿勢は変わらないと思います。
そういった姿勢を学ぶ上で、大学生活
は大変有意義なものでした。逆に大学
では講義の内容だけでなく、広く一般
常識や社会情勢に精通しておく必要性
を強く感じました。また、県では講習
会等の人前で話をする機会も意外に多
いため、学会発表等の研究室での経験
は大いに活用することが出来ました。

上司の方からの応援メッセージ
保健所は、行政機関の中でも特殊な業務を担っています。大きく分ける
と保健 ・ 福祉部門を扱う「対人」行政と許認可 ・ 監視 ・ 処分を行う「対物」
行政のふたつがあり、配属された部署は後者になります。
行政の執行では、大学で学んだことが直接役に立つことはなく、入庁時
は戸惑うことが多かったと思います。慣れない社会生活ばかりか、学生時
代に学んだことが役に立たない、活用できないなどが相まって、不安も多
かったと思いますが、彼持ち前の前向き姿勢で乗り切ってきました。
3年目の現在は、食品製造施設等の許認可、監視、指導、そして健康被害
発生時の原因究明等、食品衛生行政の中心となり、地域の食の安全安心確
保に尽力してくれています。また、保健所内でも、しっかりと足場を固め
必要な存在となっており、今後の活躍が楽しみです。
これからは、大学で得た知識が大きくも小さくも生きてくることを実感
しながら、また、発展させながら羽ばたいていくことを期待して見守って
いきたいと思います。
海匝健康福祉センター（海匝保健所）健康生活支援課長 穴澤 信寛
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星薬科大学と国立がん研究センターとの包括的連携協定について
この度、国立がん研究センター
（研究所、中央病院）・星薬科大学
による包括的連携協定が結ばれ
ることとなりました。本学はこ
れまでに先端生命科学研究セン
ター（L-StaR）を中心に国立がん
研究センター研究所の牛島俊和
先生
（エピゲノム解析分野 分野
長）、上園保仁先生（がん患者病態
生理研究分野 分野長）
、落谷孝広
先生
（分子細胞治療研究分野 前
主任分野長、現プロジェクトリー
ダー）ならびに青木一教先生（国
立がん研究センター研究所 免疫
創薬部門 部門長）など日本を代表
する研究者と共同研究を行って
きた実績があります。また、本学
出身の寺門浩之先生
（前 国立がん
研究センター中央病院薬剤部長、

現 国立国際医療研究センター病
院薬剤部長）のご尽力により国立
がん研究センター中央病院とも
良好な関係を構築してきました。
こうした経緯を経て本学が国立
がん研究センターと包括的連携
協定を結ぶことで、協力関係をこ
れまで以上に強固にし、盤石な共
同体制のもと、世界に発信できる

がん治療、緩和医療における基
礎、臨床研究成果を創出し、さら
には研究者や薬剤師などの世界
に奉仕できる人材育成を共同で
展開します。また、本協定が結ば
れたことにより、連携大学院の設
置に向けた具体的な協議を行う
などの発展が期待されます。
文責：鳥越・葛巻・成田

包括的連携協定の締結によって期待される交流

pccOSCE（post clinical clerkship OSCE）
について
pccOSCEは、実務実習修了後
における学生の臨床能力を教育
機関である大学が客観的に評価
するシステムです。主たる目的
は、学生、実習施設、大学にとっ
て薬剤師養成における価値ある
気付きを得ることであり、学生で
は、不得意分野の改善や得意分野
の促進、実習施設、大学では、指
導方法や教育プログラムの改善、
客観的なエビデンスの収集など
が挙げられます。
本学では、薬剤師職能開発研究
部門、実務教育研究部門を中心に
学内教員の協力を得て、イノベー
ションセンター「教育方法等改
善に係る調査 ・ 研究費」
の経済的
支援のもとで開始しました。本成
果は、文部科学省に高く評価さ
れ、平成27年度から29年度までの
3年間は、金沢大学、順天堂大学、
新潟薬科大学、明治薬科大学の協

力を得て
「文部科学省 大学におけ
る医療人養成の在り方に関する
調査研究委託事業 薬学教育の改
善 ・ 充実に関する調査研究」
の採
択へと繋がりました。
平 成29年 度 は、pccOSCEの 啓
発と有用性の検証を行うため、全
国薬科大学 ・ 薬学部の学生
（29大
学32名）
、教員
（41大学51名）の協
力を得て平成30年2月10日
（土）に
pccOSCEを 実 施 し ま し た。課 題
時間は20分とし、保険薬局におけ
る処方箋の受付から服薬支援、薬
歴の作成までの一連のパフォー
マンスをルーブリックにて評価
しました。本結果から、薬剤師の
専門性である薬物治療モニタリ
ングにおいて、基本となる症状、
臨床検査値の確認と評価、さらに
は、患者が抱える真の問題点の把
握で教育の改善が必要であるこ
とが明らかとなりました。また、
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参加大学の教員、学生アンケート
からpccOSCEの有用性について
高い評価が得られました。現在、
全国の薬科大学 ・ 薬学部におい
て試験的な導入が検討されてお
りますが、本学はpccOSCEのパ
イオニアとして実務実習修了後
の全学生への導入に向けて準備
を進めており、本学独自の評価体
制、つまり、評価を通じた大学、
実習施設における質的な教育体
制の向上を目指してまいります。
教授 湯本 哲郎
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海外留学報告
（ドイツ）

薬品物理化学研究室 助教

ビュルツブルグ大学 化学・薬学部
Institute for Pharmacy and Food Chemistry
のキャンパス

2015年6月1日 か ら2017年5月29
日まで，ドイツ連邦共和国・バイ
エルン州にあるヴュルツブルグ
大学へ留学する機会に恵まれま
した．本学とヴュルツブルグ大学
とは2013年6月に学術交流協定を
締結しており（学報第78号にて報
告），その学術交流の一環として，
2年間滞在する機会を頂けること
となりました．
ヴュルツブルグ大学は1402年
に創立された総合大学であり，現
在10の学部から構成され約28,000
人の学生が在学しています．私
が所属していた化学 ・ 薬学部の
Institute for Pharmacy and Food
Chemistryは，街の中心部からバ
スで20分程度の小高い丘にあり
ます．このキャンパスは2012年に
一新され，全ての建物が近代的な
ビルであったことにまず驚きま
した．
研究活動を行っていたDr. Dr.
Lorenz Meinel教 授 が 主 宰 す る
Chair for Drug Formulation and
Deliveryで は， 低 分 子 化 合 物 の
物性評価から高分子医薬デリバ
リーまで幅広いテーマを取り組
んでいます．私は，刺激応答ペプ
チドと擬ペプチド（ポリペプトイ
ド）を用いたインターロイキン－
4（IL-4）の体内送達システムの開

Chair for Drug Formulation and Delivery
のメンバー．最前列中央が筆者，筆者の
右隣がLorenz Meinel 教授．

発に従事しました．固相ペプチド
合成やクリックケミストリー反
応など，今まで全く経験の無い実
験に戸惑いもありましたが，そう
した研究を経験できたことが今
後の糧になると思います．また，
シクロデキストリンによる光学
異性体の分離メカニズムについ
ても取り組み，これは当学に戻っ
てからも検討を続けております．
Meinel先生の研究室内には製
剤機器のみならず細胞評価系に
至る機器を含め，製剤・薬剤系で
使用する装置はほぼ全て揃って
いました．一方，研究室が有して
いない技術 ・ モノは，まず学内，
次にドイツ国内，さらには海外と
共同研究の場を広げて実験を進
めており，研究室間の交流の大切
さを再認識しました．また，ラボ
メンバーはポスドク2名と20名の
大学院生でした．しかし院生と雖
も非常に優秀で，ラボから給料を
得ているのもあって研究に対す
る姿勢はプロフェッショナルで
した．また気難しいと思われるド
イツ人のイメージとは裏腹に，と
ても気さくで，何も分からない私
に手技を教えてくれるだけでな
く，アパートを探す際の通訳など
も行ってもらい，彼ら無しではド
イツでの生活は成り立たなかっ
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古石

誉之

市内・マルクト広場での
クリスマスマーケット風景

ビュルツブルグ市マラソン大会
ゴール直後にドイツではお約束のビール
とプレッツェルが振る舞われます

たと思います．
休日は家族と近くの村を散策
したり，ベルリンやフランス・ス
トラスブールまで足を伸ばして
過ごしました．また，ドイツでは
多くのランナーを見かけること
から，ここ数年運動不足であった
私
（と妻）はそれに感化されてラ
ンニングを始め，最後には街のマ
ラソン大会に参加するまでにな
りました．
最後になりましたが，今回の留
学にあたり，多大なるご配慮を賜
りました田中隆治学長，杉山清副
学長，国際交流委員会委員長・亀
井淳三教授，米持悦生教授ならび
に薬品物理化学教室の諸氏，さら
に星薬科大学の教職員の皆様に
心より御礼申し上げます．

星薬科大学報第87号
（平成30年4月）

浙江工業大学薬学院との国際交流について

社会や経済のグローバル化が
進み、国際社会及び我が国を取り
巻く環境が大きく変化する中、星
薬科大学が今後も健全に発展し
魅力ある大学であるためには、諸
外国との交流や協力を一層充実
させていくことが重要です。この
ため、星薬科大学では、国際社会
で活躍できる人材の育成や、海外
の優秀な学生及び研究者の戦略
的な受入れによる双方向の人的
交流を継続的に推進し、国際交
流・協力の一層の充実を戦略的に
進めるため、本学では国際学術交
流協定を締結している多くの他
国大学とも協力しつつ様々な取
組を行っています。ここでは2012
年に学術交流協定を締結した浙
江
（せっこう）工業大学薬学院と
の国際交流活動について触れさ
せていただきます。
浙江工業大学
（Zhejiang University
of Technology）は、中華人民共和
国の省級大学であり、浙江省杭州
市の3つのキャンパスに、18 学部

酒井 寛泰
国際学術交流委員会 委員長 亀井 淳三

を持つ、主に理系学部を中心とし
た総合大学です。最近の国際交流
としては、2016 および 2017 年
と二年続けて、本学から教員およ
び大学院生が浙江工業大学主催
のMogan Mountain International
Summit on Green Pharmaceuticals
に招待され参加しています。ま
た、昨年度には浙江工業大学より
2人が交換留学生として来校し、
本年度では、今現在3人の学生が
交換留学として来校しておりま
す。さらに、昨年度の2人の学生
は、本年度から総合薬科学専攻の
修士課程に進学し、本学に在籍し
ております。浙江工業大学から
の留学生はとても優秀で半年ほ
どで簡単な日本語での会話がで
き る よ う に な る 様 で す。2017年
10月13〜14日 に は 本 学 教 員 と 浙
江工業大学の教員との交流を図
るためジョイントシンポジウム
（Joint symposium for Zhejiang
University of Technology and
Hoshi University）を 本 学 の 新 星
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国際交流室 室長

館地下一階ラーニングコモンズ
にて開催いたしました。浙江工業
大学より3人の教員が来校し、星
薬科大学の若手教員との研究発
表および懇親会を通じての親睦
を深めることができました。浙江
工業大学との国際交流はまだま
だ始まったばかりですが、羽田空
港から最寄りの上海の空港まで
飛行機で3時間ほどの近距離にあ
り、国際交流推進のハードルがと
ても低い立地にあります。今後、
学生だけではなく多くの教員に
おいても更なる相互交流の機会
が期待されます。

星薬科大学報第87号（平成30年4月）

保護者向け就職ガイダンスの開催について

第1部（講演会）の様子

保護者向けの就職ガイダンス
を平成30年2月18日
（日）に開催し
ました。就職ガイダンは、従来、
主に薬学科5年生及び創薬科学科
3年生を対象に開催してきました
が、保護者向けの開催は今回が初
めてです。今回は、薬学科の5年
生、4年生、創薬科学科の3年生及
び総合薬科学専攻の保護者を対
象に案内し、それぞれ、86名、86
名、2名、8名の計182名に参加い
ただきました。
学生向けの就職ガイダンスに
ついては、自己分析の仕方、イン

ターンシップ対策、エントリー
シート対策等を年十数回実施し
ています。他方、保護者向けの説
明の機会としては、従来、年1回
揺籃会主催で開催される父母
（保
護者）相談会の中で、就職支援の
概要について説明するに留まっ
ていました。
昨今、主に総合大学で保護者向
けの就職ガイダンスが開催され
多数の参加者がいること、また、
保護者が大学に提供を求める情
報の上位を就職関連が占めてい
ることが大学に関する報道記事
で取りあげられています。そう
いった背景も踏まえ、本学として
も就職に関する情報を保護者へ
提供し、学生の就職活動が円滑に
進められるよう、学生支援部で保
護者向け就職ガイダンスを企画
しました。
当日は、2部構成で、第1部では
2つの講演を行い、第2部では懇親
会を行いました。第1部の講演で

は、㈱リクルートキャリアの講師
による
「今どきの就職活動 環境
と変化～保護者の皆様ができる
ことは何か？～」と題する講演、
また学生支援部の職員による
「就
職活動に当たっての留意点等」と
題する講演を行いました。第2部
の懇親会では、㈱リクルートキャ
リアの講師、学生支援委員及び学
生支援部職員が各テーブルに配
置し、個別に保護者からの質問に
答える形式で進行しました。
アンケートの結果では、第1部、
第2部 と も に、
「とても有意義で
あった」
「 有意義であった」を合
、
わせて9割以上の回答でした。保
護者向けの就職ガイダンスは、今
後も毎年継続して開催する予定
です。
今回の保護者向け就職ガイダ
ンスの開催にあたり、揺籃会から
費用の支援をいただきました。こ
の場を借りて改めて御礼申し上
げます。
（学生支援部）

創薬科学科の学生交流会の開催について

第1部の様子

創薬科学科は1学年の定員が20
名と少なく、薬学科に比べ就職先
の業界、業種の範囲が広いこと等
から、学生生活支援及びキャリア
教育の一環として、学生支援部で
は、毎年、1、2年生全員を対象に
個人面談を行っています。面談で
は学部卒業後の進路や、就職先と
して志望する業界・職種、創薬科
学科の先輩とのつながりの状況、
学生生活等を中心に話を聞いて
います。
平成29年度に実施した個人面

談の結果、
「 先輩との繋がりを増
やしたい」という学生が1年生で
は約8割、2年生では約6割に上り
ました。この結果を踏まえ、創薬
科学科の低学年の学生が先輩に
進路や学生生活について相談す
る機会として、創薬科学科の学生
交流会を学生支援部で計画し、平
成29年11月10日
（金）
に実施しまし
た。
対象者は創薬科学科の学生及
び創薬科学科を基礎とする総合
薬科学専攻の大学院生で、当日は
58名が参加しました。この内、創
薬科学科1年生の参加者数は17名
でした
（参加率55％）
。
交 流 会 は2部 構 成 で 行 い ま し
た。第1部は、上級生が下級生の
聞き役となり、進路や就職、学生
生活全般について自由に話して
もらう形式で行いました。多くの
先輩から話を聞いてもらうため、
1クール20分間でテーブルを移動
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し、計3クール行いました。また、
第2部は、参加者全員が一堂に会
し立食形式で懇談を行いました。
ア ン ケ ー ト の 結 果、1部、2部
とも、
「 とても良かった」及び
「良
かった」を合わせて9割以上に上
りました。
今年度から創薬科学科のカリ
キュラムが変更になり、低学年
からのキャリア教育の必要性が
高まりました。また、創薬科学科
1、2生の指導教員制度は、従来の、
学生4、5名に1人の教員が付く指
導 グ ル ー プ 制 か ら、1、2生 全 員
に対し複数の教員が対応する学
年担任制に変更になりました。こ
のような背景を踏まえながら、今
後も、学生生活支援及びキャリア
教育の観点から、効果的な個人面
談、学生交流会を計画、実施して
いく予定です。 （学生支援部）

星薬科大学報第87号
（平成30年4月）

大宇陀かぎろいの丘万葉公園

～本館大壁画の舞台の発見～

万葉公園から見たかぎろい

「ひむがしの野にかぎろいのたつ
見えてかへりみすれば月かたぶ
きぬ」
（万葉集1-48）
柿本人麻呂による秀歌と名高
いこの歌は、現在の奈良県宇陀市
大宇陀の地で詠まれたものであ
る。
“ かぎろい”とは厳冬のよく晴
れた、日の出前、東の空を赤く彩
る陽光のことであり、この歌は昇
る太陽と沈む月が輪廻を表して
いるとの解釈がある。
大宇陀かぎろいの丘万葉公園
は、宇陀川沿いの小高い丘にあ
る。かぎろいの丘から南東方面に
広がる景色に、星薬大生は感動を
覚えるはずである。そこには、星
薬科大学本館大壁画の世界が広

（大宇陀かぎろいの丘万葉公園）

がる。平地に広がるのは弥生時代
かった。しかし、今回、宇陀市に
以降の遺跡が残る中ノ庄遺跡。周
大壁画のレプリカが設けられた
辺は飛鳥時代
「阿騎野」と呼ばれ、 こと
（学報84号参照）
に伴い、宇陀
大和朝廷の薬猟の地であったと
市のご尽力により、描かれた場所
伝えられている。左奥に見えるの （推定）
が判明した。
は高見山。神武天皇東征の際、八
なお、宇陀市が制作した映像
咫烏が道案内をし、頂上から地勢 「日本最初の薬狩りの郷 宇陀市」
を観望したといわれている。
においても、本学壁画が紹介され
本学の大壁画については、描
ているので、ご覧いただきたい。
かれた場所の記録が残っていな
https://youtu.be/IdyO4WRlJcc

（本館1階壁画）

【星薬科大学本館大壁画】
星薬科大学本館大壁画は、推
古天皇が始めたといわれる薬狩
りの場面を描いたものであり、
創立者星一先生の提案により、
星薬学専門学校設立3周年記念と
して制作された。完成は戦時中
の 昭 和18（1943）年5月 で あ る。
星製薬株式会社おかかえの画伯6
名（関口隆嗣、清原重以知、服部
亮英、内藤隶、笹岡了一、笹鹿彪）
による時代考証研究ののち、推

古時代における
「薬狩」
「 鹿茸狩」
を如実に表現し、心血を注いで
描かれた大作である。
1階の「薬狩」の絵には、薬草を
採取する女性たちの姿があり、
赤い傘の下には、日本で最初の
女帝、第33代推古天皇が描かれ
ている。2階から3階の
「鹿茸狩」
の絵には、鹿の群れや鹿の角を
狩る男たちが力強く描かれてい
る。
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総務部

髙橋 俊介
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薬学教養教育研究学域総論紹介
薬学教養教育研究学域は、主に
学研究室
（薬事関連法制度 ・ 日本
教養科教員（薬学準備教育科目担
の法制度）
、情報科学研究室
（情報
当者）を改組して、平成30年4月よ
科学・数学）
、英語研究室
（英語教
り新たに創薬科学科に所属する
育・英文学）
、国際文化研究室
（英
学域として再出発しました。本学
語教育・西洋古代中世史）
。
として初めて英語ネイティブの
創薬科学科の学生に対しては、
教員（国際文化研究室）
を迎え、当 「研究×教養×探究心で、新しい
学域の教員は次のような専門分
薬学文化を創造する」実践者たる
野の研究実績を備えた、教育経験
ことを目的としております。時代
も豊富な多様な教授陣の研究室
の表面的な潮流に流されること
で組織され、本学全体の教養教育
なく、人々の健康と福祉の向上に
を担っております。
真につながる地道な活動や動向
物理学研究室
（物理学の基礎 ・ を見抜き、それを持続可能な方法
数理物理学）、哲学研究室（論理
で社会実装化しうる社会人力を
的思考の基礎 ・ 生命倫理学）
、機
養うために、幅広い教養の素地の
器分析学研究室（物理的手法によ
確立を目指しております。そのた
る化学物質の検出及び構造の解
めには、既成の概念に捕らわれる
析）心理学研究室（アクティブラ
ことなく、グロ－バル化社会に対
－ニング ・ 生理心理学）
、教育学
応した新システムの構築 ・ 展開
研究室（英語教育・教育工学）
、法
に挑戦し、そうした試行錯誤の経

研究室紹介

験から身に着いた行動特性を活
かし、どんな仕事にも適応可能な
力の素養を培うことを大切にし
ております。
薬学科の学生に対しては、本
学が目指す薬剤師像の主要な能
力である
「思考的問題解決能力」
を
「主体的に考えて論理的に思考
し，問題を実践的に解決する能
力である実践的問題解決能力」と
定め、また
「協関力」を
「医療従事
者や患者と協力関係を構築する
力、様々な教養を身に着けること
などにより幅広い視野を持ち、多
様な思想や文化を受け入れ、他を
思いやる力およびコミュニケー
ション能力」であると定め、日々
の教育実践の中で指針として活
かしております。
教養科長 重野 豊隆

哲学研究室

学の心構えⅡ」
、教養科目である
「人と文化」科目群のなかでの
「薬
学人としての教養入門」・「医療
哲学ゼミナ－ル」・「生命倫理」・
「ロジカルライティング」
「 薬学
、
研究」科目群のなかでの
「研究倫
理」
を
（その一部を含めて）担当し
ております。必修科目では、一部
SGD（スモール・グル－プ・ディ
哲学研究室は本館2階にあり、 スカッション）を積極的に取り入
れ、学生相互の意見交換の機会を
教員が重野豊隆（教授）1名で構成
増やし、各学生が自分の意見を一
されている個人研究室です。研究
定の根拠を伴って主張できるこ
室には、教員が本年度で定年を迎
とを目指しており、さらに毎回学
える関係で、卒論生として6年生2
生に特定のテ－マや論点に関す
名、4年生1名の計3名のみが現在
る論述レポ－トを課し、みずか
所属しております。
ら論理的かつ具体的に思考し
「問
教員の専門分野は、主に哲学
題解決能力」を培えることを目指
的心身論 ・ プラセボ反応 ・ ヒュ
しています。選択必修科目では、
－マニズム教育です。授業科目
比較的少人数のため個別のプレ
としては、
「 薬学と社会」科目群の
ゼンテ－ションやSGDの機会を
なかでの「薬学の心構えⅠ」・「薬
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増やし、
「 問題解決能力」のみなら
ず、解決すべき重要な現実的な課
題を論理的に導き出せる「課題設
定能力」をも培えることを目指し
ています。
卒 論 生 は、
「2020年 以 降 の 社 会
における薬剤師の役割」・「日本
の薬剤師の現状と今後の展望に
関する考察 ―プロフェッショナ
リズムに即して―」・「プラセボ
の適応範囲」のテ－マに取り組ん
でいます。これらのテ－マは、あ
くまで卒論生みずからが主体的
に熟考した上で設定されたもの
です。卒論ゼミナ－ルにおいて
は、卒論草稿や基礎的参考資料を
巡ってなされた活発な討論を通
じて、その都度浮かび上がってき
た具体的課題を各学生が地道に
深めています。
教授 重野 豊隆

星薬科大学報第87号
（平成30年4月）

研究室紹介

物理学研究室

ということになります。
まず、当研究室の本学における
教育活動を紹介いたします。担当
授業科目を挙げますと、まず，学
部1年生の前期の科目が
「物理学
（1.5単位）
」
「薬学人としての教養
、
入門
（1.5単 位）
」
、2年 生 後 期 の 科
目が
「物理系実習II（1単位）
」
、3
年生後期の科目が
「物質の究極像
と宇宙
（1.5単位）
」
「 実用数学A/B
、
物理学研究室は平成5年4月に
」
、です。数学や物理
開設され、当時は旧2号館
（現在 （各0.5単位）
は単なる丸暗記だけですむ科目
の100年記念館の場所にありまし
ではなく、問題をできるだけ多く
た）の2階にありましたが、平成14
解いて考え方を理解する必要が
年の本館大改修に伴い、本館2階
あるため、各科目で授業中の課題
の新星館側に移り、現在に至って
や小テストを多く実施していま
います。創薬科学科・薬学教養教
す。もちろん、その度ごとに問題・
育研究学域の研究室ですので、ス
タッフは私、中川弘一だけです。 解答作成やそれらの採点は1人の
スタッフで行っているため、授業
今回、教室紹介ということで以下
のある月はとても忙しい日々を
に物理学研究室の教育 ・ 研究活
送ることになります。
動を紹介いたしますが、すなわ
当研究室で扱っている研究の
ち、私の教育・研究活動の紹介い

研究室紹介

テーマは
「場の量子論」、
「 重力理
論」
「 超弦理論」等の物理学の基
、
礎理論に関連するテーマです。特
に近年、
「 超弦理論」の中で発見さ
れた
「AdS/CFT対応」
「 ホログラ
、
フィー原理」という概念は物理学
の多くの分野に応用されるよう
になり、情報理論との関連につい
ての研究が進んでいます。
このような研究は様々な量子
系のエンタングルメント・エント
ロピーという量を計算すること
により行われますが、当研究室で
もその一端を担っており、その分
野での研究発表を行っています。
最近では、このような研究が量子
コンピューターやAIの研究とも
結びついてきており、これらの関
連分野にも関心を寄せています。
教授 中川 弘一

教育学研究室

教育学研究室
（旧英語研究室2）
は，薬学教養教育研究学域の個人
研究室で，吉澤（渡邉）
小百合准教
授が唯一のスタッフです。場所
は，本館2階のエレベータ側にあ
ります。
担当授業科目は，
「 総合英語Ⅰ
Ａ
（創薬科学科1年 ・ 前期）
」
「医
，
療・薬学英語ⅠＡ・Ｂ
（2年，前・
後期）
」，
「 医療 ・ 薬学英語ⅡＡ ・
Ｂ
（3年，前・後期）
」
「薬学人とし
，
ての教養入門（1年，前期），
「 異文
化理解（4年 ・ 前期）
」
「 教育学ゼ
，
ミナール（2年 ・ 後期）
」の計12コ
マです。英語系の科目では，医学・
薬学英語の入門や一般科学や時
事問題を扱う総合英語，TOEIC
などの資格試験対策のほかに，論
理的 ・ 批判的能力を延ばすため
の英作文演習や発表練習を行い，

教養系の科目では，異文化や教育
に関する講義の中で，学生が論理
的に考え，発表する機会を多く設
けています。主に英語科目を担当
していますが，基礎的な英語運用
能力の向上 ・ 修得はもちろんの
こと，専門分野の論文の理解や成
果の発表の際に必要とされる語
彙や，医療・薬学英語特有の表現
や構文を修得させるだけでなく，
海外の医療制度や教育制度，文化
を適宜紹介し，理解を深めること
で，専門職として国内のみなら
ず国外においても活動ができる，
国際的視野を持つ調整能力やコ
ミュニケーション能力を向上さ
せることを念頭に置いた授業を
行っています。
当研究室では，論理的構成が
整った文書を作成する能力を育
成するための協調的学習法であ
るピアリヴュー法を発展させ，批
判的思考力の養成と，それに伴う
実践的英作文力の向上を可能と
する統合的な教育方法を実現す
るための研究を行っています。こ
れは，日本の学校教育には批判的
思考力や表現力の養成が必要と
されてきたのに加え，有力国際会
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議での発表の事前審査や国際雑
誌への論文掲載の採択が注目さ
れる中，自らの学術研究の成果を
分かり易く発信する能力を養う
ことは重要だからです。また，語
彙や会話の修得が効率よくでき
るような教材の開発や教育法の
研究も行っています。
グローバル化がますます進展
する現代において，豊かな人間
性と視野を持つような人材の育
成に，力を入れたいと考えていま
す。留学を希望する学生の面談や
事前指導を随時行っています。学
生が，社会に出たときに遭遇し得
る問題の発見，多元的な課題の原
因の究明や解決をするための提
案や検証，実際に問題を解決する
ために的確に判断し行動できる
能力などを身に着け，自分できち
んと考え，適切な日本語や外国語
で表現することができる人材と
なるように，一般教養の教育者と
して貢献できればと願い，授業内
容以外の事柄に関する様々な質
問をするために研究室を訪ねて
くる学生にいつでも対応できる
ような準備を整えています。
准教授 吉澤
（渡邉）小百合
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研究室紹介

法学研究室

法学研究室は、本館2階の新星
館側にあります。元々は教室だっ
た場所が改築され研究室になっ
たと卒業生の方から教えていた
だきました。スタッフは2011年に
赴任した山本弘のみの研究室で
す。
担 当 講 義 は、
「 薬 学 と 社 会 Ⅰ」
「薬学と社会Ⅱ（山村美保先生と
共に担当）」
「 法学概論」
「 法学ゼミ
ナール」
「 世界の法と経済」
「 現代
日本と起業Ⅰ（起業家の方と共に
担当）
」などです。また、
「総合薬学

研究室紹介

演習I」
「 総合薬学演習II」にて、法
規 ・ 制度分野を担当しています。
これらの講義を通じて、薬学に直
結する法や制度に留まることな
く、社会人として必要な法の考え
方や基礎知識を伝えたいと考え
ております。法的観点から薬事、
医療、そして社会を把握する思考
方法を養い、薬学を複眼的に考え
る視座を提供したいと冀ってお
ります。実際には、議論や対話を
通じた理解の深化、信頼度の高い
根拠に基づき実証的・客観的・批
判的に社会事象を考える視点の
涵養、個人的な問題から広く社会
に目を向ける態度の醸成を意図
した「揺籃」
（ 講義）でありたいと
日々努力しているところです。法
学という分野は、一般的に
「とっ
つきにくい」学問と観念され敬し
て遠ざけられる傾向にあります。
しかし、法やルールは人間生活に

おいて必要なものであるのも事
実です。法に対する拒否反応を
少しでもやわらげながら
「親切第
一」の精神で講義を展開し、学生
とともに教員として成長してい
きたいと考えております。
本研究室では、日本法制史の研
究を行っています。具体的には、
中世の訴訟制度とりわけ土地境
界に関する紛争の処理や解決に
ついての研究をおこなっていま
す。土地境界紛争は歴史的にみて
も解決が難しいものであり、現在
でも裁判だけでなく、ADR（裁
判外紛争処理）による解決がはか
られています。解決の難しい紛争
について、先人たちがどのような
対処方法や打開策を探っていた
のか、法制史的観点から研究して
います。
准教授 山本 弘

情報科学研究室

本学における情報教育は、平
成4年、当研究室および電子計算
機 実 習 室（ 平 成13年、 学 生 コ ン
ピュータ室に改称）の設置と同時
に開始されました。この年、米国
に２年遅れ、国内で商用のイン
ターネットサービスが解禁され
ました。これを契機に、それまで
おもに大学研究機関等で利用さ
れていたインターネットは、広
く一般に普及しました。また、当
時は病院薬剤師の業務に変化が
あった時期でもありました。昭和

63年および平成6年の診療報酬改
定において、薬剤管理指導業務の
実施要件に医薬品情報管理室設
置があげられていたことから、医
薬品情報管理が薬剤師の重要な
業務の一つとして認識され始め
ました。本学における情報教育の
導入は、情報化の急速な進展と薬
剤師業務の変化に対応するもの
でした。
当研究室では、当初より教養
系の一研究室として主に情報関
連科目を担当してきました。現
在の担当科目は、
「 数学」
「 情報科
、
学」、
「 情 報 科 学 演 習」
（ 以 上、1年
生 必 修）
「 情 報 リ テ ラ シ ー」
、
（3年
生必修）および
「数理科学の方法」
（3年生選択）です。
「 情報科学」お
よび「情報科学演習」は授業形態
に違いがあるものの、内容はコン
ピュータの利用者として習得す
べきものとなっています。授業で
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は、細かな知識や技術に振り回さ
れることなく全体を見渡せるよ
うになることを、目標としていま
す。
「 数学」
「 情報リテラシー」お
、
よび
「数理科学の方法」
では、それ
ぞれ微分積分学、統計学および線
形代数学を主に取り上げ、必要に
応じ、高校数学の復習をしなが
ら、理工学への応用のほか、これ
らの分野の理論体系も伝えてい
ます。
薬学で必要とされる情報科学
や数学は理論ではなく、実用的な
知識や計算であることは認識し
ています。それでもなお、上記の
方針を取っているのは、実用面に
加え、それぞれの学問分野が持つ
物事のとらえ方を伝えることも
必要と考えるからです。今後も、
このような姿勢で基礎教育等に
一層尽力してまいる所存です。
講師 香川 博隆
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英語研究室

英語研究室は本館2階にあり、
堀祐子講師の個人研究室となり
ます。主に本学の英語教育を担っ
ており、医療・薬学英語の教育と、
本学の1〜3年生の学生が一斉受
験しているTOEIC試験結果の分
析と対策をしています。担当して
いる授業は「総合英語IB」
「 医療 ・
薬学英語IA,IB,IIA,IIB」
「芸術と社
会」
「 薬学人のための教養入門」で
す。
昨今、日本でもグローバル化が
進み、多くの会社で英語によるプ

学長室だより

レゼンテーションや対外交渉を
する機会が増えています。企業に
よっては就職の際に取得してい
るTOEICスコアの最低ラインを
定めるなど、英語は必要最低限の
能力として考えられてきていま
す。また、訪日 ・ 在住外国人の数
が年々増え続けていることから、
さまざまな場面での外国語対応
が急務となっており、特に病院、
薬局といった生命、健康に関する
施設においては、患者の言葉の
ニュアンスを汲み取るといった、
きめ細やかなコミュニケーショ
ンが必要とされています。今の学
生が数年後に実社会に出る頃に
は英語を使う機会が更に増えて
いると予想されますが、相手が抱
える問題を理解し、自分の考えを
述べ、正しい情報を伝達するため
に、英語の専門用語と並んで英語
による豊かな表現力を身につけ

＜第 8 話

ごきげんよう。星薬科大学学長
室です。第８話は私たちの食生活
にも馴染み深い「ヤマノイモ」に
ついて、生薬学研究室森田教授に
お話を伺いました。
「 人生100年時
代」を見据え、多くの栄養成分の
働きをもつヤマノイモが、健康寿
命の延伸の一助となることを期
待してご紹介いたします。先日本
学学生がクレバーパイプを使用
して薬草園に植えたそうです。
第44回星薬祭では学長室と生
薬学教室コラ
ボでヤマノイ
モを使用した
「星薬☆薬膳風
コロッケ」を製
造 ・ 販売致し
ました！
Q.ヤマノイモの種類は？
A. 大別して自然薯
（ジネンジョ）、
ダイジョ、ヤマノイモの3種が
あります。いずれも蔓性の多年

てもらうべく、教育に取り組んで
おります。
英語教育と並んで、本研究室は
英文学
（イギリスの現代演劇）の
研究をしています。上演当時の社
会背景や作家の女性の主体表象を
詳細に分析し、作品の特徴とその
社会的意義を考察することが主
な目的です。最近はモダニズム、
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います。
また、戯曲に限らず、現代詩にみ
られる時代精神も論じています。
本学では主に医療 ・ 薬学英語
とTOEIC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。
講師 堀 祐子

ヤマノイモの栄養成分の働き＞

草です。ヤマノイモを乾燥した
ものは、れっきとした生薬、山
薬（サンヤク）で、
「 神農本草経」
にもその記載があり、虚弱体質
を補い、胃腸の調子をよくし、
暑さ寒さに耐え、耳や目をよく
し、長寿を保つことができると
書かれています。
Q.ヤマノイモの栄養成分として
の働きは？
A. ヤマノイモの特性でもあるヌ
ルヌルとしたヌメリには、ムチ
ンという成分が含まれており、
粘膜を潤し、保護する働きがあ
るので、消化酵素とともに滋養
強壮に有効です。
そのほか、ジオスゲニンなどの
植物ステロイド類が含まれて
おり、認知症、糖尿病、高コレ
ステロール血症など様々な疾
患に対しての効果が報告され
ています。

クレバーパイプとヤマノイモを植えたところ

薬草園で採収したヤマノイモ

学長秘書
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渡邊

明美
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●硬式テニス部
私たち硬式テニス部は、現在男子8名、女子12名
の計20名で毎週水曜、土曜日と第二、四月曜日に練
習しています。練習は男女別に行っており、それぞ
れ春と秋にある団体戦を大きな目標にして、お互
い練習に取り組んでいます。春は薬連と呼ばれる
関東圏の薬学部同士の大会があります。今年は、男
女ともにベスト4に入ることができ、現在決勝トー
ナメントで戦っているところです。秋には関東理
工科大学硬式庭球連盟団体リーグ戦があり、今年
は女子は1部昇格、男子は8部昇格を目指していま
す。団体戦に加えて個人戦に向けても部員一同練
習に精進しています。
合宿は春と夏に行っています。春は千葉県の白
子町、夏は山梨県の山中湖に行きます。合宿では、
各々が自分の限界に挑戦し、さらなる成長を目指
し練習に取り組んでいます。部員同士の親睦を深
めるよい機会にもなっています。
テニスに興味のある方、飛地のテニスコートで
の練習を是非見に来てください。新一年生がたく
さん入部してくれることを期待しています。これ
からも硬式テニス部をよろしくお願いします。
（硬式テニス部 部長 岡部 航平）

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。
これからも部員一同、積極的に科学捜査に関す
る活動をして参ります。
（科学捜査研究部 部長 園田 晃大）

●自治会
こんにちは！自治会です。昨年度の活動としま
しては、
［4月］入学式での部活紹介の運営、
［5月］予
算・決算・事業計画等発表の場である総会の開催、
［8月］夏合宿、
［10月］星薬祭への出店
（自治ペチー
ノ）・ 武蔵小山パルム70周年記念感謝祭との連携、
［11月］通学路マナーアップキャンペーンの実施、
［12月］学内交流会等など！ 他にも年3回の部長会
の運営や、学外の活動としてしながわ大学連携推
進協議会に参加しています。真面目なイメージが
強い自治会ですが、執行部員同士の仲が良く、やる
時はやる ・ 遊ぶときは遊ぶを心がけています。自
治会員の皆様のことを一番に考え、丁寧に、そして
楽しみながら様々なことに取り組んでいきたいと
思います。随時１年生の入会をお待ちしています。
（自治会 会長 中野 友旭）

●科学捜査研究部
私たち科学捜査研究部、通称
「科捜研」は2013年
度に結成し、2015年度に同好会へ、2018年度には
部活動へと昇格しました。
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。
昨年度は、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、科学
警察研究所での研究所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
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スキーボード部
皆 さ ん こ ん に ち は！ ス キ ー
ボード部です！
現 在、1年 生60人、2年 生33人、
3年 生14人 の 計117人 と い う 大 人
数で活動しています。
スキーボード部の活動は、冬季
だけでなく年間を通して、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。
昨年度は、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、11月に秋の
イベント、12月に冬合宿、3月に
春合宿、空き日に親睦会を行いま
した。
5月の代々木公園でのピクニッ
クでは、レジャーシートをひき、
みんなでお弁当を食べて、お話を
楽しみ、ボール遊びやドロケイや
シャボン玉をすることで、新歓合
宿前に、みんなの仲を深めていき
ます。
6月の新歓合宿では、自然豊か
な場所で、フォレストアドベン
チャーを楽しみ、近くにある河口
湖を散策することで、先輩後輩の
距離を縮めていきます。

9月のバーベキューでは、夜景
のきれいな場所で、みんなで楽し
く肉を食べて、話が盛り上がりま
す。
11月の秋のイベントでは、紅葉
散歩をして、秋の風情を楽しみま
す。
冬と春には、スキーボード部
のメイン行事であるスキーボー
ド合宿を行います。昨シーズン
の12月の冬合宿では、1年生が42
人、2年 生 以 上 が16人 参 加 し て、
計58人が参加しました。ボードが
初心者の1年生が3分の2以上でし
たが、先輩が丁寧に初心者に教
え、2日 目 に は 初 心 者 の1年 生 が
皆笑顔で滑れるようになりまし
た。初心者の1年生が多く、冬合
宿の前は、皆滑れるようになるか
不安でしたが、自分の心配とは裏
腹に、皆上達度がはやく驚かされ
ました。3月の春合宿にも参加す
る人達がたくさんいて、嬉しかっ
たです。しかし、3月の春合宿で
は、天候がすごい悪く2日目は滑
れない状況でした。今シーズンの
スキーボード合宿での天候は良
好であってほしいと祈っており
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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。今年度も様々
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。
また、最後になりますが、ス
キーボード部はどんな人も歓迎
で す！ ス キ ー ボ ー ド 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
思っていても自信がない人、大学
からスキーボードをやりたい人
など老若男女問わずスキーボー
ド 部 は 歓 迎 し て お り ま す！ ス
キーボード部の良い点として他
の部活に比べて上下関係があま
りはっきりしていないこともあ
るため、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
でこれからもスキーボード部を
よろしくお願いいたします。
スキーボード部 部長 中田 龍
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美術部
こんにちは、美術部です！
現在、美術部は一年生4人、二
年生5人、三年生6人の計15人で活
動しています。
ところで皆さん、
「 美術」って
言葉を聞くとダヴィンチ作のモ
ナ ・ リザや最後の晩餐などの精
密な絵画を思い浮かべて、難しい
イメージを持たれませんか？
薬剤師を目指しているから美
術は興味ない、初心者だからつい
ていけなさそう…
そんな先入観を持たれる方は
少なくないと思いますし、ごく自
然の考えだと思います。
しかし、本大学の美術部はそん
なお堅い場所ではありません。
まず中学や高校の美術部のよ
うに活動時間に制約されるとい
うことがありません。美術部員の
8割以上が複数兼部しているほど
です。勉学やアルバイトに精を出
すことも難しくはありません。
そんな美術部の活動内容はい
たってシンプル！
「自分の好きな時に好きなモノ
をつくる」これだけです。
油絵や鉛筆画、刺繍、粘土など
芸術作品なら何でもOKです。
自分のやりたいときに活動す
るマイペースタイプさんも熱心
に取り組みたい努力家タイプさ
んにも適しています。
特に面接で自信をもって言え
るような特技が見つからない方

企画したいと考えております。
にもおすすめです。
また、星薬祭の出し物として
大学を卒業すれば就職活動が
始まり、そのまま薬学の道へと進 「七宝焼きの体験教室」を開いて
います。七宝焼きとは金属工芸の
んでいきます。
一種であり、銅の下地に釉薬
（鉱
余裕のある学生の時が自分の
物をペースト状にしたもの）を乗
可能性を見極めることができ、今
せて窯で焼くことでガラス細工
の大学生活が最後のチャンスと
のような美しい仕上がりになり
私は考えております。
ます。毎年一般の方にも大好評で
筆者である私も進路を決める
あり、今後も継続していく所存で
際、薬学の道へ行くか美術の道
す。
へ行くかで迷ったことがありま
最後になりますが、美術に興味
した。今でこそこの道を選んでよ
のある方、この学報を読んで少し
かったと思っていましたが、いま
でも美術に興味を持ってくれた
だ美術の興味が冷めず、本大学に
方はぜひ7号館2階にある美術室
入学した際は美術部に入部しよ
にお越しくださいませ。歓迎いた
うと決めていました。
します。
高校の時も美術部に在籍して
美術部 部長 三枝 佳菜
いましたが、ここの美術部のすご
いところは自分の欲しい画材を
賄える点です。画用紙や資料本は
もちろんのこと、トレス台やラミ
ネート台などの電子機器も取り
そろえられます。
大学に賄ってもらっている以
上、もちろん部活の一員として成
果を提示しなくてはいけません。
毎年秋に星薬祭といわれる文化
祭があります。そこで自身が製作
した作品を展示してもらいます。
去年からは個人製作に加え、新た
な試みとして部員全員が協力し
て行う共同製作を展示しました。
小さなピースを手分けして製作
して合体させるモザイクアート
で、好評だったため今年もなにか
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