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平成30年度 創立記念日記念式典の挙行

星薬科大学は、今年で創立107
周年を迎え、5月18日に創立記念
式典が挙行されました。今回の記
念式典は午後1時30分より、本館
メインホールにて行われ、大学役
員、教職員、大学院生、学部学生
ほか、約7百名の皆様のご列席を
いただき、大谷理事長挨拶、田中
学長挨拶、杉山副学長報告に続
き、様々な表彰が行われました。
本 学 の 始 ま り は、1911年 に 星
一先生が星製薬株式会社内に教
育部門を設け、全人教育を開始し
た と き と し て い ま す。1922年 に
現在の荏原の地に星製薬商業学
校 と し て 開 校 し、1924年 に は 大
講堂（現在の本館）が開堂しまし
た。その後、1941年に星薬学専門
学 校 が 創 立、1950年 に 星 薬 科 大
学が設立され、今日に至っていま
す。
創立記念式典において、次の表
彰が行われました。
（大谷記念研究助成金授与）
大谷研究助成金は、本学名誉理
事長 ・ 故大谷孝吉氏から寄せら
れ た 奨 学 寄 附 金 を 基 に、1998年
に制定されました。助成金は、教
員に授与する研究奨励金と大学
院生に授与する特別奨励賞から
なり、本年は、教員2名及び大学

院生2名に授与されました。
（テーオーシー・大谷奨学生表彰）
本奨学制度は、本学理事長・大
谷卓男氏及び株式会社テーオー
シーから寄せられた奨学寄附金
を基に、学術研究の推進と産業界
に貢献する人材を育成すること
を目的として、本学大学院生に交
付されるものです。本年は6名の
大学院生諸君がその栄に浴しま
した。
（星薬科大学特製白衣授与）
本学の学部生及び大学院生が
学会で優秀発表賞を受賞するな
ど顕著な活躍があった時に、大学
からの褒賞として、校章と受賞者
の名前が入った特製白衣を授与
しています。今回は9名の諸君が
その栄に浴しました。
（個人からの寄附金、企業等から
の奨学金の紹介）
この1年間に、個人から本学へ
の寄附金として、小池憲子様、星
治様からご寄付を頂きました。ま
た、同窓会様より
「8号館竣工記念
寄附金」を頂戴しました。企業等
の奨学金として、阪神調剤ホール
ディング株式会社様からご寄付
を頂き、これは学生への奨学金に
供せられます。
（同窓会 ・ 揺籃会からの学生の自
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星薬科大学特製白衣授与

主活動に対する支援について）
同窓会及び揺籃会は本学と連
携を取りながら、学生の自主活
動、行事、卒業アルバム作成、卒
業パーティー、星薬祭などを支援
して頂いています。同窓会からの
支援金額が増額され、また今年度
から同窓会は学部学生の研究を
支援するために、
「 学会参加補助」
を支給することになりました。
式典の後、創立記念講演とし
て、また星薬科大学公開講座
「先
端科学創造シンポジウム」
（ 品川
区共催）として、東京大学大学院
情報学環／生産技術研究所 教授
大島まり先生から、
「 未来を織り
なすエンジニアリング－予測医
療に向けた血流シミュレーショ
ンの最前線－」と題してご講演を
頂きました。

星薬科大学報第88号（平成30年10月）

創立記念式典 理事長挨拶

本日、創立記念式典を開催する
に当たり、一言ご挨拶申し上げま
す。
まず、本学の創立者である星一
先生に、本学を代表し、またご臨
席の皆様とともに、感謝と尊敬の
念を捧げたいと存じます。
ご承知のとおり、本学は1911
年、明治44年に、星製薬株式会社
の社内教育部門としてスタート
し、本年創立107周年を迎えます。
1922年、大正11年には、星製薬商
業学校として、この荏原の地に開
校しました。当時は薬剤師養成と
いうよりも、薬の営業には薬学の
知識が必要であるとの信念から、
セールスマン育成の学校として
スタートしました。その後、1941
年、昭和16年に星薬学専門学校の
設立が認可され、薬剤師を育成す
る薬学教育が始まり、1951年、昭
和26年には学校法人星薬科大学
として認可され、今日に至ってい
ます。
また、歴史あるこの本館につい
ては、ニューヨークにあるコロン
ビア大学のロー・メモリアルホー
ルを模してデザインされたと言
われています。星一先生がコロン
ビア大学で学ばれていた1897年
に、そのロー・メモリアルホール
が完成しています。
ここからは私の推測ですが、恐
らく若き日の星一先生は、出来た
ばかりのそのロー ・ メモリアル

学校法人星薬科大学理事長

大谷

卓男

教職員の皆様には、教育や研究
ホールを目にして、いつか自身が
の場で、引き続き本学の建学の精
教育に身を投じ、これと同じよ
神を常に念頭に置き、実践してい
うな建物を創ろうと志したので
ただきたいと思います。
はないかと思うのです。星製薬商
また、昨今の変動の時代にこ
業学校を設立し、憧れの建物をモ
そ、我々には羅針盤のようなもの
チーフにこの本館を作った創立
が必要かもしれません。それはま
者の熱い思いが、今私たちがいる
さしく、本学の教育理念でもある
このホールから伝わってきます。
「親切第一」
に通じています。星一
本学の建学の精神は、
「 薬学を
先生は、
「 親切第一を主義として、
通じて、世界に奉仕する人材育成
自己に親切なれ、何人にも親切
の揺籃である」です。健康な長寿
なれ、物品に親切なれ、時間に親
が求められる今日、薬剤師や創薬
切なれ、学問に親切なれ、金銭に
研究者など、薬学の知識・経験を
親切なれ、親切は平和なり、繁栄
持った人材が強く求められてい
なり、進歩、発明、向上なり、親
ます。
切の前には敵なし、親切は世界を
一方、少子高齢化とそれに伴
征服する」と説かれました。ぜひ、
う医療費、社会保障の限界や、グ
皆様の人生の羅針盤として、この
ローバルメガファーマによる世
界 的 な 製 薬 業 界 の 再 編 成 な ど、 言葉を心にとめて頂ければ幸い
です。
我々を取り巻く環境は大きく変
最後に、本年創立107周年を迎
わっていこうとしています。
えたことを機に、創立以来本学を
薬学の知識 ・ 経験を持った人
支えてきた教職員の皆様、本学を
材は、どのような時代でも求めら
今日の地位まで高めていただい
れてきましたが、そのミッション
た諸先輩の方々、及び関係者の皆
は大きく変わっていくかもしれ
様に、厚く御礼を申し上げます。
ません。学生の皆様には、これか
そして、卒業生の皆様のご活躍
ら変動する時代においても、世界
を祈念いたします。私共一同、本
に奉仕する人材として育ってほ
学の更なる発展に向け、一層努め
しいと願っています。本学でしっ
てまいります。本日ご臨席の皆様
かり学び、しっかり勉強して、自
分自身の目指す方向を定めれば、 には、今後ともご支援、ご協力を
賜りますよう、深くお願い申し上
それがどのような未来に向かっ
げます。
ていこうとも、社会のお役に立て
る人材になることに繋がると、私
は信じています。

−2−

星薬科大学報第88号
（平成30年10月）

2018年の創立記念日に思う

本日、107年目の創立記念日を
新入生285名、大学院学生36名を
新たに迎え、教職員、本学に関係
する多くの人達が一堂に会して
祝うことが出来ますことを、心よ
りお喜び申し上げます。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、少しづつですが、着
実に発展してきたように思いま
す。
1924年（ 大 正13年）大 講 堂 完 成
の時、創立者星一先生は「本学は
世界に奉仕する人材育成の揺籃
である」と述べられました。
星薬科大学は、人類に奉仕する
人材を教育 ・ 研究をもって育成
し、人間社会の真の幸せを追及す
る学問の場であります。
世の中には、高邁な考えを述べ
られる方はありますが、なかなか

星薬科大学学長

その実践は難しい事であります。
しかし、本学の多くの先輩諸氏は
少しづつではありますが、建学の
精神を実践してまいりました。
昨年一年の歩みの中において
も、教育の質の向上、研究力強化、
地域連携、大学のグローバル化と
いう目標を掲げ、オープンキャン
パス、星薬祭を通して積極的な広
報活動を繰り広げ新入生への皆
様への呼びかけ、新入生を迎える
ことが出来ました。卒業生の就職
支援、薬剤師国家試験対策の強化
も予想通りの結果を得ました。先
生方の頑張りによる、科学研究費
の採択率向上、外部資金の獲得、
他大学連携、病院連携による実務
実習の充実、海外の大学連携によ
る、教官、学生の交流など成果を
上げ、社会的にも本学が私立薬
科大学の確固たる地位を確保し
ていることが認められるように
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田中

隆治

なってまいりました。今後はます
ます精進し、特色のある薬科大学
として次の目標に向かって邁進
していかなくてはなりません。
大学は明るく、笑いの満ちた場
所でなくてはなりません。また若
い人の集う場所ですから夢に満
ち溢れた場所でなくてはなりま
せん。
是非、入学されて4年間、ある
いは6年間の間に志を高く掲げ、
夢に向かって進んでいっていた
だきたい。
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88号（平成30年10月）

2017年度の事業概要について

2017年度に実施した新規事業
は、以下の通りです。
1. 田中隆治学長の任期満了に伴
う平成30年度からの次期学長選
任について、学長候補者選考委員
会の選考結果を踏まえ、平成29年
12月の理事会において審議し、田
中現学長を次期学長に任命しま
した。任期は、平成30年4月1日か
ら1年間です。
2. 建学の精神と教育の理念に基
づく教育研究活動を永続的に発
展させることを目的に、2014年5
月に策定した「星薬科大学ビジョ
ン2025 ～ 2030」を実現するため、
2017年9月に中長期計画策定委員
会及び中長期計画策定委員会WG
を設置し、中長期計画の策定に向
けて、検討を開始しました。
3. 教育及び研究の質の向上に向
けた取り組みとして、大学基準協
会の大学評価への対応を行いま
した。2017年3月に大学基準協会
に 対 し、2017年 度 大 学 評 価 の 申
請を行い、2017年9月26日及び27
日に、大学基準協会の実地調査を
受けました。学長を中心に主要な
教 職 員 が 対 応 し、2018年3月 に、
本学は、大学基準協会が定める大
学基準に適合していると認定さ
れました。認定の期間は、2018年
4月1日から2025年3月31日までで
の7年間です。また、優れた若手研
究員を育成のための制度（若手戦
略経費）を検討し、本学の研究活
動の活性化を図りました。2017

星薬科大学副学長

年度は、3件の使用が承認されま
した。
4. 文部科学省のブランディング
事業（全学的な独自色を大きく打
ち出す研究に取り組む私立大学
等の支援を目的とする事業）への
対応に向けて、全学的な研究推進
体制を強化しました。
5. 成績が下位の学生への対策及
び薬剤師国家試験の合格率の向
上 等 を 目 的 に、1〜3年 生 に 対 し
ては、薬学教育研究センターに設
置された
「総合基礎薬学教育研究
部門」を引き続き運用すること等
により、さらなる成果
（留年を減
らす等）を目指しました。また、4
年生以上に対しては、
「 薬学教育
研究部門」が中心となって薬学教
育支援システムの利用等により、
より一層の成果
（薬剤師国家試験
の合格率の向上等）を目指しまし
た。また、薬剤師国家試験に関す
る教育の補助のため、特任助手1
名を採用しました。2018年2月に
実施された薬剤師国家試験の新
卒者の合格率は、93.21%でした。
6. 本学が求める質の高い学生を
受け入れる目的で、入学者受入
れの方針
（アドミッション ・ ポリ
シー）
に基づき、多面的 ・ 総合的
に評価する入学者選抜の在り方
を検討しました。その結果、新た
にアドミッションオフィス及び
入試対策委員会を設置しました。
また、入試対策委員会を親委員会
とした、入試広報委員会、入試実
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杉山

清

行委員会、入試問題検討委員会を
設置しました。さらに、平成31年
度一般入試S方式の創薬科学科に
生物を追加することを決定し、専
門委員会にて、試験問題の検討を
開始しました。
7. 会計検査院の実地調査が2018
年2月5日
（ 月） ～ 7日
（ 水）に 実 施
され、全学をあげて対応を行いま
した。
2017年度に実施した継続事業
は、以下の通りです。
1. 2016年 度 に 着 工 し た8号 館 の
建設工事を計画通り進めました。
2017年8月 末 に 竣 工 し、2017年9
月7日
（木）に竣工記念会を開催し
ました。その後、機器設備の設置
や搬入を行い、11月より稼働し
ました。
2. 2014年 度 に 導 入 さ れ た 人 事
評 価 制 度 に つ い て、PDCAに 基
づき引き続き着実に運用しまし
た。2017年 度 に 実 施 し た 人 事 評
価及び勤務成績の結果について、
2017年度の昇給及び勤勉手当に
反映させました。また、教職員に
対し、人事評価制度についてアン
ケート調査を実施し、結果の検討
をワーキンググループで実施し
ました。さらに、FD、SD研修会
等を通して、スキルアップ、人材
育成を図りました。事務職員2名
がPCスキル講習を受講しました。
3. 教育及び研究環境の整備事業
に関しては、病院・薬局・地域薬
剤師会等との連携強化、医薬連携
の推進、国際交流、グローバル化
の推進、本館講堂の建替資金の積
立等を着実に実施しました。
4. 学生支援活動の推進事業に関
しては、学生の課外活動に対する
支援強化、学生指導体制の強化、
英語力強化への支援、就職支援の
強化等を着実に実施しました。
5. 女子寮の改修、環境整備事業
に関しては、改修工事6 ヶ年計画
に基づき、ベッドの更新や塗装工
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事を実施しました。また2階、3階
トイレの和式から洋式への変更、
ウォッシュレットの設置等、老朽
化した設備を更新するとともに、
入寮者の利便性向上のためにWi
－Fiの導入、安全確保のための防
犯カメラの新規設置を行いまし
た。
6. 補助事業に係る研究の推進に
関しては、文部科学省 ・ 私立大
学戦略的研究基盤形成支援事業
及び、文部科学省・多様な新ニー
ズに対応する「がん専門医療人材
（がんプロフェッショナル）」養成
プラン（2017年度採択・申請大学：
筑波大学（本学：連携大学）
、事業
名 ： 関東がん専門医療人養成拠
点）について、研究を着実に推進
しました。
7. 科研費等外部資金獲得への取
り 組 み に 関 し て は、2017年 度 科
学研究費助成事業の新規申請件
数56件の内、採択件数は18件、採
択率32.1％（2016年度新規採択率
19.6％）でした。2017年度の継続
採択件数は26件（2016年度継続採
択件数30件）でした。文部科学省
が実施する2017年度私立大学等
改革総合支援事業について、本学
は4タイプに申請し、タイプ3（産
業界 ・ 他大学等との連携）
に選定
されました。選定に伴い、8,000千
円 が 交 付 さ れ ま し た。2017年 度
は、企業等と新規に、14件の受託
研究契約（受託研究費 総額3,226
万 円）及 び14件 の 共 同 研 究 契 約
（共同研究費 総額751万円）
を締結
しました。
8. 先端生命科学研究所の推進に
関しては、企業等と新規に、6件
の受託研究契約及び2件の共同研
究契約を締結し、研究を推進しま
し た。ま た、2017年 度 で 研 究 所
設置から4年目を迎え、2014年度
から2016年度までの3年間につい
て、中間評価を実施することと
し、中間評価委員会を設置すると

ともに、中間報告書を作成しまし
た。
9. 広報活動の強化に関しては、入
試 広 報 活 動 を 強 化 す る た め に、
ホームページ、大学案内等を利用
した情報発信に努めたほか、高
等学校等の教員を対象とした入
試説明会を1回
（78 校79名参加）
、
オープンキャンパスを2回
（高校
生等2,702名、同伴父母等1,568名
参加）開催するとともに、学園祭
開催時に入試相談室を設けて受
験生等の入試相談に対応しまし
た。また、大学進学相談会及び高
校内ガイダンス等に参加し、北海
道、秋田県、宮城県、埼玉県、千
葉県、東京都、神奈川県、静岡県、
山梨県、大阪府、香川県、沖縄県
等の44か所において進学相談を
行いました。さらに、高校生の薬
学についての関心を喚起するた
め、例年どおり学内において体験
実習（「薬学への招待」
）を開催す
るとともに、高校における模擬講
義へ講師を派遣しました。
10. 社会貢献事業に関しては、星
薬科大学生涯研修認定制度の強
化拡充、公開講座の開催薬用植物
園の公開と推進等を着実に実施
しました。
11. IT環 境 の 整 備 に 関 し て は、
Wi-Fiを 新 星 館2階 講 義 室 フ ロ ア
及び地下1階図書館
（ラーニング
コ モ ン ズ を 含 む）に 導 入 し ま し
た。また、インターネット回線を
100Mから1Gへ増強しました。
12. 業 務 の 効 率 化 を 目 指 し、 薬
剤師生涯学習支援室をイノベー
ションセンターより独立させ、専
任の事務職員を配置しました。ま
た、SD委員会で、SD実施方針を
定め、年間実施計画を策定し、実
施しました。さらに、7月に部署
配属期間が長期に渡る職員を中
心に、人事異動を行い、部署間の
業務連携を図りました。
13. 安全 ・ 防災対策の推進事業
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に関しては、緊急地震速報を想
定した避難訓練を平成29年11月1
日
（水）に実施しました。また、荏
原消防署員による救急要請判断
の研修会を平成29年7月21日（金）
に、AED講 習 会 を10月18日（ 水）
に 実 施 し ま し た。さ ら に、 リ ス
クマネジメント、情報セキュリ
ティー対策を推進しました。
14. 教職員に対する、自校愛教
育、 自 校 愛 育 成 の 一 環 と し て、
2015年度から実施している創立
記念行事を、2017年5月18日（木）
に本館メインホールで実施しま
した。
15. 2017年度大谷記念研究助成金
受領者として、田口 久美子（機能
形態学研究室 ・ 助教）
、横江 弘
雅
（生体分子有機化学研究室 ・ 助
教）
、北岡 諭
（薬動学教室 ・ 大学
院博士課程3年）
、濱田 祐輔（薬理
学教室 ・ 大学院博士課程4年）が
決定し、授賞式を5月18日（木）の
創立記念式典にて、また、研究発
表を5月30日
（火）
に行いました。
以上、2017年度の事業概要を、
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、順調に推移しているものと思
われますが、2018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。
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創立記念式典記念講演の開催

東京大学大学院情報学環／生産技術研究所 教授

大島 まり 先生

平成30年5月18日
（金）
、本館メ
インホールにおいて、品川区と
の共催による星薬科大学公開講
座
「先端科学創造シンポジウム」
講演会シリーズ〈22〉
として、東京
大学大学院情報学環／生産技術
研究所教授 ・ 大島まり先生に
「未
来を織りなすエンジニアリング
─予測医療に向けた血流シミュ
レーションの最前線」をテーマに
講演していただきました。品川区
民75名の皆さまをはじめ、約800
名の学部生、大学院生、本学役員、
教職員、同窓生たちが拝聴いたし
ました。
本年の講師である大島まり先
生は、筑波大学第3学群基礎工学
類を御卒業後、東京大学大学院
工学系研究科に進学され博士号
を取得されております。またその
間、米国マサチューセッツ工科大
学
（MIT）大学院にてEngineer’
s
Degreeを 取 得 さ れ て お り ま す。
その後、東京大学にて教育・研究
に携わる傍ら、国立高等専門学校
機構理事や日本機械学会会長を
務めておられます。また、文部科
学大臣表彰科学技術賞をはじめ
数々の受賞歴をお持ちです。専門
分野はバイオ ・ マイクロ流体工
学で、現在は循環系疾患のマルチ
スケール連成解析を研究テーマ
とし、疾患メカニズムの解明とと
もに、個別の患者さんに対応でき

る治療 ・ 診断システムを開発し
ていらっしゃいます。さらに、工
学系や物理系に興味を持ってほ
しいとの思いから、テレビ番組の
科学監修やコメンテータも担当
されております。
ご講演では、まず研究のベース
となる「シミュレーション」につ
いて、実験が困難である放射能
や高温、自然や社会といった複
雑で大規模な対象について、コン
ピュータを使って模擬実験を行
い、その結果をコンピュータグラ
フィックス等で可視化し検証す
る手法であり、コンピュータの発
達とともに可能性の幅が広がり、
自動車の設計や工業製品、創薬の
分野でも応用されているとご説
明いただきました。
医療においても、従来の手法で
ある動物実験、臨床試験や疫学
調査に加えてコンピュータ ・ シ
ミュレーションを行うことで、将
来予測が可能となっているそう
です。大島先生の血流シミュレー
ションは、実際に脳動脈瘤手術
の是非を医師が判断する際に活
用されており、また、動脈硬化症
において血流が血管の内皮細胞
に与える影響を計測可能にした
という実績をお持ちです。具体
的には医用画像
（CTやMRI）から
3次元血管を再構築し、主要血管
の血流についての統計データと
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大島

まり

患者さん個人の血流データとを
組み合わせて、全身の血流循環を
シミュレーションし結果を可視
化することで病態の早期予測を
行い、個人の状況に応じた治療を
支援しているとのことでした。患
者さんごとのデータによる現状
把握が可能となったいま、次のス
テップは予測医療だと考えてい
るそうです。さらに、今後はDeep
LearningやＡＩの活用で臨床に
役立つシステムを作り、医用画像
だけでは目に見えない高度な情
報を提供することによって、安
全 ・ 安心な医療に貢献していき
たいとのことでした。
また、大島先生は
「科学技術コ
ミュニケーション」についても視
野を広げ、トランスサイエンス的
問題への取り組みも行われてい
ます。現在、科学に問うことはで
きるが、科学だけでは答えること
ができなくなっている問題が増
えており、既存の分野にとらわれ
ない異なる分野、違った観点から
物事を捉える必要があるとお考
えです。その具体的活動として、
産業界や初等中等教育界と連携
し、次世代育成オフィス
（ONG）
を起ち上げ、ワークショップや教
材づくりを通じて、科学技術と社
会、科学技術と教科を繋ぐきっか
けをつくり、日本の将来を担う次
世代の人材育成に励まれている
とのことです。
ライフサイエンスの最先端で
ある研究内容のみならず教育に
おいても創造的発想のもと日本
をリードする大島先生のお姿は、
理想的大学人のモデルとして学
生をはじめ参加者の目に映った
ことと思います。知的好奇心を喚
起させられる講演でした。
イノベーションセンター地域連携室長
（法学研究室 准教授） 山本 弘
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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

as Frizt Harber. This spirit has
continued unflagging up to the
present day in our University.
Hoshi University has established
its strong presence as one of
Japan's most prestigious private
pharmaceutical universities.

Good afternoon everyone.
My name is Takaharu Tanaka,
president of Hoshi University.

to consult with the faculty
members to seek advice on on
how to do your rearch well.

First of all, I am very pleasure
and honor to accept 4 students
for master course of our
university from China and two
students for doctor course from
Japan. I would like to extend a
hearty welcome as new member
from China and Japan.
Especially, 浙 江 工 業 大 学 of
China is very valuable and
friendly university to me. In 浙江
工業大学, there are many friends
for me and collaborated with
many professors, developing
many products for the Japanese
market and Chinese market,
Two weeks ago, Five professors
of 浙 江 工 業 大 学 was busyting
to our university and had joint
meeting and some professor and
students will go to 浙江工業大学
for congress meeting held in 杭
州.
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 don't hesitate

Finally, let me by introduce
Hoshi University briefly.
Hoshi University is pharmacyoriented, school and take its
name from its founder, Hajime
Hoshi who was the first in
Japan to develop successful
industrialization of important
plant derived alkaloids such as
morphine, cocaine, quinine and
atropine.
Dr. Hoshi founded Hoshi
Pharmaceutical Company
in 1911, including academic
department that served as
precursor to Hoshi University.
In that time, Dr. Hoshi set
the school spirit to becoming
“a cradle for the education of
people committed to serving
the world”. This sprits and
efforts realized at end of World
War 1. He supported suffering
world of German science for
the contribution it had made to
Japan stand out in particular.
His support paved the way to
many scientists, including Nobel
Prize winning chemists such
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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 wheel of
cart.
Hoshi university is renowned
for its traditional notable
basic research achievement
among private university
in japan. In this sense, we
have already established the
foundation as a university for
research and education. I
believe Hoshi university get
number one position of private
pharmaceutical university in
Japan.
I hope you will enjoy your
campus life, make friends while
staying in university and learn
so much about Japanese history
and culture. Please take good
care of yourself and enjoy in
Tokyo life.
Thank you so much.
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薬剤師国家試験対策としての演習試験及び模擬試験
全国統一模擬試験
本学における薬剤師国家試験対
全国統一模擬試験
（345問）は、
策演習試験及び模擬試験
6年次の10月以降に4回各2日間に
薬剤師国家試験の対策として
渡り実施します。国試対策予備校
は、国家試験をシミュレーション
あるいは出版社等が主催し、いず
した試験を実施することがとて
れも数千人から一万人弱の受験
も重要です。このような試験とし
者がある試験です。これらの試験
て本学には、総合薬学演習Ⅱテス
は大学の成績には関わりません
ト
（6年次）と全国統一模擬試験が
が、当該年度に薬剤師国家試験を
あり、いずれも薬剤師国家試験と
受験する可能性の高い母集団に
同一の形式、方法および試験範囲
おける各自の学力を把握する上
で実施されます。また、薬剤師国
で大変有用であり、学習に対する
家試験とは実施方法が異なるも
モチベーションのアップにもつ
のの薬学専門科目を総合した各
ながる試験と考えています。全国
種演習試験も薬剤師国家試験の
統一模擬試験は、薬剤師国家試験
対策としてきわめて重要です。こ
と同一の形式、方法、試験範囲で
のような試験としては、
「 基礎演
実施されますので、国家試験をシ
習Ⅰ～Ⅵ
（1 ～ 4年 次）」の ポ ス ト
ミュレーションして受験するな
テスト、総合薬学演習Ⅰテスト
（4
ど国家試験本番に向けた準備に
年次）、CBT体験受験 ・ 本試験
（4
年次）、CBT対策模擬試験
（4年次） 活用していただきたいと思いま
す。
や5年次に行なう国試対策模擬試
験などがあります。本稿では、こ
れのうち代表的な試験について 「基礎薬学演習Ⅰ～Ⅵ」のポスト
テスト
ご紹介させていただきます。
「基礎演習Ⅰ～Ⅵ」
は、薬学教育
モデル・コアカリキュラムの改訂
総合薬学演習Ⅱテスト
総合薬学演習Ⅱテスト
（345問） に応じて、平成27年から1 ～ 4年
次に設置された必修科目です。そ
は、6年次の9月と11月に各2日間
れぞれ半期前の学期に履修した6
に渡り実施され、この試験に合格
～ 7の薬学専門科目の振り返り学
することは卒業要件にもなって
習を行い、ポストテストはこの学
います。総合薬学演習Ⅱテストは
習範囲に対する総合演習テスト
主にオリジナル問題で構成され
として実施します。1 ～ 4年次に
ており、当然学生は真剣に受験す
薬学専門科目の振り返り学習が
るため、このテストの成績は薬剤
設置されていることと、6回の総
師国家試験の成績と良く相関し
合演習テストを経験することは、
ます。また、総合薬学演習Ⅱテス
薬剤師国家試験への準備として
トは、薬剤師国家試験と同一の形
も大変有用です。本学では、
「基礎
式・方法で実施するので、学生に
演習」の目的を年度当初の各学年
は国家試験本番を想定して、学習
ガイダンスで説明していますが、
計画 ・ 体調管理も含めて試験に
改めて薬学専門科目の復習の機
臨んでもらいたいと考えていま
会として活用いただきたいと思
す。さらに、総合薬学演習Ⅱテス
います。
トの結果は、学習計画の見直しに
役立ち、不得意分野、弱点ポイン
トを把握する良い機会ですので、
有効に活用していただきたいと
思います。
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薬学教育研究学域
学域長

浅井

和範

薬学共用試験CBT本試験等
CBT（Computer-Based Testing）
は薬学教育モデル・コアカリキュ
ラムの4年次までの学習範囲の知
識を評価対象とする試験です。こ
の試験は大学の成績には関わり
ませんが、薬学共用試験に合格し
ていることが5年次の
「病院・薬局
実務実習」
（ 必修科目）を履修する
ための要件となっていることか
ら、ほとんどの学生が真剣にCBT
を受験していると推測されます。
CBTの合格基準は正答率60％で
すが、CBTの成績が2年後の総合
薬学演習Ⅱテストや薬剤師国家
試験の成績と良く相関すること
が明らかとなっており、4年生の
時点でCBTの合格基準以上の学
習成果を上げておくことが必要
と考えられます。本学では、4年
次まで薬学専門科目の基本的な
知識を体系的に復習するために、
必修科目の
「総合薬学演習Ⅰ」を
設置しています。さらに、4年次
にはCBTをシミュレーションし
たCBT対策模擬試験を実施する
ので、薬学専門科目における不得
意分野、弱点ポイントを把握する
機会として、有効に活用していた
だきたいと思います。
以上、薬剤師国家試験対策とし
ての演習試験及び模擬試験につ
いてご説明させていただきまし
た。薬学教育研究センター・薬学
教育研究部門は、今後の国試にも
万全の準備で望む所存ですので、
皆様のご協力、ご支援をお願い申
し上げます。

星薬科大学報第88号
（平成30年10月）

3大学（星薬科大学・京都薬科大学・明治薬科大学）による薬学領域教育研究
連携に関する協定締結について～「3大学連携SCRUMプロジェクト」始動

「3大学連携SCRUMプロジェクト」の
調印式であいさつする田中学長

調印式を終え、協定書を掲げる3学長
左から明治薬科大学 石井啓太郎 学長
京都薬科大学 後藤直正 学長
星薬科大学 田中隆治 学長

し、研究力
（Research）
を磨き、知
団塊の世代800万人が後期高齢
識 ・ 学び ・ 経験を統合
（Unite）
者に達する「2025年問題」
、少子高
で き る 薬 剤 師 の 養 成 を 介 し て、
齢化による労働者 ・ 技術者不足
3大 学 で 医 療 課 題 に 挑 む 行 動
など、これからの日本社会は今
までに直面したことがない複雑 （Movements）を開始する」という
意味を込めて命名しました。この
かつ困難な課題に直面します。一
プロジェクトで取り組む主な内
方、医療の高度化や細分化が進む
容は、
中、薬剤師の活躍フィールドは
1）複合的な課題を解決できる薬
拡がり、薬学教育の重要性がま
剤師の育成
すます高まっています。このよ
2）薬剤師に対する教育プログラ
うな時代の要請に応える薬剤師
ム開発と活躍するフィールド
を養成するため、本学は、京都薬
の拡充
科大学 ・ 明治薬科大学と連携し
3）研究・教育マインドの醸成
て
「3大学連携SCRUMプロジェク
です。
ト」を始動しました。3大学は伝
プロジェクトの始動にあたり、7
統と実績を基に日本の薬学を支
月17日に京都薬科大学で包括協
え て き た 歴 史 が あ り、2017年 度
定締結調印式を行いました。
実績として、薬剤師国家試験にお
今後3大学では、6年間の薬学の
ける3大学合計の新卒合格者数が
全新卒合格者数に占める割合は、 学びを統合して活用・発信できる
プログラム、例えば実務事前実習
11.1%と な っ て い ま す。
「3大 学 連
プログラム、薬学に求められる教
携SCRUMプロジェクト」はこの3
養教育プログラムなど、学生が卓
大学が教育・研究に関するノウハ
越した科学的思考力を基盤とし
ウを集結し、卓越した科学的思考
て複合的課題を解決する能力を
を基盤として医療の課題に挑む
獲得するための教育コンテンツ
薬剤師の養成を目指すプロジェ
の共同開発を目指すとともに、実
ク ト で す。2018年 に リ カ レ ン ト
務実習
（薬局11週間、病院11週間）
教育が政府の基本構想に盛り込
終了後、薬剤師に求められる臨
まれましたが、本プロジェクトは
床能力を獲得できているか再評
現役学生だけでなく、社会で活躍
価 を 行 うPost Clinical Clerkship
する薬剤師や薬学教育を担う大
OSCE（pccOSCE）の実施協力体
学教職員も対象としていること
制の構築など、薬剤師の質保証シ
が大きな特徴です。
ステムの構築に共同で取組む予
SCRUMとは
「科学
（Science）
を通
して、社会と対話
（Communicate） 定です。また、認定薬剤師教育講
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調印後の質疑応答に臨む田中学長

プロジェクトの説明を図式化したもの

座やリカレント教育プログラム
の共同開発・実施を通して、社会
で活躍する薬剤師の資質向上を
目指します。
更には、本プロジェクト発展の
ため、3大学で共同研究を推進し
て基盤となる薬学研究を発展さ
せ、共同研究の成果を発表するシ
ンポジウムの開催を通して、その
成果を社会に還元するとともに、
3大学の教職員の資質向上を目指
したFD ・ SDプログラム、若手研
究者やポスト ・ ドクターなどの
人材交流を通して次世代の研究
者の育成などにも取り組むこと
となっています。まだ、スタート
したばかりの取り組みですが、3
大学の教育 ・ 研究に関するノウ
ハウを集結し、薬学を軸としつつ
も、薬学の枠を超えた幅広い分野
で活躍できる人材を育成できる
ように、このプロジェクトを発展
させていく予定です。
教務部 次長 瀬尾 昌弘

星薬科大学報第88号（平成30年10月）

星薬科大学に入学して
薬学科 1 年

髙橋 優太
Yuta Takahashi
出身高校：埼玉県立越谷北高校
所属クラブ：写真部
趣味・特技：カメラ、スキー

4月に大学に入学してから半年が経過しました。
大学での前期の学校生活は新しいことだらけで
あっという間に過ぎて行きました。
初めに薬学部に進学して将来は薬剤師になりた
いと思ったのは高校1年生の時です。自分のいた高
校では1年の6月までに理系に進むか文系に進むか
の進路選択をしなければなりませんでした。そこ
で最初は文系の学部に進学して金融関係の仕事を
してみたいと思っていましたが、小学校のころか
ら理科の授業が好きだったこと、人の体の構造や
臓器の働きに興味があったことなどを考えて、理
系で選択科目も生物に決めました。明確に薬学部
を目指そうと思ったのは高校1年の夏休みでした。
たまたまオープンキャンパスに行った大学の薬学
部の展示を見て、自分の身の回りの親戚には病院
や薬局で働く人が多く医療にも興味があったので
将来は医療現場で働いてみたいと思い、薬学部に
進学しようと決めました。
入学から6か月経って感じたことは人と人との距
離が近いということです。大学を受験するにあたっ
て、ほかの総合大学の薬学部も見学に行きました
が、最終的に星薬科大学に入学してみて一番良かっ
たと思うところは人と人距離がとにかく近いとい
うことです。ほかの総合大学と違い薬学の単科大
学なので勉強で分からないところがあっても受け
ている授業がみんなほぼ同じなのですぐに誰かに
聞くこともできるし、大学自体も大きい大学では
ないので先生にも質問しやすい環境が整っている
と感じました。また星薬科大学特有の指導グルー
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プ制度も、少人数で入学からずっと変わらないメ
ンバーで構成されていて、大学生活で困ったこと、
分からないことがあったらすぐに連絡をしてくれ
たり相談できるのでとても良いと思いました。ま
たこの大学のもう一つの特徴に放課後の時間の活
用の仕方があると思います。授業は基本的に午前
中に終わるので午後は授業の復習をしたりアルバ
イトをしたり、趣味を楽しんだりと結構自由に使
える時間が多いので、他の大学に比べて時間を有
意義に過ごせると思います。
将来薬剤師としてどのように仕事をしていくか
は正直全く予想もつきませんが、大学で6年間過ご
していくうちに焦らずに進路を固めて、有意義な
大学生活を送っていきたいです。

星薬科大学の友人たちと
（百年記念館にて）

高校時代
（修学旅行）

東京ディズニーリゾートにて

星薬科大学報第88号
（平成30年10月）

星薬科大学に入学して
薬学科 1 年

岩渕 真奈
Mana Iwabuchi
出身高校：聖ドミニコ学園高等学校
所属クラブ：水泳部、薬祭、サリスタ
趣味・特技：チョコミント集め

星薬科大学に入学し、新しい生活にも慣れ、あっ
という間に半年が過ぎました。私は小中高同じ学
校で過ごしてきたため、物心がついて初めて友達作
りをしました。周りで仲の良いグループができて
くるのを見て少し焦っているなか、雰囲気がとて
も良かったので、水泳部に入部しました。その後、
水泳部でできた友人はまだ出会って半年とは思え
ないほど信頼でき、今ではその友人と楽しく過ご
しています。また、泳ぐ以外の行事もあるので、同
期だけでなく先輩方とも仲良くなれます。週1の部
活で、3年生の引退が泣いてしまうほど悲しくなる
とは思いませんでした。大学生活を支えてくれる
大切な友人や先輩と出会うのに部活に入ることは
大きいと思います。
星薬科大学は、基本午前で授業が終わり午後は
自由に過ごせます。そのため、分からなかったと
ころは、午後残って友人と勉強することができま
す。また、社会経験としてアルバイトをする時間に
するのも良いと思います。大学は高校までとは違
い、様々なことが自己責任となります。自由な時間
が増えるので、時間の使い方を考えることが尚更
大事だと感じました。そして、星薬科大学では、1
年次の最初から実習やSGDをやります。実習は実
習試験があり、レポートを出して終わりではあり
ません。自分で実験をして記憶に残したあと、もう
1回考えることができるので、より理解できると思
います。また、SGDでは薬学に関する話題につい
て、少人数で話し合い発表します。今まで話したこ
とがなかった人に自分の考えを伝えるというのは
難しく感じましたが、コミュニケーション能力を
あげることに繋がると思いました。さらに、自分と
は違った考え方を知ることができるので、様々な
人との違いを発見できて楽しかったです。受け身
の授業だけでなく自分で考える良いきっかけにな
ります。

私の両親は医療従事者のため、小さい時から自
然と自分も医療系に進むのだろうと思っていまし
た。最初は両親に流されていましたが、父が家で薬
を扱っている姿に憧れ、自分で薬剤師になること
を決めました。まだどんな薬剤師になりたいか明
確ではありませんが、中3から憧れていた星薬科大
学でのたくさんの学びを通して、これから考えて
いきたいと思います。いつも応援してくれる家族
など、私を支えてくれるたくさんの人に感謝しな
がら、理想の薬剤師を目指し6年間を充実させてい
きたいです。

水泳部の合宿

高校時代

百年記念館にて

薬草園にて
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星薬科大学報第88号（平成30年10月）

星薬科大学に入学して
創薬科学科１年

近藤 虎太朗
Kotaro Kondo
出身高校：名城大学附属高等学校
所属クラブ：GAC、野球、スノボ、薬祭、植研
趣味・特技：自転車、映画鑑賞、ゲーム、料理

私は将来、精神医療の概念を変えたいと考えてい
ます。まだ精神疾患やその薬、現在進行されている
研究内容などを詳しく知るわけではありませんが、
この夢に対する思いは強いです。というのも、私は
中学時代、半年ほど不登校になったことがあり、そ
のときの精神状態についてずっと考えており、今
でも自身では理解できていないことばかりです。
この精神状態について理解するのは経験してい
ない人には到底可能なものではないと断言できま
す。これは、経験した自らが、自らと真剣に向き
合って考えても、手がかりすらつかめないことが
決定づけています。世界、特に日本では不登校や自
殺が多く、その多くが私と似たような精神状態に
ある/あったのではないかと考えています。
救いたい。経験し、乗り越えた私が。世界中の人
たちを。そう考え、より多くの人を救え、私がいな
くなった後も世界を救い続けられる“薬”の道に進
みました。
このような夢を描き、入学してから半年が過ぎ
ました。初めはお互いを探り合い、警戒し合ってい
た人たちも、今では大切な友達です。男女分け隔て
なく、皆私と同じように夢を持って来ているので
時には真剣な話もしあい、お互い切磋琢磨してい
ます。
創薬科学科は人数がとても少なく、講義もその
ほとんどが創薬科学科のみで受けるので、薬学科
との関わりが少ないと思いきや、サークルに入る
ことにより、その薬学科の仲間たちとも親密な関
係になれました。また、先輩たちにも可愛がっても
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らい、サークルはとても楽しい場所です。先にも書
いたとおり、講義はほとんど創薬科学科のみで受
けるので、先生方との距離も近く、何かあったら気
兼ねなく話せます。
また、実習では、その人数の少なさから、手厚い
指導を受けることができ、失敗したときにはその
原因と修正方法等を自分たちで考え、実行するこ
とができます。今までインプットしてきた知識を
アウトプットするのは新鮮で、友達と相談しなが
らした予習の結果が出ると非常に嬉しく、1 ヶ月
という実習期間もあっという間でした。本年度か
らカリキュラムが変わったということもあり、こ
の大学ですること全てが新しく、また、自身の将来
に繋がっている、ためになると実感できます。
今はまだ、漠然とした夢しか描けていませんが、
この大学生活を通してより具体的な道を見つけ、
必ずや、夢を現実にしたいです。

創薬科学科の友人たちと

GAC新歓合宿の様子

高校時代

星薬科大学報第88号
（平成30年10月）

星薬科大学に入学して
創薬科学科 1 年

井関 みひめ
Mihime Iseki
出身高校：神奈川県立希望ケ丘高校
所属クラブ：フットサリスタ、薬祭、lupine（外部）
趣味・特技：わくわく探し

本校に入学して半年以上が経過し、星薬生とし
ての生活も板についてきた今、入学時とは全く違っ
た事柄が見えてきたように思います。それは様々
な面で言えることなのですが大きく2つの事柄にわ
けますと、1つ目は少人数での授業や実習での手厚
いご指導と、そのアットホームさについてです。創
薬科学科は少人数体制での授業が多いため生徒と
生徒はもちろんのこと、生徒と教師の距離感がと
ても近いところが強みだと思います。いつも利用
する205教室に入る時は、まるで家に帰ってきたか
のような暖かさがあります。実習期間にお世話に
なった先生がたのどんな小さな質問でも受けてく
れる親身さ、それゆえに芽生えた創薬科学科1年の
先生に対する信頼がこの半年という短期間であっ
てしても感じられました。
2つ目は大学生としての在り方についてです。世
間一般的に大学生は「人生の夏休み」と称されたり
もしています。この言葉の意味について入学前と
入学後では異なった解釈を私はしています。大学
生に許された多くの時間は「夏休み」のように使い
方は自分次第であり、そして有限です。講義や実習
では単位を得ることが目的ではなく、知識経験を
積み自らに蓄えていくことが目的であること。もっ
と言えば将来の夢に役立たせることが目的に…と
数珠つなぎに未来の自分と一見長期休暇に見える
現在が結びついていること。あたりまえのことの
ようで大学生が見失いがちなことなのではないか
と思いました。もちろんアルバイトをしたり友人
と目一杯遊んだり、旅行をしたりも含めてです！
こういった考えを得られたのは先生がたの言葉の
積み重ねにあるのかなと感じています。
私は現在興味のある研究分野が多く存在し
（むし
ろ増えていく一方で）、コレ！と定めることはでき
ませんが、以前から精神疾患の治療に役立つ研究
をしたいと考えています。精神疾患には様々な例
がありますが、病としての理解が乏しかったり、原

因が定まっていなかったりすることも多く、また
誰がなってもおかしくない病で、人を精神的に死
に追いやることもある恐ろしい病です。心の健康
は人に欠かせないことですので、一刻も早く精神
疾患で苦しむ方々の力になりたいと考えています。
私は小さい頃おぼろげな自我と周りからの影響
もあって医者になりたいと思っていました。しか
し確かな自我が芽生え始めた頃、次第に医者のお
仕事についてもう少し深く知りたいと思うように
なり、様々な情報に目を通しました。すると、結果
として私が興味を強く惹かれたのは医療における
「薬」の存在でした。現在利用されている薬は小さ
く、服用の簡単なものも多いと思います。しかし、
その小さな粒には多くの人の努力と想いが詰まっ
ており、複雑にできているヒトの体で何らかの効
用を示し、人を楽にさせることができるなんて、と
気が付けば心を躍らせていました。
私は小さな頃から今に至るまで薬の偉大さに惚
れ込んでいます。これから先自分がどういった道
に進んでいくか分かりませんが、薬に関わる職に
必ず就きたいと思っています。

フットサリスタ
（夏合宿）

高校時代
（軽音楽部の卒業ライブ）
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友人たちと
（本館前にて）

星薬科大学報第88号（平成30年10月）

オープンキャンパスの実施について

入試広報委員長

亀井

淳三

パーコンピュータを使った新し
今年度の本学のオープンキャ
い創薬」
というテーマで、2日目に
ンパスは、7月27日（金）
、7月28日
生体分子薬理学研究室 酒井寛泰
（ 土）の2日 間 の 実 施 予 定 で し た
准教授が
「抗がん剤による副作用
が、台風の影響を受け、土曜日の
を調べて患者への貢献を目指す」
開催を29日（日）に延期し、実施し
というテーマで、それぞれ興味深
ました。なお、延期となった土曜
く講義をしていただきました。教
日についても、事情により来場さ
職員との入試相談コーナーでは、
れた方に向け、教職員により一部
入試広報委員会の先生方をはじ
のプログラムに限り時間を短縮
めアドミッションオフィスの先
して実施しました。
ことが分かりました。全体的にみ
生方を中心にご協力いただき、来
3日間の来場者数は、高校生等
ても、87％の方が
「非常に満足」
場者一人一人の声に真剣に耳を 「満足」
2,022名（昨年度比74.8%）
、受験相
と回答しており、大変好評
傾けご対応いただきました。その
当者数［高3+既卒］839名
（昨年度
であったことが伺えます。自由記
他、入試広報WG員を中心に多く
比76.9%）、合計3,415名
（昨年度比
述では、
「 とってもいい雰囲気で
の職員の方にもご協力をいただ
80.0%）と、急遽日程変更が生じた
した。
「 国際教育にも力を入れて
」
き、学長先生の挨拶にはじまった
中で、多くの方に足を運んでいた
いることが分かり、更に行きたい
プログラムは、いずれも大変盛況
だきました。
という意思が強くなりました。」
でありました。
プログラムは、例年実施して
「学生や先生方が優しく接してく
来場者に実施したアンケート
いる、総合ガイダンス、入試ガイ
ださって嬉しかったです。」等、好
の結果によると、参
ダンス、ミニ講義、星薬生との相 （1,245名回収）
意的なコメントを多くいただき
加目的としては、
「 星薬科大学の
談コーナー、教職員との入試相
ました。
「 大学の雰囲気
談コーナー、キャンパスツアー、 特色を知るため」
今年度の開催にあたっては、荒
を味わうため」が最も多くの回答
オープンラボに加え、実務教育研
天による臨時の対応等が発生し
数を得、昨年度と比較すると
「入
究部門の先生方の協力のもと「調
ましたが、こうした好評を得るこ
試情報を得るため」
「 願書 ・ 赤本
剤体験」を新規で実施しました。
とができましたのは、学生スタッ
本学のオープンキャンパスは、 を入手するため」の割合が微増と
フのほか、教職員の方々のご協力
なりました。荒天の影響により、 の賜物であります。開催にあた
学生が中心となり運営するのが
より志望度が高い者のみが来場
特徴の一つであり、今年度も166
り、各所で支えていただきました
した結果ではないかと推測され
名の学生スタッフが各所で活躍
皆様には、改めて心より感謝申し
ま す。一 方 で、 満 足 度 に 関 し て
してくれました。各スタッフと
上げます。
は、
「 キャンパスツアー」の満足度
も、大変活き活きと、また親切に
最後になりますが、来場者の中
が最も高く、今年度から開催した
来場者と接する姿には、感動させ
から一人でも多くの方に本学を
「調剤体験」
の満足度は90.6％であ
られるものがありました。ミニ講
チャレンジしていただけること
り、
「 キャンパスツアー」に次ぎ高
義においては、1日目に薬品物理
を期待する次第です。
い満足度が得られる企画である
化学研究室 福澤薫准教授が
「スー
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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
2017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

2017年度後期講義における
ベストレクチャー賞

2017年度（平成29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

2
3
4
5

中川 弘一
小林 恒雄
東
伸昭
坂田
健

物理学
機能形態学I
生化学I
化学

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

万紀（ベストレクチャー賞）

担当者
斉藤 貢一（ベストレクチャー賞）
葛巻 直子、芝﨑 真裕
重野 豊隆
堀
祐子
里
史明

1

1 生化学Ⅱ

1
1
1

2 機能形態学
3 有機化学ⅡA
4 薬学の心構えⅡ

担当者
東
伸昭、高橋 勝彦
（ベストレクチャー賞）
松本 貴之
細江 智夫
重野 豊隆、川﨑 勝義
5位は該当なし。

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

3年次前期講義
学年 順位 科目
担当者
3 1 ファーマシューティカル 湯本 哲郎、石塚 和美
コミュニケーション
（ベストレクチャー賞）
3 2 薬物動態Ⅱ
落合
和
3 3 天然資源Ⅱ
森田 博史
4位以下は該当なし。

3年次後期講義
学年 順位 科目

4年次前期講義
学年 順位 科目
4 1 コミュニティーファーマシー
4 2 患者情報
4 3 薬事関連法・制度Ⅱ
4 4 合成化学
4 5 疾患と薬物治療Ⅲ

4年次後期講義
学年 順位 科目
4 1 医薬品毒性学Ⅱ
4 2 微生物・悪性新生物
4 3 バイオスタティスティクス
4 4 テーラーメイド薬物治療
4 5 医薬品科学Ⅱ

6年次前期講義
学年 順位 科目
6 1 創薬を支える薬剤学
6 2 薬局ビジネス・イノ
ベーション概論
6 3 創薬を支える物理化学
6 4 薬理学の基礎と呼吸器疾患
6 5 症候を読む

担当者
山村 美保（ベストレクチャー賞）
湯本 哲郎、鳥越 一宏
山本
弘
津吹 政可
亀井 淳三、鈴木
勉

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

3

1 実用数学A/B

中川

弘一（ベストレクチャー賞）

3
3
3
3

2
3
4
5

重野
中川
香川
山﨑

豊隆
弘一
博隆
正博

ロジカルライティング
物質の究極像と宇宙
理数科学の方法
環境学B

担当者
森
友久（ベストレクチャー賞）
武藤 章弘、清水 孝恒
千葉 義彦、池内 由里、松本 貴之
池田 弘子
津吹 政可

担当者
山内 理恵（ベストレクチャー賞）
湯本

哲郎

山内
酒井
武藤

理恵
寛泰
章弘

語学・演習・ゼミナール前期講義
学年 順位 科目
担当者
4 1 薬学英語ⅡA
岩崎 雄介（ベストレクチャー賞）
4 2 薬学英語ⅡA
杉田 和幸
4 3 薬学英語ⅡA
芝﨑 真裕
4 4 薬学英語ⅡA
重野 豊隆
4 5 薬学英語ⅡA
森
友久

語学・演習・ゼミナール後期講義
学年 順位 科目
担当者
4 1 薬学英語ⅡB
香川 博隆（ベストレクチャー賞）
4 2 薬学英語ⅡB
石塚 和美
4 3 薬学英語ⅡB
奥
輝明
4 4 薬学英語ⅡB
堀
祐子
4 5 薬学英語ⅡB
伊藤 里恵
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第48回 星薬祭を開催して

くすりと健康フェア2018

第48回星薬祭が10月27日
（土）
、
28日
（日）の2日間にわたって開催
されました。初日は雨の予報でし
たが、開催時間中は雨に降られず
時折晴れ間も見える穏やかな天
気でした。また、2日目は早朝か
ら天候に恵まれました。2日間の
来場者数は3,000名を超え（昨年は
台風の影響で約2,500名）
、成功裏
に終えることができました。
今年の星薬祭は、柳沼庸司（薬
学科2年生）星薬祭実行委員長の
下、5月 に 実 行 委 員 会 が 結 成 さ
れ、146名の実行委員が一致団結
して準備、運営に取り組んでき
ました。今年のメインテーマは
「Passion」です。
「Passion」には
「情
熱」や「愛着」などの意味があり、
例年以上に「情熱」あふれた星薬
祭にしたいと考えたそうです。ま
た、近隣の方々が自分の街に「愛
着」がわくようにとの願いが込め
られているそうです。
今年も恒例の各クラブや研究
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。総部員98名によるダン
ス部の公演や著名な芸人を招い
てのお笑いライブでは本館メイ
ンホールの入場に長い行列がで
きました。行楽日和であったこと
もあり、学外から大勢の方に参加
いただき、全体的に例年以上の賑
わいでした。
毎年、品川・荏原薬剤師会及び
品川区との共催で開催している
「くすりと健康フェア」は今年で4

学生支援部長

入試ミニ講義

回目を迎えました。年を追うごと
に来場者数が増え、今年は700名
以上に参加いただきました。当日
は、薬剤師によるお薬・健康相談
の他、スタンプラリー形式で骨密
度、体成分分析、血管年齢等の測
定が行われ、老若男女で賑わって
いました。
今年の新たな取組みとして、2
日間にわたり入試ミニガイダン
ス及びミニ講義を開催し、計227
名の受験生、保護者に参加いた
だきました。恒例の入試相談コー
ナ ー に も2日 間 で 計164組 に 参 加
いただき、本学の特徴や薬学につ
いて知っていただく機会を提供
できました。
例年と比べ今年の星薬祭の運
営において印象的だったことが2
点あります。
1点は、会場設営やパンフレッ
トの作成等の準備、片付けが非常
に円滑に行われたことです。例年
と比べ、学生支援部が心配するほ
ど静かに準備が進行し、トラブル
なく当日を迎え、終了後の片づけ
も速やかに行われました。これ
は、実行委員会を中心に計画的に
業務を遂行し、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。
もう1点は、装飾の素晴らしさ
です。掲載の写真を見ていただい
てもお分かりのとおり、大掛かり
で手の込んだ装飾が随所に施さ
れました。装飾担当責任者の山中
香緒里さん
（薬学科2年生）の下、
18名の装飾担当の実行委員が尽
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細江

智夫

新星館

力し、星薬祭を大いに盛り上げて
くれました。取付の準備時間が限
られている中、星薬祭の前日に一
気に施された装飾を見て、多くの
職員、学生が感嘆の声を上げてい
ました。それだけに、星薬祭終了
後に装飾を撤去しなければなら
なかったのは少々残念でした。
準備段階や当日の運営におい
て、過去の実行委員が支援する姿
が目に留まりました。例年のこと
ですが、先輩たちの引き継ぎや支
援の下、星薬祭が連綿と続いてい
ることを改めて感じました。今年
の実行委員会も、上手くいった
点、反省点をしっかり後輩に引き
継いでいって欲しいと思います。
星薬祭は学内外の多くの方の
支えによって成り立っています。
来場される方はもちろんのこと、
パンフレットの広告に協賛して
いただく企業やポスターの掲示
に協力していただく近隣町会の
方々等がいらっしゃいます。今
回、星薬祭実行委員の学生が近隣
に挨拶周りに行った際にはお祝
い金を賜りました。日頃、学生生
活において何かと近隣の方にご
迷惑をお掛けすることが多い中
で、このように学生の活動を温か
く見守っていただいていること
に感謝の念に堪えません。また、
星薬祭の開催に当たり、父母会で
ある揺籃会及び同窓会から多大
なるご支援をいただきました。
最後に、星薬祭を支えて下さっ
た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。

星薬科大学報第88号
（平成30年10月）

第
回星薬祭 実行委員会委員長

沼 庸
司
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回 星薬祭を開催して

第

48

48

柳

今 年 の 星 薬 祭 は10月27日、28日 の2
日間開催されました。今年は、去年の
ような天気にならず、自分たちのやり
やすい環境で星薬祭を運営できたと思
います。私たちは4月から星薬祭運営
のための活動を始め、ゆっくりと下準
備を整えてきました。今年の星薬祭実
行委員は例年以上に人数が多いという
状況になりましたが、どれくらいの各
部署の人数が必要なのかを話し合い、
上手く人員を配置することができまし
た。それでも例年以上に人数が多いと
いうことで一人一人の士気が下がって
いくのかと思っていましたが、自分た
ちで仕事を探し積極的に動いてくれた
ことで今回のテーマにふさわしい星薬
祭を催行出来ました。
今年から新たに星薬祭実行委員の仲
間として加わった1,2年生にはとても
感謝しています。4月にはまだどのよ
うな部署があるかもわからないまま、
様々な部署に配置されましたが、積極
的に幹部を含め実行委員を経験してい
る人に聞きながら、効率よく行動して
くれました。また、1年次から実行委員
を経験している2年生にもとても感謝
をしています。去年の動きを思い出し
て幹部からの指示なくとも積極的に、
効率よく動いてくれたのは、今年の星
薬祭を成功させた要因であることは間
違いないと確信しています。そして1年
生にはこの先が長く、終わらないと感
じるような単純作業が多く、全部楽し
いというわけにはいかなかったと思い
ますが、それでも黙々と今自分がやる
べきことを理解して嫌な顔１つせずに
仕事をこなしてくれたのも、今年の星
薬祭の成功の一因であることは間違い
ないです。

各部署の準備を進めて行く間にさま
ざまな問題が立ちはだかりましたが、
その度に各幹部をはじめ実行委員一同
で話し合い試行錯誤することで、他の
部署を助け合いつつ無事当日を迎える
ことができました。各部署も星薬祭前
日までに仕事は全てこなしていたよう
に思えたのですが、星薬祭前日準備に
入り自分たちが予想をしていたより多
くの必要な仕事が増え、焦りや不安な
どさまざまな感情が渦巻きながら準備
をしました。しかし、そこで前委員長
を含め先輩方が適切なアドバイスやお
手伝いをしてくださったおかげでなん
とか当日を迎えられることができまし
た。星薬祭当日はいくつかのアクシデ
ントに見舞われましたが、各部署各幹
部で声を掛け合うことで無事に乗り越
えることができたと思います。星薬祭
も終盤になるにつれて実行委員一同
気が緩み、仕事が少しずつおろそかに
なってきました。しかし、後片付けま
で皆気を緩めずにスムーズに行えたの
で、とてもよい達成感が得られたので
はないかと思います。このことは、実
行委員全員が一生懸命仕事に取り組ん
でくれなければ得られないものだと感
じました。来年は1年生が今年の経験を
生かし無事に何事もなく星薬祭を成功
させることを祈っています。
最後になりますが、実行委員会のス
タッフ、先輩方、いつもアドバイスを
いただいた学生支援部・管財部の方々、
揺籃会、同窓会の方々、近隣の方々、星
薬祭を盛り上げてくれた部活、研究室
の方々、多くの人に支えられて、とて
も素晴らしい星薬祭を開催することが
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。
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大阪物語

学長

1.浪速っ子
私は生涯の大半を大阪の地で過ごしてきた。どこ
が最も住みやすいかと問われれば即座に大阪と答
えるくらい大阪に愛着を感じている浪速っ子であ
る。子供のころは大阪市の東、城東区に両親と住ま
いし、結婚後は奈良県、高槻市に少しの期間くらし
たが、その後は淀川沿いの東淀川区・淡路、そして
現在居を構える北区 ・ 天満橋。礼拝を守る教会は
ずっと東区の大阪東教会と大半を大阪市内で過ご
してきた。大阪は大阪城を中心に開けた商業都市
で北東に京都、東に奈良、西に神戸、南に和歌山が
位置する関西の中心地であり、東京都とは違う趣
のある私には住みやすい街である。大阪人（浪速っ
子）の会話は漫才でも見られるようにテンポのいい
ボケと突っ込みの繰り返し、そして多少お節介な
ところがある。大阪では世話やきと称する。大阪で
タクシーに乗ると、世話やきの運転手さんは必ず
話しかけてくる（タクシーの運転手さんが地方出身
者かどうかここで判断できる）。乗客も浪速っ子な
らタクシーの中で話が盛り上がり、まわりで見て
いると互いに知り合いかと勘違いするほどである。
買い物をするときもそうである。店員さんは話し
かけてくる、客が受け答えすると時には延々と話
が弾み、その会話が常連客を生む大阪商人の心得
ではないかと思うくらいである。大阪の商売人の
話をしよう。私が住む天満橋は大阪市内を流れる
大川のほとり、昔からの商業地、天神祭が開催され
る大阪の中の大阪、その町に東洋一と呼ばれる天
神橋商店街がある。天神橋一丁目から八丁目まで
4Kmもある長い商店街、まさに浪速っ子が自慢す
る下町商店街である。そこでお店に入ると「そこの
お兄さん」と私でも呼ばれる。家内は勿論
「お姉ちゃ
ん、なにしよ」恥ずかしげもなく、この調子で会話
は始まる。家内は加賀百万石の出であるにもかか
わらず、大阪にすっかり慣れ親しんで
「お姉ちゃん」
と呼ばれても当然だという顔で負けじと応対する
大阪のおばちゃん。商店街の品は正札がない。客は
まず「それなんぼ」、店主は値段を告げる。客は
「そ
れ高いと違う。何ぼかまからん」そこで出てくるの
が「お姉さん、堪忍して」と持ち上げるという具合
である。そのやり取りにも商品の値段に入ってい
るかのように思えてならない。もう一つ浪速っ子
の特徴は辛抱が足りないように思える。東京での
暮らしと大きな違いはここにある。よく言われる
ように、信号が変わるか変わらない内に歩き出す。
地下鉄、バス、タクシー乗り場で並ばず一斉に乗車
しようとする。食堂に入って注文して5分も出てこ
なければ客はイライラし、
「ねーちゃんまだか」を繰
り返す。どうも浪速っ子はせっかちなのかもしれ
ない。そのようながさつの世界で暮らしてきて還
暦をはるかに超えた年になっての東京暮らしはど
こか違和感を生じるのは仕方のないことだと思う。

−18−

田中

隆治

2.大阪弁
大阪弁はいろいろな場面で知られるようになっ
てきた。しかし、大阪人以外には大阪弁はいろいろ
混同されているところがある。漫才師が使う大阪
弁、
「悪名」という映画で知られ勝新太郎さんや田宮
二郎さんが話した河内弁、山崎豊子さんや谷崎文
学に描かれている船場言葉など、少しずつ違った
ものとして大阪弁は知られ、決して上品な言葉と
しては認識されていなく、どちらかと言えば庶民
的な言葉として理解されている。また日本の演歌
の中に大阪の言葉が使われ義理と人情、切なさを
表現するのに適切な言い回しをしているのも興味
のあるところである。私は小さい時、青森市から大
阪市に移住してきた。互いに、まったく異なった言
語を話すところであり、大いに戸惑った記憶があ
る。津軽弁で最も良く使用する言葉が
「まいね」、標
準語では
「だめ」という否定語である。大阪弁で言
うと
「ちゃう、ちゃう」あるいは
「あかん、あかん」
なぜか大阪の人は否定する時必ず繰り返して言葉
を用いる。標準語では
「違う」
「だめ」なのでしょう。
ここまで違うと何が何だかわからなかった事を思
い出します。大阪の子供がよく使用する
「ほっとい
て」も難解な表現だった。
「 かまわないで」という事
が理解できなかったことも思い出す。しかし、大阪
を愛し、長い間、大阪弁を駆使して生きてきたその
原因はサントリーという企業に籍を置いたことに
あるように思う。私が在籍した当時のサントリー
は関西企業の中核でした。戦後、成りあがった医薬
品会社、電機会社、食品会社、繊維会社の多くは関
西を拠点にしており、その代表のような社長がサ
ントリーの2代目、佐治敬三社長で、生粋の大阪人。
野球は阪神、大阪商工会議所の会頭、スリッパもっ
て機会あるごとにローハイドのテーマソングを歌
うお祭り好きの社長。サントリーホールや美術館
を創り、文化活動、社会奉仕に秀でた、世に言う浪
速の旦那さんでした。そのお蔭でサントリー、取り
分け社長の前で話をする時は言葉の使い方に気を
つける。つまり大阪弁でしゃべるのが当たり前、気
取った標準語で話なんぞするもんなら、それだけ
で怒られる会社、そんな中で育ったお蔭で、すっか
り浪速っ子になってしまいました。びっくりする
ことに私に嫁いできた加賀百万石生まれの家内ま
でも今では立派な大阪のおばちゃん。私より立派
な大阪弁を駆使して生きております。息子も娘も
同様に立派な浪速っ子、よくしゃべり、にぎやかで
お祭り好きの家族です。どちらかと言えば私が家
の中では無口の類にいるのが現状です。青森に帰
り津軽弁を聞くと津軽弁はいいなと思いますし、
大阪にいて大阪弁を聞いているとやはり自分の故
郷は大阪であることを強く思います。方言はその
人の手形。いいものだと思います。落語も上方落語
でなければなんて思った時期もあり、桂枝雀さん
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や笑福亭松鶴さんの噺の中に大阪を感じ今も楽し
んでおります。
3.祭り
大阪の祭りと言えば毎年7月25日に大阪天満宮で
開催される天神祭り。
7月1日に四天王寺さん（大阪ではお寺や神社の名
前を言う時に寺社の後にさんをつける）の近くにあ
る愛染さんのお祭りを皮切りに大阪の夏祭りが始
まり、天神さんの祭で終わる仕組み。子供のころは
町内のお祭りの梯子をして両親に叱られたもので
ある。大阪のお祭りはどの町内でも岸和田祭りで
知られるような地車（だんじりと大阪では言う）が
町内を駆け巡ります。正面の屋根には鬼瓦のよう
な木彫があり、鬼が目を見開いています。子供たち
は各町内の地車が街角で出会うと若い地車の引手
が競って鬼の目を取り合うのだとまことしやかに
話をする。決してそのようなことがないのでしょ
うが誰彼となしにそのような話が子供の間では信
じられてきた。地車には特別な太鼓、鐘の囃子があ
り、この高く響く鐘の音は子供心を祭りの世界に
誘い込む独特のものがある。天神祭にも勿論、地車
が出るが、25日の夜、かがり火をたいた船上での舞、
その周りを地車囃子（だんじりばやし）を奏でなが
ら走り回る「ドンドコ舟」そして多くの昔ながらの
乗合船が行きかい、祭りがクライマックスになる
ころに花火が夜空を焦がし、暑い夏の日の大川で
日本の三大祭りの一つが繰り広げられる。この音
と光の調和は浪速っ子自慢の祭りである。同様に
もう一つの私のふるさと青森にも津軽人が自慢す
る祭りがある。ご存じ
「ねぶた祭り」
。8月2日から7
日まで東北地方最大の祭りが津軽地方の各市町村
で繰り広げられる。有名な「ねぶた祭り」は青森市
のねぶた祭り、弘前ではねぷた祭りと少し呼び方
が変わり、形も扇方をしたものでる。近年、五所川
原の「立佞武多」もそのスケールの大きさから人気
がある。津軽人はこの祭りが始まるころには心が
「じゃわめく」と称する。この祭りは歴史の一場面
を大きな灯篭でしつらえたもので、天神祭と同様、
独特の音色を発する、笛、大太鼓、鐘の囃子の中で
「はねと」という派手な編み笠と浴衣を着た老若、
男女が手を取り合って独特のリズムで跳ねまわる
のです。天神祭と同様、音と光とそして動きのある
祭り、一度見たら病み付きになる観光客が多いと
の話。天神祭の強い鐘の響きとねぶた祭りの勇壮
な大太鼓の響きは私のふるさとそのものです。ど
この地にも長い伝統に支えられた祭りがあり、そ
の中で繰り広げられる音や光や動きの世界に違っ
た郷愁を感じたり、静かで何とも言えない風情の
中で繰り広げられる祭りがあることも良く知られ
ています。多くの祭りが故郷を離れて暮らす心の
支えとなり、その地にいる、両親、親類、兄弟を思
い起こすのかもしれません。故郷がある、それだけ
で幸せなのかもしれません。
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4.粉物
食生活の中で粉物という表現がよく使われます。
大阪で粉物と言えばお好み焼き、たこ焼き、イカ焼
き、ちょぼ焼き、一銭洋食、うどん等枚挙がありま
せん。大阪が商人の街であり、庶民感覚の強い街
であることがこの粉物文化を創りあげたものと思
われます。東京の皆さんには馴染みのない、聞きな
れない食べ物もあるように思われます。お好み焼
き、たこ焼きは全国的に知られたファストフード
ですが、おばちゃんが長くやっているお店はまた
違う風情と味があるものです。大阪の地域によっ
てもお好み焼きの具の入り方が違い、大阪市の北
の方ではねぎ焼きと称する、刻みねぎをふんだん
に入れるもの、また牛筋肉を甘辛く煮た物や紅生
姜をふんだんに入れたお好み焼きを焼く店もあり
ます。紅生姜は浪速っ子が好む食材で、天ぷらの材
料にも良く使われています。たこ焼きも同様、店々
により、具材、大きさも違うものがあります。イカ
焼きは、通常はイカの姿焼きが定番ですが、大阪
では溶いたメリケン粉
（大阪では小麦粉を何故かメ
リケン粉と称します）の中に刻んだイカを混ぜ、卵
をそのままタイ焼きに使う両面の鉄の板の間で挟
み、焼いた後、ソースを塗って食べるいたって庶民
的な食べ物。ちょぼ焼きはたこ焼きの小型版。小さ
な穴に溶いたメリケン粉を入れ、なぜか沢庵の刻
んだものを入れ、たこ焼き同様、丸く焼き上げて食
するもの。最近は見なくなりました。一銭洋食は京
都、四条の地が発生のようですが、不景気なせいか
最近、大阪の商店街のいたるところで見るように
なりました。安いお好み焼きだと思っていただけ
れば結構。有名なお店は環状線天満駅で降りて天
神橋商店街に入るすぐのところにありますので是
非にご賞味を、100数十円と手軽な食べ物です。う
どん、これはなかなかうるさいものがあります。勿
論、うどん県と名乗る香川県があり、腰の強いうど
んが、またそばと同様にうどん自慢の地域が多い
ようですが、浪速っ子にはうどんを語らせればう
るさい人たちがいます。庶民の食堂を大阪人は全
て
「うどん屋」と言いますし、決して
「そばや」など
という大阪人はいないくらい麺類はうどんなので
す。最もなじみ深いうどんは
「きつねうどん」、金沢
に住んで最初の頃、きつねうどんを頼んだ時に揚
げがきざみで出てきたのには驚きました。きつね
うどんと言えば三角か、四角のお揚げさんが入っ
ているもので刻んだ揚げが入っているなんてきつ
ねうどんではと思いながら食べたことを思い出し
ます。また大阪人は
「うどんすき」が好きです。すき
焼きの最後にうどんを入れるのではなく、最初か
らうどんを入れる。その小型版が鍋焼きうどん。大
阪の薄味の昆布とかつお出汁がきいた、腰がある
ようでないうどんは全国一だと浪速っ子は思って
おります。食い倒れの街大阪、その基盤となる食べ
物が庶民に愛されてきた粉物の味だと私は思うの
です。是非、ご賞味くださいますよう。
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5.大阪の街
大阪の街は八百八橋と言われるくらい川と運河
の町であったそうですが、今はその地名に名を残
すだけで、市内の中央を大川が流れるくらいでさ
ほど多くの川が流れる街の様子がない。淀屋橋、心
斎橋、長堀橋、四つ橋、阿部野橋と大川にかかる淀
屋橋や天満橋を除いて、川にかからない橋の地名
が多く残っているのも何か寂しいものがある。私
が知っている川で泳いだり、遊んだりすることは
思い出の中にはありませんが、子供のころ川に入
り、鉄屑や金物を集めていた人がいたことは戦後
の風景として印象に残っています。大阪弁でこの
ような仕事をする人を「ガタロ」と呼んでいたこと
も記憶にあります。今はすっかり大川もきれいに
なり魚が住み、釣りをする人を見かけるようにな
りました。道頓堀川、子供のころはそれはそれは
汚いよごれた川でしたが、阪神タイガースが優勝
し始めた時から、戎橋から飛び込む若者が増え、い
つの間にか、道頓堀川の浄化が進み、両側が憩い
の場所として整備され、今は大阪のデートスポッ
トにまでなっています。大阪の中心地の道路は碁
盤の目のように整備され、大阪の人は南北に走る
道路を“筋”と呼び、東西に走る道路を“通り”と称
する。有名な御堂筋、浪速筋、谷町筋。東西に走る
本町通り 道修町通りと言う風に。御堂筋はその
通りに南北の御堂さんと呼ばれる大きなお寺があ
り、名前の由来になっている。近頃はそのような歴
史を感じさせる名称が大阪にも他の日本の町と同
様、多くの地名として残っていたが、近年、区画整
理のためにその名前がどんどん消されていくのは
さみしいものがある。私の住まいする北区、天満の
辺りは大阪城下のすぐ近く故、いい名前が残って
いた。同心町、加治屋町、空心町等、今は全て東天
満、私の大阪での信仰生活の教会、大阪東教会は大
阪の東西南北の区の一つにある教会としての伝統
を感じさせる教会ですし、現在でも大阪北教会、大
阪西教会が宗派は異なりますが存在します。大阪
南教会は東教会から別れてできた教会ですが、今
では大阪の北の吹田市に移転しその名前を消して
しまいました。大阪西教会、東教会は130年以上の
歴史を有する教会ですが今度は東区と南区が合併
し、現在では中央区と名称の変更あり。私が好きな
大阪の地名は大阪の南に位置する天王寺、難波、夕
陽丘、宗衛門町、道頓堀、天神橋筋、御堂筋、そし
て道修町、全ての街が大阪を感じさせる響きを持っ
た地名なのです。大阪の恋人どうしが北（大阪駅）
から御堂筋を歩いて南、難波に向かうデートコー
スがあります。淀屋橋を渡り、北御堂、本町通り、
南御堂から道頓堀を左に見て歩く夜のコースは大
阪の銀杏並木が語りかける素晴らしい散歩道です。
是非、大阪にお立ち寄りの際にはこのロマンチッ
クな並木道を銀杏の木が黄色に染まる頃にお歩き
になることをお勧めいたします。
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6.大阪城
大阪城は勿論、大阪のシンボルとして長い歴史
を感じさせる数少ない大阪の名所です。豊臣秀吉
が知恵を絞って創りあげた名城ですが、この大阪
城を見上げる大阪市民には、人それぞれの思いが
あることでしょう。大阪の小学校や中学校の校歌
には必ずと言っていいほど大阪城が出てきます。
大阪の中心部にあり、きっと何処からでも大阪城
を見ることが出来たのでしょう。現在の天守閣は
大阪市民の浄財で大正時代に再建された城で内部
にはエレベーターが設置され近代的なお城です。
戦前は陸軍本部があり、まわりは軍需工場で、戦後
は爆撃を受けた工場跡がのこり、進駐軍の駐屯場
所であり、市民から隔離された場所であったと聞
かされています。私が大阪城を毎日のように見上
げたのは高等学校に入ったころからでした。中学
を卒業し、高等学校受験、大阪府立大手前高校を受
験したのですが見事に15の春は咲かなかったので
す。大手前高校はまさに大阪城、大手門の前にある
大阪の名門校、合格発表の時を大阪城を眺めなが
ら待っていました。私の受験番号は210番、残念な
がらその番号を見つけ出すことはできませんでし
た。両親始め中学の先生方に大変申し訳ない気持
ちで、私立桃山学院高等学校に入学するまで辛い
日を送ったことを今でも覚えております。桃山学
院に通学する時に毎日、大阪城を見ながら本町通
りまで市電で通いました。学校の帰りに森ノ宮駅
で市電を乗り換える時に路上の駅から大阪城が見
えるのです。まだ当時は森ノ宮公園の樹木が小さ
くて、そびえ立つようなお城を見ることが出来ま
した。お城を見ながら元気を出そう、きっといいこ
とがあるようにと、願ったものでした。その時から
50数年。その時に考えた夢より、今のような歩みを
進めてこようとは夢のようです。大阪城は今でも
同じ場所で大阪市民を見つめています。大きく変
化したお城の周りを気にすることもなく。大学を
出て大阪に定住するようになり、毎日曜日には大
阪東教会で礼拝を守るようになってから礼拝後、
天気のいい時には家内や子供たちと大阪城やOBP
を散歩することは私の楽しみでもありました。特
に春の西の丸公園の桜、秋に紅葉する黄色の銀杏
並木、御堂筋の銀杏並木が大阪市民にはおなじみ
ですが、大阪城の周りにある銀杏は私の心の風景
です。今の大阪の住まいは大阪城に隣接した場所
で、前が大川、川沿いに歩く散歩道が気に入ってお
ります。春には長い桜並木、多くの人が集まる造幣
局の八重桜の名所、通り抜け、夏には大川で繰り広
げられる天神祭と大阪天満宮の賑わい、秋には桜
並木の紅葉と大阪城に続く黄色に色を変えた銀杏
並木、大川にかかる源八橋から眺める大阪城は私
の最も好きな風景の一つです。特に夜になりスポッ
トライトに浮かぶ幽玄の大阪城の景色は今も変わ
らずに大阪市民を楽しませてくれる風景です。
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海外アドバンスト実務実習について
米国オレゴン州PUとの新規交換プログラムを中心に

海外アドバンスト実務実習WG長

かした臨床と基礎を繋ぐ最先端
平成30年度は、カナダのプロ
研究の体験学習を主軸として、学
グラムに加えて、新たに米国（オ
術協定を締結している順天堂大
レ ゴ ン 州）のPacific University
学医学部附属順天堂医院や国立
College of Health Professions（以
がん研究センター中央病院、ま
下、PU）との交換プログラム（4週
た、コミュニティファーマシーと
間）を実施致しました。カナダの
してクオールホールディングス
プログラムは、医療制度やコミュ
株式会社などのプログラムに参
ニティファーマシーの職能を中
加しました。PUの学生は、生体
心に学習し、オレゴンのプログ
分子薬理学研究室、薬剤師職能開
ラムは、PU学生との様々な交流
発研究部門に配属されましたが、
や薬物治療の講義（今年度は腎疾
学生主体の様々な企画
（ウェルカ
患）への参加、病院 ・ クリニック
ムパーティー、日本語レッスン、
での実習が主体となっておりま
各種観光など）を通じて両大学の
す。各プログラムで特色は異なり
学生達が積極的に交流を図れた
ますが、学生達は、国の文化や医
ことは、本学のグローバル化事業
療制度の違いで薬剤師の職能が
のひとつとして大変意義あるも
大きく異なる点、海外での薬剤師
のと確信しております。
が獲得している権利には大きな
今後は、池田弘子教授が主体
責任が伴っている点、薬学生の社
となりサマースクールなど各
会人としての自立性が高い点な
種プログラムを運営している
ど様々な刺激を受けており、さら
アイルランド
（Royal College of
に多くの人々と交流することで
Surgeons in Ireland ： RCSI）
での
勉強だけでなく国際人としての
新規臨床プログラムの推進、ま
あり方を実感することができた
た、米国テキサス州ヒューストン
との感想が得られました。
一方、交換プログラムとして （University of Houston College
of Pharmacy）における病院 ・ 薬
PUの 学 生（2名）は、PUに お い て
研究に関する経験が少ないため、 局見学ツアーの企画などさらな
る海外プログラムの拡充を通じ
研究大学である本学の特徴を活
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湯本

哲郎

た本学のグローバル化へ教員一
丸となって真摯に努めてまいり
ます。
最 後 にPUと の 交 換 プ ロ グ ラ
ムは、今回初の試みとなります
が、終始ご指導いただきました亀
井淳三国際学術交流委員長、ま
た、PU学生の研究指導、学生支
援をいただきました酒井寛泰准
教授、五十嵐信智講師、今理紗子
特任講師、里史明講師、堀内正子
助教、研究紹介や学生に貴重な機
会をご提供いただきました成田
年教授、葛巻直子講師、田村英紀
特任准教授、小林恒雄教授、松本
貴之准教授、落合和准教授、岩崎
雄介講師、外部研修を担当いただ
きました鳥越一宏講師、畦地拓哉
講師、また学生選抜や事前語学力
サポートなど種々ご支援をいた
だきました英語担当教員である
吉澤小百合准教授、堀祐子講師、
Matthew James Stanham講 師 に
心よりお礼申し上げます。加え
て、外部見学施設ご担当の先生、
学内関連教職員に厚くお礼申し
上げます
（氏名は研究室単位で記
載させていただきました）。

星薬科大学報第88号（平成30年10月）

授業紹介「医薬品毒性学Ⅱを通して」

薬理学は生体内外の物質と生
体の相互作用を、様々な研究方法
により分子もしくは細胞レベル
から個体までも総合的に研究し、
創薬などの薬物の疾病治療への
応用を行い、薬物治療の基盤を確
立する科学であり、臨床における
薬物治療における科学的根拠の
中核をなしています。一方、副作
用学もしくは毒性学では、医薬品
の使用に伴って生じる治療目的
に沿わない作用を科学する学問
であり、薬理学と毒性学は、表裏
一体を成しています。実際には、
薬理学は光であり、毒性学は陰で
あるといった認識がなされてい
るのが現状です。私が、2011年に
本学へ赴任し、最初に担当した科
目は医薬品毒性学Ⅱであり、この
陰の部分を学ぶことの面白さを
如何に学生に伝えるかというこ
とを考え、少しずつ改訂しながら
授業に反映させてきました。今
回、現在に至までの変遷について
少し振り返ってみたいと思いま
すが、まず思い出されるのは、授
業を受け持った当初、毒性学の従
来のテキストに従い、字面を追っ
かけるのに必死で、今思うと恥ず
かしくて仕方が無い様な講義し
か出来ず、学生に申し訳なかった
という思いばかりです。
企業における研究開発のシー
ズ段階においては、新規性と有効
性が重要となりますが、研究開発
のステージが上がるたびに、実

は、医薬品の安全性と動態面が注
視されてきます。私が本学におけ
る修士課程を修了後、この手で新
薬が作りたいと製薬企業の創薬
部門に配属された時もそうでし
たが、新薬の光の部分のことばか
り頭にありました。その後、安全
性の重要性というハードルに何
度も悩まされてきました。こう
いった背景をもとに、医薬品毒性
学Ⅱを履修する学生達が、創薬学
科の学生であったということも
あり、私の実体験をもととした研
究開発における安全性の重要性
をいうエッセンスを加えてみま
した。この様な試みが、学生達の
授業を受ける姿勢へ少なからず
影響を与えたとの確かな感触か
ら、新薬の上市、さらには発売後
までの様々な研究開発ステージ
における安全性に関する考え方
もしくは裏事情等をテキストと
は異なる角度から解説するよう
にしてきました。時には、本邦に
おいて社会問題となった薬害で
あるサリドマイドやエイズ事件
を取り上げ、会社組織の中の個人
として自身が当事者であった場
合、薬害を止めることが出来るか
などの非常に難しい問題を投げ
かけることもありました。最近で
は、企業においてデータ保証の根
幹 と な るquality control/quality
assuranceの本質と限界、社会人
として生きていくことなど、本
学から羽ばたいていく最終学年
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薬理学研究室 教授

森

友久

の後期の学生にとって、卒業、修
士もしくは博士課程修了後のイ
メージを持てるようになること
を意識した講義を行ってきまし
た。
新カリキュラムが施行され、本
年4月より、薬学科の学生に対し
て有害事象、創薬学科の学生には
薬の副作用、さらには知覚・脳神
経特論等、幅広い講義を受け持
つことになりました。今後は、こ
れまでに築き上げた講義様式を
一旦平らにし、スクラップ・アン
ド・ビルドしながら、より広い視
点で、学生に興味を持ってもらい
ながら、学生目線で効率よく学習
出来る講義を目指していきたい
と思います。また、私自身は、薬
剤師の経験はありませんが、日本
緩和医療薬学会における認定委
員として、認定薬剤師の審査の課
程で、介入におけるエビデンスと
しての薬理および安全性の重要
性を再認識するチャンスを頂き
ました。一方で、医薬品等の「承認
審査」ならびに
「安全対策」業務を
行うPmdaの専門委員として、新
薬の審査における行政上のお手
伝いもさせて頂いております。過
去には、私のバックボーンとして
重要な経験である医学部 ・ 法医
学教室時代の司法解剖経験、さら
には、退路を断ちながら臨んだ決
して短くなかった米国NIHへの留
学も経験してきました。こういっ
た薬学部の教員が好んでは歩ん
で来なかったような道で培った
経験や知識を自らの武器に変え、
グローバル化に対応し、高いエビ
デンスレベルで介入が出来る
「世
界に奉仕出来る薬剤師」を輩出す
るための質の高い教育が出来る
ように心がけていきたいと思い
ます。

星薬科大学報第88号
（平成30年10月）

授業紹介「英語リスニング・スピーキング 外国からみた日本 医療・薬学英語Ⅱ」
国際文化研究室 講師

今年の4月から私は本学の専任
講師となり、その前の2年間は非
常勤講師として講義を担当しま
したが、英語の授業に学生が興味
を持てることを第一の目標とし、
その興味を大学生活中に継続し
て持ち続けられるようにするこ
とに重点を置いています。
1年生の授業では、スピーキン
グ、リスニング、語彙力、会話力
の向上を目的としています。学生
たちは新しい単語を学び、その単
語を耳で聞き、さらにスピーチ、
プレゼンテーション、短いディ
ベートなどのスピーキング・タス
クの中で実際にその単語を使用
し、最終的には会話の中で新しい
単語を使う練習をします。また、
話題性のあるトピックも話し合
います。例えば、
『コーヒーショッ
プ
「スターバックス」のグローバ
ル化と急成長』という話題につい
ては、学生が実体験を持っている
であろう身近な話題について話
せると同時に世界規模のより広
い視野で考えることができます。
どの授業でも、学生が「難しす
ぎる！」と感じることなく、やり
がいのあるタスクに取り組め、授
業を受けるたびに自分の英語力
が伸びていることを実感できる
のが理想です。しかし、学生の英
語力にはじめから差があるため、
単純には行きません。そのため、
全学生が十分到達可能な基礎的
な学習目標と、より高いレベルの
学生が目指すことのできる難易

度の高い内容を用意しています。
英語学習は教室の中だけにと
どまるべきものではありません。
宿題や予習、自習のための適切な
教材を提供することも、学生の学
習意欲を保持し、継続的な英語学
習を行う上で非常に重要です。今
日では多くの教科書にオンライ
ン ・ コンテンツが付属しており、
学生が学習内容をより深く理解
するための有益な手段となって
います。オンライン教材とオンラ
イン課題を通じて、講師が学生の
学習と習熟の程度を把握するこ
とができます。
授業は少人数のもの
（例 ： 薬学
⽣のための実践英語）から60人以
上のクラス
（例 ： 外国からみた⽇
本）まで様々なため、教授法もこ
れに合わせて調整しています。小
規模クラスでは、教師と学生一人
ひとりの間で直接的なやり取り
をより多く行えることが利点で
す。それに対して大規模クラスで
は、より自主的な課題を中心に授
業が進められますが、課題は教師
により、たとえ部分的であるとし
ても必ず採点が行われます。例え
ば、
「 外国からみた⽇本」では、学
生がいくつかのディスカッショ
ン・グループに分かれ、与えられ
たテーマについて討論し、その
内容についてグループごとに英
語でノートを作成します。その
後、話し合った内容について各自
が自分の意見や考えを文章にま
とめます。そして最後に、学生は
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マシュー・J・スタナム

ノートを見ずに改めて自分の考
えを
「話す」または
「書く」という
形でアウトプットすることにな
ります。
授業では、たくさんの答えや
反対意見が出る可能性を持った、
結論のないテーマを用いること
を重視しています。
『
「日本人であ
る」とはどういうことか』や
『職場
における女性の立場の将来につ
い て ど の よ う に 考 え る か』な ど
の、はっきりした答えのない質問
を学生に投げかけることにより、
学生はクリティカル ・ シンキン
グ
（批判的思考）を実践すること
ができます。この方法はどの授業
でも使用できるというわけでは
ありませんが、学生が自分なりの
答えや意見を発することを可能
な限り促していくのが私の役割
だと思っています。
3年生の医療 ・ 薬学英語の授業
ではTOEICの試験対策もします。
TOEICのスコアは後期の評価を
決める重要な要素となっていま
すが、学生全体の傾向として言え
るのは、リスニングの得点に比べ
てリーディングの得点が伸び悩
んでいるということです。その
ため、授業では、医療 ・ 薬学に関
する英語の文章をすばやく読み
解き、重要な情報のみを拾い上げ
る方法を教えます。その他にも、
TOEICで出題されるあらゆる形
式の引っ掛け問題対策などを取
り扱っています。
私は、担当するすべてのクラス
において学生の自発的な発言を
促し、学生が英語を使うことを楽
しめるような親しみやすい雰囲
気を作るよう努力しています。し
かし、私の最終的な目標は、学生
が教室以外の場で英語を使う際
に必要となる技術と自信を、彼ら
に持ってもらうことに他なりま
せん。

星薬科大学報第88号（平成30年10月）

平成30年度大谷記念研究助成金を受領して
健康長寿を目指した神経変性疾患の病態制御 －パーキンソン病態から考える黒質－線条体ドパミン神経細胞変性が全身症状に及ぼす影響－

薬理学研究室
講師

葛巻

直子

この度は大谷記念研究助成金
を賜りまして、誠に有難うござい
ます。大谷卓男理事長に心より御
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、運営委員の先生方な
らびに推薦して頂きました先生
方に深く感謝申し上げます。
超高齢化社会が加速している
現在、健康長寿を目指す医療の充
実が望まれています。アルツハイ
マー病などに代表されるように、
「脳」機能は全身状態を制御する

上で、重要な役割を担っていま
す。
「 黒 質-線 条 体 ド パ ミ ン 神 経」
は、病的老化状態とも考えられる
パーキンソン病の主たる疾患応
答性ネットワークを司る神経系
であり、パーキンソン病態下にお
いては顕著な脱落が認められま
す。すなわち、黒質-線条体ドパミ
ン神経は加齢に伴うストレスに
より、ダメージをうけやすい神経
細胞群の一つとも考えられます。
パーキンソン病で黒質-線条体ド
パミン神経が障害されると、振戦
などの運動障害のみならず、非運
動障害である睡眠障害、嗅覚障
害、知覚障害ならびに消化管障害
が引き起こされることが知られ
ています。我々はパーキンソン病
患者 iPS 細胞からドパミン神経
などの疾患感受性細胞へと分化
誘導し、網羅的な解析を行うこと
により、パーキンソン病態に関わ
る標的分子を見出して参りまし

た。また、患者検体より得た情報
を元に、細胞種特異的な遺伝子組
換え動物を作製し、行動表現系と
繋げることで、パーキンソン病発
症機構を検討しております。実際
に、黒質-線条体ドパミン神経障
害は末梢連関と密に関与し、自律
神経や体性神経を含む末梢神経
応答を介した全身症状の悪化に
繋がる可能性を見出しておりま
す。こうしたアプローチは、パー
キンソン病態を明らかにし、健康
長寿を推進していく上での、脳神
経ネットワーク制御の重要性を
導くものと考えられます。今後
も、多角的な研究を行なっていく
ことにより、新たな発見を導き出
し、医療の発展に貢献したいと
考えております。最後に、本研究
遂行にあたり、薬理学研究室 成
田年教授はじめ、教室員の皆様よ
り、ご支援賜りましたこと、深く
感謝致します。

腸内細菌を介した大腸アクアポリンの機能解析

生体分子薬理学研究室
特任講師

今

理紗子

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、そしてご推薦いただきま
した先生方に深く御礼申し上げ
ます。
ヒトは、約100兆個にも及ぶ腸
内細菌と共生しています。近年、
腸内細菌による様々な生理機能
が明らかとなり、疾患の発症を考
える上で腸内細菌のバランスが

重要視され始めています。一方、
古くから腸内細菌のバランスが
崩れると、下痢や便秘が発症する
ことが知られていますが、腸内細
菌が生体側のどのような機能を
変化させるのか、その原因菌は何
であるのかなど、不明な点が多く
残っていました。私は、腸内細菌
と腸管機能についての詳細が明
らかになれば、ヒトと腸内細菌が
共生する意義についてより明確
になるのではないかと考えまし
た。
私たちの研究室ではこれまで
に、水チャネルアクアポリン
（AQP）
について様々な解析を行ってき
ました。このうち腸管機能に関し
ては、大腸におけるAQPが腸管
腔内の水を体内に吸収する機能
を有しており、便の濃縮に重要な
役割を担っていることを明らか
にしています。このことから私た
ちは、腸内細菌のバランスが崩れ
た際の下痢や便秘の発症には、大
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腸に発現するAQPが変化してい
るのではないかとの仮説をたて、
その検証を行うこととしました。
これまでに、腸内細菌の変動に
よって下痢が生じた際には大腸
のAQPが変動していることを見
出しており、現在、その原因菌の
探索を行っているところです。
最近、
“ 腸内細菌のバランスを
整える”との謳い文句で、ヨーグ
ルトをはじめとした様々な菌製
剤が販売されています。しかしな
がら、実際にはどの菌が最も効果
があるのか、自分に合う菌種は何
であるのかなどの詳細な情報は
ほとんどありません。本研究によ
り、AQPと腸内細菌との関わり
が明らかとなれば、これら菌製剤
の効果の違いも明確になる可能
性があります。こうした研究の成
果をいち早く社会に還元するた
め、今後も精力的に研究を行って
いきたいと考えています。

星薬科大学報第88号
（平成30年10月）

喘息時の気道局所におけるPGD2産生の亢進およびその気道過敏性形成における役割

生理分子科学研究室
博士課程4年

須藤

航

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、研究助成金運営委員会の委
員長である田中隆治学長および
運営委員会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。
アレルギー性気管支喘息は可
逆性の気道閉塞、気道炎症、気道
過敏性で特徴付けられる疾患で

す。患者は、健常者ではほとんど
反応を起こさない弱い刺激が気
道に加わることにより、気管支平
滑筋の収縮を起こし喘鳴 ・ 呼吸
困難などの発作を起こすことが
認められます。この状態は気道の
反応性が亢進している状態、すな
わち気道過敏性が亢進されてい
ることを意味しており、ほとんど
すべての気管支喘息患者にみら
れる病態生理学的特徴です。しか
しながら、気道過敏性発現のメカ
ニズムは完全には解明されてい
ません。我々の研究グループは、
様々な解析を行ったところ、抗
原誘発アレルギー性気管支喘息
モデルマウスの気管支平滑筋組
織において、アラキドン酸から
PGD2に至る一連の代謝酵素発現
に変化が認められ、PGD2産生能
が亢進していることを見出しま
した。そこで本研究では、PGD2

の気管支平滑筋収縮反応性に対
する役割について検討を行いま
した。
これまでに、PGD2単独処置に
よっては気管支平滑筋の収縮反
応は引き起こされず、非受容体
性収縮反応を増強させることを
明らかにしました。さらにその
メカニズムとして、収縮関連タ
ン パ ク 質 で あ るRhoAタ ン パ ク
質を活性化させることを明らか
にしました。また、PGD2に長時
間暴露されることにより気管支
平滑筋が過敏性を獲得する可能
性を示唆しました。これらの結
果は、PGD2あるいはその受容体
が、喘息治療の新規ターゲットに
なりうることを示唆しました。今
後、PGD2を含めた脂質メディエー
ターと気道過敏性発現との関連
性について検討していきたいと
考えております。

鎮痛薬投与による脳内活性化細胞の特異的活動制御を介した鎮痛発現機序の解明

薬理学研究室

渡邉

萌

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、ならびに本助
成金申請にあたりご推薦を頂き
ました先生方に深く感謝申し上
げます。
一般に、
“ 痛み”は身体を守るた
めの警告信号として機能してお
り、身体に迫る危険や異変、異常
を回避するためになくてはなら

ない感覚の一つです。しかしなが
ら、痛みの原因となる外傷や疾
患等が治癒し、警告を発する必要
がないにも関わらず痛みが長期
間持続してしまう慢性疼痛は、生
体にとって不要な痛みであり、臨
床において積極的な疼痛コント
ロールが必要とされています。一
方、痛みは心地よい香りや音楽と
いった“快”により軽減されるこ
とが報告されており、快と痛みに
は負の相関があると考えられて
います。加えて、代表的なオピオ
イド鎮痛薬であるモルヒネは、鎮
痛効果に加えて快情動を司る中
脳辺縁ドパミン神経系を活性化
することから、モルヒネによる鎮
痛効果発現機序の一端に中脳辺
縁ドパミン神経系の活動が関与
することが推察されます。そこ
で、現在、私は遺伝子組換技術、
光遺伝学的手法ならびに薬理遺
伝学的手法を応用して、特定の刺
激により活性化した神経細胞の

標識ならびに活動操作を行うこ
とで、モルヒネをはじめとする鎮
痛薬の新規鎮痛効果発現機序の
解明を目指しています。実際に、
鎮痛薬の投与により脳内報酬系
が活性化し、さらにこれらの脳内
ネットワークを鎮痛薬の非存在
下において人為的に活性化させ
ることで、鎮痛効果が誘発される
ことを明らかにしています。
今後も、鎮痛発現機序の解明な
らびに慢性疼痛に対する脳内制
御機構の研究を通じて、痛みの慢
性化による長期の苦痛に苦しむ
患者さんに対して効果的な治療
法を提案できる様なエビデンス
を積み重ねると共に、新規治療薬
の開発に貢献できるよう研究に
励んで参りたいと考えておりま
す。最後に、本研究遂行にあたり、
薬理学研究室 成田年教授をはじ
め、教室員の皆様より、ご支援賜
りましたこと、深く感謝申し上げ
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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平成29年度 HPCI利用研究課題優秀成果賞を受賞して
薬品物理化学研究室 准教授 福澤

こ の 度、 平 成29年 度 のHPCI
利用研究課題優秀成果賞を受
賞いたしました。前年度にも同
じ 賞 を 頂 い て お り、2度 目 の 受
賞 と な り ま し た。HPCIと は、
High Performance Computing
Infrastructureの略称であり、日
本全国の大学や研究所に設置
されている主要なスーパーコン
ピ ュ ー タ の 共 用 利 用 環 境 で す。
今回の受賞対象になった研究課
題 は、
「HPCIを 活 用 し たFMO創
薬プラットフォームの構築」
（研
究代表者 ： 福澤薫、課題番号 ：

薫

170183）と い う、 計 算 創 薬 プ ロ
ジェクトになります。
近年の計算技術やAIの発展に
伴って、新薬の開発プロセスにお
いても計算科学による効率化が
期待されています。医薬品候補化
合物の探索では、標的タンパク質
に対する化合物の親和性を予測
する必要がありますが、従来法で
は精密さの点で十分とは言えま
せんでした。フラグメント分子軌
道（FMO）法は、核酸やタンパク
質などの生体高分子の全電子計
算を高速かつ高精度に実行する
ことができる量子化学計算手法
であり、X線結晶構造の理論的な
解釈やそれに基づいた高精度な
構造ベース創薬への活用が期待
されています。私たちは、製薬企
業14社、IT企業4社を含む産学官
の33機関が連携した
「FMO創薬コ
ンソーシアム」
（代表者 ： 福澤）
を
活動母体とし、これまでにない高
精度かつ実用的な計算創薬基盤

を構築しています。
「 京」の利用に
よって、これまでに数千個のタン
パク質複合体構造に対しての量
子化学計算結果を得ることがで
き、それらのデータベースとして
の整備も進んでいます。
日本のスーパーコンピュータ
は
「京」から
「ポスト京」へと移行
する時期にきており、その成果
には益々実用性が求められます。
この度、2年連続受賞させていた
だいたことを大変光栄に思うと
ともに、本研究が背負う、我が国
を代表する計算創薬プロジェク
トとしての重責を感じておりま
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
の研究成果です。また、日頃より
多くのご理解とご協力をいただ
いている、米持教授をはじめ薬品
物理化学研究室の皆様に深く感
謝申し上げます。

日本生薬学会第65回年会優秀発表賞を受賞して
生体分子薬理学研究室 特任講師 今

この度、日本生薬学会第65回年
会
（平成30年9月16日、17日；安田
女子大学、広島）において、
「 大黄
の瀉下作用に及ぼす甘草の影響」
という演題で、年会優秀発表賞を
受賞いたしました。
大黄甘草湯は、便秘や便秘に伴
う諸症状の緩和に用いられる漢
方薬です。大黄甘草湯の薬理効果
は大黄に由来しており、大腸にお
ける炎症が引き金となって瀉下
作用が発現します。一方、甘草は、

理紗子

古くから抗炎症作用を有してい
ることが知られているため、大黄
甘草湯においては便秘や便秘に
伴う痛みの緩和に関与している
ものと考えられています。しかし
ながら、大黄の瀉下作用が炎症に
よって生じることを考えると、甘
草は大黄の瀉下作用に何らかの
影響を及ぼす可能性が考えられ
ます。そこで私は、大黄甘草湯に
なぜ甘草が配合されているのか、
その理由について大黄の瀉下作
用に着目して解析を行いました。
その結果、ラットに大黄および大
黄甘草湯を単回投与した場合に
は、瀉下効果にほとんど変化がみ
られなかったのに対して、これら
を連続投与すると大黄甘草湯を
投与した場合にのみ、瀉下効果を
維持できることがわかりました。
本研究結果は、大黄甘草湯にお
ける甘草の役割が、単に炎症を緩
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和するだけではなく、大黄の瀉下
作用を制御していることを明ら
かにしたものであり、漢方薬の成
り立ちを説明する上で重要な知
見であるものと考えています。ま
た昨今、慢性便秘症患者が増加し
ていることを鑑みると、長期連用
しても下剤効果が維持できる大
黄甘草湯は非常に有用な治療薬
であり、臨床現場においても重要
な情報を提供できるものと考え
ています。
最後になりましたが、本研究発
表に際し、ご理解・ご協力くださ
いました亀井淳三教授、酒井寛泰
准教授、五十嵐信智講師をはじめ
とした生体分子薬理学研究室の
皆様に心より感謝申し上げます。
また、
本研究を遂行するにあたり、
多大なるご助言 ・ ご協力を賜り
ました食品動態学研究室の杉山
清先生に厚く御礼申し上げます。

星薬科大学報第88号
（平成30年10月）

第56回全国大学保健管理研究集会 優秀演題賞を受賞して
保健管理センター 職員 山口

この度、第56回全国大学保健管
理研究集会に於いて、優秀演題賞
を受賞いたしました。数多くの演
題の中で、このような賞を受賞で
き大変光栄に存じます。
この研究集会は、大学における
保健管理に関する相互の連携 ・
協力体制を確保すると共に、保健
管理に関する調査 ・ 研究及び研
修・啓発を行い実務に還元し、保
健管理の充実、公衆衛生の向上な
らびに学術研究の発展に寄与す
ることを目的としています。研究

志津子

集会では、大学保健管理に関する
種々の課題についての研究報告
と保健管理に関する大学間の連
携・情報共有を行っています。
保健管理センターでは、月経痛
で倒れ、就学に支障が出る学生が
多 く 見 ら れ た こ と か ら、2013年
から学生健康診断を利用して、ア
ンケート調査を実施、月経関連症
状についての情報提供や対処法
等を、パンフレットを作成し指導
しました。また、個別面談や希望
学生を対象に基礎体温測定を行
い、保健管理センター長及び産婦
人科医と連携し、女性医学に関連
した保健教育の対応を行ってき
ました。その6年間の活動につい
て「月経関連症状緩和のための保
健管理センターの取り組み」とし
て発表させていただきました。
本学の女子学生の月経関連症状
出現頻度は70%以上に認められ、

2013年は月経痛を我慢する学生は
61.4%、2018年は21.3%と減少が認
められ、鎮痛薬使用については、
薬学生の知識習得や当センターの
健康診断時の保健教育等により、
適切な時期に服用されるように
なり、何らかの対処を取る学生の
増加が認められてきました。今後
も継続した情報提供や保健教育を
行い、ウィメンズヘルスの向上を
目指していきたいと存じます。
最後に、本賞の受賞にあたり、
ご助言・ご尽力を賜りました病態
生理学研究室、保健管理センター
長武藤章弘教授及び元慶応大学
病院産婦人科教室、メルボルン大
学大学院名誉プリンシパルフェ
ロー、現、東京歯科大学市川病院
婦人科、F.Horiguchi ウィメンズ
ヘルス研究所代表堀口文先生に
厚く御礼申し上げます。

学生の受賞
④薬品物理化学研究室 修士課程 畠 菜々望さん
新製剤技術とエンジニアリングを考える会 ・ 第
16回技術講演会 若手研究者育成事業
演題名：カルボン酸類を用いたカルベジロール
のCoamorphous化による物性改善
⑤薬品物理化学研究室 石川 我汰さん
第62回日本薬学会関東支部大会優秀ポスター発
表賞の受賞
演題名：Moisture activated dry granulationに
おける水分状態評価の重要性
⑥薬物治療学研究室 薬学科5年 今井 貴士さん
第137回日本薬理学会関東部会での優秀発表賞受
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
⑦微生物学研究室 博士課程4年 栗坂 知里さん
日本薬学会138年会学生優秀発表賞の受賞
演題名：黄色ブドウ球菌由来SSL5とMMP-9の結
合における糖鎖の関与とその特性

①薬品製造化学研究室 博士課程2年 笠松 暁輝さん
日本薬学会第138年会（金沢）講演ハイライトへの
選出
演題名：保護基を用いない(−)-Boscartin F の不
斉全合成
キャッチコピー ： 高効率な合成法で生理活性天
然物をつくる！
②薬品物理化学研究室 修士課程 照屋 慶太さん
日本薬剤学会第33年会最優秀発表者賞の受賞
演題名：フロースルーセル溶出試験法における
錠剤崩壊後の粒子浮遊が溶出性へ及ぼす影響の
解明
③薬品物理化学研究室 修士課程 照屋 慶太さん
新製剤技術とエンジニアリングを考える会 ・ 第
16回技術講演会 若手研究者育成事業
演題名：フロースルーセル溶出試験法における
溶出率の変動要因解明-試験液の脱気と製剤の崩
壊性について-

−27−

星薬科大学報第88号（平成30年10月）

⑪薬理学研究室 薬学科5年 田邉 一貴さん
第12回 日本緩和医療薬学会年会での最優秀発表
賞の受賞
演題名：痛みによる腫瘍の増悪化に関与する生
体内低分子物質の探索
⑫薬理学研究室 薬学科5年 岩澤 佑典さん
第12回 日本緩和医療薬学会年会での優秀発表賞
の受賞
演題名：ヒドロモルフォンの分子薬理学的プロ
ファイリングの解析と臨床応用への提案
⑬生体分子薬理学研究室 大学院修士課程2年
金子 未歩さん
第35 回和漢医薬学会学術大会での最優秀発表賞
の受賞
演題名：皮膚アクアポリンの発現に及ぼすチン
ピ抽出物の影響

⑧微生物学研究室 博士課程4年 小鷹 篤さん
日本薬学会138年会学生優秀発表賞の受賞
演題名：9-(E,Z)-HODEによるマウスリンパ腫細
胞のG2/M期停止を伴うアポトーシスの誘導
⑨薬理学研究室 薬学科6年 鈴木 柊子さん
日本薬学会138年会学生優秀発表賞の受賞
演題名：パ ー キ ン ソ ン 病 態 下 に お け る 黒 質
ghrelinシグナルの低下が運動機能に及ぼす影響
⑩総合基礎薬学教育研究部門 薬学科5年
加地 祐美子さん
日本薬学会第138年会
（金沢）講演ハイライト
（物
理系：分析化学）
の選出
演題名：加 齢 が も た ら す マ ウ ス 血 清 中 メ タ ボ
ロームへの影響
キャッチコピー：カラダの老化を評価し”
健康寿
命”を伸ばす

フロアボール全日本選抜に選出されて

世界学生選手権大会（2018年6月）
（前列右 山下）

2018年6月にポーランドで行わ
れましたFISU主催の第8回フロア
ボール世界学生選手権2018に選
出して頂きました。チームキャプ
テンにも任命して頂き、全4試合
に出場しました。今大会ではフロ
アボールの本場である北欧のプ
ロ選手と試合をし、自分なりの課
題を持ち挑戦できたことはとて
も良い経験になりました。また、
キャプテンとしてチームをまと
める難しさや諸外国選手とのコ
ミュニケーションなどプレー面
以外でもたくさんのことを学ぶ
ことができました。
私は小学生での時に近所のこ
ども文化センターでフロアボー
ルのレクリエーション性を高め
たものであるミニホッケーを始
め、中学生からは社会人クラブ

世界学生選手権大会 フィンランド戦

チームの神奈川フロアボールク
ラブに所属し、競技としてフロ
アボールを始めました。フロア
ボールは、アイスホッケーの原型
となったバンディという競技を
もとに発案された体育館で行う
ホッケーです。試合は、1チーム6
人で、スティックを持たないゴー
ルキーパーとスティックを持っ
ているフィールドプレイヤー 5人
から構成され、カーボン製のス
ティックを用いてプラスチック
製のボールを相手チームのゴー
ルに入れて得点を競うものです。
コートはフットサルと同じ大き
さでフェンスに囲まれています。
一流選手のシュートは約190km/
hにもなります。ボディコンタク
トもサッカーと同程度までは認
められています。
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薬学部 6年

山下

道生

日本リーグ試合
（2018年5月）

20年ぐらい前から国際大会も開
催され、いまでは世界大会、19歳
以下の世界大会、世界学生選手権
大会、ヨーロッパクラブカップ、
アジアカップなども行われてい
ます。なお、2017年からはオリン
ピックの補完的なスポーツ競技
大会であるザワールドゲームズ
の競技としても採用されるよう
に な り、2024年 の オ リ ン ピ ッ ク
種目候補にも挙がっています。
最後に今大会出場に際して
様々な支援をして下さった星薬
科大学の先生方にこの場を借り
て感謝を申し上げるとともに日
頃よりご指導いただいている総
合基礎薬学教育研究部門 千葉
義彦 教授、竹ノ谷文子 准教授に
深く御礼申し上げます。

星薬科大学報第88号
（平成30年10月）

国際交流（短期交換留学）
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、本学では、国際社会にて
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
な受け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
に進めるために、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。本稿では
本学が取り組んでいる短期交換
留学について、ご紹介させていた
だきます。本学は、多くの海外の
大学と国際学術交流協定を締結
しておりますが、交換留学におい
て活発的な最近の交流先として、
中華人民共和国の浙江工業大学
（薬学院）
、アイルランドのRoyal
College of Surgeons in Ireland
（RCSI; ア イ ル ラ ン ド 王 立 外 科
医学院）
、タイ王国のチュラロン
コーン大学、米国オレゴン州のパ
シフィック大学およびドイツの
ヴュルツブルグ大学が挙げられ
ます。毎年、これらの大学から数
名ずつ学生が来校され1 ヶ月から
2 ヶ月ほど、本学にて行われてい
る研究を体験します。また、本学
からも数名ずつこれらの海外大
学に短期留学し、大きな経験をし
て帰って来ます。
浙江工業大学からは、毎年2-3
名交換留学として来校しており
ます。さらに、浙江工業大学から

国際交流室 室長

本学に短期留学した学生達は、浙
江工業大学を卒業後、本学の総合
薬科学専攻の修士課程に進学し
ています。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。
RCSIとの交換留学ではダブリ
ン校およびバーレン校の両校か
ら毎年4名の外国籍学生を受け入
れています。彼らは、医学部およ
び薬学部に所属しており、学部2
−3年生になります。また、本学
からは、毎年約2名の学生をアイ
ルランドのダブリン校にて短期
留学し、ホームステイしながら、
講義の受講や、研究室で実験を行
います。さらに、ダブリン滞在中
には研究のみならず現地の学生
やRCSIの ス タ ッ フ 達 と 交 流 し、
様々な生活面でも良い経験を得
ているとの報告を受けています。
チュラロンコーン大学の学生
も年に2名ほど、本学での短期留
学を受け入れています。チュラロ
ンコーン大学からの学生は、生薬
学、薬剤学、物理化学分野の研究
に人気が有るようです。来年度に
は、日本の病院や薬局への見学等
のプログラムも開始する予定で
す。また、本学からも毎年2名程、
チュラロンコーン大学に短期留
学し、大学にて研究やタイ王国独
特のハーバルメディシンの製剤
体験等の多くの経験をして帰っ
て来ます。
本年度より米国オレゴン州の
パシフィック大学との交換留学
が本格的に始動し、2名の学生が
現 在、 来 校 し て お り ま す。パ シ
フィック大学からの留学生は他
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酒井 寛泰

国の短期留学生プログラムとは
異なり、本学の研究体験の他に順
天堂大学医学部附属順天堂医院
の薬剤部や国立がんセンター病
院薬剤部等への見学など臨床色
が強いプログラムとなっており
ます。
本学から海外への短期留学生
は帰国後に、様々な留学体験を
英語にて発表していただいてお
ります。彼ら、彼女らは、短期留
学前とは比べられないほどの英
語を上達させ、短期留学中とても
積極的に過ごしていたことが伺
えております。さらに、年1回、留
学生と共に本学の教員達との交
流を深くするための会
（国際交流
ネットワーキングバンケット）が
開催されます。この会では、短期
留学生の所属先ではない教員た
ちとの交流が生まれ、毎年盛会に
終えております。
これらの交換留学プログラム
は、外国人学生を受け入れること
で学内の学生との交流が生まれ、
本学の教員および学生にとって
多くの良い刺激となっておりま
す。また、海外で過ごした学生に
とっても得難い経験をすること
ができていることと感じます。学
生の時期にこのような国際交流
を経験できることは、将来的に国
際感覚を磨く上で非常に有用で
あるため、今後も本学と海外大学
間の国際交流が末永く続くこと
を願っております。最後に、これ
らの短期留学プログラムは本学
の多くの職員の協力があって成
り立っております。心より御礼を
申し上げます。

星薬科大学報第88号（平成30年10月）

平成30年度・春の薬草見学会の開催について

講義中の佐竹先生

平成30年6月23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。当日はあいにくの小雨模
様でしたが、後述の通り園内のア
オノリュウゼツランが開花した
という情報が口コミ等で広まっ
たこともあり、参加者数は210名
にのぼりました。今回の講演テー
マが漢方ということもあり、比較
的高齢の参加者が目立つものの
幅広い年齢層の方々にお越しい
ただきました。
【プログラム概要】
＜第一部＞10 ： 30 ～ 12 ： 00 講
義
（本館第１ホール）
「身近な薬用植物と漢方薬」佐
竹元吉氏（星薬科大学薬用植物園
学術顧問）
＜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（雨天のため医薬品化学
研究所1階ラウンジにて、鉢植え
や原形生薬標本等を用いての解
説に変更）
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（ルー
ムコロン作り）
３．生協学生委員によるメイン
ホール等の施設見学
４．技術職員が育成したトマト
等の苗の配布

講義中です

【開催内容】
この薬草見学会は、本学ビジョ
ン2025−2030に掲げる
「社会連携
を通じて社会貢献を果たす」に基
づき、地域住民の生涯学習の機
会提供の場として開催されてい
ます。また、部活学生や本学職員
との交流による相互理解を深め
ることも目的としています。この
目的をより達成しやすくするた
めに、昨年度までは主に筆者が企
画 ・ 運営を担当していたところ
を、今年度より地域連携室の山本
准教授がまとめ役となって開催
しています。また、今回の講義を
引き受けていただいた佐竹元吉
先生には今年度より学術顧問と
して参画していただくことにな
り、次回以降はより幅広い話題提
供が可能になると思います。
一方で学生の研究室配属が早
まったことは本見学会運営に大
きな影響を及ぼしています。特に
第二部での薬草園内での植物の
解説は事前学習や経験が必要で
あり、旧カリキュラム時代は経験
のある3年生が指導的立場となっ
て協力してくれましたが、新カリ
キュラムとなった現在は1〜2年
生主体の活動となり、また部員数
も少なくなっているため、多数来
られる参加者に十分な解説をす
ることが難しくなっています。運
営体制が変更になったこともあ
り、今後の見学会あり方や方策を

−30−

生薬研究室 准教授

須藤

浩

アオノリュウゼツランの花茎に
形成されたムカゴと果実

練り直す良い機会なのかもしれ
ません。
さて、見学会の時には未だ咲
かずにいたアオノリュウゼツラ
ンのその後ですが、8月に次々と
開花し、この原稿を書いている10
月中旬現在では花茎に多数の果
実とムカゴをつけています。この
写真の中央と左側に大小4個見え
る葉
（芽）
がムカゴ
（零余子）で、右
側の楕円形に膨らんだものが果
実です。左端の大きなムカゴには
既に小さな根が生えていて、親株
周囲の地面にポトリと落ちれば
幼植物として直ぐに生育が始ま
ります。一方、果実の中には小さ
なフレーク状の種子が無数に詰
まっていて、果実が熟して開裂す
れば、これらの種子は高い花茎の
上から風に乗って遠くまで吹き
飛ばされるものと考えられます。
アオノリュウゼツランの原産地
はメキシコを中心とした半砂漠
地帯です。過酷な環境において、
ムカゴで生き残りの確率を高め、
種子で分布域の拡張を目指して
いるのでしょう。アオノリュウゼ
ツランは一度開花した株は種子
が熟した後に枯れてしまいます
が、このような2つの方法で強か
に命を繋いでいるのです。

星薬科大学報第88号
（平成30年10月）

アオノリュウゼツランの開花について

花茎の伸び始め（H30.5.11）

花茎から枝と蕾（6.18）

開花前の様子
（7.20）

アオノリュウゼツランは、北ア
メリカ南西部を原産とする大型
の単子葉植物で、成長に約10 ～
20年、日本では約30 ～ 50年の年
月を経た後、花を咲かせ種子を作
り、その後枯死してしまう一回結
実性植物（いっかいけつじつせい
しょくぶつ）」という変わった植
物です。今年、薬用植物園ではア
オノリュウゼツランが花を咲か
せました。その時の様子を紹介し
たいと思います。

開花後の様子
（7.23）

だいた時から薬用植物園への来
す。根茎から長さ1〜2㍍程の多肉
園者様が多くなり、続報を上げて
質の葉を密なロゼット状に10 ～
もらうとさらに多くの方々がご
25枚だし、多肉質な葉や全体は、
来園なさったので、本当に感謝で
アロエのような形をしており、葉
いっぱいです。7月の後半に入っ
のふちは硬い針が並び先端はと
てから、新聞記者様やテレビの
がっています。
報道の方もご来訪いただきまし
長い年月を経た後、根茎中心部
た。とても多くの方々が来てくだ
から
「マスト」と呼ばれるアスパ
さったので来園人数が気になり、 ラガスのような花茎
（かけい）を
7月と8月の合計来園者数を年度
伸ばしはじめます。この頃には根
ごとにくらべてみると、前々年度
からの栄養吸収等の成長を止め
は171名、前年度は91名に対して、 ており、蓄えられた栄養のみを使
今年度はそれをはるかに超え、前
い、枯れながら生殖成長をし、花
最初の変化に気づいたのは5月
年度の16倍になる1458名と、とて
を咲かせ種子を作ります。
11日のことです。数日前まで大き
も多くの方々に見てもらえまし
成長した花径は、高さ7 ～ 8㍍
なアロエの様な形をしていたア
た。園内は来園者様への配慮か
程になり、等間隔に枝を伸ばし、
オノリュウゼツランの中心から
ら、アオノリュウゼツランを中心
緑がかった黄色い花を枝の先に
真っすぐ上に花茎（かけい）が伸
に足元の整備や他の見ごろの植
上向きで密生させて、下から最上
び始めました。その花茎はアスパ
物の整備にも努めてまいりまし
部へ順に咲かせます。一つの花の
ラガスのような見た目をしなが
た。皆様カメラを片手に園内を
咲いている間は1日か2日ほどと
ら1日に10cm程のペースで伸び、
ゆっくりと回られて、とても楽し
短く、全体が咲ききるまでの期間
ひと月経つ頃には7m程にまで伸
そうにしていらっしゃったのが
は約3週間かかります。
びていきました。
印象的です。
本種は他の呼び名で呼ばれる
次の変化は6月14日、伸びきる
多くの来園者様が見にいらっ
こともあり、原産地のメキシコ
手前の花茎の下から順番に枝が
しゃっては
「アオノリュウゼツラ
では別名で
“Maguey”
（
「マグウェ
伸び始め、枝の先端にブラシの様
ンっていうのはどれなの？」や、 イ」又は
「マゲイ」
）と呼ばれ、他
な蕾をつけ始めました。この時、
「このアオノリュウゼツランはど
には、成長の期間が長いことから
学校HPのニュースの枠で一報入
んなものなの？」と多く聞かれた “Century plant”
（センチュリープ
れさせてもらったのですが、その
ので、皆様にこのアオノリュウゼ
ラント
「世紀の植物」
）と呼ばれる
成長もゆっくりと進み、蕾の出来
ツランの特徴をお伝えしたいと
こともあります。
始めから今にも咲きそうになる
思います。
大きさまでまたひと月ほどかか
今回のアオノリュウゼツラン
り、7月20日に開花情報の続報を
アオノリュウゼツラン
（青の竜舌蘭
の記事を読み、興味の出た方はぜ
ご報告いたしました。
Agava americana L.）とは、キジ
ひとも薬用植物園へ、ご来園お待
近隣の方から遠方からいらっ
カクシ科リュウゼツラン属に属
ちしております。
しゃる方まで、多くの方々に見て
し、和名に
「ラン
（蘭）
」
と入ってい
薬用植物園 坂田 裕司
もらえて、とても嬉しく思ってお
ますがラン科とは遠い種で、日の
ります。最初にご報告させていた
光や明るい場所が好きな植物で
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研究室紹介

薬理学研究室

薬理学研究室は、成田年主任教
授、森友久教授、葛巻直子講師、
芝崎真裕講師、須田雪明ポスト ・
ドクターのスタッフ5名の他、大
学院生9名、学部卒論生88名を含
む総計130名が在籍する大所帯の
活気ある研究室です。当研究室で
は、脳神経疾患、難治性疼痛疾患、
老化、がんなどを科学し、その治
療手段を臨床に提案および還元
することを目的とし、研究活動に
取り組んでおります。エピジェネ

研究室紹介

ティックな遺伝子発現調節や細
胞のリプログラミング機構の解
析および疾患 iPS 細胞分化制御
などの再生医科学を基盤とした
細胞記憶と細胞劣化のメカニズ
ム解析を中心に、難治性疾患の原
因追求をしていきたいと考えて
おります。また、遺伝子改変動物
や光遺伝学
（オプトジェネティク
ス）技法などを組み合わせた脳内
ネットワーク解析や脳イメージ
ング解析など、最先端の技術を導
入し、実験を行っております。当
研究室は、学生ばかりでなく、現
役薬剤師や医師、獣医師などが集
まるユニークでヘテロな環境で
あり、得られた結果を様々な視点
から考察することを大切にして
います。また、国立がん研究セン
ター、慶應義塾大学、順天堂大学、

理化学研究所、名古屋大学、アリ
ゾナ大学、スタンフォード大学な
ど様々な共同研究機関とのパイ
プを通じて、学生が各分野のスペ
シャリストの指導で専門的な知
識や技術を実地で習得してくる
機会も積極的に設けています。目
指すべき研究のレベルを落とさ
ず、個々のスキルを上げるように
努力し、科学の進歩に追いつくよ
うに、常に真摯な気持ちで研究に
取り組むようにしています。生命
科学の基盤と原理を理解し、多彩
なアイデアから疾患、生理現象を
統合的に理解し、治療成果に結び
つけることができる薬学研究者
や薬剤師の育成を目指していま
す。
薬理学研究室職員一同

薬物治療学研究室

薬物治療学研究室は、本年よ
り、亀井淳三教授の後を池田弘子
が引継ぎ、新しい体制で走り始め
ました。現在、スタッフは、池田
弘子
（教授）と米持奈央美（助手）
の2名です。大学院生
（博士課程1
名、修士課程3名）や学部学生（47
名）と と も に 研 究 を 進 め て い ま
す。
薬物治療学研究室では、古くか
ら糖尿病時には精神疾患を併発
しやすいことを発信してきまし
た。しかしその発症機序は不明で
あることから、現在私たちは、糖
尿病の際にどのような機序で中

枢神経が障害されて精神疾患を
発症するのか明らかにするため
に研究を進めています。一方で、
糖代謝などのエネルギー代謝は、
末梢組織でのエネルギーの産生
と消費のバランスにより調節さ
れると言われていますが、最近に
なって、その調節は中枢神経によ
り制御される可能性が指摘され
ています。そこで私たちは、エネ
ルギー代謝の中でも摂食調節と
血糖調節に注目し、これらの機能
が中枢神経によりどのように制
御されるのか研究しています。現
在、肥満人口や糖尿病患者数は世
界的に増加しており、それに伴う
生活習慣病が社会問題になって
います。エネルギー代謝を中心に
末梢組織と中枢神経が互いに影
響を及ぼすと、肥満や糖尿病によ
り中枢神経機能が障害され、それ
によりエネルギー代謝調節が悪
化する、という負のスパイラルが
生じ、疾患の状態が悪化すること
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が懸念されます。エネルギー代謝
を中心とした中枢神経と末梢組
織との連関のメカニズムが明ら
かになれば、それらの予防や対
策、さらにはQOLの向上につなが
るものと考えています。
教育面では、薬物治療関連の講
義ならびに実習を担当していま
す。薬学では、6年制に変わった
ことで、より臨床に繋がる教育が
求められており、薬物治療学領域
は基礎と臨床を繋ぐ大切な領域
であることから、講義中に症例を
提示したり、実務家教員と協力し
て実習や演習を行うなど、大学で
勉強しながら学生が臨床現場を
意識できるように工夫していま
す。
講義や実習 ・ 演習のみならず、
研究室での活動等、学生との様々
な交流を通して、将来様々な分野
で活躍するための基礎力を身に
つけた人材の育成を目指してい
ます。
教授 池田 弘子

星薬科大学報第88号
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研究室紹介

病態生理学研究室

前列左から6人目 武藤教授、
5人目 清水准教授 7人目 福地助教

病態生理学研究室は新星館4階
にあり、武藤章弘（教授）
、清水孝
恒
（准教授）、福地由美
（助教）の3
名の教員と、学部卒論生59名が在
籍しています。
病態生理学研究室では、薬物治
療Ⅰ（武藤、清水）、薬物治療Ⅱ
（武
藤）、薬物治療Ⅴ（武藤、清水）
、症
候をよむ（武藤）、病態解析学特論
I（大学院、武藤、清水）、事前学
習
（一部 ： 武藤、清水）
研究入門、
生物系実習Ⅰ・Ⅱ（福地）
を講義・

研究室紹介

実習科目として担当しています。
病態生理学研究室は、平成12年
に「薬剤師と医師の連携をみすえ
た薬学教育を現役医師が行う」こ
とをコンセプトとして創設され
た比較的若い教室です。当教室
では自己免疫性甲状腺疾患であ
るバセドウ病に関する研究、白血
病、骨髄腫に関する研究、骨肉腫
に関する研究を行っています。バ
セドウ病の研究では、TSH受容
体に対する抗体産生が誘導され
る機序や発症時の免疫状態、臓器
合併症などについてモデルマウ
スを用いて検討を行っています。
白血病、骨髄腫に関しては、増殖
と細胞死調節、分化誘導に関わる
分子機構について、新規治療法の
確立を目指して研究を行ってい
ます。特に若年者にみられる難治

性悪性腫瘍である骨肉腫に関し
ては、疾患モデルマウスを用いて
骨肉腫細胞の悪性度の進行に関
する分子機構の解明、新規治療法
の確立と疾患特異的標的分子の
解明を目指して研究を行ってい
ます。
当教室では、専門分野に関する深
い知識の取得と理解をすること、
専門分野の異なる人にもわかり
やすく伝える能力をのばすこと、
生活リズムをはじめ教室の一員
として自己マネジメントを行う
ことを基本としています。学生と
ともに学びながら、アカデミック
な環境、楽しい研究生活、活発な
議論ができる機会と場所を提供
していきたいと考えています。
教授 武藤 章弘

機能形態学研究室

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

研究室のテーマは、平成5年の
研究室開設からの
「生活習慣病病
態時における血管障害のメカニ
ズムの解明ならびにその治療法
の確立」を中心に進めています。
約25年に渡る研究の結果、様々な
薬物・栄養食品において、これま
で明らかとされていなかった血
管における新規治療方法を分子
レベルから生体レベルまで多数
見出すことに成功しています。更
に、血管障害の解明だけではな
く、老化、肥満、糖尿病によって
生じる各種臓器の機能低下の発
症 ・ 進展メカニズムを考える際
に、臓器組織に通じる血管の機能
低下、血流の低下に着目し、血液
循環の観点からも研究を行って
います。この様な研究は、教員、
学生とも国内外の学会、海外の一
流誌に論文発表するという小さ
なゴールではありますが、目標に
向かうことによって進めていま
す。昨年は、日本薬学会第138回
年 会（2018年）お い て 当 研 究 室 の
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歴代学会発表で最も多い、20演
題
（2018年度学生学会総発表数
38演題）を発表することが出来ま
した。
学会発表の準備段階では、教員
を不安にさせている学生が、本番
では堂々として発表し、質問に答
える学生の成長が見て取れます
が、これらの結果は、教員の指導
だけでは決してありません。多
くは学生自身による自主的な準
備
（実験も含みます）
、練習、勉強
した結果であり、機能形態学研究
室では積極的、能動的な行動を心
がけています。時には、最近の学
会会場ではめずらしい個性あふ
れる発表になる事がありますが
……。この様に当研究室の在学中
はもちろんのこと、卒業後も、独
自の路線で成長し、薬学的知識は
もちろんのこと、社会人として発
展出来るような学生の輩出、そし
て研究室自身も発展していくこ
とを目指しています。
教授 小林 恒雄

星薬科大学報第88号
（平成30年10月）

●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
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）

●茶道部
こんにちは、星薬科大学茶道部です。
今年度は8名の1年生を迎え、1年生から3年生ま
で計27名の部員が在籍しております。
普段、週に2回、月曜日と木曜日に活動しており、
秋のお茶会に向けてお稽古に励んでいます。
秋のお茶会では、外部のお茶室をお借りして
OBOGや他大学、部員関係者などをお招きしておも
てなしします。普段のお稽古での学びを発揮でき
る貴重な機会です。
茶道での学びはお茶に限らず、日常生活にも通
ずることがたくさんあります。皆さんも茶道を始
めてみませんか？いつでも見学お待ちしておりま
す。
（茶道部 部員一同）

夏合宿の集合写真

学長室だより

＜第 9 話

「平成」の 30 年を振り返って＞

ごきげんよう。星薬科大学学長室です。
来年は、新しい元号になります。そこで今回は、平成30年の時代を、星薬科大学のトピックスと共に振り
返ってみましょう。
平成元年（1989年）
、世界では、中国の天安門事件、ドイツのベルリンの壁崩壊、米ソ冷戦の終結と歴史的大
転換の年でした。日本では、消費税が税率3%でスタート、年末には日経平均株価史上最高値3万8957円を記
録しました。
平成3年
★湾岸戦争、ソ連崩壊
平成13年（2001年）
、星薬科大学では、最先 （1991年） ★星薬科大学創立80周年
端の技術を集約した研究棟
「新星館」が竣工、 平成10年
そして平成16年（2004年）
、主に学生実習室や （1998年） ★大谷記念研究助成金制度発足 ★長野五輪
研究室で構成された
「第2新館」の竣工により 平成13年 ★「新星館」竣工
★9.11米同時多発テロ
薬学6年制へのハード面の整備が完了しまし （2001年） ★星薬科大学創立90周年
た。
平成16年
★
「第２新館」竣工
★アテネ五輪北島康介金
平成25年（2013年）ドイツのヴュルツブル （2004年）
★Facebookがブームに
ク大学と学術交流協定締結。多くの海外有名 平成22年 ★星薬科大学創立100周年記念
国立大学と協定を締結し、活発な国際交流を （2010年） 「百年記念館」竣工
平成23年 ★星薬科大学創立100周年
★東日本大震災
推進しています。
（2011年）
★創立100周年記念チャリティー
次の時代も学生の煌めく笑顔が満ち溢れ
コンサート開催
る星薬を……。
★
「星薬科大学歴史資料館」竣工
学長秘書
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渡邊

明美
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剣道部
こんにちは。剣道部です。
わたしたちは週に二回、月曜日
と金曜日に剣道場で活動してい
ます。
3年生二人、2年生五人、1年生
三人と部員は少人数ですが、アッ
トホームな雰囲気の中、日々切磋
琢磨しながら練習をしています。
剣道はよく「礼に始まり礼に終わ
る」と言われる、非常に礼儀を重
んじる武道です。このように言
うと堅いイメージがあり厳しい
部活だと思われるかもしれませ
んが、私たちの剣道部は、稽古中
は厳しくそれ以外では和気あい
あいと楽しく過ごすことをモッ
トーにしているので、先輩後輩の
距離は近くコミュニケーション
も取りやすいです。私自身も、そ
の雰囲気の良さから入部を決め
ました。
星薬大剣道部としては、春と秋
の関東医歯薬獣医科大学剣道大
会、8月の全日本薬学生剣道大会、
10月の関東薬学生剣道大会と、毎
年主に4つの大会に出場していま
す。
薬学部は主に医療系学部の大

会に出ることが多いので、他大学
との繋がりが作りやすいです。毎
年出場している大会の中でも、連
盟創立当初から加盟している関
東医歯薬獣医科大学剣道大会は
歴史が長く、去年創立60周年を迎
えました。この大会で、星薬剣道
部は、25年度新人戦優勝、翌年度
新人戦2位という成績を残してい
ます。
また、28年度の関東薬学生剣
道大会では、女子団体戦3位とい
う成績を残すことができました。
ここまで大会についてまとめ
ましたが、普段の活動内容や部活
の雰囲気について紹介します。毎
年、入部してすぐの5月には、剣
道部間で交流を深めるために明
治薬科大学と東京薬科大学と練
習試合をしています。この機会を
通して他大学の同期、先輩後輩と
仲良くなり人脈も広がりました。
6月には、東薬が主催する剣道大
会があり、長期の休みには他校に
遠征に行って試合や稽古をした
りすることもあります。
大学で剣道部に入ろうと考え
る人の中には、中学高校で剣道部
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に所属していたという人や、小さ
いころからずっと習っていたと
いう人など、剣道に触れたことの
ある人が多いと思います。その中
で大学から初心者で剣道を始め
るのは難しいのではないかと思
うかもしれません。ですが、星薬
の剣道部は初心者でも始めやす
い環境が整っていると思います。
防具代は一式揃えるとなると結
構高くなるのですが、部が防具代
の半額を負担してくれるので自
分の防具を揃えやすいのです。稽
古は、基本技を重点的に、応じ技、
地稽古をしていますが、それぞれ
の希望を取り入れてメニューを
考えています。
その影響もあってか、毎年初心
者の方も入部してくれています。
大学では新しいことを始めたい
と考え、剣道から離れてしまう人
もいるのが事実ですが、初心者の
方も経験者の方も入りやすい部
活を目指しているので、興味があ
ればぜひ活動日に体育館1階の剣
道場に見学しに来てください。お
待ちしています。
剣道部 部長 桑田 結以

星薬科大学報第88号
（平成30年10月）

写真部
皆さんこんにちは！
星薬科大学写真部です。
現在、写真部は1年生から4年生
まで計31人の部員で活動してい
ます。
（男子9人/女子22人）
"写真"に興味がある方は大学生
である今が始める良いタイミン
グだと背中を押したいと思いま
す。というのも大学生になると
サークルの合宿、友達との海外･
国内旅行、そして一人旅など活動
範囲が大きく広がります。そのお
供にカメラを持ち歩くと、旅先で
の景色や体験、食べた物などを鮮
明に残すことが出来ます。いつか
振り返った時に大切な思い出に
なることでしょう。
写真部ではカメラを持ってい
ない初心者の方も歓迎しており
ます。高校までだと写真を趣味に
してみたいと思うことがあって
も自分の一眼レフカメラを持つ
ことは金額的にもなかなか難し
いものです。
筆者の私自身その1人でした。
ですが星薬の写真部には部が
所有する一眼レフカメラがあり、
部員に向けてカメラの貸出をし
ています。
そのことに魅力を感じ写真部
に入部しました。借りたカメラを
持ち出して色々な機能を確かめ
るように写真を撮ってみると、い
つもと違う写真が取れることに

楽しさを感じました。そして入部
して半年後には自分の一眼レフ
カメラを購入しました。写真部の
様々なカメラを試すことで自分
の撮りたい物やそれに必要な機
能などを絞り込むことが出来て
カメラ選びに役立ちました。
また既に自分のカメラを持っ
ているという人でもアクション
カメラであるGoProや、トイカメ
ラ、フィルムカメラなど様々な種
類のカメラが写真部にはあるの
で気軽に新しいカメラを試せる
場として利用していただけたら
と思います。
写真部の活動日は不定期です。
そのため他のサークルとの兼
部も容易で、事実多くの部員が2
つ目、3つ目の兼部先として写真
部を選んでいます。
主な活動は薬祭での写真の展
示になります。部員達が薬祭に向
けて1年間撮り溜めてきた写真を
皆様の前に展示します。この学報

薬祭での写真の展示
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にも掲載スペースを頂いている
のでいくつか写真を載せておき
ます。
今年から薬祭で人気があった
写真は、薬祭の終了後にも学内に
展示される予定です。見掛けた際
は是非そちらもご覧下さい。
スペースの都合上ここまでに
なりますが読んでいただきあり
がとうございました。最後に、こ
の学報を読んで自分もカメラを
借りてみたいと思った方。少し
でも写真部に興味を持った方は
是 非7号 館1Fの 部 室、 も し く は
写真部のTwitterのアカウント@
hoshl_photoの方までご連絡下さ
い。部員一同お待ちしておりま
す。
写真部 部長 實成 直也

部員の作品
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