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学長就任にあたり
私はずっと研究畑を歩いて参
りましたが、丁度大学が独立行政
法人となる前後に、研究と並行し
て大学本部で７年間、大学のマネ
ジメントを学ぶ機会に恵まれま
した。初めて大学全体の環境安全
本部のシステムを作りあげ、その
本部長となり、現場での問題解決
を含め色々な状況に遭遇しまし
たが、何とか勤め上げることがで
きました。またその他にも法学部
の先生と大学中の規定を全て読
み直すなど様々な経験を積むこ
とができ、これらの経験を少しで
も生かすことが出来たらと思っ
ています。
ご存知のように星薬科大学の
理念は、社会に貢献する人材を育
成する揺り籃となることと、それ
に加え、
「親切第一」です。この
「親
切第一」という言葉は最近は殆ど
聞かなくなった言葉です。何か古
いように感じる方がおられるか
もしれませんが、現在、改めて考
えますと、不思議ですがかえって
新鮮な香りがする言葉だと、私は
思っています。私が生きてきた半
生を考えましても、もう私の若い
頃の状況は現在の若い人には全

なかにし

中西

く通用しない、と言いますか想像
できないかと思います。そしてそ
のまた前に遡って、星一先生が生
きておられた時代の世の中はも
う誰も実情を理解することは困
難でしょう。しかし、星一先生が
言われた言葉、
「 親切第一」はどん
なに世界が変わってきても、時代
を越えて私たちに語りかけるの
です。つまり、時が経っても人の
心は変わらないことを意味して
いるのではないかと思います。
学長となって次第に判ってき
たことの中で非常に感動してい
ることは、本学の先生方の情熱が
研究だけでなく、教育にも大きく
向かっている点です。つまり、大
学が本来果たすべき役割のひと
つが教育であることを改めて実
感させていただきました。今まで
私がおりました環境では、教員は
研究第一という雰囲気でした。勿
論これが悪い訳ではなく、その結
果、素晴らしい成果が挙げられて
いるのは事実です。しかし本学の
先生方の研究だけでなく将来の
人材の育成、すなわち教育に対す
る情熱に深く感じ入ったところ
です。

とも こ

友子

【略歴】
1978年 東京大学大学院理学系研究科博士課程修了
理学博士（東京大学）
1978年 （財）
実験動物中央研究所研究員
1982年 日本ゼオン（株）技術開発センター研究員
1983年 米国カリフォルニア大学
ローレンスバークレイ研究所博士研究員
1987年 東京大学農学部 助手
1990年 東京大学農学部 助教授
2001年 東京大学大学院農学生命科学研究科 教授
2002年 東京大学総長補佐（併任）
2005年 放射線医学総合研究所客員研究員
日本学術会議会員
2006年 東京大学環境安全本部・本部長（併任）
2016年 東京大学定年退職、東京大学名誉教授・特任教授
2019年 星薬科大学学長
【授賞など】
2000年 猿橋賞
2002年 原子力学会貢献賞
2010年 日本放射化学会賞

2013年
2015年
2016年
2017年
2019年

星薬科大学

中

西

友

学長

子

勿論、大学における研究の重要
性は改めて言うまでもありませ
ん。この点に関しましては、私の
これまでの研究経験を生かせる
部分が大いにあるように思って
います。
教育と研究は大学の大きな両
輪です。これからも色々な方から
のご指導、ご鞭撻をいただきなが
ら、これらがバランスよく発展す
るよう、本学の発展に向けて頑
張っていきたいと思いますので、
何卒宜しくお願い申し上げます。

フランス国家功労勲章（シュバリエ）受章
スウェーデン王立工学アカデミー会員
Hevesy賞受賞
スウェーデンイオテボリ王立科学アカデミー会員
スウェーデン、チャルマーズ工科大学名誉博士

【学外委員など】
＜学会関連＞元土壌肥料学会理事、元日本植物生理学会理事、元日本放
射化学会会長など
＜学外委員＞文部科学省科学技術 ・ 学術審議会委員、日本ユネスコ国内
委員会委員、文部科学省文化審議会委員、文部科学省参与、文部科学省中
央教育審議会大学分科会委員、文部科学省宇宙開発委員会専門委員、文
部科学省独立行政法人評価委員会委員（日本原子力研究所、理化学研究
所）、財務省独立行政法人評価委員会委員、農林水産省農林水産研究基本
計画策定委員会委員、農林水産省生物多様性影響評価検討会委員、産業
技術総合研究所 運営諮問委員、京都大学次世代育成センター委員、北海
道大学創生科学研究所運営諮問委員、内閣府総合科学技術会議専門調査
会委員（基本戦略、評価、科学技術システム改革ほか）、内閣府原子力委員
会原子力大綱策定委員会などを兼任。
＜賞関連＞元ブループラネット賞選考委員、元京都賞選考委員など
現在、内閣府原子力委員会委員、日本工学アカデミー副会長、日本農学ア
カデミー会員、科学技術振興機構ERATOプログラムオフィサー、加藤記
念バイオサイエンス振興財団評議委員、技術同友会幹事など
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学長退任にあたり
7年間、星薬科大学の学長という
職責を何とか全うできました事は多
くの学内の先生方、事務官の方々の
ご支援によるものだと深く感謝申し
上げます。任期の半ばで慢性腎不全
という障害に至ったにもかかわら
ず、理事長はいじめ、理事会、同窓
会の皆様、教官、事務官の励ましの
おかげで任期を全うすることが出来
ました。疾病を抱えていた関係で学
内行事や先生方との交わりも十分で
きず今もって大変申し訳なく思って
おります。
企業での研究開発の経験しかな
い私を受け入れていただき、大学に
は厳しい社会環境の中で、将来に向
かっての目標を立、少しずつですが
歩みを進めてこられたように思いま
す。教育の質の向上、研究活動の活
性化、大学間連携による新しい薬科
大学への模索、グローバル化による
視野の拡大等を掲げ歩んでまいりま
した。教育の質の向上については国
家試験、就職環境整備、大学院、ポ
スドク制度の充実を取り上げ様々な
対策を練り上げ、成果を上げてきた
ように思います。研究活動の活性化
は、5年前、理事会のご理解と学内
資金を拠出していただき先端生命科
学研究所を構築し星薬科大学の特徴
ある研究拠点形成と新しい研究課題
の構築、それに伴う若手人材育成に
注力してまいりました。特に外部資
金の獲得強化は研究教育大学を目
指すためには重要な課題であり、学
内にイノベーションセンターを立ち
上げ、URAシステムをどこの大学
より早くから取り入れてまいりま
した。その結果、科学研究費の獲得
率は年々向上し、私立薬科大学で最
も優れた評価を得るようになりまし
た。また、成田教授、葛巻講師、五十
嵐教授、田村准教授、大塚助手等の
努力のおかげで、文部科学省、農林
水産省、AMEDOからの大型競争的
資金を獲得し、研究体制を整備し、
脳神経科学研究を基盤にした緩和医
療への展開を志すことが出来てお
ります。杉山教授、亀井教授のご努
力で企業、大学間連携を強化し、隈

笹エキス、機能性ペプチド、セサミ
ン、アラキドン酸、プラセンタエキ
ス。アスタクっスのさらなる研究展
開、難消化性多糖、腸内環境の微生
物制御等、消費者、社会が求める天
然資源の応用を考え企業、大学との
連携により開発という分野を立ち上
げてまいりました。その間、五十嵐
講師、今講師、岩崎講師、そして多
くの大学院学生、ポスドクの育成に
貢献し、成果を上げてきたように思
います。このような試みが開花し、
星薬科大学の特徴ある研究開発活動
の拠点に成長してくことが出来れば
と願っております。大学関連系、グ
ローバル化については元気であった
初期においてチャレンジしてまいり
ました。特に医科大学との連携によ
る研究力強化、薬剤師実務実習教育
の充実したカリキュラム構築のため
に国内外の大学研究機関との連携を
進めてまいりました。海外の大学と
の連携には強い思いで対処してまい
りました。ドイツのビルツベルグ大
学との学術提携、チュラロンコン大
学、中国の浙江工業大学には具体的
提案をし、現在、多くの学生 ・ 教官
の交流を盛んに行っております。私
が元気であればさらに一層の具体的
提案のもとに交流を活性化できただ
ろうと一部残念に思っております。
学内においての改革を推進してま
いりました。入試対策、その為の広
報活動の強化、オープンキャンパス
の見直し、各種大学説明会の再検討
を行ってきた結果、毎年、質の高い
学生を確保することが出来たように
思います。何よりも力を入れてきた
のが教職員の評価制度の確率と実行
です。それぞれの先生方の適正な評
価による、昇給、昇格の実現。まだ
まだ緒に就いた段階ですが組織の活
性化には大変重要な課題だと考えて
やってまいりました。組織運営の方
法も従来とは異なった体制を構築
し、責任体制の強化、決議事項の迅
速化に努めてまいりました。責任体
制の強化においては研究教室間連携
をより一層、円滑に進めるため、研
究室を7つの領域に分け、それぞれ
−2−
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の領域で連携を図り、教育、研究の
質をそれぞれが責任をもって向上さ
せる組織づくりを行ってまいりまし
た。大学における様々な問題を適格
に迅速に決めていくために、教授会
の上部組織としてスタッフミーティ
ングを毎月一度開催し、大学内での
重要な学事に係る問題を討議し、決
定してまいりました。この会議に
は領域長が参加し、議論し、決議す
る仕組みを取り入れ、学内における
様々な問題、大学間を取り巻く問題
点を共有化し、星薬科大学の将来あ
るべき姿を戦略的に考え問題解決を
迅速に進める組織運営を心掛けてま
いりました。ある程度の基盤が構築
できたものと考え、次の学長に引き
継いでまいります。健康を維持でき
ていれば、一層、教職員の多くの皆
様とさらなるコミニュケーションを
計れたものと思いますが、その点に
関しましては深くお詫び申し上げま
す。7年間、今考えれば束の間の出
来事のようです。企業の研究所員か
ら、金沢大学、星薬科大学と思いも
かけない大学人生活、本当に人生最
後にいい経験をさせていただきまし
た。全ての教職員の皆様、理事会、
評議員会、同窓会、揺籃会、そして
本学の学生の皆様に深く感謝申し上
げます。

星薬科大学報第89号
（2019年4月）

平成30年度 学位記授与式の挙行

を行いました。薬学科10名、創薬
平成30年度学位記授与式を3月
科学科2名の特別奨学生に対し、
15日
（金）に、星薬科大学本館メイ
表彰状が授与されました。
ンホールにおいて執り行いまし
続いて、星薬科大学特製白衣授
た。当日、キャンパスは色とりど
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
院生が学会等で受賞するなど、そ
凛々しいスーツ姿の男子学生た
の顕著な活躍に対する大学から
ちの誇らしげな笑顔とご家族皆
の褒賞として、賞状と共に授与さ
様の喜びの笑顔で溢れていまし
れます。対象者5名が学長より賞
た。
学位記授与式は、来賓、理事、 状と特製白衣を授与されました。
続いて、学長賞3名が賞状と記念
教員等の列席の下、
「 国歌演奏」で
品を授与されました。
開始され、大学院学位記授与で
星薬科大学同窓会会長小船新
は、大学院薬学研究科4名、総合
一様よりご祝辞を頂いた後、在学
薬科学専攻 修士課程17名、課程
生代表送辞、卒業生代表答辞、そ
博士4名、課程外博士１名にそれ
ぞれ、博士学位記、修士学位記が、 して、卒業生代表者より記念品
（ダイヤル錠付ミニロッカー 54
田中学長より授与されました。
個）の寄贈があり、出席者全員に
大学学位記授与では、薬学部
よる
「校歌」合唱、
「 蛍の光」斉唱で
薬学科242名、創薬科学科25名に
式は終了しました。同日午後に
対し、田中学長より学位記が授与
は、グランドプリンスホテル高輪
されました。
田中隆治学長より学長告辞が、 にて、平成30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
が述べられた後、特別奨学生表彰
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平成30年度 学位記授与式 理事長式辞

皆さん、本日は学位記授与、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され、めで
たく本学を卒業されますことに
心よりお喜び申し上げます。
今まで本当にたくさんの努力
を重ねてきたものと思います。そ
の頑張りに、深く敬意を表しま
す。そして、皆さんを導いてくだ
さいましたご家族の皆様、ご両親
にも、心より御礼申し上げます。
また皆さんにたくさん勉強を教
えていただいた先生方、本当にあ
りがとうございました。
先ほど学位記を授与された
時、卒業生の皆さんがにこやかに
笑っていて、本当に私も嬉しいで
す。是非、今日という日の思い出
に、星一先生の銅像前など、キャ
ンパス内でたくさん写真を撮っ
ていただき、学位記と併せてご家
族にお見せして、感謝の意を伝え
て差し上げてください。
これから社会に出ていく、ある
いは大学院に行ってワンステッ
プ上の勉強をしていくことと思
いますが、常に心に留めておいて
頂きたいことが2つあります。ま
ず、
「本学は、薬学を通じて、世界
に奉仕する人材育成の揺籃であ
る」という星薬科大学の建学の精
神です。これは一言で言えば、本
学で学んだ薬学を通じて、世の中
のお役に立つということを実践
して頂きたいということです。そ
してもう一つ、本学の教育理念で
ある
「親切第一」です。これも何十
回と聞いてきたことと思います

学校法人星薬科大学理事長

が、本学の大切な根本理念ですの
で、是非忘れずにいてください。
社会に出て一番変わること、そ
れは必ずしも正解があるわけで
はないということです。皆さんは
本学で知識をたくさん身につけ
てきましたが、社会に出ると、答
えがないものがたくさんありま
す。例えば、在学中に対策してき
た国家試験であれば、
「 答え合わ
せ」ができますので、正しい答え
を得ることができたと思います。
つまり、情報として薬学の知識を
身につけるということが基本に
なっていました。
しかし社会に出ると、答えがな
い、あるいは見つかっていないと
いうことが多々あり、そうなる
と、先程田中学長が告示の中で申
されたように、知恵を身につける
必要があるのです。すなわち、知
識や経験を必要な場面に応じて
道筋を立てて活用する力が必要
になります。私は、皆さんが知恵
を用いて、世の中でまだ答えがな
いもの、見つけられていないもの
に対しても答えを導き出せるよ
うな、これからの世の中のお役に
立つ人材になっていただくこと
を期待しております。
学長の告辞にもありましたが、
先人たちが築いた薬学を知識と
して身につけた皆さんにこれか
ら求められるのは、これを進歩さ
せ、次世代へと繋げていくことで
す。現在の日本は、高齢化社会等
様々な問題を抱えていますが、例
えば薬学が少しずつでも進歩し
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大谷

卓男

ていけば、その状況を変えていけ
る可能性があるのです。人々が
ずっと健康で暮らしていける、生
きていける社会造りへと繋がっ
ていくのです。是非、身につけた
知識を用いて知恵を磨き、薬学の
進歩に貢献して頂ければと思い
ます。
また、星薬科大学の創設者であ
る星一先生は、
「 志を持ちなさい」
と申されています。自身の人生に
おける目標志を持って高く設定
することで、もっと頑張ろう、挑
戦しようとなるわけです。本学の
卒業生である皆さんには、高い志
を持って人生を歩んで頂きたい
と願っています。
これから社会に出ると容易で
ないことがたくさんあります。学
業をもっと深める上でも、高度に
なればなるほど色々な山があり
ます。それにくじけることなく、
これからも頑張ってくださいね。
諺の中に、
「 早く行きたいなら1
人で行きなさい。遠くに行きたい
なら仲間で行きなさい」というも
のがあるそうです。本学の卒業生
である皆さんには、
「 親切第一」を
胸に社会の一員として周囲と協
力し、志を持って薬学の進歩に貢
献していくことで世の中のお役
にたてるよう、前を向いて羽ばた
いていくことを切に願い、私から
の式辞とさせていただきます。
皆さん、本日は誠におめでとう
ございます。ご父母の皆さまに
も、心よりお祝い、そして感謝を
申し上げます。

星薬科大学報第89号
（2019年4月）

平成30年度 学位記授与式 学長告辞

本日ここに、平成30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242名、創薬科学科25名、大学
院薬学研究科4名 総合薬科学専
攻 修士課程17名、課程博士4名、
課程外博士1名の方々に学位記、
修了証書をお渡しできましたこ
とは、本学の大きな喜びでありま
す。心より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ご子息、御嬢
様方が巣立っていかれる日を迎
えられることは喜ばしい日であ
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。あるいは基礎薬学、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
課題に取り組み研究成果を上げ
た学生、病院、薬局で実務実習を

やり遂げ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 学 び、
様々な経験を通して成長し、新た
なる目標を目指して邁進してい
かなければなりません。そのため
には自の与えられた仕事に励み、
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、職場と社会に貢
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。
卒業生の大半は病院薬局、調剤
薬局、製薬業界と医療現場で自ら
の将来を託していこうと考えら
れているものと思います。諸君も
ご存知の通り、日本は今後、世界
に先駆けて超高齢化社会を迎え
ようとしております。戦後、日本
国民の努力により、社会環境が
改善され、日常の食生活が向上
し、更に、優れた医薬品が開発さ
れ、治療診断方法が進歩する中で
これまで治療が難しいと考えら
れていた疾病が治癒されるよう
になり、予防医学、情報機能の発
達により健康志向が向上し、将来
の平均寿命が100歳を超える時が
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星薬科大学学長

田中

隆治

もうまじかであると指摘されつ
つあります。医薬品の開発も従来
の低分子医薬から抗体医薬、高分
子医薬、核酸医薬、更には再生医
療、細胞治療へと、つい最近まで
は開発製造が難しいとされてい
た薬剤までが次々に開発され安
全で副作用がなく、短期間で治療
が可能な医薬品が開発されてま
いりました。診断技術においても
AI機能、イメージング技術が発達
し、的確な診断と早期発見に伴う
治療が行われ、医師、薬剤師の役
割がますます重要であることが
認識されています。このような社
会環境の中で常に求められる医
療人とは何かを考えながらやっ
ていかなくてはならない立場に
立たされることになります。進歩
の速い技術開発に伴った職場の
責任ある立場に就く人にはその
立場で一貫した高踏的な理念と
理想的目標が必要です。そのため
にはまず、強いリーダーシップが
求められます。求められるリー
ダーシップとは遠い将来を見据
えた洞察力と崇高な叡智をもっ
て、決定したことをそれぞれの構
成員の理解のもとに遂行してい
ける人だと思います。いかなる組
織でも全員の賛同を得ることは
難しいことでしょう。私は組織の
中の人達とよく話し合い、理解を
求めることが非常に大切だと思
います。しかし、相手の同調を得、
調和を図ろうとするあまり、当初
の理念を曲げることがあっては
なりません。この点は指導者とし
ての人格、人柄が表れる点でもあ
ります。そして指導的立場にある
ものはその責任を常に考え行動
することだと思います。現在の日
本はあまりにも成熟した社会で
あり、ともすれば現状を維持しよ
うとする心が先に立ち、改革をす
る心を忘れがちであります。しか
し、皆さんが今後活動する社会は

星薬科大学報第89号（2019年4月）

超高齢化に向かう誰もが経験し
たことのない大きな改革が期待
される社会であります。護送船団
方式が消滅し、各自が先見性を持
ち、将来を開拓していかなければ
なりません。この大きな変化の中
で新しい超高齢化社会の仕組み
を作っていかなければ日本の将
来は豊かなものにはなっていき
ません。
私たちは先人によって築かれ
た普遍的な薬学、生命科学を学び
知識を広げてまいりました。しか
しこれまでの知識だけでは新し
いことの発見、発明に繋がりませ
ん。さらに物事の道理をよく理解
した自立した考えによる知識が
必要です。この知恵は他人に依存
するのではなく独立自尊の心を
持ち自分で正しく判断すること
により育成されるものだと思い
ます。現在の最高の教育を受けて
きた諸君に最も重要なことは知
識ではなく深淵なる知恵であり
ます。そして調和した人格を備え
た、人類の将来のために貢献でき
る医療人であることを願ってや
みません。
もう一つ重要な点は多くの人
達に寄り添い、頼りになる人格
形成を構築することだと思いま

す。平均寿命が延び、人類が経験
したことのない超高齢化社会の
中で新しい社会環境が生まれて
くることでしょう。高度な薬剤、
医療で寿命は延びるかもしれま
せんが一方で起こる高齢化社会
での新しい社会問題が発生して
くるものと考えます。高齢化は考
え方を変えれば老化していくこ
とであります。神経系の障害、筋
肉系の障害は避けては通れませ
ん。精神疾患、介護の必要な老年
の身体的ケアーと同時に大変重
要である心のケア―がますます
必要になるものと考えます。医療
にかかわる者は、多くの高齢者を
如何に元気で生涯を全う出来る
かを考えると、高齢者ゆえに生じ
る心の悩み、社会的な悩みを如何
にケアーするか、これらのことも
今後、医師、薬剤師、看護師の重
要な役割だと考えます。かかり付
け薬剤師の役割、在宅医療の増加
を考えるとますます高齢者の心
のケアができる医療人が求めら
れる社会になってくると思われ
ます。このように大きく変わろう
とする社会の中へ諸君は今まさ
に巣立っていかれます。今後は一
層、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。
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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。
本学は今後、一層、教育の質の
向上、研究力の強化、地域社会と
連携した活動、グローバル化を果
たす、国内外で特徴のある大学を
目指してまいります。それらの成
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、社会
人教育に一層力を注いでまいり
ます。
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、研究開発の相
談で、また再び母校を訪ねられる
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。

星薬科大学報第89号
（2019年4月）

平成30年度 学位記授与式 在学生代表 送辞

暖かく柔らかな日差しに、春の
陽気を感じることができる季節
となりました。
この良き日に星薬科大学をご
卒業される皆様、誠におめでとう
ございます。
在学生一同、心よりお祝い申し
あげます。

学位記授与式を迎えるに当た
り、先輩方は、星薬科大学で過ご
した日々をどのように振り返っ
ていらっしゃるでしょうか。
多くの出会いの中で様々な体
験をし、それぞれかけがえのない
思い出を築き上げてこられたこ
とと思います。
私達在学生にとって、先輩方は
常にお手本となる存在でした。
多忙な学生生活の中で学業だ
けでなく、課外活動等にも全力で
取り組まれている姿を見て、私達
在学生は大いに刺激を受け、励ま
されました。
先輩方と一緒に過ごした時間
を通して、私達は星薬科大学の学

生としての自覚を持つことが出
来たように思えます。
これからは、先輩方から学んだ
ことを活かして、有意義な学生生
活を送るとともに後輩たちのお
手本となれるよう精進してまい
りたいと思います。
最後になりますが、これまで私
たちを導き、支えてくださったこ
とに心から感謝の意を表し、皆様
のご健康とご活躍をお祈り申し
上げ、送別の言葉とさせていただ
きます。
在学生代表
藤澤 菜々

平成30年度 学位記授与式 卒業生代表 答辞

春の息吹を感じるこの良き日
に、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催
して頂き、卒業生一同、心より御
礼申し上げます。
また、大谷理事長、田中学長、
ならびにご来賓の方々より温か

い訓辞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。
私たちは４年あるいは６年前
の春に、皆、期待や不安など様々
な想いを抱いて本学に入学いた
しました。長い学生生活の間、楽
しく有意義なことはもちろん、辛
く苦しいことも経験致しました。
そのような時、互いに学友たちと
支え合い、先生方や先輩達にも励
まされ、皆、大きく成長すること
が出来ました。
私達は今日、それぞれ新たな世
界へと旅立ちます。社会へ出て職
責を果たす者や今後さらに学問
の道へ進む者、どのような道に進
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もうとも、星薬科大学で学んだ全
てのことを糧とし、広く社会で貢
献できる人材となれるよう、卒業
生一同、精進して参ります。
今日までご指導くださりまし
た先生方、様々な場面で支えてく
ださった職員の皆様、ともに学生
生活を過ごした友人、今まで温か
く見守り続けてくれた家族、お世
話になりました全ての方々に深
く御礼申し上げます。
そして、最後になりましたが、
皆様のご健勝と星薬科大学の更
なる発展を願い、答辞とさせて頂
きます。
平成30年度卒業生代表
吉田 小莉

星薬科大学報第89号（2019年4月）

平成30年度学位記授与式での合唱について

平成30年度学位記授与式にて
サプライズとして合唱をさせて
いただきました。まず最初にこの
企画が立ち上がったきっかけは、
当時4年の柏葉雅仁との何気ない
会話からでした。彼からの「何か
サプライズしたいですね」から始
まり、卒業式といえば合唱だろう
と即決したことがスタートでし
た。根拠のない自信を持つことだ
けが取り柄である私たちは、どう
すれば実現できるのか試行錯誤
しながら行動し当日までの2 ヶ月
を家族よりも長い時間共に過ご
しました。それらを通じて、私が
感じたことをお伝えできれば嬉
しいです。
まず懸念点として、有志企画と
いうこともあり「学校側の協力を
得られるのか」と「有志の人数が
集まるのか」がありました。
「 学校
側の協力を得られるのか」につい
ては、意思と誠意を示すことしか
ありませんでした。それにも関わ
らず、少しの嫌な顔もせずに協力
していただきアドバイスまで頂
きました。先生方や学生支援部な

ど学校の方々の優しさも感じる
ことができました。
次に
「有志の人数が集まるの
か」については、企画当初は卒業
生に露見してはいけないことが
絶対条件でしたので各研究室の
在校生にお願いしながら連絡網
を作るのに苦労しました。連絡網
に100人近く集まった時に練習が
始めることになりましたが、指
定した練習場所にいた参加者は
ほんの数名。その時は、学校にも
協力していただいていたのでプ
レッシャーを感じましたが、参
加してくれた方々に対しての感
謝と責任が芽生えた瞬間でもあ
りました。
「 絶対に成功させなけ
ればならない」とお互い鼓舞しな
がら進むしかない状況で多くの
方々にお願いし、ポスターの作成
などもしました。その数名の有志
にも協力を仰ぎながら徐々に参
加者も増やすこともでき、皆の協
力の大切さを感じる良い機会と
なりました。
また、同じく企画者の柏葉は全
くピアノが弾けませんでした。そ
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れでも
「僕がピアノをやります」
と言いだした時には驚きました
が、私たちは日頃から根拠のない
自信だけは準備してあるので問
題ありません。私もピアノにはほ
とんど触れたことがなかったの
で、練習は当時5年生の柴田萌な
どに協力していただきました。そ
して彼に驚かされたのが、1回目
の練習ではほとんど弾けなかっ
たピアノも2週間後の2回目の練
習ではほぼ弾けるようになって
いたのです。毎日3時間以上は練
習していたらしく、彼らの努力に
も背中を押されながら前に進む
ことができました。
突如始まった企画でしたが、理
事長、学長を始め学生支援部、管
財部、教授、自治会、在校生など
数え切れないほどの多くの方々
のご協力によって成功できたこ
とにとても感謝しております。あ
りがとうございました。
薬学科5年生有志代表
内田 雄基

星薬科大学報第89号
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平成30年度卒業記念パーティーを終えて

今回の卒業記念パーティーは、
前年度に習い早い時期から5年生
に準備 ・ 運営に携わってもらい、
引き継ぎと6年生の負担を軽減さ
せました。5年生には、実務実習
中にも関わらず、全力でサポート
を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、実行委員とし
て最大限のおもてなしをすべく
取り組んできました。
卒業記念パーティーでは、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。特
に6年生の森さんが中心となり動
画の構成や音声などの改善を重
ね、より良いものにしようと必死
に取り組んでくれました。各研究
室の動画では、卒業論文をはじめ
就職活動にも親身に応援してく
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、会
場内の先生方や卒業生の笑顔や
懐かしむ声が聞こえ、我々は実行
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
に相応しいくす玉割りとシャン
パンタワーを出すことに決めま
した。くす玉は委員長である私と
今年で退官される星薬科大学学
長の田中隆治先生が、シャンパン
タワーは実行委員の安達さんと
春園さんがそれぞれ参加のもと
盛大に執り行いました。くす玉割
りの際には、司会の小室君の掛け
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、抽選会では大谷
理事長から特別賞を頂くなどの
配慮により卒業記念パーティー
がさらに盛り上がりました。卒業
記念パーティー実行委員一同、心
から感謝しております。
活動を振り返りますと、私たち
が5年生の頃より先輩方の準備を
拝見していましたが、いざ自分
達が卒業記念パーティーの準備
に取り組むと様々な壁にぶつか
りました。しかし、実行委員全員
の各々の役割を越えたフォロー
や、前年度の先輩方によるサポー
トのおかげで乗り越えることが
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出来ました。また今回は、退官さ
れる先生方が例年より多く、さら
に学長先生も退官されるという
ことで、先生方にとっても特別な
ものになってほしいという思い
で臨みましたが、卒業記念パー
ティーを無事終えることが出来、
また先生方も充実した表情で会
場を出て行く姿を拝見すること
が出来たため、これ以上ない達成
感を感じることが出来ました。こ
の経験は、今後社会で生きていく
上での非常に大きな糧になるの
ではないかと感じています。
最後に卒業パーティーを開催
するにあたりお世話になりまし
た方々、ご支援くださいました揺
籃会、同窓会、自治会および学生
支援部の皆様、山本弘先生をはじ
めとする先生方、そして実行委員
として手伝ってくれました平成
30年度および平成31年度卒業記
念パーティー実行委員の皆様に
感謝申し上げます。ありがとうご
ざいました。
平成30年度卒業記念パーティー
実行委員長 田中 謙一

星薬科大学報第89号（2019年4月）

2019年度 入学式の挙行

2019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
（金）
に、星薬科大学本館メインホール
において執り行いました。当日
は、満開の桜に迎えられ、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、中西友子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322名、博士課
程薬学専攻8名、博士課程総合薬
科学専攻3名、修士課程総合薬科

学専攻19名の代表者から入学生
宣誓が行われました。
その後、大谷卓男理事長より式
辞が述べられ、来賓祝辞に続い
て、来賓、役員が紹介されました。
在学生代表歓迎の辞が述べら
れ た 後、 大 学 役 職 者 紹 介 の 後、
コーラス部の合唱に併せて、出席
者全員による
「校歌」の合唱で式
は終了しました。
入学式終了後には、指導グルー
プ懇談会が開催され、新入生と保
護者の皆様は、各指導グループ懇
談会場にて、それぞれの担当教員
から、これからの大学での勉強及
び学生生活等について説明を受
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けました。
同日午後には、本館メインホー
ルでは、保護者の皆様が会員であ
る揺籃会通常総会が開催され、前
年度事業報告及び2019年度役員
の選出、2019 年度事業計画等に
ついて承認されました。
本館第2ホールでは、新入生歓
迎会が賑やかに開催され、趣向を
凝らしたクラブ紹介では緊張し
ていた新入生から思わず笑い声
があがっていました。熱心な在校
生たちのクラブ紹介は、新入生と
在校生との触れ合いが生まれる
ホシヤクならではの貴重な最初
の１歩です。

星薬科大学報第89号
（2019年4月）

2019年度 入学式 理事長式辞

新入生の皆さん、ご入学おめで
とうございます。また、大学院に
進む方、さらに勉学に励む皆さん
にも、心よりお祝い申し上げま
す。学校法人を代表いたしまし
て、皆さんを心より歓迎いたしま
す。そして今、新入生代表の方か
らの宣誓にもあったとおり、これ
から本学でしっかりと勉学に励
んで頂きたいと思っております。
本日ご参集いただきましたご両
親、ご家族の皆さまにも、心より
お祝いを申し上げます。
皆さんは、難しい本学の入学試
験を見事突破して本日入学され
ました。その弛まぬ努力に対し、
深く敬服いたします。皆さんのそ
の努力が、今後の自信と誇りにつ
ながっていくものと信じ、ぜひこ
れを糧として、これからの人生も
前を向いて歩んでいただきたい
と願っております。
今日は、中原街道から本学に
来た時にちょうど桜が満開でし
た。きっと桜も皆さんを祝福して
くれているのでしょう。私にも既
に成人した子供がおりますが、ご
両親、ご家族の皆様も、桜を見る
と、お子様の手を引いて幼稚園や
小学校の入学式に行ったという
ことを思い出されるのではない
でしょうか。大学に入学してから
は、いよいよ成人を迎えるという
節目もございます。新入生の皆さ
んには、今までご両親・ご家族の
方々にたくさん支えてもらった

学校法人星薬科大学理事長

ことに対し、ぜひ感謝の心を伝え
ていただきたいと思います。
これから本学で勉強し社会に
出ていくと、周囲に支えてもらう
側から社会を支える側となりま
す。本学の建学の精神である
「本
学は、薬学を通じて、世界に奉仕
する人材育成の揺籃である」とい
う言葉にもあるとおり、皆さん一
人ひとりが本学での勉学に励み、
世界に貢献できる人材になって
いただきたいと願っています。
先ほど中西学長のお話にもあ
りましたが、星一先生は、1911年
にこの星薬科大学を星製薬の教
育部門としてスタートされまし
た。これは、星先生が38歳の時の
ことです。そして、
「 親切第一」を
教育理念とし、先程の建学の精神
を定められました。
皆さんは、これから大学で、あ
るいは大学院で学業を積み、いず
れは本学を巣立って社会へ羽ば
たいていくこととなりますが、こ
の学生時代は陶冶の期間です。多
くの研鑚を積み、将来社会の役に
立てるように頑張っていただき
たいと思います。大学で過ごす時
間は、長い人生の中ではほんの短
いひと時であり、思いのほか早く
過ぎ去ってしまうことでしょう。
だからこそ、この限られた時間を
大切に過ごしてください。
人生には、手段と目的がありま
す。星薬科大学に入学する、ある
いは大学院に進むというのは、手
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大谷

卓男

段に当たります。そして、薬剤師
国家試験に合格して無事に卒業
すること、修士号や博士号を取得
することなどが、在学中の大きな
大きな目標となるでしょう。しか
しながら、これはあくまで手段で
す。目的というのは、例えば、皆
さんが社会に出た後、自分が今ま
でに身に付けた知識を使って医
療の現場で人の役に立つこと、あ
るいは新しい薬を開発すること
等が該当するかと思います。星一
先生が仰ったお言葉に
「志のある
ところに道あり」というものがあ
りますが、皆さんも自身の目的の
達成に向けて、ぜひ高い志を持っ
て、これからの人生を歩んで行っ
てほしいと願っています。
今、日本は大変な高齢化社会を
迎えています。そのような中で、
健康長寿が今まで以上に求めら
れていくこととなりますが、皆さ
んは、その方面のプロフェッショ
ナルとなるわけですので、世の中
に本当になくてはならない存在、
社会の役に立つことができる存
在となります。薬には、貴金属等
とはまた違った大変な価値があ
ると学長が申されていましたが、
その薬について勉強して将来仕
事で扱うこととなる皆さんは、薬
そのもの以上の価値ある存在で
す。ぜひ、本学でたくさん学び、
社会でそれを活かしていって頂
きたく思います。
薬学の道を歩むうえで、本学を
選んでいただいた皆さんに心よ
り感謝いたします。そして、本学
への入学が皆さんの人生におけ
る1つの門出となったことに、心
からお祝い申し上げ、私からの式
辞とさせていただきます。これか
らどうぞ宜しくお願いいたしま
す。

星薬科大学報第89号（2019年4月）

2019年度 入学式 学長告辞

本日、ここに保護者の皆様、並
びに関係各位のご列席のもと、
2019年度星薬科大学入学式を挙
行できますことは本学にとって
この上ない喜びでございます。本
日入学を許可された薬学科301
名、創薬科学科21名の皆さん、ご
入学、誠におめでとうございま
す。
入学を許可された皆さんは、薬
学のプロフェッショナルになる
という高い志を実現するために、
星薬科大学を選び、本日、ここに
集いました。入学にあたり、全て
の皆様にまず、星薬科大学が志し
てきたことを理解していただき
たいと思います。
本学は明治44年に星一先生が
星製薬（株）を設立し、社内に教育
部門を設けて教育を開始したこ
とに始まりますが、それから本年
で実に創立108年を迎えることに
なります。
星一先生は20歳という若さで
アメリカに渡り、苦労されてコロ
ンビア大学を卒業されると同時
に薬の重要な役割を知りました。
特に渡米当初は非常に生活が苦
しかったため、病気にならぬため
の予防薬の大切さも身に染みて
感じたのです。そして帰国後、日
本で初めて湿布薬を開発・販売
し、医薬品の販売で得られた莫大
な利益は、研究開発には勿論のこ
と、薬に携わる人材の育成、そし
てそれを通じた社会貢献へと注
がれました。
人材育成のために設立した学
校の教育理念は、
「世界に奉仕す

星薬科大学学長

る人材の育成」
「親切第一」
、
であ
り、ずっと今まで星薬科大学に受
け継がれているものです。
ところで、皆さんは世界中で
一番価値があって皆がほしいと
願っているものは何だと思われ
るでしょうか。金、銀、プラチナ
などの貴金属でしょうか、または
宝石、その中でも西洋の歴代王朝
が受け継いできたような、何カ
ラットもあるダイヤモンド、サ
ファイヤ、ルビーなどを思い浮か
べるでしょうか。
ものの価値については、互いの
比較を行うための基準を定める
のにはいろいろな考え方があり、
本来とても難しいものです。た
だ、一つの方法として、それが良
いことか悪いことかは別にして、
ごく単純な方法として、そのもの
に対していくらまで支払おうと
思うのか、すなわち対価がそのも
のの価値についてのひとつの基
準となるという考え方が昔から
あります。
例えばロシアの王朝に引き継
がれた大きなダイヤモンドです
が、いくらの値がつくのでしょう
か。かつてクレムリンで王室が保
管しているダイヤモンドの展示
を見たことがあるのですが、歴代
王朝の素晴らしいデザインのダ
イヤモンドには目を見張る美し
さがありました。とても高価なも
のと思うだけでワクワクして見
たからかもしれません。
しかし、単位重さ当たりで考え
ますと、最も高い価格がつくも
のは貴金属でも宝石でもありま
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中西

友子

せん。実にそれは薬なのです。僅
か１ミリグラムにも満たない薬
に対して、時には何千万から何億
円もの対価が支払われることも
あるのです。つまり、この考え方
でいくと、単位重さあたりで最も
高いもの、つまり誰もが高額を支
払ってでもほしいと思う価値が
あるものは薬であるということ
になります。
昔、秦の始皇帝が永遠の命を求
め、国内各地に不老不死の薬を探
すように命じた話はご存知かも
しれません。結局、彼は不老不死
の薬を探し出すことができず、代
わりの薬として何と水銀を服用
しました。そして多分、それが原
因で49歳で亡くなってしまいま
した。でも不老不死の薬は、昔か
らの人間の憧れの薬のひとつで
もあります。
誰もが病気の時には治療をし
てくれるお医者さんに頼ります
が、病気の時だけでなく日常時で
もかなり薬に頼る場合が多いと
思います。つまり、私達は、病気
を治すだけでなく、病気を予防し
たり、健康を維持したりするため
にも色々な薬を服用しています。
ということは、私達は常に、薬に
対しては大きな対価を支払う気
持ちがあるのです。言い換えます
と、薬にはそれだけ皆から期待さ
れている価値が含まれているの
です。
本学への入学を希望された皆
さんは、薬剤師という資格の面か
ら、また薬学という研究の面か
ら、
「薬」
に興味を持たれた方達だ
と思いますが、その眼の付け所は
とても素晴らしいと言わざるを
得ません。これからの高齢化社会
では、人類にとって薬が益々大切
な意味と価値を創っていくから
です。
本日から皆さんは、この、
「薬」
についてもっと深く学ぶ世界に

星薬科大学報第89号
（2019年4月）

入ることとなったのです。つま
り、この学びの舎で、プロフェッ
ショナルになるための、厳しいけ
れども同時にとても意義のある
修行に入ったとも言えるわけで
す。ここでの修行は単に知識や技

術の取得だけではありません。学
びや研究を通じて人を思いやる、
「親切心」
を醸成し、各人の持つ人
間力を大きく育ててほしいので
す。
これからの皆さんの本学での

学び、そしてそれを糧にした社会
での大いなる活躍を期待して、私
の入学に当たっての祝辞とさせ
ていただきたいと思います。
ご入学、本当におめでとうござ
います。

2019年度 入学式 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、日々の積
み重ねを大切にし、「本学は、
薬学を通じて、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・技能・態度を正しく
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、
これから学生生活を共にする仲
間達と切磋琢磨し、勉学に励む
ことをここに誓います。
新入生代表 杉野 来実

2019年度 入学式 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
期待に、満ち溢れてることと思
います。
星薬科大学は創立100年を超
え長い歴史の中で培われてきた

伝統とともに新しい時代へ歩ん
でいます。これからみなさんが
学んでいく薬学は生命や健康に
ついて、化学的、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、なにを目標とす
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
が重要になってきます。本学に
は同じ志を持った仲間が沢山い
ます。クラブ活動、星薬祭など
の行事等、学生生活で生まれる
人々との関わり合いはかけがえ
のないものです。はじめの頃は
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。みなさんが充実し
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と
もに作り上げていきましょう。
以上簡単ではございますが、
在学生を代表として歓迎の言葉
とさせて頂きます。
在学生代表 松倉 瑞季
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定年退職にあたり
微生物学研究室

辻

教授

有機合成化学研究室

勉

東山

平成9年に入江昌親教授の
後任として微生物学教室に
着任して以来、22年間が瞬く
間に経ち定年退職を迎えまし
た。この間、多くの皆さまに
大変お世話になりました。改
めて厚く御礼申し上げます。
在職中には、平成18年度から実施された新薬学教
育制度を始めとして本学でも多くの変化がありまし
た。着任当初、微生物学教室は本館裏手の旧2号館
（実習棟）にあり、階下の実習室、本館や旧4号館に
あった講義室との間を往復していました。新制度へ
の移行を見据え、平成13年に新星館、平成16年には
第二新館が相次いで竣工し、講義室、実習室、図書
館等の学習環境が改善するとともに、研究室も新星
館に移り卒論や院生の研究活動に活用しました。一
方、薬学科と創薬科学科の並立制となり、複雑化し
たカリキュラム構成に戸惑うこともありました。新
旧制度の学生が共存している時期に教務を担当し、
思いがけなく生じる諸問題への対応では教務部の皆
さまに多くのご協力を頂いたことを思い出します。
その当時、薬剤師国家試験委員を務めていたこと
から、制度改革の目指す
「問題探究能力や解決能力の
醸成」に相応しい国家試験の在り方や出題方針につ
いて議論に参加する機会がありました。知識を問う
オーソドックスな問題に加え、与えられた情報から
推論したり考察したりする
「考える力」
を試す問題が
出題されるようになったことは、新時代の薬剤師へ
の期待を反映したものと思います。
十年ほど担当した就職部業務では、企業や薬局の
人事採用担当者との面談を通じて、社会が求める薬
学卒業生像を知る機会となりました。幸いにも本学
卒業生が高い評価を得ていることも実感しました。
また、平成25年から5年間、学校法人の理事を拝命し、
大学運営にも微力ながら参画させて頂いたこともよ
い経験でした。そして何よりも、講義、実習、卒論、
指導グループ、クラブ活動、生協役員などを通して
の学生とのふれあいはとても楽しく、また学年を追
うごとに成長する彼らの姿を目にするのは教員冥利
に尽きるものでした。
この4月からは埼玉県坂戸市にある城西大学薬学
部に客員教授として勤務しております。もうしばら
くの間、薬学教育と薬剤師養成に関わろうと思いま
す。これからも皆様方にはご指導ご鞭撻を賜ります
ようお願いするとともに、星薬科大学のますますの
ご発展を心よりお祈り申し上げます。
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教授

公男

私 は 昭 和47年 に 本 学 に
入学し、卒業間近に卒論教
室である薬品製造の乙益寛
隆先生のお誘いで機器セン
ターの助手として本学にお
世話になりました。その後、
多くの教職員のご支援を頂きながら定年退職ま
での43年間を無事過ごすことができました。ここ
に謹んで感謝申し上げます。
機器センターでの仕事はNMRのオペレーター
でした。しかし、当時の私はそれらの知識に乏し
く、皆様に教えを請いながら様々な本を読み漁り
勉強していく毎日でした。その後、薬品製造教室
へと所属を変更しましたが、機器センターでの経
験はその後の研究の大きな助けとなりました。そ
してこの頃、本学に亀谷哲治学長とともに来られ
た本多利雄先生の指導の下、学位を取得するこ
とができました。テーマは多種の反応を駆使する
天然物合成でしたので、様々な反応が経験でき
た大変楽しい時期でした。その後は、高橋浩先生
の教授昇進に伴い、新たに先生が主宰される反
応有機化学研究室へと移り、この時期に米国の
コロラド州立大学に留学することができました。
米国での2年間は大変に新鮮で充実したものでし
が、特に衝撃的でしたのは、論文作成ツールであ
るChem Drawとの出会いでした。
帰国後は、反応有機化学研究室を経て、薬品製
造化学教室に移り、最後は有機合成化学研究室
に落ち着くことになります。ここでは助教授を経
て教授となりました。私の43年間の研究は、不斉
反応の開発と応用、鎮痛剤の開発、含フッ素化合
物の合成等、様々なテーマがありましたが、中で
も、鈴木勉先生、高山幸三先生と行った
「経皮吸
収促進剤の開発」
の共同研究は、本学の薬理、薬
剤、合成の異分野が共同で行った研究であり大
変に意義深いものであったと思っています。
私は様々な人と出会い、沢山の方の協力を得て
の充実した43年間でした。この間、私を支えて頂
いた多くの方々に再度感謝申し上げるとともに、
星薬科大学の益々のご繁栄をお祈りいたします。

星薬科大学報第89号
（2019年4月）

定年退職にあたり
生体分子有機化学研究室 教授

哲学研究室

津吹

重野

政可

平 成31年3月31日 を も っ
て定年退任を迎えました。
昭和58年4月に奉職し、昭
和の終焉6年間と平成時代
の30年間の合計36年間を伝
統ある星薬科大学で過ごし
ました。この間、多くの皆様からのご支援とご協
力を賜りましたことに感謝申し上げます。
振り返りますと、有機化学に興味を持ち、恩師
であります故亀谷哲治先生との出会いが星薬科
大学での奉職につながりました。学部生の折に講
義でモルヒネの副作用軽減を目指したペンタゾ
シンの紹介があり、大学院ではその工業的合成
法を開発された亀谷先生の研究室に進学いたし
ました。亀谷先生が本学学長に就任されたことで
本学への奉職の機会を頂きました。偶然にも創立
者の星一先生の起こされた星製薬では日本で初
めてモルヒネの製造に成功をしていますので、ご
縁を感じる次第です。すべての始まりは、学部で
のあの講義でしたので、まさに
“一講一会”
であり
ます。
平成5年4月に専任講師に昇進し、以後26年間
で有機化学 ・ 創薬化学全般並びに機器分析や文
献購読等の17科目の講義を担当いたしました。自
分自身が学部生のときに興味を持って臨めた講
義は数えるほどでしたので、講義の際に心掛けた
ことは、学生にとって聴講できて本当に良かった
と感ぜられる講義を行うことでした。私自身はど
こまで実践できたかはわかりませんが、教員の皆
様には講義等を通して学生との間で素晴らしい
一講一会を成立され、将来、社会で活躍できる人
材の育成に繋がることを期待いたします。
本学は単科大学ではありますが、多彩な人材
が揃い、教職員や学生間での距離感の近いアット
ホームな大学であります。大学運営がますます厳
しくなる中、皆様全員が大学をより良くする気持
ちをお持ちですので、是非、ベクトルを揃え、一
丸となって進んでほしいものです。
終わりに当たり、教職員皆様のご多幸とご健勝
を祈念いたします。本年4月に中西友子先生を新
たに学長としてお迎えして、令和の時代に星薬科
大学が教育 ・ 研究に更なる発展をされることを
お祈り申し上げます。
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教授

豊隆

平成20年4月、教養科経
済学研究室榎並洋介教授の
後任として、哲学研究室准
教授に採用されました。当
時は薬学部が6年制へと移
行した3年目に当たり、新た
な薬剤師教育に対応すべく生命倫理 ・ 医療倫理
分野の専任教員の仕事を主に担うこととなりま
した。平成30年4月からは、
「 創薬科学科」の新構
想に賛同し、当学科内の
「薬学教養教育研究学域」
に所属し、薬学科を含めた全学的な教養教育を
視野に入れて新たな挑戦を開始致しました。定年
後の1年間も、特任教授としてその役割の一部を
担っております。
平成30年度までの3年間でしたが卒論生を指
導する機会にも恵まれ、薬学部のなかでの人文
医療系卒論に取り組みました。ただ、私個人の研
究上の成果としては、哲学的心身論及びヒュー
マニズム教育関連をテーマにした拙論を毎年発
表するだけに留まり、独自の考察内容へと至る
ことなく、自戒の念を込めて、今後に期待をせざ
るを得ません。学部の教育活動としては、一部
SGD(small group discussion)を積極的に取り入
れ学生相互の意見交換の機会を増したり、さらに
は各学生が自分自身の発想力を磨けるよう、
「問
題発見−問題解決能力」
のみならず
「問題設定」
そ
のものの柔軟さをも培えることを試みました。
平成26年１月に哲学研究室教授に昇任して以
来、教養科長をはじめいくつかの管理運営面の任
をも担うことになりました。入試実行委員長のと
きには、多くの教職員の迅速かつ的確な対応に助
けられ、ほぼ任務を果たすことが出来ました。ま
た、ハラスメント防止 ・ 対策委員長のときには、
他人の言動に対する受け取り方の多様性に驚か
され、対応の難しさにも直面致しました。
最後になりましたが、ここまでの11年間、私に
各種ミッションを任せ寛容に見守り育ててくだ
さいました皆様に、深く感謝申し上げるととも
に、皆様のご健勝と星薬科大学の益々の繁栄を
心よりお祈り申し上げます。

星薬科大学報第89号（2019年4月）

定年退職にあたり
事務局長

田中

弘夫

昨 年 暮 れ に 満65歳 を 迎
え、此度、目出度く定年退
職となりました。皆様のご
厚情に感謝申し上げます。
2014年1月 入 職 し て 以 来、
事務局長
（兼）
管財部長事務
取扱として5年3か月の勤務を、お蔭様をもって何
とか無事に終える事が出来ました。大学勤務は初
めてで不慣れなことも多く、皆さんにご迷惑をお
掛けしたかも知れませんが、前職の化学メーカー
研究所での研究管理の経験は何某か役に立った
のではと思っています。
5年余に渡る職務の中で様々な業務に参画させ
ていただき、思い出も多いのですが、皆様からお
言葉を戴くと言う意味では、何といってもトイレ

生体分子有機
化学研究室
教授

叶 直樹
2019年4月1日 付 け で 生 体 分 子
有機化学研究室の教授に着任し
ました叶と申します。
私は平成4年3月に北海道大学
理学部化学科を卒業後、そのま
ま 大 学 院 に 進 み、 平 成9年3月 に
博士（理学）の学位を取得しまし
た。学部生で最初に担当したテー
マは藻類の生産する二次代謝産
物の成分 ・ 生合成研究でしたの
で、札幌市近郊の沿岸部で海藻を
採取し、大学に戻って一斗缶やド
ラム缶で成分抽出を行うという
フィールドワークから大学での
研究をスタートしました。大学院
では複雑な構造を有する天然有

の改修です。実際、いくつかのトイレは老朽化し
ていたり、新星館は和式が多く、使い難いという
ご意見もありました。改修後にある先生からは
「これで教育 ・ 研究の効率が上がる」
とまで言っ
て戴き恐縮するばかりでした。一方、気がかりな
のは東京都の放射2号線計画です。半世紀以上前
の都市計画
（戦災復興計画）を根拠に、2015年初
に事業化が承認されて4年余りになりますが、用
地買収は2割程度です。工事着手にはまだまだ十
年以上掛かると思われますが、道路計画はゆっく
りであっても進んでいきます。本当にこの道路が
必要なものなのかどうか、東京都には再検討して
欲しいと思います
まだこれから1年間嘱託職員としてお世話にな
りますので、引き続き皆様のご指導ご鞭撻をお願
いします。

機化合物の化学合成研究を行い、
平成8年に日本学術振興会特別研
究員、平成9年から2年間米国ペン
シルバニア大学化学科にて博士
研究員を務めた間も、一貫して天
然物の合成研究に従事しました。
米国では複雑なインドールア
ルカロイドの世界で初となる全
合成を達成しましたが、その時
に本学の河合賢一先生
（現 名誉
教授）に米国に天然物サンプルを
送って頂いたのが本学と私との
始めての接点でした。平成11年よ
り2年間、慶應義塾大学理工学部
応用化学科で助手を務め、天然物
と共に医薬品リード化合物の合
成研究に従事しましたが、平成13
年に理化学研究所中央研究所研
究員に採用されたのを契機にケ
ミカルバイオロジー研究に参画
し、生物活性物質の標的タンパク
質を同定する手法の開発や、タン
パク質リガンドを迅速に発見す
る技術の開発に取り組みました。
平成18年に東北大学大学院薬学
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研究科の助教授として着任した
後は、生物活性天然物の合成、構
造活性相関研究、作用機作解析研
究、シトクロムP450の基質選択
性解析法開発など、化学合成とケ
ミカルバイオロジー的手法を組
み合わせた研究を展開しました。
この間、薬学教育と共用試験の実
施・運営にも大きく関わり、自身、
最初に共用試験
（当時トライアル
中）のモニターを担当したのが星
薬科大学でした。
中学生時代に星新一先生の
ショートショートを愛読してい
た私が、このような2度の接点を
経て、令和という新しい時代の幕
開けに本学に迎え入れて頂いた
ことには運命的なものを感じま
す。今後も薬学教育と研究に精進
し、本学の発展に少しでも貢献で
きるよう日々努力する所存です。
皆様のご指導 ・ ご鞭撻を賜りま
すよう宜しくお願い申し上げま
す。

星薬科大学報第89号
（2019年4月）

実務教育
研究部門
教授

鈴木 賢一
5月1日付で実務教育研究部門
に着任いたしました鈴木と申し
ます。私はこれまで薬剤師として
の25年間を地域中核病院やがん
専門病院において主にがん領域
の臨床薬剤師として過ごして参
りました。腫瘍専門医や看護師な
どの医療スタッフとともに、がん
化学療法の適切な管理を支援す
る 傍 ら、2014年 に 昭 和 大 学 薬 学
部医薬品情報解析学部門の加藤
裕久先生のもとで社会人研究生

微生物学研究室
特任講師

人見 祐基
2019年4月1日 付 で 微 生 物 学 研
究室の特任講師に着任いたしま
した、人見と申します。この度は、
伝統ある星薬科大学の一員とし
てお迎えいただき、誠に光栄に存
じます。
私 は、2008年 に 東 京 大 学 大 学
院医学系研究科国際保健学専攻
において学位を取得した後、理
化学研究所ゲノム医科学研究セ
ンター（現 ： 生命医科学研究セ
ン タ ー）や 米 国Duke大 学Center
for Human Genome Variationに
て、ポスドク研究員としてヒトゲ

として指導を賜り、無事学位をい
ただくことができました。
この間、がん薬物治療中に発現
する副作用や薬物間相互作用に
関連した研究、あるいは大学関係
者と協力し、遺伝子多型や医療経
済からみたがん薬物療法に関す
る研究等も手掛けて参りました。
私はこれまでに培った医師薬剤
師のネットワークを最大限に活
かし、日常臨床を変える研究を引
き続き展開したいと考えており
ます。
また医療機関在籍中は管理職
として新卒者の採用にも関わら
せていただきました。新卒者のも
つ高度かつ豊富な知識はそれぞ
れに素晴らしいものがあり、昨今
の大学における薬学教育のレベ
ルの高さにはたいへん感銘を受
けております。しかしながら、社

会人となり一人の薬剤師として
第一歩を踏み出して間もなくす
ると、それまでに学んできた知識
が目の前で起きている実臨床と
うまく結びつかないことに大き
な迷いを生じ、混乱してしまう新
人薬剤師をときどき目にします。
臨床では必ずしも想定したとお
りに薬効が現れるとは限りませ
ん。とくに医療上の問題は精神状
態や患者の社会的背景、経済事情
等複合的な要因が絡む事案が多
いのが特徴です。これら実臨床で
の経験を活かし、臨場感のある教
育を展開し本学の薬学教育に貢
献したいと考えます。教育者、研
究者としてもまだ未熟な身では
ございますが、皆様のご指導ご鞭
撻を賜りますようよろしくお願
い申し上げます。

ノム解析研究に携わって参りま
した。特に、免疫系疾患発症や薬
剤応答性の個人差に関わる遺伝
要因の網羅的探索研究に参加し、
ITPA遺伝子の多型
（DNA配列の
個人差）がC型肝炎治療薬リバビ
リンによる溶血性貧血の有無に
関与するメカニズムの解明など
に 貢 献 い た し ま し た。2013年 の
帰国後は、縁あって出身研究室の
助教に就任し、医療関係者を目指
す学生達の教育を担うとともに、
重症薬疹・原発性胆汁性胆管炎・
小児ネフローゼ症候群などの遺
伝要因の探索を目的とした、それ
ぞれの国際共同研究に携わって
参りました。
これまでの研究の過程を振り
返りますと、日本と米国のヒトゲ
ノム研究の最先端の研究施設を
それぞれ経験いたしましたが、研
究に対する資金面や人材面にお
ける日米間の 圧倒的なパワーの

差を痛感しております。その一方
で、日本人研究者の特徴である独
創性や勤勉さは、欧米の研究者と
対峙するための武器になってい
るように感じます。学生の皆さん
へも、幅広い視野を持ちつつ自分
の強みを認識できることの大切
さをお伝えできればと考えてお
ります。
私が着任して約1か月が経過い
たしましたが、教職員の先生方に
よるたいへんきめ細かいご指導
と学生の皆さんの真面目さに、感
銘を受ける毎日です。私は薬学部
の出身ではございませんが、学生
さん達の将来において意味のあ
る何かを残せるよう、教育・研究
に尽力し、本学に貢献する所存で
す。至らない点が多々あるかと存
じますが、ご指導ご鞭撻のほど、
何卒よろしくお願い申し上げま
す。
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薬動学研究室
教授

基礎実習
研究部門
教授

落合 和

渡辺 聡

2019年1月1日付で、薬動学研究室の教授職を拝
命いたしました。薬動学教室
（現在：薬動学研究室）
は、2000年9月に設置にされ、初代の教授から私で
3代目となります。私が星薬科大学に着任してから
11年目に入りますが、初心を忘れず努力していく
所存です。どうぞよろしくお願いいたします。
現在、私の講義科目は、
「薬物動態学II」をメイン
に行っております。講義では、コアカリキュラム
に準拠した内容を基礎知識として教えるとともに、
臨床現場で役立つような薬物動態学を意識 して教
えています。また、本年度からアドバンスト講義の
一つして、
「実践薬剤学」を開講させていただきまし
た。この講義は、
「生物薬剤学」と「物理薬剤学」の基
礎から応用までの知識を使えるものにすることを
目指しています。実習においては、昨年度から改訂
コアカリキュラムに伴い、
「実務実習の事前学習」お
よび「早期臨床体験学習」の一端を実務家の先生方
とともに担わせていただいております。このよう
な、学内の「横方向への連携強化」
が
「新しい方向性」
であり、本学に必要不可欠なものと感じました。
薬物動態学に関する研究活動も積極的に行いた
いと考えています。現在、日本を含む先進諸国で
は、晩婚化に伴い、罹患している女性が妊娠する
ケースや妊娠中に罹患するケースが増加していま
す。その一方で、胎児に対する薬物の安全性に関す
るエビデンスが不足しているため、薬物療法をた
めらう妊婦が増加しているという現状もあります。
そこで私は、この問題を解決し、妊婦が安全な薬物
療法を安心して受け入れるための薬物動態学的エ
ビデンスの構築を目指して研究を行っています。
今後、薬動学研究室では、
「 胎児における薬物動態
の解析」を軸に、社会のニーズに応える研究を積極
的に展開しようと考えています。
最後に、本学がより良い方向に進めるように、頑
張らせていただきますので、今後とも、教職員皆様
方からのご指導・ご鞭撻いただければ幸いです。
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2019年4月1日付けで教授職を拝命いたしました。
私が所属している基礎実習研究部門は、学生の
基礎実習に関して、実習内容、スケジュール、教員
の配置から成績の評価に至るまでのマネジメント
を行っています。理系の学生にとって実験は必須
のものであり、薬学生の実験技能の向上は、卒論教
室や大学院での研究だけでなく、将来の臨床や試
験 ・ 研究の現場で役立ちます。1年次と2年次に集
中させた本学の基礎実習は、実験に関する基礎的
な知識・技能・態度を習得することで、3年次から
の卒論研究をスムーズに進行させることを目的と
しています。そのため、丁寧でポイントを押さえた
実習講義、学生が興味・関心を持つ実習テーマ、学
生が理解しやすい実験操作等について工夫と改良
を行っています。基礎実習を通して、学生達に実験
の楽しさと難しさを理解してもらいたいと思って
います。
私は1995年から本学の公害防止管理者として、
法令に準拠した有害物質含有廃液や廃棄試薬等の
化学物質の管理、本学の実験排水の水質管理、本学
の全ての建屋の水道水の水質管理を担っています。
本学のような医療系大学では、化学物質のうち特
に医療廃棄物に関する適正な管理が重要になりま
す。私は衛生化学領域のうち環境関係の講義を担
当しており、医療廃棄物については講義に加えて
基礎実習を利用して法令遵守に関する学生の知識
と理解が深まるように工夫しています。衛生化学
領域は薬剤師国家試験の重要な分野のひとつであ
り、近年、環境や気候変動だけでなく、特に有害廃
棄物に関する世界的な関心が非常に高くなってい
ることから、講義や実習を通じて、学生が興味や関
心を持ってくれれば良いと思っています。
これまで続けてきた学生の教育と研究、大学に
おける化学物質の適正管理等に、これまで以上に
努力いたします。基礎実習には多くの先生方のご
助力が必要です。今後とも、ご指導・ご鞭撻ととも
に基礎実習に対するご協力のほど、よろしくお願
い申し上げます。
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第104回薬剤師国家試験について

薬学教育研究部門

第104回薬剤師国家試験概要
第104回薬剤師国家試験について
第104回薬剤師国家試験
（国試）
出願者数 受験者数
が、
「 平成」最後の年である本年2
全 体
15,796名
14,376名
新卒者
10,534名
9,508名
月23日、24日の2日間にわたり実
施されました。本学は、前年度の
第103回国試と同様、国試試験会
第104回薬剤師国家試験における
場に指定されたため、本学の新
本学の成績
卒生は皆母校で受験することが
第104回 国 試 は、 本 年3月 末 に
できました。当部門では、スタッ
ご退任された田中隆治前学長の
フ全員
（ 教 員6名）が 国 試 第1日 目
下で実施された最後の薬剤師国
（2月23日）の早朝から正門前に立
家試験でもありました。本学で
ち、受験に向かう学生たちにエー
は、これまで田中前学長が掲げる
ルを送ました。通いなれた母校で 「ストレート合格率
（国試）とスト
の受験は、学生たちに安心感を与
レート卒業率について高いレベ
え、精神的なアドバンテージに
ルと適切なバランス維持する」と
なったように思います。
の目標に従って、国試対策を進め
第104回国試の合格率は、第103
てまいりました。田中先生の学長
回国試の合格率（全体70.58％、新
就任以降、本学の国試合格率は常
卒者84.87％）とほぼ同様でありま
に全国平均を超えており、特にこ
したが、前年より受験者数が1,000
こ数年の新卒者合格率は90％程
名程度増えたことから、合格者数
度を維持しております。
は新卒者で800名程度増加しまし
第104回 国 試 に お け る 本 学 の
た。
成績のうち、新卒者の合格率は
また、第104回国試では合格基
95.45％であり、私立56大学中4位、
準に2つの変更がありました。第1
国公私立73大学中12位でした。第
は総得点に関する基準の変更で、 103回 国 試 に お け る 新 卒 合 格 率
これまでは得点率65％以上が合
は、93.21％でしたので2ポイント
格とされていましたが、第104回
強上回ることができました。この
国試では、平均点と標準偏差を用
合格率は7年前に実施された第97
いた相対基準により設定した得
回国試の新卒者合格率95.7％に迫
点以上が合格となりました。何点
るものです。ただ、第97回国試は
取れば合格するかが不明確なた
6年制の新薬剤師国家試験の第1
め、合格ラインに関する様々な憶
回にあたるもので、新卒者には留
測が流れましたが、厚生労働省か
年生が1人も含まれていないとい
らの発表によれば合格ラインは
う特殊な条件下で行われた試験
得点率65.2％であったことがわか
でした。このことを考慮すると、
りました。第2の変更は、これま
第104回国試における成績は、こ
で無かった「禁忌肢」の選択状況
の十数年における本学の成績の
が加味されることです。薬剤師国
うち、最高の結果であると思われ
家試験に初めて「禁忌肢」が導入
ます。
されということで、合否への影響
が懸念されましたが、本学の自己
第105回薬剤師国家試験対策につ
採点データを分析した結果、
「禁
いて
忌肢」による大きな影響は認めら
4 ～ 6年生に対する薬剤師国家
れませんでした。
試験対策ならびに薬学共用試験
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合格者数
10,194名
8,129名

部門長

浅井

和範

合格率
70.91％
85.50％

CBT対策につきましては、本学報
の
「大学通信」の薬学教育研究セ
ンター・薬学教育研究部門からの
報告に記載しておりますので、ご
覧ください。第105回薬剤師国家
試験は、旧薬学教育モデル・コア
カリキュラムで学んだ学生が受
験する最後の国家試験となりま
す。幸い本学の国試対策は、順調
に効果を上げておりますので、第
105回国試対策については昨年度
と同様に実施て参りますが、6年
生前期の国試対策講習会の科目
数 ・ コマ数増加や演習講義 ・ 卒
業試験に相当する総合薬学演習
Ⅱテストのブラッシュアップな
どにより、ストレート合格率
（国
試）とストレート卒業率のさらな
るアップを目指してまいります。
1 ～ 4年生に対する教育では、
基幹教育研究部門
（本年4月、総合
基礎薬学教育研究部門から改組 ・
改 名）が 中 心 と な り 薬 剤 師 国 家
試験対策に繋がる薬学共用試験
CBT対策としての
「基礎演習Ⅰ～
Ⅵ」の充実を図るとともに、成績
不振がみられる学生には「基礎演
習ゼミ」での指導を行い、学部生
全体の成績向上を目指してまい
ります。
以上、第104回薬剤師国家試験
の結果および第105回国試対策に
ついて報告させていただきまし
た。薬学教育研究センター・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。
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基幹教育研究部門について
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、薬学を通して具現化す
るため、5つの目標を掲げていま
す。その一つに、
「日本国内有数の
薬系教育機関を目指す」がありま
す。この目標を達成するために、
中核を担う機関として薬学教育
研究センターが設置されていま
す。本センターは、2つの学域（薬
学教育研究学域、臨床教育研究学
域）で構成されています。薬学教
育研究学域には、2つの部門
（薬
学教育研究部門、基幹教育研究部
門）があり、臨床教育研究学域に
は、3つの部門（実務教育研究部
門、薬剤師職能開発研究部門、基
礎実習研究部門）があります。
基幹教育研究部門は、旧総合基
礎薬学教育研究部門を母体とし
て、この2019年4月に新たに設置
された部門です。本部門には、6
名の教員（千葉 義彦教授、小幡
誉子教授、竹ノ谷 文子准教
授、川崎 勝義准教授、山内 貴
靖准教授、須藤 浩准教授）が所
属し、旧部門より行ってきた「学
生の学力に応じた多角的な学習
支 援」を さ ら に 拡 充 す る と と も
に、
「基幹教育を通して、アクティ
ブ ・ ラーナーを育成する」
ことを
新 た な ミ ッ シ ョ ン と し て 掲 げ、
「研究教育大学」をめざす本学に
ふさわしい人材を育成すべく活

基幹教育研究部門

部門長

千葉

義彦

らせず、既習の知識や自身の経験
動を開始しました。
と照合しつつ
「なぜ、どうして？」
さて、科学技術が急速に進歩し
グローバル化が進展する現代で 「本当か？」というように、創造
的 ・ 批判的に吟味 ・ 検討するこ
は、一人ひとりがその変化や多様
とが不可欠です。そして、この基
性に対して、柔軟に適応していく
幹教育を習慣化することにより
必要があります。この
「柔軟な適
応」を可能にするのは、生涯にわ 「学び続けることを幹に持ち、未
知なる問題や状況にも果敢に挑
たる自律的な成長を支える
「学び
戦するスピリットと行動力を備
の姿勢」と考えられます。すなわ
えた人材」
、すなわちアクティブ・
ち、社会における様々な課題や自
ラーナーの養成が可能となり、予
己について多様な観点からの知
測不能な未経験の状況を前にし
識・情報を受けとめて批判的に考
ても既成の枠組みや考え方を超
察しつつ、自ら問題を発見し、絶
えて適切に問題を分析 ・ 解決で
えず主体的に学び続ける態度を
きるような先導的人材を育成で
身に付ける必要があります。この
きるものと考えられます。本部門
ことは日進月歩で進歩する薬学
では、
「 科学的なものの見方 ・ 考
にも当てはまり、授業等で学んで
え方 ・ 学び方」および
「自発的な
いる専門分野の理論 ・ 考え方等
問題提起や批判的吟味ができる
は、今現在は最先端のものであっ
よ う な 主 体 的 な 学 び」を 身 に 付
ても、将来にわたって通用すると
け、これを常に実践できる人材を
は限りません。インターネット普
養成するための教育方策を立て、
及による情報氾濫がさらに進展
先導的人材育成の礎を築くべく
していくなか、本学を卒業する皆
さんは、薬の専門家として
「学び」 実行していく所存です。
最後になりますが、有能な人材
を続け、正しい知識・情報を提供
を育成することは、基幹教育研究
する責務を負っています。
部門だけではできません。大学
本学では、
「 新たな知や技能を
一丸となって取り組む必要性が
創出し、未知なる問題をも解決し
あります。本学教職員の先生方、
ていくための幹となる科学的な
皆様方におかれましては「親切第
ものの見方 ・ 考え方 ・ 学び方」
を
一」の精神にて、ご指導、ご協力
学ぶことを
『基幹教育』と位置付
のほど、お願い申し上げます。
けております。この学びを修得す
るには、学問の基礎となる重要な
知識や技能を蓄えるだけに終わ
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「3rd European Conference on PharmaceuticsにおいてJDDST Best Paper Award 2018を受賞して」
医療薬剤学研究室 教授 服部

平成31年3月26日にイタリアの
ボローニャで開催された 3rd
European Conference on
Pharmaceuticsにおいて、JDDST
Best Paper Award 2018を 受 賞
しました。私達の研究室では、新
しいバイオ医薬品である短鎖二
本鎖RNA（siRNA）などの核酸医
薬品をリポソーム製剤にするこ
とにより体内動態を制御し、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んでき
ました。siRNAは、細胞内に導入
す る と 配 列 特 異 的 にsiRNAと 相
補的な遺伝子の発現を抑制でき
ることから、近年、病気の原因と
なる遺伝子の発現を特異的に抑

制する新しい治療薬として開発
が進められています。これまで
当 研 究 室 に お い て、siRNAの リ
ポソーム製剤投与直前にコンド
ロイチン硫酸を投与すると、肝
臓 や 肝 転 移 が ん にsiRNAを 効 率
よく送達できることを見出して
い ま し た。今 回、17種 類 の 正 電
荷脂質を用いて様々なリポソー
ム製剤を調製し、コンドロイチ
ン 硫 酸 とsiRNAリ ポ ソ ー ム 製 剤
を連続で投与した後、肝臓での
siRNAの効果を調べました。その
結果、リポソーム製剤に含まれる
正電荷脂質の違いによって、肝臓
で のsiRNAに よ る 遺 伝 子 発 現 抑
効果が異なることが判り、
“Effect

日本レチノイド研究会

of cationic lipid type in cationic
liposomes for siRNA delivery
into the liver by sequential
injection of chondroitin sulfate
and cationic lipoplex”と い う 表
題 で、2018年12月 に 日 本 薬 剤 学
会の公式英文誌でもあるJournal
of Drug Delivery Science and
Technology（JDDST）で 論 文 発
表しました。今年3月、2018年に
JDDST誌で出版された論文の中
か ら、Most outstanding JDDST
research article in 2018と し て
私達の論文が選出され、JDDST
Best Paper Award 2018を受賞す
ることになりました。この賞を受
賞できたのは、本研究に携わった
医療薬剤学研究室の大学院生な
らびに卒論生の研究成果のおか
げであるものと考えております。
今後も引き続き、大学院生ならび
に卒論生と共に臨床応用可能な
核酸医薬品のリポソーム製剤の
開発に取り組んでいきたいと思
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。

第29回学術集会 藤木賞を受賞して

衛生化学研究室

日本レチノイド研究会 第29回
学 術 集 会（2018年10月27日 ～ 28
日 ； 熊本）において、基礎医学 ・

喜之

助教 長谷川

晋也

生物系の研究発表に対して授与
される奨励賞の一つである、藤木
賞を受賞いたしました。受賞の対
象となった演題は、
「 ケトン体代
謝を介したレチノイン酸による
神経細胞の分化誘導」です。この
ような栄誉ある賞をいただき、大
変光栄に存じます。
認知機能障害などの神経変性
疾患は、高齢化する社会において
深刻な問題となっていますが、そ
の治療は対症療法が多く、新たな
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治療法の開発が望まれています。
神経はその機能を発揮するため
に、神経突起などの形態形成が厳
密に制御されており、このメカニ
ズムを解明することが、神経変性
疾患に対する新たな治療標的の
創出に繋がります。
ビ タ ミ ンAの 代 謝 産 物 で あ る
レチノイン酸は、神経突起の形態
形成に重要な役割を果たしてお
り、その作用はレチノイン酸受容
体を介する遺伝子発現の制御に
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よるものと考えられています。今
回、レチノイン酸による神経突起
伸長の際に、ケトン体代謝酵素で
あるアセトアセチルCoA合成酵
素の発現が誘導されること、そし
て、その調節ではレチノイン酸受
容体とは別の因子が関与するこ
とを明らかにしました。また、神
経突起伸長の際にケトン体代謝
酵素を欠損すると、神経発達が正

常にいかず、神経伝達に重要な役
割を果たす樹状突起の構成成分
が変化することを明らかにしま
した。従来、ケトン体代謝は飢餓
や糖尿病時の代替エネルギーを
作り出す経路と考えられていま
したが、これらの結果により、神
経変性疾患の、新規疾患関連因子
である可能性を示しました。今後
は、このメカニズムを詳細に検討

することで、認知機能障害を始め
とした神経変性疾患の予防や治
療に必要な知見が得られると考
えています。
最後になりましたが、本研究を
遂行するにあたり、ご指導、ご協
力を賜りました衛生化学研究室
高橋典子教授をはじめ研究室の
皆様に厚く御礼申し上げます。

第28回日本臨床精神神経薬理学会・第48回日本神経精神薬理学会合同年会優秀プレゼンテーション賞を受賞して
先端生命科学研究センター

この度、第28回日本臨床精神
神経薬理学会 ・ 第48回日本神経
精神薬理学会合同年会において、
「黒質ドパミン神経細胞における
COMT の発現増加がパーキンソ
ン病症状に関わる運動機能障害
に及ぼす影響」という演題で、優
秀プレゼンテーション賞を受賞
いたしました。以下に受賞の対象
となった研究内容の概略をご紹
介させて頂きます。
パーキンソン病は、中脳黒質緻
密部におけるドパミン神経細胞
の変性・脱落により、運動機能障
害を生じる難治性疾患です。これ
までのゲノム研究や患者剖検脳
研究の成果から、原因遺伝子とし
て parkin や PINK1 といったい
くつかの候補遺伝子が提唱され

特任助教 須田

ておりますが、それら原因遺伝子
をノックアウトしたマウスにお
いてもパーキンソン病様症状が
認められておらず、患者病態を反
映する新たなモデルが必要とな
ります。近年、iPS 細胞技術の発
展により、血液や皮膚線維芽細胞
など患者自身の細胞から iPS 細
胞を介して疾患に関連する様々
な種類の細胞を人工的に誘導し、
患者の生体内で起きている現象
を生体外で時系列に沿って再現
することが可能となりました。こ
うした患者病態を反映する iPS
細胞由来分化細胞を用いて解析
を行うことは、疾患病態を捉える
上で重要なアプローチであると
考えられます。そこで、私は、ヒ
ト疾患特異的 iPS 細胞技術を応
用し、パーキンソン病態下ドパミ
ン神経細胞における疾患特異的
変動遺伝子の探索を試みました。
その結果、健常者と比較し、パー
キンソン病患者 iPS 細胞由来ド
パミン神経細胞において、ドパミ
ン の 代 謝 酵 素 で あ るcatechol-Omethyltransferase (COMT ) の 著
明な発現増加を見出しました。さ
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雪明

らに、こうした結果を受け、疾患
特異的 iPS 細胞研究により抽出
した黒質ドパミン神経細胞にお
ける COMT の発現増加がパーキ
ンソン病態下で認められる運動
機能障害に及ぼす影響について、
げっ歯類を用いた神経科学的な
解析を進めました。黒質ドパミン
神経特異的に COMT を過剰発現
させたモデル動物において運動
機能の評価を行った結果、パーキ
ンソン病様運動障害の発現が認
められ、新たなパーキンソン病モ
デル動物となりうる可能性を見
出しました。今後もこうしたヒト
iPS 細胞技術を応用したリバース
トランスレーショナルリサーチ
の実践を積み重ねることにより、
難治性疾患の本態を紐解き、臨床
に還元できる有用な情報を提供
できるよう、研究に励んで参りた
いと考えております。最後になり
ましたが、本研究遂行にあたり、
薬理学研究室 成田年教授、葛巻
直子准教授をはじめ、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。

星薬科大学報第89号
（2019年4月）

平成30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、山本あり
ささん、吉田小莉さん、芳山健太郎さんの3名が受賞され、平成30年度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

山本 ありさ さん

この度は学長賞という大変名
誉ある賞を頂きまして大変嬉し
く光栄に存じております。
私は星薬科大学の生徒として
本学の教育理念である
「親切第
一」を体現していきたいと入学し
てから考えておりました。理念の
実現ためには思いやりだけでは
足りず、知識や技能があってこそ
の
「親切第一」と考え6年間日々研
鑽して参りました。これからは本

学での経験を活かし、薬剤師とし
て地域や社会に奉仕できるよう
精進しております。
最後になりましたが、このよう
な赫々たる賞を頂けましたのは
指導してくれました先生方をは
じめ、周りで支えてくださった全
ての方々のおかげです。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。

学長賞を受賞して

吉田 小莉 さん

この度は学長賞という大変栄
誉ある賞を頂き、大変光栄に存じ
ます。
私は人々の健康に役立つこと
を学びたいと思い、薬学部を志し
ました。日進月歩する薬学領域
は、日々新しい知見を学ぶことが
出来、臨床的・基礎研究的にも大
変興味深い分野です。6年間勉学
に励むことが出来たのは、その様
な新しい事を常に学び続けられ
る環境を与えて頂けたおかげだ

と感じています。今後はこれまで
に得た知識を元に、基礎研究的観
点から薬学に貢献していきたい
と考えています。
最後になりましたが、このよう
な栄誉ある賞を頂けましたのは、
ご指導頂きました先生方、今まで
支えてくれた家族や友人、関わっ
てくださった全ての方々のおか
げです。この場を借りて深く御礼
申し上げます。

学長賞を受賞して

芳山 健太郎 さん

この度は学長賞という大変名
誉ある賞を頂きまして、誠に嬉し
く、光栄に感じております。
私は薬剤が体内でどのように
作用するのかに興味を持ち、その
知識で病気に苦しむ患者様を救
いたいという思いで薬剤師を志
しました。6年間の勉学の中では
必要とされる知識量の多さに圧
倒されることもありましたが、先
生方、家族、友人の支えのおかげ
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で無事に乗り越えることができ
ました。今後は大学で学んだ知識
に加えて、常に進化し続ける医
療、薬剤について学ぶ意欲を忘れ
ずに患者様に寄り添える薬剤師
になれるように精進してまいり
ます。
最後になりましたが、このよう
な賞を頂くにあたり関わって下
さった全ての方々にこの場をお
借りして深く御礼申し上げます。

星薬科大学報第89号（2019年4月）

学生の受賞
最優秀発表賞の受賞
演題名：Gas chromatography-Mass
spectrometry methods for determination of
Free amino acids as antioxidant in ﬁsh peptides.
ⅱ）
医療薬剤学研究室 修士1年 Zhou Haiyanさん
優秀発表賞の受賞
演題名：Preparation and evaluation of
macromolecule-anti inﬂammatory Conjugated
nanogel for the treatment of ulcerative colitis.

①薬物治療学研究室 修士2年 二階堂 潤さん
第20回日本咳嗽学会にて優秀演題賞を受賞
演題名：Cannabidiolの鎮咳効果におけるGPR55
の関与
②薬理学研究室5年 東條 陸さん
第139回日本薬理学会関東部会にて優秀発表賞を
受賞
演題名：モルヒネ鎮痛作用発現における側坐核
D1受容体陽性中型有棘神経細胞の役割

⑤日本薬学会Chem. Pharm. Bull. 誌Highlighted
Paper への選定
薬品製造化学研究室の天然有機化合物
(+)-Spinoxazine Bの初の全合成の論文が、
Chemical and Pharmaceutical Bulletin 誌の
Highlighted Paperに選定された。
著者：M. Iwata, M. Kuwabara, A. Matsuzawa,
and K. Sugita（岩田真由子、桑原基、松澤彰信、
杉田和幸）
題名：
“Facile Total Synthesis of (+)-Spinoxazine
B”

③薬物治療学研究室 修士1年 山岸 愛実さん
第28回日本臨床精神神経薬理学会 ・ 第48回日本
神経精神薬理学会合同年会にて優秀
プレゼンテーション賞の受賞
演題名：Streptozotocin誘発糖尿病マウスの恐怖
記憶の変化に対する脳内L-lactateおよびAMP活
性化プロテインキナーゼの関与
④4th Mogan Mountain International Summit On
Green Pharmaceuticals の受賞
ⅰ）
製剤機能分析科学研究室 修士2年 Hu Leqiさん
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星薬科大学報第89号
（2019年4月）

OB・OG の 今 ―学びを胸に輝く アップ・ツー・デート―

堀之内 藍

埼玉医科大学病院国際医療センター

「がん
（ 悪 性 新 生 物）
」は1981年 以
降、わが国の死因の第一位であり、
2人に1人は生涯がんに罹患し、3人
に1人はがんで亡くなる時代となり、
がん医療の進歩・向上に対する社会
からの期待は非常に高いものとなっ
ております。その中で、我々薬剤師
も専門的なチーム医療の担い手と
して、がん薬物療法における抗がん
剤の治療効果に関する知識や安全性
などの専門性を持つ必要性がありま
す。これまで薬剤師は調剤、病棟業
務が中心でしたが、今後は抗がん剤
治療が入院でなく通院しながらでき
る時代となり、外来での薬剤師の活
躍の場が広がってきております。が
ん治療は決して医療者だけで成り立
つものではなく、患者本人やそれを
取り巻く家族などの支援があって治
療が可能となります。外来で抗がん
剤を行うにあたり、その副作用の自
宅でのマネジメントや管理が治療継
続の鍵となると考えます。薬剤師は
患者の治療継続のためにも起こり得
る抗がん剤の副作用を事前に把握し
それを患者やその家族に指導し、実
際に副作用が発症した際はどのよう
な支持療法を医師に提案するかなど
非常に大きな役割を果たしておりま
す。
私は2013年に星薬科大学を卒業
し、埼玉医科大学病院に就職しまし
た。そこでは、手術室担当薬剤師と

して周術期に使用する薬剤の適正使
用に勤めておりましたが、がん医療
を学びたいという強い思いから薬剤
師4年目で、国立がん研究センター
東病院の11期薬剤師レジデントに進
みました。レジデント生活は3年間
あり、最初の2年間で調剤、注射、抗
がん剤調整、治験業務、薬剤師外来
業務、通院治療センター、DI業務を
行いながら、6つの診療科（乳腺・血
液、緩和、頭頸部、呼吸器、消化器、
肝胆膵）をローテートしそれぞれの
専門性を高めていきました。そして
3年目は自分が選んだ診療科に配属
となり医師と回診やカンファレン
ス、外来診療の同席という貴重な経
験をさせていただきました。私はレ
ジデントになる前は緩和医療に興味
がありました。がん医療における医
療用麻薬に対する日本人の認識はま
だまだ低く、使用に対して未だ抵抗
を示す患者さんもおります。薬剤師
としてその認識を変えたい、且つ、
鎮痛剤のスペシャリストになりたい
という思いがありました。しかし、
頭頸部内科をローテーションした際
に、根治治療で使用される化学放射
線療法での重度な粘膜炎に対してオ
ピオイドを使用することで治療完遂
率を高くできたという報告を目に
し、これまでは緩和=医療用麻薬と
いう考えでいましたが、根治を目指
す治療にもオピオイドが重要な役割
を担うという考えに関心を抱き、が
んを治すためのオピイドの使用につ
いて学びたいと思い頭頸部内科を選
択しました。実際に私は頭頸部内科
科長の外来診療の同席をさせていた
だき、診察前介入にてオピオイドが
必要な患者に対し医師に導入の提案
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薬剤部
やオピオイドによる副作用の支持療
法などの提案を行ったりしました。
また、次回外来までの間に疼痛悪化
がないか直接患者の自宅へテレフォ
ンフォローをしたりし医師の同意の
もとオピオイドの増量の指示や副作
用の管理を行っておりました。
また、医師の診察同席の中で私が
特に感じたことは、抗がん剤などの
エビデンスに関してはやはり医師に
敵わぬ部分がありましたが、それ以
外のジェネラリストとしての知識は
やはり薬剤師に特化すべきであると
感じました。抗がん剤治療での副作
用は現在免疫チェックポイント阻害
薬や分子標的薬の誕生で非常に複雑
化しております。その際に薬剤師は
高血圧や糖尿病薬など、ジェネラル
な知識を幅広く持っているかでその
患者の副作用を最小限に押させ、治
療中断をせずに継続できるか変わっ
てきます。
「防御こそ最大の攻めであ
る」と支持療法のあり方について感
じております。オピオイドによる粘
膜炎の疼痛コントロールを含めどの
時期に抗がん剤や放射線の副作用出
現が起こるのか、常に予測しながら
副作用対策をきめ細やかに行ってい
くことが外来薬剤師として求められ
ると考えております。
抗がん剤治療は日進月歩に進んで
おります。現在も多くの臨床試験が
日本で実施されておりますが、どの
治療においても副作用の無い治療は
ありません。薬剤師として治療が途
絶えることが無いよう抗がん剤だけ
の専門性のとらわれず、それ以外の
薬学的知識の構築を行っていくべき
と考え現在も日々勉学に励んでおり
ます。

星薬科大学報第89号（2019年4月）

国際学術交流だより

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
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。本稿では最近の
短期交換留学について、ご紹介さ
せていただきます。現在、浙江工
業大学薬学院より3名が交換留学
生として来校し、薬品物理化学研

国際交流室

究室、生化学研究室および生体分
子薬理学研究室に所属しており
ます。本学に短期留学した浙江工
業大学の学生のほとんどは、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。また、
2019年度からの新しい取り組み
としてタイ王国チュラロンコー
ン大学からの短期留学生は薬剤
師職能開発研究部門および実務
教育研究部門の先生がオーガナ
イズした日本の薬局および病院
薬剤部の一ヶ月間の見学体験プ
ログラムを行っております。短期
留学生らは現在、薬局での体験実
習を行っており、薬局の見学体験
実習が終了後、病院薬剤部での日
本の薬剤師の業務見学・体験に進
みます。まだ、途中経過の報告で
すが、多くの新鮮な経験を得てい
るようです。タイ王国と日本の薬
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室長

酒井

寛泰

局、病院薬剤部での業務や薬剤師
の役割の違いを体験することで
新たな発見があることを期待し
ます。また、日本で得た多くの経
験を将来に役立ててくれれば幸
いだと感じております。また、大
手チェーン薬局が平成27年にタ
イ王国のバンコクに1号店をオー
プンしたそうですので、本国とタ
イ王国との医療を含めた友好関
係がさらに進むことを願ってい
ます。
最後に、交換留学プログラムは
亀井淳三先生を委員長とする国
際学術交流委員会のメンバーは
もとより、本学の多くの教職員の
協力をいただき、遂行できており
ます。ご多忙のところ、快く国際
学術交流業務を引き受けて下さ
る教職員の皆様に心から感謝い
たします。

星薬科大学報第89号
（2019年4月）

RCSI交流だより

Royal College of Surgeons in
Ireland（RCSI）は ア イ ル ラ ン ド
の 首 都 ダ ブ リ ン に あ り、1784年
に創立された歴史ある大学です。
RCSIには医学部や薬学部など医
療系の学部が充実しており、健康
科学について広く研究していま
す。アイルランドが国策として国
際化を推進していることや、EU
加 盟 国 で あ る こ と か ら、RCSI
にはアイルランド以外出身のス
タッフや学生が多く所属してお
り、非常に国際化が進んだ大学と
言えます。
本学は、国際化への取り組みの
一 つ と し て、2015年 にRCSIと 国
際学術交流協定を締結しました。
これまでに、合同ワークショップ
や共同研究、大学間交流に関す
る議論を目的にRCSIから約15名
の教員 ・ 研究者や大学院生が来
校 さ れ ま し た。特 に、RCSI教 授
のJohn L. Waddington先 生 は 平
成28年度に、RCSI博士研究員の
Sudipto Das先生は平成29年度に
日本学術振興会外国人研究者招
へい事業に採択され、本学に約1
カ月滞在し、共同研究を進めまし
た。RCSIからの研究者の受け入
れは、来校者に本学を理解して頂

RCSI交流対応WG長

くのみならず、滞在中の交流が本
学の教員や学生の良い刺激とな
り、研究の推進に繋がるものと思
います。一方、本学からはこれま
でに7名の教員と1名の大学院生
が合同ワークショップや共同研
究に関する議論を目的にRCSIを
訪問しました。RCSIへの訪問で
は、RCSIの研究や教育における
取り組みや姿勢を肌で感じるこ
とができ、今後の本学の研究や教
育に役立つ情報が得られたもの
と感じます。
学生交流としては、これまでに
RCSIから約10名の学生を受入れ、
本学の学生5名がサマースクール
としてRCSIの研究室にそれぞれ
約 2ヵ月間滞在しました。RCSIか
らの留学生は、各研究室で卒論生
とともに研究活動を行うので、滞
在期間中、同じ研究室に所属する
本学学生にとっては、外国人と一
緒に活動する良い経験になりま
し た。ま た、RCSIに 滞 在 し た 本
学学生にとっては、言葉の壁にぶ
つかりながらも、RCSIの研究室
で研究活動を行い、何物にも代え
がたい経験になりました。
このような交流に加えて、2017
年後期、2018年後期には、本学3
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池田

弘子

年生の講義
「薬物治療Ⅳ」のうち、
統合失調症やうつ病、不安障害
などの精神疾患に関する講義を
RCSI教授のWaddington先生が担
当しました
（写真左）
。講義では、
前半に各精神疾患の病態や治療
についての講義を行い、後半に
は学生は講義の内容をレポート
にまとめ、理解を深めました。後
半の時間にはWaddington先生は
教室内を回り、学生からの質問に
答えて頂きました
（写真右）
。講義
後のアンケートでは、多くの学生
が、興味深い講義だった、英語の
重要性を感じた、貴重な体験だっ
たと答えていました。専門科目の
講義を英語で受講することは、本
来であれば留学しなければ経験
できないことなので、本学にいな
がらこのような講義を受けられ
るのは非常に良い機会だと思い
ます。
あらゆる分野において国際化
が求められる中、学生から教員に
至るまで交流の機会があるRCSI
は、本学にとって国際経験を積む
良きパートナーであると言えま
す。今後も、様々な場面で交流が
発展することを望んでいます。
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イノベーションセンターだより

イノベーションセンター（セン
ター長 ： 亀井淳三先生）は本学
の事務組織内の一部門で、産学
連携、地域協力、国際交流、プロ
ジェクト研究支援に係る業務を
担当しています。主な業務は、研
究者の皆さんが科研費など外部
競争的資金を獲得する目的で申
請する案件への支援業務、および
採択後の経費執行の進捗管理、ま
た学外の企業、大学組織等との連

イノベーションセンター

携を通じた共同研究の推進業務
等が中心です。特に毎年秋の科研
費公募申請では、学内研究者から
の数十件に及ぶ申請書類が事前
内容確認のため本センターに舞
い込んできますが、これらの書類
を僅か3名の担当メンバーで事前
チェックした後、申請される研究
者とface to faceで内容の相談を
させていただいて、採択率の上昇
を祈りつつ全面支援の体制を敷
いています。
ま た、2016年12月 に 本 学 と 電
気通信大学、順天堂大学との学術
連携交流協定が締結されました
が、本学の講義カリキュラムにも
2019年度よりこれら連携大学の
先生方からの講義が予定されて
います。さらに教育面からの連携

実務教育について

担当部長
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哲郎

だけでなく、研究者同志の交流を
通じて共同研究に向けた動きも
加速してきています。最近のト
ピックスとして、本学と電気通
信大学との
「薬工連携シンポジウ
ム」
が開催され
（2019年3月4日、於
電気通信大学、写真参照）、イノ
ベーションセンターでも本開催
運営に携わりました。本シンポジ
ウムでは薬学領域を超えたアイ
デア、手法を応用した新たな共同
研究の可能性について両大学研
究者間で活発な意見交換が行わ
れました。今後、順天堂大学とも
含めてさらなる学外との学術交
流の拡大を図り、新規の共同研究
プロジェクトが発足することを
期待しています。

実務教育研究部門

年度から新カリキュラムを指針
本学における実務教育は、主に
にした実務教育が始まりました。
臨床準備教育として４年次後期
新カリキュラムでは、学生が卒業
に行う「実務実習事前学習」
（8単
するまでに修得する目標として
位）
、臨床実習として５年次に行
われる
「 薬 局 実 務 実 習」
（10単 位） 「薬剤師として求められる基本的
な資質」が10項目掲げられていま
「病院実務実習」
（10単位）があり
す。特に6の
「薬物療法における実
ます。
践的能力」では、薬物療法を主体
2015年に薬学教育モデル・コア
的に計画、実施、評価し、安全で
カリキュラムが改訂され、2018
有効な医薬品の使用を推進する
ために、医薬品を供給し、調剤、
薬剤師として求められる資質
服薬指導、処方設計の提案等の薬
１. 薬剤師としての心構え
学的管理を実践する能力が求め
２. 患者・生活者本位の視点
られています。つまり、医師の処
３. コミュニケーション能力
方を正確に調剤するだけでなく、
４. チーム医療への参画
その処方や薬物療法の効果、副作
５. 基礎的な科学力
用を薬剤師自身が評価して、患者
６. 薬物療法における実践的能力
さんに合った安全で有効な治療
７. 地域の保健・医療における
を積極的に提案していく能力が
実践的能力
必要とされています。
８. 研究能力
９. 自己研鑽
新カリキュラムに対応した実
10.教育能力
務実習事前学習では、調剤を基本

木原

町田

昌明

としながらも、医療現場のシミュ
レーション
（症例を基本とした演
習）
に重点をおき、病態の理解（全
身状態、検査データ、画像データ）
や薬物療法の評価、副作用のモニ
タリング等の演習を多く取り入
れています。そして、スムーズな
実務実習ができるよう、薬局実習
では
「薬局カウンターでの服薬指
導」
、病院実習では
「病棟業務」を
想定した実習を繰り返し行って
います。
また、実践的な臨床能力を身に
付けるために重要な教育となる
のが、5年次に行われる薬局 ・ 病
院実務実習です。新カリキュラム
では、薬局・病院間での情報を共
有化し、限られた実習期間で効率
的に学べるよう、重複した実習内
容が見直されました。さらに実習
生の公平性を保つため、実習に関
わる代表的な８疾患
（がん、高血
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圧、糖尿病、心疾患、脳血管障害、
精神神経疾患、免疫・アレルギー
疾患、感染症）が定められました。
少なくともこの8つの疾患につい
て、患者さんに接し継続的に関わ
ることで、薬物療法を知識だけで
なく患者体験から深く学ぶこと
が推奨されています。5年次では、
実践的な臨床対応能力を身に付
けることに重点をおき、実習を通
して緊張感のある臨床体験を経

験します。
この十数年で薬剤師の業務は、
調剤行為を含む医薬品を供給す
る専門職から、患者の様々な病態
における医薬品の使用を包括的
に管理し、薬物療法の安全性・有
効性を保証する専門職へと大き
く変化しました。新コアカリキュ
ラムに対応する新しい教育シス
テムを構築することにより、
「患
者中心の医療」や、
「 薬剤師が行う

学長就任パーティーについて

2019年4月1日 付 で 星 薬 科 大 学
学長に就任した中西友子先生の
就任パーティーが、4月25日
（木）
にテーオーシービル（西五反田）
13階特別ホールに於いて盛大に
開催されました。
220名を超えるご出席者を、中
西友子新学長と大谷卓男理事長、
杉山清副学長が会場入口でお迎
えしてパーティーが始まりまし
た。杉山副学長が開会のご挨拶
と新学長のプロフィルをご紹介
し、大谷理事長のご挨拶では中嶋
前々学長、田中前学長への感謝
と、新学長に対する期待の思いが
述べられました。次いで中西学長
から、創立者の星一先生が唱えた
親切第一と人材育成の揺籃とし
ての本学の地位を更に高めるべ
く、新学長としての抱負と決意が
述べられました。
ご出席の皆様を代表して、三名
の方からご祝辞を賜りました。産

べき薬学的管理とは何か」を学ん
で欲しいと考えています。また、
病院では、カンファレンスや回診
同行で積極的に処方提案 ・ 治療
効果の確認 ・ 副作用のモニタリ
ングを行い薬物療法に責任を持
てる薬剤師を、薬局においては、
超高齢化社会を迎え地域医療を
担うことのできる薬剤師を養成
したいと考えています。

事務局長

業技術総合研究所 ・ 中鉢良治理
事長様からは、産総研と本学の間
の意外に知られていない共同研
究や研究者の交流が紹介され、新
学長の下で本学の益々の発展を
祈念するとのお言葉がありまし
た。内閣府原子力委員会・岡芳明
委員長様からは同委員会におけ
る中西委員の活動のご紹介があ
り、東京大学大学院農学生命科学
研究科・堤伸浩科長様からは、中
西先生の東京大学農学部や同大
環境安全本部長としてのご活躍
のご紹介がありました。また、当
日のご出席がかないませんでし
たが、品川区長・濱野健様及び前
学長 ・ 田中隆治様からのご祝辞
をご紹介いたしました。
本学理事 ・ 森田博史教授の乾
杯の音頭で、和気藹々の歓談が始
まり、中西学長は大谷理事長と共
に会場内をご挨拶に回り、ご出席
の皆様から暖かいお祝いと励ま
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田中

弘夫

しのお言葉を戴きました。歓談の
途中、頂戴したご祝電の紹介があ
り、元文部大臣・元東京大学総長
の有馬朗人様、前々学長の中嶋暉
躬様はじめ、祝電披露がありまし
た。歓談の宴は尽きませんでした
が、本学理事・小船新一同窓会長
が閉会のご挨拶を述べて、盛会裏
にパーティーがお開きとなりま
した。
なお蛇足となりますが、田中前
学長の就任パーティーのときも
テーオーシービルで開催しまし
た。実はテーオーシービルがある
ところに、かつて星製薬があり、
ここに教育部門が開設されたの
が本学の始まりとなっています。
やや分かり難いのですが、中原街
道の歩道沿いの植え込みの中に
「星薬科大学発祥の地」の石碑が
立っています。ぜひ一度探してみ
てください。

星薬科大学報第89号（2019年4月）

「親切第一」の額の寄贈について

「親切第一」とは、星一先生が若
くして抱いた、生涯にわたる一大
思想である。本学の教育理念で
あり、星製薬株式会社の設立精
神でもあった。星先生が揮毫され
た親切第一の書には、
「 さ書」と書
かれ、これは、右利きであっても
努力をすれば左手で文字を書く
ことができるということを表し
たものである。この書は、星薬学
専門学校の授業風景写真にも見
ることができ、また、特に、星製

薬株式会社の特約店に額にして
贈っていたようである。
今年3月、都内在住の藤本実樹
様から、ご自宅に
「親切第一」
の書
があるとの連絡があった。藤本様
のお婆様である碓井延様は、星薬
科大学の前身の学校に在籍して
いたとのことであり、調査の結
果、星製薬商業学校の第1期生で
あることが分かった。更に、星製
薬 株 式 会 社 社 報 第102号
（ 大 正11
年10月1日発行）
において、碓井延

様の写真と卒業感想文が発見さ
れた。当時の商業学校の在籍期間
は約6 ヶ月で、第1期生は、大正11
年2月5日から7月25日まで在籍し
ていたこと、卒業生に対しても親
切第一の額が贈られていたこと
が判明した。これらの発見は、ま
るでタイムカプセルを開けたよ
うである。
今回発見された親切第一の額
は、藤本様のご好意により本学に
寄贈されることになり、4月23日
（火）
、中西友子学長から藤本様に
感謝状が贈呈された。97年ぶり
の里帰りとなった親切第一の書
は、5月17日創立記念式典におい
てお披露目され、その後、学長室
に設置される予定である。
総務部 髙橋 俊介

キャロット・レーモンド氏の来学について
2019年3月5日
（火）
、本学本館の
設計者であるアントニン・レーモ
ンドのお孫様、キャロット・レー
モンド氏が米国から来日し、まず
本学にお立ち寄りくださいまし
た。
アントニン・レーモンドはチェ
コ生まれで米国に帰化し、フラン
ク・ロイド・ライトに師事し、帝
国ホテル建設にも当たった世界
的建築家です。1922年の独立後、
1924年に星薬科大学本館を完成
させました。当時の最新の技術 ・
デザインで設計され、東京におけ
る最初の鉄筋コンクリート造り
のひとつです。故郷であるチェコ
に興っていた
「チェコ ・ キュビズ
ム」建築様式を取り入れており、
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ライトの影響とレイモンド独自
のスタイルを見ることができる
とても貴重な建物となりました。
キャロット ・ レーモンド氏は、
歴史資料館に保管されている、本
館建設中の写真の中に、アントニ
ン ・ レーモンドの奥様が写って
いることに感動されておりまし
た。また、アントニン ・ レーモン
ドの初期の作品である本館が、こ
こまで完璧に保管されているこ
とに驚いており、建物を大事にす
る精神とテクニカルの部分で大
きな評価をされました。本館、歴
史資料館の見学後、施設管理をし
ている管財部営繕係3名と記念写
真を致しました。
総務部 髙橋 俊介

星薬科大学報第89号
（2019年4月）

研究室紹介

生薬学研究室

生薬学研究室は、森田博史教
授、金田准教授、平澤講師のス
タッフ3名の他、大学院生5名、学
部卒論生57名で構成されていま
す。また、当研究室は以前より海
外からの留学生を積極的に受け
入れてきましたが、現在もインド
ネシア、中国、韓国出身の学生が
所属しており、国際色豊かなメン
バー（6名）で研究活動に励んで
います。講義科目については、
「天
然資源I」
「 天然資源II」
、
「 生物有
、
機化学」、
「 有機構造解析学」
「構
、
造解析学」および、スタッフ全員

研究室紹介

で2年次の化学系実習を担当して
います。
当研究室では、植物に由来する
新しい化合物と新しい生物活性
を見いだすことを目指し、各グ
ループに分かれて研究を行って
います。
『 新しい天然物を見いだ
す』ことを主眼に置いたグループ
は、植物に含まれる天然由来成分
を軸に研究を進めており、天然物
ならではのユニークな骨格を有
する化合物の単離 ・ 構造決定を
行い、新規物質の発見を目指して
います。これらの研究では、東南
アジアなどの熱帯地域の研究機
関と共同で未利用植物の開拓や
伝承民間薬の調査等も行い、これ
まで多数の新しい物質を発見し
てきました。
『 天然物の新しい活
性を見いだす』ことを主眼に置い
たグループでは、新たに発見した

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

微生物学研究室

微生物学研究室は、前年度に辻
勉先生（名誉教授）が退任され、本
年度より新しい体制でスタート
しました。現在、築地信
（准教授）
、
奥輝明（講師）、人見祐基
（特任講
師）のスタッフ３名のもと、学部
卒論生29名、社会人大学院生1名
とともに研究を進めております。
担当している講義および実習は、
微生物学（薬２年生前期）
、免疫学
（薬２年生後期）
、薬物治療Ⅱ（薬
３年生前期）、応用免疫学
（薬アド
バンスト）
、応用免疫学A/B（創
薬4年生前期）、生物系実習
（薬1 ・
2年生）、環境保健学特論Ⅱ
（大学

院）
です。
技を駆使して行なっています。こ
研究室では、
「 健康を維持する
の幅広く多岐にわたる実験の経
ための免疫システムのしくみを
験は、今後より一層重要性が高ま
調べる！」
をテーマとし、感染、が
る生物学的製剤を深く理解する
ん、炎症、アレルギーの病態を解
ために役立ちます。さらに、新カ
明し、予防法および免疫応答を制
リキュラムに謳われている薬剤
御する医薬品の開発を目指した
師として求められる10の基本資
研究を行なっています。サブテー
質のうち、特に
「基礎的な科学力」
マとして、
（1）病態モデル
（肺炎球
を習得し
「研究能力」
「 自己研鑽」
菌感染、担がん、デキストラン硫 「教育能力」
「 コミュニケーション
酸ナトリウム誘導性腸炎）におけ
能力」を高めることも目標にして
る免疫記憶状態とそれを維持す
います。それらを涵養するため
る分子メカニズムの解析、
（2）免
に、定期的な研究成果の発表会や
疫 制 御 分 子Coronin-1の 解 析、
（3） ディスカッションミーティング
細菌 ・ 真菌由来物質による免疫
を頻繁に行なっています。
調節作用の解析、
（4）免疫系疾患
研究室は新星館北棟５階にあ
の発症に関わる遺伝要因の探索、 りますので、興味をお持ちになっ
（5）iPS細胞やがん抗原に対する
た方は、ぜひ研究室の雰囲気を体
人工抗体の作製を進めています。 験しにいらしてください！
これらの研究は、微生物学、分子
准教授 築地 信
生物学、生化学、細胞生物学、動
物実験学、遺伝学に基づく実験手
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研究室紹介

生化学研究室

した創薬研究に取り組んでいま
す。栄養素としての印象が強い糖
質ですが、ヒアルロン酸・ヘパリ
ン ・ ABO血液型抗原など様々な
「糖質」が医薬の現場で活躍して
います。癌の転移と悪性化・炎症
性疾患 ・ 感染症などの課題に対
し、糖質とその切断酵素に着目し
たアプローチを通じて診断と治
療への貢献を目指します。また、
細胞増殖制御を制御する酵素と
生化学研究室を東伸昭、高橋勝
その阻害分子とのバランスに着
彦の２名で運営する体制となっ
目し、胎盤形成並びに骨粗鬆症 ・
て３年目になります。講義は生化
生活習慣病などの予防と健康の
学I ・ 生化学II ・ 環境学 ・ 衛生学
維持へと展開する研究に着手し
Ⅲ・栄養と保健衛生・食生活と保
ています。
健衛生 ・ 生物系実習I、薬学特別
赴任間もない頃に本欄を執筆
演習I・II、大学院講義として基盤
薬学特論III を担当しています。 する機会をいただきました。当時
何気なく書いた
「研究活動は教育
研究室の構成は6年生6名、5年生
の一環でもあります」という文言
8名、4年 生12名、3年 生14名 と い
の重みを今になって感じていま
う若手の多いピラミッド型です。
す。研究の現場では、生化学など
私たちは糖質と酵素を対象と

研究室紹介

で学んだ座学の講義内容が
「なま
もの」として出てきます。卒業研
究の遂行には
「本質を理解した行
動」
「 報告と相談」
「 時間管理」
「整
理整頓」
「 在庫確認」
「 定期的なま
とめと発表」などが大切ですが、
これらはそのまま将来の日常業
務に活かされるでしょう。研究
活動が将来に繋がっていること
を忘れずに日々の教育に取り組
みます。他流試合を通じて学生
に広い世界を体験してほしいと
願い、この度同一学会へ11演題
を提出し、ほぼ全員が発表に参
加する
「暴挙」に出ることにしま
した。本稿が掲載される頃には、
HP (http://polaris.hoshi.ac.jp/
kyoshitsu/seika/index.html)を 通
じ学生の奮闘ぶりをご報告した
いと思います。
教授 東 伸昭

衛生化学研究室

衛生化学研究室（大学院名 ： 病
態機能制御学）は、2015年4月に新
たにスタートしてから2019年で5
年目を迎えました。現在研究室に
は、教員4名、大学院生2名、学部
学生87名（薬学科 ： 84名; 創薬学
科：3名）、総勢93名が所属してい
ます。衛生化学研究室では、
「衛生
学I ・ II」
「環境学A ・ B」
「衛生学 ・
環境衛生学 ・ 食品学特論」
「 基礎
演習」の講義、
「 環境保健学特論I」
「病態解析学特別講義」の大学院
講義、及び「基礎実習Ｉ」
「 薬学科
生物系実習II」
「薬学科物理系実習
II」
の実習を担当しています。
衛 生 と は「 生
（ 命）を 衛（ ま も）
る」という字の示すとおり、人の
健康を増進し良好に維持するこ
とです。衛生化学は、
「病気になら
ないためにはどうすれば良いか」

を考える予防薬学で、生体に影響
を及ぼす諸因子について学び、病
気を予防し、健康増進・維持のた
めの方策を見出すことに主眼を
おいています。
衛生化学研究室では、
「 食と環
境 ： 健康の増進と維持」
をテーマ
に掲げ、食事から摂取する栄養
素や人をとりまく環境因子の生
体影響について研究を行ってい
ます。予防薬学といっても早期発
見、早期治療といった2次予防が
ありますので、病態とは無縁では
ありません。生体で多様な作用を
示すビタミンAの新しい作用やメ
カニズムを解明することによっ
て、癌、生活習慣病、認知症、ア
トピー性皮膚炎に対する次世代
の治療薬や予防薬を創ることを
目指しています。また、肥満や脳
機能に深い関わりをもち、糖尿病
や飢餓時に増加するケトン体の
代謝に関わる因子の新しい役割
を解明する研究や、臭化難燃剤を
はじめとする環境汚染因子の生
体影響に関する研究も行ってい
ます。特に癌は致命的な恐怖の疾
病であり、治したいという一心で
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研究に励んでいます。日常生活に
欠かせない
「食」と
「環境」に着目
した研究の成果は、健康に大いに
貢献し、人に幸福をもたらすもの
と信じています。
研究室では、科学的な思考・表
現力及び自主性 ・ 自信 ・ 思いや
りを身につけた国際的に通用す
る人材の育成を目指しています。
また、人数が大変多く至難の業で
すが、職員、院生、学部生の間の
コミュニケーションを自由にと
れる環境作りを行い、協調性や学
ぶ ・ 会話する力を養っています。
全員が卒業研究を行えるように、
実験台も機器も限られている中、
日程や時間に差を設けて工夫を
しています。ひとりでも時を過ご
せる情報化時代の現在、年間を通
して開催する情報交換会は非常
に大切なイベントです。星一先生
は、信念を成就するには
「一に人、
二に人、三に人」と人の育成が大
切であると、唱えられました。ス
タッフ一同、学生と常に会話をし
て指導し、立派な人に育てていき
たいと考えています。
教授 高橋 典子
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新任教職員紹介
足立

慎弥

助教

濱田

祐輔

助教

薬品製造化学研究室

薬理学研究室

4月1日付けで薬品製造化学研究室の
助教に着任いたしました。
これまでの自身の経験を生かすとと
もに、新しい環境で多くのことを日々
学び、本学のさらなる発展に貢献でき
るように教育 ・ 研究に取り組む所存
です。
どうぞよろしくお願いいたします。

研究内容 ： 包括的緩和医療を目指し
たがん・痛み病態解明における末梢–
脳–末梢免疫連関研究

相良

井上

篤信

4月1日付で薬理学研究室の助教に着
任致しました。がん/免疫/神経科学の
領域横断的研究を通じ、成果を世界に
発信できるように努め、教員として
も、薬学・科学のプロの育成に邁進し
ていきたいと思います。どうぞよろし
くお願い致します。

助教

信宏

助教

薬剤師職能開発研究部門

薬学教育研究部門

4月1日付で薬剤師職能開発研究部門
の助教に着任いたしました。
これまでに培った経験をいかして、研
究 ・ 教育 ・ 社会貢献に邁進していく
所存です。
どうぞよろしくお願いいたします。

研究内容 ： 薬剤師の生涯学習に寄与
する学部教育方法の開発

北岡

須田

諭

4月より薬学教育研究部門の助教に
着任致しました。本学が排出する薬剤
師としてふさわしい知識や専門性を
持った学生を育成することを目指し、
教育 ・ 研究に邁進していきたいと考
えております。どうぞよろしくお願い
致します。

助教

雪明

特任助教

薬動学研究室

先端生命科学研究センター

研究内容 ： 妊娠中に薬物を使用した
際の胎児における薬物動態学的解析

研究内容 ： 疾患 iPS 細胞研究／脳神
経科学研究

4月より薬動学研究室の助教に着任
いたしました。専門である薬物動態学
の観点から、高度化、専門化する医療
に対応できる薬剤師の育成の向け、研
究・教育に精進してまいります。どう
ぞよろしくお願い致します。

4月1日 付 で 先 端 生 命 科 学 研 究 セ ン
ターの特任助教に着任致しました。疾
患 iPS 細胞を用いた脳神経科学研究
を通じ、自らの研究スキルを上げるよ
うに常に努力し、”研究型大学”として
の本学の発展に貢献できるよう努め
て参りたいと考えております。どうぞ
よろしくお願い致します。

奥脇

弘次

特任助教

薬品物理化学研究室
研究内容: 生体膜の解析に向けたマル
チスケールシミュレーション手法の
開発
4月より薬品物理化学研究室の特任
助教に着任しました。シミュレーショ
ンという計算化学の立場から、薬学の
発展に貢献できるよう邁進していき
たいと考えています。どうぞ宜しくお
願い致します。
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新任教職員紹介
鶴岡

德江

職員

平澤

可奈子

職員

経理部

管財部

4月1日 付 で 経 理 部 に 着 任 致 し ま し
た。
本学でのこれまでの経験を基に、更に
安心と信頼を寄せて戴けますよう努
めて参りたく存じます。
ご指導・ご鞭撻のほど、どうぞ宜しく
お願い申し上げます。

2014年8月より管財部で勤務して
おりましたが、この度4月1日付で職
員として着任いたしました。これまで
の経験を踏まえ、今後もより一層本学
の発展に貢献したいと思っておりま
す。どうぞよろしくお願い致します。

2019年度入学式の満開の桜
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柔道部

こんにちは、柔道部です。
現在、私達は部員数が少ないた
め、部員全員の予定が会う日に隔
週で練習を行っています。
部員数が少ないため、部員同士
他学年との繋がりがとても強い
ですが、上下関係は厳しくなく、
普段はアットホームな雰囲気で
和気あいあいと活動しています。
しかし、練習の時はしっかりと気
持ちを引き締め活動しています。
柔道は、
「 礼に始まり礼に終わ
る」武道なので、道場への入場時、
また練習や試合の前後には必ず
「礼」を行ないます。柔道は、日本
が発祥である世界に誇れる格闘
技であり、礼儀を重んじる厳格な
ルールに則ったスポーツでもあ
ります。また柔道は、相手がいな
いと何も成し得ません。日々の練
習の中、あるいは戦いの中で切磋
琢磨しあう相手がいて、初めて自
分自身を高めることができます。

そのため練習や試合においては、 三段と続いていきます。現在の部
員の中には、二段や三段を保有し
相手への敬意を表すために心を
ている人がいます。段を取るに
込めて礼をします。
柔 道 は 格 闘 技 で あ る た め に、 は、大会での成績も必要ではあり
ますが、形の審査も行われます。
怪我をしてしまうことが多いス
柔道において形とは、技を掛ける
ポーツなので、練習前はしっかり
（とり）
」と技を受ける「受
（う
とストレッチをし体を温め、練習 「取
け）
」
にわかれ、決められた手順で
中は気を引き締め集中して稽古
技を掛け、受け止め、反撃し、そ
を行います。
れを反復することによってその
星薬科大学柔道部は、東日本薬
理合いを理解し技を完成させる
科大学連盟春季柔道大会、秋季柔
ことができる稽古です。
道大会の主に二つの大会に出場
大学で柔道部に入ろうとする
しています。昨年度は春季大会に
人は、小さい頃から柔道をやって
おいて、女子個人戦優勝、男子個
いた人や、中学高校の頃柔道部に
人戦無段の部準優勝、三位という
入っていた人がほとんどだろう
成績を残すことが出来ました。一
と思います。ですが、星薬科大学
昨年度は、春季大会は女子個人戦
柔道部に入る人は半分以上が大
優勝、秋季大会は女子個人戦準優
学から柔道を始めています。もち
勝という成績を残しました。
ろん経験者もいるので柔道が全
また、東日本薬科大学柔道連盟
くわからなくても安心して入る
に所属している大学の柔道部は
ことができます。基本の受け身か
どこも人が少なく、試合後に合同
らしっかりと教わることができ
稽古を行うので、大会の度に色々
な人と練習することが出来ます。 ます。
稽古は初心者でも取り組みや
たくさんの人と練習して経験を
すいように、打込み、投げ込み、
積むほど、練習が楽しくなりま
乱取り、打込みという順番でやっ
す。
ています。昇段審査が近い時は、
また、柔道部の活動の一環とし
形の練習もするので臨機応変に
て、大会参加だけではなく昇段審
査を受けに行くこともあります。 対応しています。
これからも大会で成績を残せ
有段者とは、文字通り段を有して
るように、部員一同頑張ります。
いる人のことであり、黒帯を締め
ることが出来るようになります。 応援よろしくお願いします。
柔道部 部長 林 美佑
段位は初段からはじまり、二段、
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行動薬理学研究部
こんにちは。行動薬理学研究部
です。
現在、1年生23人、2年生5人、3年
生12人 の 計40名 で 活 動 し て い ま
す。
行動薬理学研究部は、例年、金
曜日に部会、6月の土曜日と夏休
みに実験を行います。3年生が主
体となって毎年自分達の興味を
持った題材を取り上げ、顧問の成
田先生の指導を仰ぎ、先輩方と話
し合いをしながら実験を計画し
実施していきます。
行動薬理学研究部の実験の特
徴的なものとしてマウスを用
いた実験が挙げられます。昨年
度 は「 可 溶 化 ク ル ク ミ ン 製 剤 の
NSAIDs誘発消化管障害に対する
有効性に関する実験」と「クレン
ブテロールの抗肥満作用に関す
る実験」の二つを行いました。
また、毎年、11月頃に昭和大学・
東北医科薬科大学 ・ 北里大学及
び本大学の4校で行う、東日本薬
理学研究連合発表会に参加して
おり、その年に行った研究の発表
をし合うなど、薬理学に対する造
詣を深めます。昨年は、ちょうど
本大学が主管校だったこともあ
り、発表会終了後には懇親会を主
催し、普段、交流できない他学の
学生と楽しい時間を過ごし、親睦
を深めました。
さらに文化祭では、行動薬理学

研究部が行った実験に関する展
示を行い、来場された方々にわ
かりやすく実験内容などをお伝
えしたり、質問に答えたりし、一
般の方々に成果を披露しました。
それに加え昨年度は模擬店でフ
ルーツポンチとキュウリの浅漬
けを販売し、大変好評でした。
当然のことながら行動薬理学
研究部の部員は全員、初心者から
のスタートとなります。入部後、
すぐに実験を行うのではなく、最
初はマウスに慣れるところから
はじめ、徐々にマウスの扱い方や
投与の仕方を学んでいきます。そ
して、正しい技術を習得した後
に、3年生が中心となっている実
験に参加します。
夏休みには、実験だけでなく毎
年、学内で1泊2日の合宿を行い、
スイカ割りやバドミントン大会
などのレクリエーションを通じ、
先輩、後輩の仲が深まります。
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一見、実験や発表を行うなど、
難しくて入りにくそうな部活か
なと思われるかもしれませんが、
楽しいイベントもあり気軽に入
部できる部活です。また、2年生
での薬理実習において使えるよ
う な 技 術 の 習 得 も 可 能 で す し、
実習をほんの少しだけですがス
ムーズに進めることもできるの
ではないかと思います。先程も申
しましたが、部活としても学生生
活に支障があるほどスケジュー
ルは厳しくなく、実験の実施期間
以外は活動が少なくなるため、大
半の部員が兼部をしています。部
員数はさほど多くありませんが、
3学年で和気藹々と実験を行って
いる楽しい部活です。
この学報を読んで興味を持っ
た皆さんの入部を部員一同、ぜひ
お待ちしております！
行動薬理学研究部 部長
高林 優夏
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