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　この会誌が届く頃には寒い日が続いて

いるとは思います。本年度からの新任の

薬友会会長となりました現薬学研究院長

井上和秀と申します。現在の厳しい社会

情勢、九州大学のおかれている立場等を

鑑み、今後の九大薬学部の将来を見据え

た薬友会の将来構想を常々考えておりま

す。また、皆様方へその将来構想に基づいたお願いがございます。

１．薬学の時代とそれを担う人材

　グローバルな現代社会には様々な病気が存在し、新たに見出さ

れ、あるいは再興し、多くの人々がそのために苦しんでいます。医

薬品はこれまでも、これからもこれらの病気に対処するための大切

なツールです。医薬品産業は国内だけでも現在８兆円規模であり、

知識集約型の重要産業として認識され、輸出産業としても今後の発

展が期待されています。閣議決定された新成長戦略にもライフイノ

ベーションの中核として革新的新薬創製が謳われています。私たち

薬学研究院に課せられた責務は、新しい有益な医薬品シードを創製

し、創製技術を開発し、あるいはまた育薬技術を開発すること、そ

してその産業で活躍する人材や高度専門化する医療現場で職能を発

揮する薬剤師を育てる事です。また、化粧品、食品添加物、健康食

品、あるいは環境汚染物質などの生活関連物質に含まれる化学物質

について私たちはより良く知り、それらをうまく活用したり、健康

被害を未然に防いだりすることが非常に大切になっています。この

ような状況に対応できる人材、更にレギュラトリーサイエンスを実

践する行政組織で活躍する人材、こういう方々を育てることも私た

ちに期待されています。このように、現代社会が必要とする医薬品・

化学物質にかかわる技術、製品、人材すべてに私たちの薬学が生か

される状況を見つめると、いまこそ、「薬学の時代」であり、その

時代を担う人材を私たちは４年制の創薬科学科と６年制の臨床薬学

科で育てています。

２．九大薬友会の皆様へのお願い

　私たちに課せられた社会的責務は大きくなるばかりで、それに応え

るための教育・研究業務も増大し、一方で人件費も研究費も年々削

減され、薬学部の経営は更に困難となってきました。しかも度重なる

評価への対応で疲弊してきております。さらに、世界的な経済の不

安から雇用は確実に落ちてきており、現在の修士の就職状況はかな

り厳しいです。特に、創薬科学科出身の修士１年生は、薬剤師免許

もなく、就職できない場合にはまさに路頭に迷うことになります。

　そこで、先輩諸氏にお願いがございます。九大薬友会を、単なる

思い出を語る会から、学生にとっても、卒業生にとっても、そして

ご年配の方にも有益な会にしたいと切望します。学生に対しては、

強力な就職戦線のサポーターとして、あらゆるチャネルを通じて九

大薬学学生の就職を有利に導いていただきたいと思います。特に、

企業や研究所において影響力の大なる地位にある方のご協力が是非

とも必要です。卒業生にとっては、社会人として困難にぶつかった

場合の良き相談相手になっていただきたいと思います。また、ご年

配の方に取りましては、これまでの人生経験を後進に活かす事がで

きる場となっていただきたい。その総合型が近い将来の九大薬友会

です。どのようにすればそうなるのか、ネットワークをどのように

作るべきか、課題は多いですが皆様の英知を結集させていただきた

いと思います。

３．九大薬友会の皆様、特に福岡支部の皆様へのお願い

　ところで、ご近所の薬剤師の先輩諸氏へお願いがあります。現在、

６年制の臨床薬学科では、実務実習に望む前に、CBTやOSCEな

どといった課題が学生に課せられ、それをクリアしなければ進学で

きません。OSCEは模擬薬局で学生が調剤等をする技術を確認す

る評価システムですが、なんとその評価を薬剤業務をしたことがな

い教員、例えば化学合成しか経験がない教授なども動員されて、評

価作業を行っています。薬学全体で共通体験を積むのがいいのだと

いう説明ですが、一度行えば十分で、ここはやはり、薬剤業務を実

際に経験された、あるいは実践されている皆様に評価指導を受ける

のがベストと思います。特に、本学近隣にお住まいの薬友会福岡支

部の皆様には、今後、ご協力をお願いする機会が必ず出て来ると思

います。皆様のご協力が得られれば、よりよいOSCEが実施でき

ますし、多くの教員は研究と教育にもっと時間を注ぐことができま

す。その節には何卒ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

　私たちは、こういう小さな節約した時間を拾い集めなければなら

ないほど、研究時間は削られ、研究費獲得のチャンスも小さくなっ

ています。教育は数値化しにくいですが、研究は論文数と研究費獲

得額で客観的に評価されやすいことから、研究費をどれだけ取るか

が、つまるところ世間の、そして文部科学省の私たちへの評価と

なってしまっております。この現実は、実におかしいですが、厳然

としたリアルです。現在のシステムでは若い教員は実に気の毒で

す。本学にとどまらず全国的に学生の質の低下が一段と深刻にな

り、その一因に「ゆとり教育」があげられておりますが、もっと大

きな問題をはらんでいると思われます。その抜本的な改善には国家

をあげて取り組まねばなりませんが、それをになうべき政党も官僚

組織もその実現には対応できておりません。しかし、そういう学生

の対応を私たちはしなければなりません。特に、現場で学生を直接

指導しなければならない若手の教員には大きな負担となり、その
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上、様々な雑用が降り注ぎ、結果として研究時間はどんどん削ら

れ、細切れとなり、集中して論文を書く時間を作り難くなっており

ます。論文を書けなければ、研究費の申請・獲得はおぼつきません。

　私は、「無理なく無駄を省く」さまざまな事を実践して、少しで

も研究環境の改善を試みているところです。その一環に皆様のご協

力をいただけますよう、なにとぞ、よろしくお願い申し上げます。

４．最後に

　お願いばかりで恐縮ですが、最後に厚かましくも寄付のお願いを

させてください。臨床薬学科の学生は病院と薬局で実習を受けなけ

ればなりません。病院実習費＋薬局研修費＋CBT&OSCE経費で

一人あたり90万円程度のお金が必要となります。およそ毎年35人の

学生（定員30名＋転学科２名ほど＋入学時の増員２名＋留年１名）

として3150万円が必要となります。病院実習費につきましては、九

大病院長と薬剤部長のご厚意で、徴収しないことをお認めいただき

ました。また、大学本部からは「学外医療機関実習連携推進経費」

として90万円が補助されていますので、差し引き1300万円ほどが毎

年必要となります。一方、私たちが毎年研究等に使用できる分野配

分額の薬学全体でわずか4500万円程度ですので、そこから1300万円

を減額することは困難です。他大学と相談しつつ、それに充当でき

る研究費を得る努力も続けております。光熱水量費が年間4000万円

程度かかっており、その節約にも努めております。電気代削減のた

めにグリーンビル化（省エネ＋太陽光発電）を概算予算で本部にお

願いしていますが、なかなか聞き入れていただけません。私たちは

今後も節約できる部分については削減努力をします。経済事情はど

こも大変かと存じますが、もしも皆様の中で高額所得のゆえに３月

に確定申告をされている方がいらっしゃいましたら、薬学研究院へ

の寄付をお願いできないかと考えております。すでに財務と相談し

て、九大薬学活性化基金という口座を設けました。この口座への寄

付は国税庁が認める控除対象ですので、ある程度の所得税還付も見

込めます。ご検討のほど、よろしくお願いしたく思います。

　先輩たちが残してくださった本学の確固たる地位を守り、更に発

展させるために、私たちは様々に工夫をし、努力を重ねる所存です。

どうぞ、いつまでも温かいご支援をたまわりたく、重ねてお願い申

し上げます。

　最後になりましたが、皆様のご健勝を切にお祈り申し上げます。

新任教官あいさつ

生体分析化学分野

教授　王子田　彰　夫

　2010年４月に生体分析化学分野の教授

として着任いたしました王子田　彰夫

（おうじだ　あきお）と申します。私は、

1995年に旧薬品製造化学の兼松　顯先生

のもとで博士号を取得させていただきました。その後、愛知県岡崎

市にあります分子科学研究所（塩谷　光彦先生の研究室）にてポス

ドクを経験後、1997年に武田薬品工業（株）に入社し創薬研究に従

事いたしました。企業での創薬研究は、有意義ではありましたが、

その一方で大学のアカデミア研究に対する熱意冷めがたく、４年半

後の2001年10月に同社を退職し、九州大学工学部（浜地　格先生の

研究室）の助手として赴任致しました。その後、2005年に京都大学

工学部（浜地　格先生の研究室）へと移動後、本年４月に15年ぶり

に九州大学薬学部へと戻ってまいりました。兼松研時代から武田薬

品工業（株）勤務当時までは、もっぱら有機合成化学を専門として

研究を行ってまいりましたが、九州大学工学部に助手として赴任し

た後は、超分子化学、生体関連化学、生体分析化学といった分野に

研究の裾野を広げております。現在では、特に（１）新しい機能性

蛍光プローブの創製、（２）新しいタンパク質特異的ラベル化法の

開発を研究の柱としたケミカルバイロジー研究を展開しておりま

す。私がこの度、有機合成化学の研究室でなく、生体分析化学分野

に職を得る事ができましたのは、このようなケミカルバイオロジー

研究が、本分野のこれからの発展に寄与できるとの評価をいただい

た結果であると考えております。薬学部を卒業してからは、数年お

きに異動を繰り返してきましたが、これからは少しじっくりと腰を

落ち着けて新たな研究展開に精進して参りたいと思っております。

今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。

　ご報告になりますが、去る10月16日（土）に旧薬品製造化学講座

の教授であられます兼松　顯先生を薬学部にお招きして特別講演会

を開催させていただきました。この講演会は、兼松先生の傘寿のお

祝いの会の催しの一つして企画させていただいたものです。この

日、全国から約40名の兼松研出身者が参集し、会は盛況のうちに催

されました。２時間の特別講演の中で兼松先生は、これからの科学

研究のあり方と注目すべき重要な指針を若い人々へのメッセージの

かたちで力強くご講演なされました。また、講演会と同様に、夜の

宴は大いに盛り上がり、薬顯会の変わらぬ強い結束と益々の発展の

感を新たに致しました。
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薬物動態学分野

教授　家　入　一　郎

　薬友会の皆様におかれましては益々ご

清祥のこととお慶び申し上げます。平成

22年４月に薬物動態学分野教授に就任致

しました。樋口駿前教授の後任となりま

すが、先生とは九大病院薬剤部時代から先輩、部下の関係にあり、

本分野が開設された経緯などもよく聞かされました（特に酒の席に

て）。私自身も、九大病院で10年間、鳥取大学医学部附属病院で８

年間薬剤部に勤務し、薬剤師業務と主に薬物療法に関連する臨床研

究に携わって参りました。その前後、当分野の助手、准教授といわ

ば、臨床現場と研究の場を行き来する環境で過ごせた事はラッキー

であり、薬友会を中心とした諸先輩、先生方のご指導に感謝する次

第です。

　私が２代目の教授ですので、歴史としては若い分野（今年で19年

目を迎えます）ですが、薬物動態学がカバーする学問・科学の領域

は化合物の動態特性評価から医薬品申請さらにはその個別適正化使

用まで、幅広くそして深く展開を見せていることはご承知の通りで

す。しかし、どのような優秀な動態研究においても、最後の問いは、

ヒトではどうなの? 患者ではどうなの?　に集約します。優れた臨

床研究を行うためには、しっかりとした基礎研究が必須です。一

方、基礎研究を臨床研究に展開するフットワークも欠くことができ

ません。両方向を行き来する質の高い研究展開が理想的です。幸い

なことに、私どもの分野は、基礎研究を臨床研究に展開することを

得意としています。数ある薬学部の研究室の中でも珍しい得意分野

と思っています。

　今流行の単語では、基礎と臨床を結ぶトランスレーショナル研究

を念頭に、より実りのある分野を構築して行きたいと思っていま

す。会員の皆様には、ご支援とご指導を賜りますようお願い申し上

げます。

病態分子認識化学分野

教授　大　嶋　孝　志

　平成22年４月１日付で病態分子認識化

学分野の教授に就任しました大嶋孝志と

申します。私は平成８年に東京大学大

学院薬学研究科 博士課程（柴崎正勝研

究室、不斉Heck反応に関する研究）を修了後、同年大塚製薬株式

会社に入社しました。翌平成９年から米国スクリプス研究所 K.C . 

N ico laou研究室で博士研究員として約２年間天然物の全合成研究

に従事した後、平成11年から東京大学大学院薬学研究科で助手とし

てアカデミックキャリアをスタートしました。そこで新規多機能不

斉金属触媒及び不斉有機分子触媒反応の開発と生物活性天然物の全

合成に関する研究を行った後、平成17年から大阪大学大学院基礎工

学研究科で助教授（平成19年より准教授）として環境調和型触媒反

応の開発研究に従事し、本年４月より病態分子認識分野を担当させ

ていただくことになりました。これまで様々な研究環境や研究文化

の中で研究を行い、いつも、恩師、先輩・後輩、共同研究者、そし

て学生に恵まれて、多くのことを学ぶことができました。今回、病

態分子認識化学分野で培われてきた研究に出会う機会に恵まれ、ま

た新しい“化学”を学ぶことができると喜んでいます。

　現在の主な研究テーマは、人類にとって必要とされる医薬・農

薬・機能性材料などの有用機能性化合物を地球環境に負荷を与える

ことなく、実用レベルで供給する方法論の開発です。これまで化学

は人類に対して多大な貢献をしてきましたが、その一方で、環境破

壊などの負の側面も有しています。この美しい地球を次世代に残す

ために、自分なりのアプローチで（化学という道具を使いながら）

この問題に取り組んでいきたいと思っています。また、今後は共同

研究等を通じて「創薬」にも貢献していきたいと思っています。こ

れらの研究を支えるのは「合成力」であり、どんな有機化合物でも

どんな金属錯体でも自在に合成できるような学生を育てていくこと

が、今後の大きな目標です。これからどうぞよろしくお願いいたし

ます。

医薬細胞生化学分野

教授　藤　田　雅　俊

　2010年４月より医薬細胞生化学分野教

授に着任いたしました。私は、昭和63年

に長崎大学医学部を卒業、病院勤務後に

長崎大学大学院に入学し分子生物学研究

をスタートしました。平成６年から愛知県がんセンター研究所・ウ

イルス部研究員に採用され、子宮頸癌の原因ウイルスであるヒトパ

ピローマウイルスの増殖機構の研究のなかで、DNA複製ライセン

シング因子ヒトMCM７の同定に成功し、染色体DNA複製とその

細胞周期制御の研究に入っていきました。平成14年には国立がんセ

ンター研究所・ウイルス部室長を拝命し、研究グループも大きくな

り、以後「ヒト細胞におけるDNA複製を中心とした細胞周期制御

機構及び染色体動態制御機構の解明と、その発がん機構解明及びが

ん制御への応用」をメインテーマとして研究を行っています。正確

にDNAを複製し娘細胞に伝えることは生物にとって必須であり、

その破綻は染色体異常やがん化につながります。その分子機構の一

端の解明において、ほどほどに重要な研究を行って来たのではない

かと自負しています。

　さらには基礎研究にとどまらず、そこから医薬研究につなげてゆ

く試みも行っています。例えば、MCM ７が癌組織において過剰発

現していることを見出し、組織免疫染色が癌診断の一助となる可能

性を示しました。最近は、Cdt １という分子を標的とした新規抗が

ん剤開発に取り組んでいます。この研究に関しては、当研究院にお

いて素晴らしい先生方の御協力を早速得ることができ、本当に嬉し

く思っています。

　今までの研究所暮らしでも若い諸君への研究指導は行ってきまし

たが、今後は講義等の教育にも熱意を持って取り組んでいく所存で

す。若い人たちと切磋琢磨しながら過ごし、彼らの成長を見るのは

楽しいものでもあります。九大薬友会の皆様には、今後も温かいご

指導ご鞭撻をいただきますように、よろしくお願いいたします。
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 マヒドン大学で熱帯医学を学んで

都立広尾病院　薬剤科

青　山　寿美香

　実は、私が薬友会の「海外便り」に原稿を書かせていただくのは

今回で２回目です。１回目は十数年以上も前に、青年海外協力隊員

としてのアフリカでの活動をご紹介させていただきました。

　今回、私は日本で出会う機会の少ない寄生虫、マラリア、デング

熱といった熱帯医学（結核、ＨＩＶ，ハンセン氏病など病気も含む）

を学ぶため、タイの大学で半年間を過ごしました。留学のきっかけ

は、以前ケニアのＨＩＶクリニックでボランティアとして働いたと

きに、日本のＨＩＶ治療との違いを実感し、途上国での実践的な治

療をもっと勉強したいと思ったことにあります。私が学んだのは、

バンコクにある Mahidol University（マヒドン大学）という、タイ

国内では医学、薬学系で有名な大学です。実際行ってみると、私以

外の学生は全員医師であり、医師向けの講義を聴講するのは少々大

変でしたが、終了した今は熱帯医学の基礎が十分身についた気がし

て満足しています。夫を日本に残し、子供二人を連れてバンコク暮

らしをしたのですが、子連れならではの思わぬ苦労も数多くありま

した。でも、問題を解決する能力を試されているのだと前向きに考

え、意外と楽しみながら過ごすことができました。（快く私を送り

出してくれた夫に心から感謝しています。）

　勉強を始めて１ヶ月とちょっと過ぎた頃、バンコク市内で赤シャ

ツ・デモ隊と軍との衝突が激しくなり、政府は非常事態宣言を発令。

夜間の外出が禁止されました。私たちは、大学の寮に住んでいたの

ですが、この間、断続的に銃撃音と爆発音、部屋の窓からは黒煙が

見えていました。しかし、以前アフリカで経験したような無差別な

暴動ではなく、または外国人がターゲットになるわけではなかった

ので、出歩かず行動を慎しめば安全だと感じていました。マヒドン

大学や子供の通っていた日本人学校もこの間、１週間ほど休校にな

りました。寮では他にすることもなく、友人たちとご飯を作った

り、語り合ったりして時を過ごしました。今になって思えば、苦楽

を共にした友人たちと濃密な時間を過ごすことができ、貴重な体験

となりました。この時、ユダヤ人の友人が「イスラエルに比べたら

なんでもないよ」と言っていたのが印象に残ってます。その後、バ

ンコクは何事もなかったかのように平穏を取り戻しましたが、近所

のショッピングセンターの焼け跡だけがむなしく今でも残っていま

す。

　さて、普段の大学の授業ですが、英語での講義（タイ語ではあり

ません）のほか、顕微鏡実習の時間が非常に充実していました。便

や血液から寄生虫（もしくは卵）、マラリア、フィラリアを探し同

定するのです。講義は、参加型のディスカッション形式が多く大変

刺激的でした。フィールドトリップでは地方のマラリア調査、村人

の検便、蚊の調査、病院実習などを行いました。このコースの強み

は、なんといっても熱帯病の患者を扱う実際の現場であるというこ

とです。マラリア、デング熱の患者は常時いましたし、レプトスピラ、

サラセミアなど、日本では珍しい症例をみることができました。病

棟・外来実習が毎週あり、それ以外にも珍しい病気の患者が来れば

急きょ回診に参加することもできました。私は薬剤師ですので、薬

についてはかなり重点的に覚えるように心がけていましたが、日本

で使われていない薬も多く、覚えるのに苦労しました。

　同期生は 16 カ国の国々からなり、ミャンマー、スーダン、アフ

ガニスタン、ソマリアなどの紛争地や政治的、経済的に困難な状況

の国の人も多く来ていました。熱帯医学を学べたことはもちろんで

すが、文化の違いを越えた交流ができたことも本当に貴重な体験に

なったと思っています。

　最後になりましたが、薬友会の皆様のますますのご発展、ご多幸

をお祈り申し上げます。
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支部だより支部だより

（関東支部）　　　　　　　　　　　　
関東支部長　秋　田　弘　幸（第17回生）

　薬友会会員の皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平成19年５月20日に開催された九大薬友会関東支部総会で、伊田支

部長の後任として推薦され、支部長を引き継ぐことになり、４年目

になりました。九大薬学部の卒業生も平成22年３月末で第59回生と

なり、関東支部の会員数も増えて1100名を越す大所帯となってきま

した。

　関東支部は当初、久恒先輩（第１回生）を始めとする１～３回生

の方々が中心になって、昭和30年代の初めに発足し、活動が開始さ

れました。当初は懇親会中心の総会を開き、その後、暫く途絶えた

時期もありましたが、平成９年頃まで活動されてきました。その後、

星野先輩（第８回生）が引き継ぎ、次いで平成13年度からは伊田先

輩（第13回生）が、平成19年には秋田が引き継いで現在に至ってい

ます。伊田支部長により提案された総会担当幹事を毎年変える「回

生ローテーション制」の制度も順調に働き、担当幹事のアイデア、

個性（感性）が発揮でき、楽しい意義ある総会が開催されています。

　前回の薬友会誌（第34号）報告後の関東支部の活動状況について

報告致します。年間の関東支部の会員の集まりは４～５回で、支部

総会・講演会・懇親会（１回）、幹事会（１～２回）、九州大学（全学）

東京同窓会（２回）です。関東支部は数年前から橋本先輩（第13回

生）、海野益郎氏（第19回生）を中心に九州大学東京同窓会（九州

大学同窓会連合会）にも参画し、新年賀詞交換会と夏のビアーパー

ティにも15名前後の会員が参加しています。東京同窓会も年々盛況

になっているようで、平成22年開催された学士会館での新年賀詞交

換会、夏のビアーパーティでは２回とも約300名の参加者があり、

他学部の卒業生との懇親を深めるいい機会だったと思われます。

　平成22年の総会は５月16日（日）、学士会館で開催され、幹事は

黒木淳氏（第30回生）で61名の参加者がありました。総会では次の

三議題：H21年度事業及び会計報告、H22年度事業計画及び予算案、

関東支部会則案、が審議承認されました。引き続き三人の卒業生に

よる講演会と懇親会が開かれました。講演会の内容について順次報

告致します。

　最初は、有吉範高氏（大学院36回、千葉大学医学部附属病院薬剤

部・臨床試験部、准教授・副薬剤部長）により「医薬品適正使用に

向けた病院薬剤師の取り組み」という演題でご講演いただきまし

た。がん治療薬等、安全域が狭い薬剤はTDMが実施される場合が

多いが、遺伝子多型によって血中濃度が高まって、通常よりも初回

投与後に中毒域に入ってしまう場合があり、事前の遺伝子診断が必

要な場合があること、また、通常よりも血中濃度が上がらない場合

もあり、遺伝子診断によって適切な治療計画を立てられる場合があ

ることなどを、臨床症例を通して紹介して下さいました。

　二番目は、柴田重信氏（25回、早稲田大学先進理工学部、生理・

薬理研究室教授）により「体内時計と食・栄養」という演題で、体

内時計の乱れとそれを修正するメカニズムについてご講演いただき

ました。特に、摂食パターンと肥満の関連を体内時計に関連付けて

考察されており、「早寝、早起き、朝ごはん」更に運動の意義・必

要性についてご紹介いただき、食事のとり方について再考する機会

となりました。

　三番目は黒木 由美子氏（大学院30回、（財）日本中毒情報セン

ター、つくば中毒110番施設長）により「日本中毒情報センターの

活動紹介」という演題で、日本中毒情報センターでの電話受付状況、

原因物質・年齢の関係、洞爺湖サミットを例に、日本におけるテロ

対応体制の紹介、中毒原因物質特定のためのエキスパートシステム

やWebでの情報提供等の迅速な対応や情報提供の試み、最近の業

務紹介等についてご講演いただきました。

　関東支部では会の運営に関して会員から年間会費を頂くことはな

く、薬友会本部からの支部援助金と懇親会に参加して頂いた人から

の参加費（最近は５千円位）で運営されています。本部からの支部

援助金の補助につきましては厚く御礼申しあげます。新卒の方が懇

親会に参加された場合、参加費は頂きませんので、ぜひ参加下さる

様お願い申しあげます。因みに本年度は５名の新卒者の参加があり

ました。

　これからも、関東支部の運営に携わってこられたこれまでの３人

の支部長の運営方針を引き継いで行きたいと思っています。学士会

館地下九州大学連絡室を活動の拠点にし、３人の副支部長（白土先

輩（第14回生）：会報発行担当、柴田重信氏（第25回生）：庶務担当）、

更に神山紀子氏（第46回生：事務局及び会計担当）の他に村山信浩

氏（昭和63年博士課程入学：関東支部ホームページ担当）、橋本氏、

大坪氏両会計監査の協力を得ながら、関東支部会を運営する所存で

あります。会員の皆様におかれましてもどうぞ関東支部会の活動を

ご理解して頂き、ご協力下さるようお願い申し上げる次第です。

　2011年５月に予定しております関東支部総会につきましては担当

幹事（31回、松永敦夫氏の予定）が決まり次第、九州大学東京同窓

会ホームページにてお知らせするとともに、４月初旬に案内状をお

送りいたしますので、御参加下さいます様お誘い申し上げます。
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（福岡支部）　　　　　　　　
福岡支部長　野　田　浩　司（７回生）

　今年（2010年）の夏も名実共に暑い日が続きました。うんざりす

るような猛暑はいうにおよばず、尖閣列島海域での中国漁船拿捕・

船長の逮捕、その処置のまずさ、中国とのギクシャクした関係、警

視庁のテロ情報データの流出、中国漁船拿捕ビデオの流出、ロシア

大統領の国後島への突然訪問、etc．、etc．で国民のイライラ感が

募っているとマスコミは騒いでいます。でも、禍福は糾える縄です

し、それに日本民族は優秀です（決して民族主義的な意味ではあり

ません）。ですから、日本はいずれ良い方向に舵をとって進んでい

くだろうと確信しています。その意味で愛国者的毅然論・悲観論に

は与したくありません。

　さて、毎年11月第二土曜日に開催しますよか薬会（福岡支部）総

会・講演会・懇親会が昨年（2009年）は11月14日に福岡ガーデンパ

レスで開催されました。総会では研究院長の樋口駿教授から大学の

研究・教育にまつわる近況について紹介がありました。特別講演は

よか薬会会員の影浦光義氏にお願いしました。氏は1964年薬品分析

化学教室を卒業（第13回）、大学院修士課程を経て分析化学助手、

そののち福岡大学医学部法医学教室に移り、講師、助教授、教授を

務め、現在は医学部総合医学研究センター（法医中毒学）教授とし

てご活躍中です。薬学が木造の旧い研究棟の時代は、影浦氏とはよ

く一緒に野球を楽しみました。誰かが一声かければ全講座から好き

者が集まってきて、たちどころに２チームできたものです。氏はな

かなかのサウスポーで、スラッガーでもありました。

　ところで、元薬化学教室教授の酒井浄先生主催の「身の回りの毒

に強くなる会」というグループがあります。毎月いろんなお立場の

専門家をお呼びして、毒に関連したテーマによる月例勉強会が開か

れます。その例会で影浦氏のお話を聞く機会がありました。非常に

面白く、示唆に富む内容でしたので、あらためて影浦氏によか薬会

でのご講演をお願いしたという次第です。影浦氏は、法医中毒学と

は何か、その実務（薬毒物検査・鑑定）の問題点を実例（刑事裁判

事例）とともに紹介し、冤罪根絶を目指して、「裁判員制度」の裁

判員、とくに化学を必須の能力とする薬学出身者への期待を述べら

れました。

　2010年よか薬会総会・講演会・懇親会は11月第２土曜日の13日に

開催されます。薬学の教育、研究の現状については、新しく大学院

薬学研究院長に就任された井上和秀教授から「薬学の教育、研究の

危機」というテーマでご報告をいただきます。講演会では九州大学

大学院システム情報科学研究院長・教授の都甲潔先生に味覚と匂い

の科学についてお話しをいただくことになりました。都甲先生によ

りますと：日本発の技術である「味覚センサ」によって主観の対象

である味を数値化し、苦くない薬の開発、売れ筋食品の発掘、新し

い味の創造、味のコンサルティング等、新しい世界が開けようとし

ている。講演では、味覚センサの原理、応用事例を紹介し、さらに

匂いセンサの可能性と現状について述べる。

　さて、大学の改変もあって、旧い卒業生と大学との関係が希薄に

感じられる現状において、同窓会として大学教員と卒業生会員相互

の交流を目的とするよか薬会の役割はいっそう大きくなってくると

思います。つきましては、よか薬会行事へ大学教員、新旧会員のみ

なさま方のより積極的なご参加をいただき、さらによいお知恵を賜

りますようよろしくお願い申し上げる次第です。

（以上、2010年11月10日記す）

よか薬会（九大薬友会福岡支部）役員

会長 野田浩司（７回生）、副会長 濱田朝子（９）、副会長 峯本正夫

（19）、庶務 米澤和明（24）、書記 山下正義（28）、会計 一木孝治（48）、

監査 黒木賀代子（11）、弓山紀代子（12）、江森節子（16）、久保志郎

（17）、末宗　洋（22）、今地政美（23）、麻生真理子（33）、江頭義満（34）

（鹿児島支部）　　　　　　　　　　　
鹿児島支部長　有　村　勝　男（10回生）

　九大薬友会会員の皆様、お元気でしょうか。当支部の会員数は110

名ですが、今回は下記３氏の嬉しいニュースをご報告いたします。

・坂元昭夫氏（２回生）： 鹿児島県平成21年度県民表彰（産業経

済部門）受賞

・伊東祐二氏（34回生）： 鹿児島大学大学院理工研究科生命化学

専攻（理学系）　教授就任

・柴山良彦氏（42回生）： 北海道大学大学院薬学研究院　臨床薬

学研究センター　准教授就任

　坂元先輩は平成18年第１回南日本経済賞、平成19年春の叙勲で旭

日双光賞に次ぐ受賞でまさに党支部の誇りです。

　伊東氏は本年４月、准教授からの昇格。伊東氏の研究はペプチド

医薬や抗体医薬開発のための基礎研究で、薬学部のない鹿児島大学

では特異な存在です。

　柴山氏は、長年党支部の事務局として尽力され、本年６月に鹿児

島大学病院薬剤部からの准教授就任です。

　当支部では、毎年１回（お盆明けの日曜日）、支部同窓会を開催

することにしておりますが、今回は、上記３氏のお祝いを兼ねて開

催しました。

　恒例の講演会は北大に赴任したばかりの、柴山氏に赴任先の紹介

を兼ねて「先導的薬剤師養成に向けた実践的アドバンスト教育プロ

グラム」ついて講演していただきました。また、鹿大病院薬剤部時

代の坂元醸造㈱との共同研究「アンチエイジングへの応用を目指し

た黒酢の分子生物学的研究」についても紹介がありました。

　恒例の講演会終了後の懇親会（23名出席）は、薬友会特別会員で

前支部長の坂元先輩（２回生）による乾杯の音頭ではじまり、年１

回の会員相互の親交を深めることができました。

　最後は、来年度から支部長予定の北園正人氏（16回生）の一本締
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めで盛大裏に終了しました。

以上

（大分支部）　　　　　　　　　　　　
菅　田　哲　治（41回生）

　今年度は、薬学６年制の１期生が５年生となり、初めて病院と調

剤薬局での各11週間の長期実務実習がおこなわれました。

　大分支部（豊薬会）では、多くの会員が調剤薬局や病院で薬剤師

業務をおこなっていることから、平成21年度には、樋口　駿前薬友

会会長（８月）と九大臨床育薬学分野の窪田敏夫准教授（７月）を

大分にお招きし、九大薬学部での学生実習への取り組みや現状をご

講演いただきました。

　今年度に入り、Ⅰ期（５～７月）およびⅡ期（９～11月）の実習

を終えて振り返ってみますと、先生方にご講演いただいたことで、

学生がどのようなことを事前学習してきているかなどを知ることが

できとても有意義であったと思います。その一方、モデル・コアカ

リキュラムに基づいたカリキュラム作成や、学生によって習得度の

異なる中で、いかに医療現場に参加させながら教えるかなど、調剤

薬局や病院側がクリアしなければならない問題も浮き彫りになった

のではないでしょうか。今後、これらについて解決していく必要が

ありますが、２月には、九大臨床育薬学分野の島添隆雄准教授をお

招きし、長期実務実習１年目を終えて大学側ではどのように評価さ

れているのかお聞きする予定としています。先生を交えて多くの会

員と後進の育成について語ることができるのを楽しみにしています。

■■■　医薬細胞生化学分野　■■■

　卒業生の皆様いかがお過ごしでしょうか？　当分野では、2010年

３月に樋口隆一教授が退官なされ、４月に国立がんセンター（現独

立行政法人国立がん研究センター）より藤田雅俊教授が着任されま

した。そして、医薬資源探索学分野より新たに医薬細胞生化学分野

としてスタートし、藤田教授、宮本准教授、田中助教授のご指導の

下、「染色体機能制御の分子機構解明とその制がん研究への応用」

及び「分子標的薬を含めた創薬のリソースとしての天然化合物研究」

のテーマの元で、日々研究に励んでおります。また、今年度より臨

床薬学科の学生も配属され、にぎやかな研究室となっております。

　それでは簡単に当研究室のメンバーの紹介をさせていただきま

す。藤田新教授、宮本准教授、田中助教授、D３が３名、D１が２名、

M２が１名、M１が４名、B５が１名、B４が５名です。さらにPD

として杉本のぞみさんを国立がんセンターより迎え、総勢20名とな

りました。D３は林さん、ダミさん、ワンゾラさんで現在博士論文

に向けて頑張っております。D１は菰方さん、白水さんで研究にテ

ニスに後輩を引っ張るべく日々奮闘しています。M２は宮内さんで

そろそろ修士論文に向けて追い込みの時期です。M１は相原、谷、

日高、安河内で、みな実験や就活に忙しい毎日を送っています。B

５は松尾で病院実習に研究室の実験と大変ながらもキッチリとこな

しております。B４は創薬が楠田、田中、中須でそれぞれ進路も決

まり、卒論に向けて頑張っています。臨床は柏木、黒木で実験をし

つつCBTに向けて勉強に励んでいます。みんな仲良しで明るく研

究室を盛り上げています。

　簡単な紹介となりましたが私たちは今後とも研究にテニスに（？）

日々精進していく所存です。これからも当研究室をよろしくお願い

いたします。以上M１の安河内がお送りしました。

■■■　医薬品情報解析学分野　■■■

　卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。

　当講座は九州大学病院薬剤部にある、大学院協力講座です。研究

室が薬剤部内に位置しており、先生方が業務されている傍らで実験

を行っています。そのため、薬剤部の先生方と接する機会も多く、

臨床で働かれている先生方から情報やご意見を頂けることが大きな

特徴です。

　薬剤部長である大石教授、副薬剤部長である江頭准教授を中心

に、九州大学病院薬剤部の先生方のご指導のもと、抗癌剤の末梢神

経障害や静脈炎、抗菌薬による腎障害など、臨床で問題となってい

る副作用をテーマに取り上げ、その機序の解明や対策法の確立を目

指し、日々研究に取り組んでいます。学生は、博士課程３年１名、

２年１名、修士課程２年５名、１年１名、５年生５名、４年生５名

で構成されています。

　当講座では、修士２年の後期に約４ヶ月間の病院実習を受けるこ

とが必須となっています。様々な病院薬剤師業務を通じて、技術や

知識を習得し、有効で適切な薬物治療を提供する情報処理能力を身
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につけることが可能であり、高度で実践的な薬物療法を学ぶことが

できます。さらに、基礎研究を臨床現場での問題解決に生かす力を

つけることを目的として研修に取り組みます。

　また、近年では薬剤師の専門性が一層重視されてきており、当研

究室でもがんプロフェッショナル養成プランに、現在、博士課程２

年１名、修士課程２年２名が在籍し、がんのより専門的な知識の習

得や、基礎研究と病棟実習の両方向から、がん化学療に関連した研

究テーマに取り組んでいます。

　最後になりましたが、卒業生の皆様のますますの御活躍と御健勝

を研究室一同、心よりお祈り申し上げます。

■■■　臨床育薬学分野　■■■

　臨床育薬学分野は、昨年の春に発足し今年２年目を迎えました。

教員は島添隆雄准教授、窪田敏夫准教授、小林大介助教の３名で担

当しています。また、博士後期課程の岩切詩子さん（社会人大学院

生）に加え、４月から臨床薬学科５年生の池田朋子さん、大賀裕子

さん、塚本裕貴君、西村京子さん、古田聡君、村田竜清君、臨床薬

学科４年生の齋藤友亮君、佐藤英次郎君、八木竜太君、山川裕介

君、吉澤裕子さん、渡邊夏希さんが配属されとても賑やかになりま

した。　

　薬学部６年制がスタートして５年目を迎え、５月から病院・薬局

での長期実務実習が始まりました。臨床育薬学分野の教員は、実務

家教員として九州大学病院での実務実習の指導も行っています。ま

た、10月からは来年度の病院・薬局実務実習に向けた事前学習が始

まり、九州大学病院ウエストウイング４階（旧東病棟）の臨床薬学

教育センターにて臨床薬学科４年とともに日々奮闘しています。

　６年制薬学教育における教育システムならびに評価法の確立に向

けた研究としては、医療系統合教育研究センターにもご協力いただ

き、臨床薬学科４年生と医学部医学科５年生とのチーム医療演習に

ついて取り組み、今後のチーム医療において活躍できる臨床薬剤師

の養成を目指した教育プログラムの開発を行っています。また、漢

方薬や健康食品を含む種々の薬物のがんや生活習慣病（特に糖尿

病）に対する予防および治療についての研究、薬による有害作用の

予防および改善に関する基礎研究ならびに臨床研究にも着手する予

定です。

　以上、簡単ではございますが臨床育薬学分野の紹介をさせていた

だきました。臨床薬学教育センターでの実務実習事前学習は自由に

見学していただくことができますので、近くにお越しの際には是非

お立ち寄りください。

■■■　分子衛生薬学分野　■■■

　卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょうか？分子衛生薬学専攻分

野は山田教授のもと、総勢15名で、「薬物代謝酵素の機能的連携」

および「ダイオキシンの毒性発現機構の解析」を主な課題として

日々研究に取り組んでいます。石田卓巳先生は、本年度より崇城大

学薬学部の准教授として転出され、ご活躍中です。

　山田教授は学生指導や出張、学会出席など相変わらず多忙を極め

ておられます。昨今のタバコの値上げも後押しとなったのか、タバ

コを吸われているお姿を見かける機会も以前に比べ少なくなりまし

た。できればこのまま本数を減らし、ずっと元気にご活躍いただき

たいと思います。石井准教授も多忙な中、熱意のあるご指導や的確

な助言により研究室全体の研究を活性化されるとともに、ご自身の

研究にも精をだされています。また、博士３年に在籍中だった武田

知起先輩が６月付けで新しい助教に就任されました。ご自身の研究

室生活の劇的な変化に戸惑いつつも、学生の指導、助教としてのお

仕事に積極的に取り組んでおられます。秘書の神村さんはいつも元

気で研究室のムードメーカーです。学生陣筆頭の博士２年古賀は

９月にイスタンブールで行われたISSXに山田、武田両先生と参加

し、慣れない英語に苦戦しつつも貴重な経験ができたと思います。

修士２年の古葉は修士論文を少しずつ意識しながら実験に励んでい

ます。修士１年の安、辻本、藤井および宮内は実験や講座行事の幹

事、就職活動と忙しい毎日を送っています。本年度から創薬科学科

に加え、臨床薬学科の学生も新たに研究室に配属されました。創薬

科学科４年の木下、木庭および田浦は卒業研究に日々精を出してい

ます。臨床薬学科５年の飯田と４年の喜多も授業や実習の忙しい合

間をぬって実験に励んでいます。

　最後になりましたが、卒業生の皆様も近くにお越しの際は、研究

室までお気軽に足をお運びください。皆様の益々の御活躍とご健康

を心よりお祈り申し上げます。

新入生歓迎会（平成22年４月10日）
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■■■　機能分子合成化学分野　■■■

　卒業生の皆様、ご多忙のことと思われますが、いかがお過ごしで

しょうか。

　2010年11月現在、12名でそれぞれのテーマに向けて、楽しく実験

に励んでおります。

　古賀教授は時に厳しく、時に優しく、学生や金魚（今年倍増しま

した）に接しておられます。唐澤准教授はますますお忙しそうです

が、学生とのコミュニケーションや研究室全体への配慮は欠かしま

せん。秋田准助教授はゼミでのアドバイスや学部長杯での活躍など

で学生を活気づけてくれます。ポスドクの薛さんは相変わらずのき

れい好きで、実験も丁寧です。博士２年の吉原さんは学会に奔走す

る日々を送っています。修士２年の安倍さんと大久保さんは修論に

向けて熱心に実験を行っています。修士１年の大橋、谷本は幹事学

年として研究室を引っ張っていこうと力を尽くしています。学部４

年の今釜、坂元、村島は若さ全開で実験にテニスにと頑張っていま

す。

　さて、今年古賀研はめでたく発足15周年を迎え、10月末に15周年

記念行事を能古島にて行いました。今年は教授の還暦も重なってお

り、ダブルでおめでたい行事となりました。多くの卒業生にお越し

頂き、心から感謝しております。教授も非常に喜んでおられ、終始

「楽しい！！」と仰っていたことが鮮明に思い出されます。下の写

真は能古島の渡船場で撮影したものです。皆様方、15周年記念グッ

ズを是非御活用下さい。

　このように、私たちは研究、講座行事ともに全力を注いでいます。

写真などはHPに随時更新していく予定ですので、宜しければご覧

下さい。

　最後になりましたが、近くにお越しの際は是非お立ち寄り下さ

い。研究室一同お待ちしております。皆様の益々のご清栄を心より

お祈り申し上げます。

■■■　機能分子解析学分野　■■■

　秋の色もようやく深みを増してまいりましたこの頃ですが、皆様

いかがお過ごしでしょうか。

　これまで当教室の教授として長い間ご指導して下さっていた内海

秀雄先生は、本年３月に御退官され、また、准教授として御活躍さ

れていた市川和洋先生もその任期を終えられ、現在は山田健一准教

授、安川圭司助教授のもと、博士課程３名、修士課程10名、学部生

５名の計20名で日々研究に励んでおります。

　それでは早速ですが、メンバーの近状をお知らせいたします。

　まず、山田先生は今年度から当研究室の主幹として例年にも増し

て益々ご多忙な中、私たち学生の御指導も非常に熱心に行って下さ

います。また、３月には第３子となる待望の娘さんが御誕生され、

相変わらず目じりが下がりっぱなしです。

　安川先生も数多くの仕事に追われる中、私たちの実験に関しては

的確なアドバイスを下さいます。また、３月に御結婚され、現在は

喜び一杯、幸せ一杯の新婚生活真っ只中な御様子です。

　続きまして学生はというと、D３、M２の先輩方は、それぞれの

D論、修論に向けて日夜研究に励んでおります。また、D２、D１

の先輩方も日々の研究や論文作成に精を出しておられます。M１は

各々の将来を模索しつつも、実験を頑張っております。更に、４月

から新たに加わった創薬科学科の４年生は院試も好成績で突破し、

現在は卒論に向けて実験に取り組んでおります。また、今年度から

初めて配属された臨床薬学科の４年生は、日々のテスト勉強に追わ

れながらも、セミナーをはじめとする研究室生活のほうも着実にこ

なしております。

　以上のメンバーで今後も研究生活に邁進し、研究室を盛り立てて

いきたいと思っております。お近くにお越しの際には是非、当研究

室にお立ち寄りください。最後になりましたが、卒業生の皆様のご

健康と今後の益々のご活躍を、一同心よりお祈り申し上げます。

■■■　細胞生物薬学分野　■■■

　卒業生の皆様いかがお過ごしでしょうか？

　私たち細胞生物薬学教室は教員３名、学生８名で毎日フル活動し

ております。現在は主に１）リソソーム膜蛋白質機能解析、２）リ

ソソームの小胞輸送に関する研究、３）メラノソーム形成機構に関

する研究、４）癌細胞表面抗原の細胞内動態に関する研究などを

行っています。

　さて、以下に簡単ながら研究室のメンバーを紹介させていただき

ます。教授の田中先生は非常に熱心に学生を指導して下さり温かく

ときには厳しく励まして下さいます。健康のために始めた自転車通

勤で事故に遭われないかが心配です。西村准教授は従前通りに講

義・実験にいそしんでいらっしゃるようです。助教の藤田先生は実

験と子育ての両立のため休日にラボでの子守りを実践しています。

この春特別研究員の廣田さんは医学部助教として転出されました。

時折、後輩達の様子をうかがいに遊びにきてくれます。社会人博士

３年の天野さん（中外製薬）は９月に無事、学位を取得されました。

博士課程２年の藤本さんは最上級生としてのプレッシャーにもめげ

ず実験に熱中し日々精進しています。修士過程２年の吉永さんは修

士論文の完成に向けて追いこみの実験で頑張っています。対照的に

修士課程１年の井田くん、栗原くん、田中くんは男３人、チームワー

クで就職活動・実験を乗り切ろうと頑張っています。学部４年の３

名、田中先生から「駐車禁止区域に大型バイクを止めるな」と注意

されても止め続けている内田くん、細胞生物のエースアタッカーと

して活躍が期待されている？藤本くん、落語研究会で鍛えた話術で

卒論発表を乗り切ろうとしている柿園さん、は無事大学院に合格し

て今後の活躍に期待しています。
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　このようなメンバーで今後も研究生活に邁進し、研究室を守り立

て、細胞生物学の分野に多少なりとも貢献できるよう日々邁進して

いく所存であります。お近くにお越しの際はぜひ、当研究室にお立

ち寄り下さい。

■■■　生物有機合成化学分野　■■■

　2010年は菅内閣の発足、鈴木・根岸両教授のノーベル化学賞受

賞、サッカーワールドカップにおける日本のベスト16進出など、話

題に事欠かない年でありますが、卒業生の皆様は、いかがお過ごし

でしょうか。

　さて今年の教室便りですが、佐々木教授は学会等で相変わらず忙

しい日々を送っています。しかし研究への情熱は熱く、グループミー

ティングの所要時間は最長記録を次々と更新するなど、熱心に私達

を指導してくださっています。谷口助教は朝早くから研究をしてい

る傍ら、学生と頻繁にディスカッションし、様々なアドバイスをし

ていただいております。そして今年度から阿部助教と医学部から柴

田特認助教がそれぞれ着任され、御二人とも夜遅くまで研究をされ

ています。また秘書の木村さんは研究室内の事務仕事と、昨年技術

補佐員に就かれました斉藤さんはHPLCとそれぞれ毎日格闘して

いますが、その合間に私たち学生の話を聞いてくださったりしてい

ます。

　学生ではD３の鬼塚が九大薬学府としては初めて２年半の早期

で学位（博士（薬学））を取得し、カリフォルニア大学への留学

が決まりました。それに続けと言わんばかりにD３の佐々木、李、

Shiha、青木が日々実験に明け暮れています。博士課程に進学し

たD１辻は後輩の指導をしながらも着実に自分の実験を進めていま

す。M２の和田、井福、川上、河口、西岡、藤野、山口は修論に向

け追い込み実験が始まり、M１の奥野、西本、渕、三角は就職活動

が始まりました。４年生は岡村、江田、實崎、松尾が先生や先輩の

指導の下、研究者としてのスタートを切っています。また今年度か

ら臨床薬学科５年の稲葉と４年の宗も配属され、薬剤師に向け日々

勉強に実習に励んでいます。さらに研究生として許さん、曹さん、

朴さんが在籍し、総勢32名と大所帯となりました。

　卒業生の皆様、来福の際は是非研究室へお立ち寄りください。お

待ちしています。

■■■　創薬腫瘍科学分野　■■■

　皆様におかれましてはお元気でご活躍のことと拝察申し上げてお

ります。創薬腫瘍科学講座から“教室便り”をいたします。

　私共の研究室は平成19年５月の誕生で、現在４年目に入りまし

た。現在の教室員は、教授１名、助教１名、学術研究員１名、修士

２年５名、修士１年３名、学部５年生１名、学部４年生３名、大

学院生１名（久留米大学医学部）、医学研究院の研究生のサナさん

（アフリカ・スーダン）、秘書１名と総勢18名で研究に励んでおりま

す。開講当時から比べますと随分と賑やかになっています。毎週１

回（火）午前中のジャーナル紹介、３週１回（土）終日の仕事の進

捗状況の発表会。加えて、花壇の草取りや球根植えとソフトボール

練習と仕事に遊びに全力投球でやっております。

　小野教授の強力なリーダーシップのもとに“分子腫瘍学を基盤に

したがん治療創薬研究”を全員一致団結して進めております。現在

大切にしているのは、次の３つの研究分野であります。

●１つめは、がん血管新生や転移に対するがんの間質の炎症応答の

役割を明らかにすることであります。“炎症とがんと血管新生”と

いう新しいコンセプトを導入しております。炎症と血管新生/リン

パ管新生は渡君を中心として、N-Myc下流調節遺伝子NDRG１/

Cap43について、村上を中心に嬉野君をはじめとした学生諸君とと

もに研究を続けており、ヒト胃癌の転移と血管新生と炎症について

の研究が大きな花を咲かせつつあります。修士２年の古野さんの研

究がInt .J .Oncology（印刷中）、同２年の中村さんは欧文誌投稿中、

佐多君が投稿準備中です。

●２つめは、分子標的薬の最適化治療のための基礎基盤の構築で

す。肺癌に使用されているGefit in ib（イレッサ）やErlot in ib（タ

ルセバ）などやMet標的薬など分子標的薬の耐性株を単離し、新

しい耐性や感受性メカニズムを明らかにし、そのメカニズムをも

とにがん治療の適正化へ貢献したいと考えております。この分野

で現在、修士２年の山本さんの研究が米国癌学会誌（2010年）の

Cl in ica l Cancer Research（６月号）やCancer Research（11

月号）に発表されました。同２年の久保君も全く新しい肺癌治療耐

性のメカニズムを明らかにしつつあります。

●３つめは、私共の研究を進める上で最も重要としていることであ

ります。それは、ベンチサイドで見出した標的分子やメカニズムを

ベッドサイドのがん患者で検討する研究体制の構築であります。こ

の研究体制で、１つめと２つめの研究で明らかにした私共独自の標

的分子のがん患者の診断・治療への有用性の有無を検討することで

あります。すなわち、我々の発見したシーズについてがん患者を対

象にし、九州大学や久留米大学、産業医科大学、九州がんセンター

などのがん専門の臨床、病理、バイオ統計などの研究者との緊密な

共同研究を発展させております。

　現在、教室で修士２年生が最高学年であり、修士１年生の諸君も

欧文論文発表に向けて鋭意努力しております。４年生は先輩の指導

のもとに各自のテーマで本格的に実験が始動し、実験台やクリーン

ベンチなどの実験機器も順番待ちが出るほどです。研究室の学生や

研究員が各々独立したテーマで研究を進めつつ、互いに協力しなが

ら“新しいがん治療を九州大学薬学研究院から世界へ発信する”こ

とを目指して、全員一丸となって頑張っております。どうぞこれか

らも、皆様方からの“創薬腫瘍科学講座”へのご支援とご指導を宜

しくお願い申し上げます。
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■■■　蛋白質創薬学分野　■■■

　蛋白質創薬学分野には現在、植田教授、阿部准教授、新しく赴任

された白石助教の強力な３人の先生方とテクニカルスタッフの吉富

さん、２人のM２、３人のM１、５人の学部生の総勢14人が所属し、

抗体、アミロイド、膜タンパク質、DNA複製系やリゾチームなど

どれもやりがいある研究テーマのもと日々奮闘しております。

　今年は研究室のメンバーが大きく変わって、雰囲気もがらりと変

化しました。白石助教は実験をしやすいように色々と設備を整えて

くださっています。また今年度から学部生は創薬科学科の学生だけ

でなく臨床薬学科の学生も配属されるようになりました。臨床薬

学科からは４年生と５年生がそれぞれ１人ずつ配属されましたが、

各々講義と実習を頑張っています。個性豊かな創薬科学科４年の３

人は実験する姿が板について成果も出始めています。われわれ修士

の学生も彼らに負けられないという思いで実験しています。

　今年はスポーツ大国「メンエキ」の復活の兆しが見えてきました。

今年度のテニス大会では強豪のいる予選ブロックに運悪く当たって

しまい予選突破はなりませんでしたが、春のソフト大会はOBの先

輩方のおかげでベスト４進出を果たしました。このように実験にス

ポーツに全力で取り組んでいる我々ですが、皆飲みに行くのも好き

なので免疫薬品学出身の諸先輩方、近くまで来られた際にはぜひ立

ち寄られて一緒に飲みに行きませんか？

（井川　達弘）

■■■　薬物動態学分野　■■■

　卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。昨年度は創設以来18

年間教授をお勤めになった樋口駿先生が定年退任され、去る２月の

退任記念祝賀会では、大学・病院の諸先生方、動態の同門をはじめ、

多くの関係者にご列席を賜り盛会に終了致しました。

　そして本年度より准教授を勤められた家入先生が教授に就任さ

れ、家入教授、廣田助教の新体制でスタートしました。教室メンバー

は、解析専門の佐々木さん（D３）、河野研（産医大）に出張中の

安庭さん（D３）、 医学府呼吸器内科より白石さん（D２）、修士よ

り進学した齊藤くん（D１）、M２は病院実習中の鹿子木さん、西

村さん、松本さん、安田さんと解析に奮闘中、土井君。M１は創薬

科から進学した江口君、西野君、西畠君。創薬科４年生の井手君、

五反田君、山口君は来年度修士に進学します。

　また今年から臨床科４年と５年が配属となり、４年生の加唐君、

古田君、山口さん、山崎さん、山橋さんはOSCEとCBTに向けて、

５年生の佐々木さん、副田さん、常光君、深江君、山下さんは５ヶ

月間の実務実習にと大忙しです。社会人博士としては森木さん（鳥

取大学病院）が入学され、解析ゼミメンバーともども研究・勉強会

を行っています。（http ://douta i .phar .kyushu -u .ac . jp/参照）

　また博士を修了した安東さんが九大病院高度医療センター職員と

して教授室に机を並べ、総勢述べ39名と大所帯です。

　現在動態では、創設来の臨床データを用いたPK/PD解析と、薬

物応答性の個人差に着目した遺伝子発現に関する研究を大きな柱と

しています。また医薬品開発支援機構の「マイクロドーズ臨床試験」

の一端を担い、研究基盤を構築中です。

　家入先生は九大病院の高度先端医療センター、薬学部の臨床薬学

教育センター長も兼任され、基礎・臨床研究、教育と熱く多忙で賑

やかな日々を、学生とともに送っております。

　卒業生の皆さま、お近くにお越しの際は、是非研究室にお立ち寄

りください。

■■■　病態生理学分野　■■■

　病態生理学分野に現在在籍している学生は計９名、それに博士課

程卒業後、ポスドクとして医学部統合生理に籍を置いている井福正

隆君が、引き続き後輩の面倒をまだ見てくれています。

　当研究室は毎回同じことを書きますが、主に各種脳神経疾患とグ

リア細胞との関係、ミクログリアの細胞生物学的・生理的機能につ

いて研究しています。加えて、レドックス研究、癌（の転移）研究

にも足を突っ込み、さらに範囲は拡がりつつあります。

　博士課程３年の藤田慶大（きょうた）君は、レドックス研究で生

体防御研究所の中別府研と共同研究をしています。

　今年、新たに新メンバーとして加わった博士課程１年の秋元望さ

んは、神経疼痛とある特殊なケモカインとの関係を福岡大・修士課

程から一貫して研究しています。

　修士２年の泉杏子さんは医学部統合生理との共同研究で、慢性疲

労におけるグリア細胞の役割を研究しています。

　同じく、修士２年の別府薫さんは、ミクログリアのグルタミン酸

受容体について研究しており、猛スピードで実験および論文書きを

して、一流学術誌に投稿しました。

　同じく、修士２年の毛利優希さんは、ミクログリアと甲状腺ホル

モンとの関係、ひいては認知症との関係を研究しています。

　修士１年の小林亜衣さんは、ミクログリアのプロトンチャネルに

及ぼすニコチンの影響、ひいては、何故喫煙が神経変性疾患のリス

クを下げるのかについて研究しています。

　創薬学科４年の直江智子（さとこ）さんは、精神疾患、とくにう

つ病に関して興味を持っているため、精神科へ出向したりしまし

た。うつに限らず、様々なストレスによる精神疾患とミクログリア

活性化について研究する予定です。

　臨床学科５年の大坪壮一君、井上芙美子さんは、病院・薬局実習

の合間に、それはそれは熱心に実験して、脳保護作用がある核酸薬
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の作用機序について、着実に結果を出しています。

　平成22年もノースウェスタン大学からフグ毒とナトリウムチャネ

ルの研究で著名な楢橋敏夫先生が来日の際に特別講義に来てくださ

いました（写真）。また６月には、早稲田大学・名誉教授で、現・

台湾高雄医学大学・客員教授の吉岡亨先生が特別講義に来てくださ

いました。

　以上、准教授一人でなかなか指導が行き届きませんが、自立の精

神を培う上では良い研究室ではないかと勝手に思っております。

（執筆、野田　百美）

写真：病態生理学分野メンバー（2010年5月）。

後列左から直江・泉・別府・大坪・井上・毛利。

前列左から藤田・野田・楢橋先生・小林・秋元。

■■■　病態分子認識化学分野　■■■

　庭にはコスモスが咲き乱れています。卒業生の皆様、いかがお過

ごしでしょうか？ 

　私たち病態分子認識化学分野にとって本年度は大きな変革の年と

なりました。昨年度をもちまして研究への熱い情熱と深い愛情を

もって長い間放射を支えてくださった前田稔教授が退職され、本年

度より大阪大学大学院基礎工学研究科から大嶋孝志先生を教授とし

て迎え入れました。１つの研究室に有機合成分野と放射化学分野の

２つの異なる分野が同居する形となりましたが、両分野とも非常に

仲が良く、互いの分野への理解を深めるべくゼミでは活発に意見交

換が行われています。

　現在私達の研究室には、研究活動はもちろんのこと飲み会やス

ポーツにも全力投球の大嶋教授、毎週のディスカッションでは相変

わらずの京都弁で叱咤激励を下さる向准教授、土曜ゼミを開講し学

生の教育に熱心な森本助教の３名が教員として所属しており、日々

熱心なご指導を頂いております。学生は、放射の生きた化石D３の

金城、なんでもご存じD２山本由美、D１がお母さん林結希子、筋

肉マン中原靖人、M２がおしゃれアグー安倉和志、プリンセス岩宮

由梨子、低血圧福田未来。M１がモグモグ王子中原勇人、エセ中国

人Pang Nisha、シルク姐さん清水絹恵、下カッコいい下川研太。

そしてピッチピチの学部生わだまり、りょーちゃん、もっち、しゃぶ、

のーまん、大坪くん、研究生江ちゃんの計18名が皆日々の研究に励

んでおります。学生の男女比はちょうど半々で、女性が多くなった

こともあり研究室には華やぎを感じられるようになりました。

　今年４月に大きな変化があったため、当初は戸惑うことも多かっ

たのですが、今ではすっかり慣れたようで皆元気に学生生活を送っ

ております。今まで以上に賑やかな研究室になっておりますので、

新生病態分子認識化学分野に遊びに来てください。ホームページも

リニューアルしていますので是非ご覧になってくださいね。

■■■　分子生物薬学分野　■■■

　卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょうか？今年は修士一年の東

が研究室紹介をさせていただきます。

　ビセイこと私たち分子生物薬学分野は現在片山勉教授を筆頭に、

尾崎助教・毛谷村助教の温かいご指導のもと大腸菌と向き合い続け

る日々を過ごしております。尾崎さんは最愛の息子が生まれ、今では

すっかり優しいパパです。毛谷村さんは一番古株だった藤光さんが

イギリスへ留学し、ちょっと淋しそうでしたが元気にやっています。

　学生は現在、総勢12名となっています。まず、博士課程三年の

Asmaa。彼女はエジプトからの留学生かつ二児の母という立場な

がら家庭と研究の両立を目指し日々精進しています。修士課程二年

は加生、永田、野口の三人です。加生は当研究室への博士課程進学

を心に決めています。来年からは学生のトップとして皆を引っ張っ

ていってくれることでしょう。永田・野口はムードメーカーとして

研究室を和ませてくれています。修士一年は現在カナダへ留学中の

西村、できる男の原田、本来M２世代の東、そして今年無事に院

試に合格しこの10月から晴れて秋期入学した赤間と棚橋の男臭い五

人です。４月からは学部４年生の大西、増田、宮崎が加入していま

す。４年生ながら夜遅くまで実験をしたり、休日出勤したりと三人

とも非常に熱心で頭が下がる思いです。また当研究のOBである尾

立（旧姓：松永）さんがテクニカルスタッフとして働いています。

　また、今年の春に中村さんが博士学位を取得しました。この博

士論文の前半部分が『Nove l e s sen t i a l r e s idues o f Hda f o r 

i n t e r a c t i o n w i t h DnaA i n t h e r egu l a t o ry i n a c t i v a t i o n 

o f DnaA : Un i q u e r o l e s f o r Hda AAA+ Box V I a nd V I I 

mot i f s』という題目でMol． Microb i o l．に掲載されました。

さらに近年、RIDAの基本原理が多様な生物種で保存されている

ことが明らかになり、このことを中心にまとめた総論がNature 

Rev . Microb io l .に掲載されました。これは今までの先輩方の努

力の賜物だと思っています。

 当研究室では今年は『新たな探検の新たな展開』をテーマとし研

究室一同、日々研究に励んでおります。懐かしい顔もまだいますの

で近くにお越しの際はぜひ当研究室にお気軽に足をお運びいただ

き、激励していただけると幸いです。最後になりますが、先輩方の

これからのますますのご活躍とご健康をお祈りしています。
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■■■　生体分析化学分野　■■■

　卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。現在当研究室では王

子田教授、浜瀬准教授、中園助教の御指導のもと、総勢18名で日々

研究に励んでおります。

　今年度から京都大学大学院工学研究科より赴任され、当研究室の

教授になられた王子田教授は学生の御指導のみならず自らも日々研

究をされており、若々しさを存分に発揮されています。浜瀬准教授

はDL体を区別するアミノ酸全分析装置をフル稼働させ、より一層

御指導・研究をされています。中園助教は朝早くからの研究はもち

ろんのこと、今年度から遠路はるばる自転車通勤もされていて日々

精力的に活動されています。

　さて学生の方はと申しますと、今年度から臨床薬学科の学生も研

究室に配属されることになり18人という大所帯になりました。博士

課程は留学生でムードメーカーの韓さんと研究室の大黒柱、三次さ

んの２人。修士課程はM２で美人お姉さんの上野さんをはじめ、M

１は液クロなら俺に任せろ大山さん、PC関係にめっぽう強い押川

さん、多彩な趣味をもつ古賀さん、実験量なら誰にも負けない多仁

さん、特に特徴のない益山さんの６人。学部生は５年生に笑顔が

キュートな小西さん、不思議系キャラの永野さん、４年生にアニメ

大好き池上さん、当研究室No１イケメンの伊藤さん、朝早くから

実験している城戸さん、おっとり癒し系の熊手さん、場を盛り上げ

てくれる島田さんが新たにメンバーに加わりました。

　卒業生の皆様には面識のない者が多いとは思いますが、近くにお

越しの際は是非研究室にお立ち寄り下さい。先輩方の御活躍やアド

バイスなど、いろいろなお話を聞かせて頂ければと思います。教室

の詳しい様子は、古賀さんにより近々リニューアル予定のホーム

ページ（http ://bunsek i . phar .kyushu -u . ac . j p/）でご覧いた

だけます。多くの先輩方に見て頂ければ幸いです。最後になりまし

たが、先輩方の益々の御活躍を研究室員一同、心よりお祈り申し上

げます。

■■■　薬効安全性学分野　■■■

　卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。私たち薬効安全性学

教室も、新設ながら８年目を迎えました。現在は、スタッフ３名、学

生10名で少ないながらも個々が精力的に研究に取り組んでおります。

　現在、心疾患、閉塞性動脈硬化症、死細胞除去異常に関わる細胞

内イベントの解明などをテーマに、世界トップレベルの研究を目指

し日々頑張っております。今年はJ. B io l . Chem.誌２報をはじめ、

Circ . Res .誌やNitr ic Ox ide誌など、先輩方の努力の成果が次々

と論文になりました。製薬企業や他研究室との共同研究も今まで以

上に活発に進められており、活気ある研究室になっています。

　黒瀬教授は、副研究院長として多忙な日々を過ごされています。

研究活動にも熱心に取り組まれており、セミナーなどを通して私た

ちを指導して下さっています。西田准教授は、研究も全力で、家族

に対しても全力で、何事にも熱意をもって取り組んでいらっしゃい

ます。研究に対する遂行力は研究室メンバーの中で群を抜く勢い

で、私たち学生を引っ張って下さっています。仲矢助教は、私たち

学生の指導を丁寧にして下さり、技術面のみならず、研究に対する

考え方など学ぶところがたくさんあります。娘さんも１歳を迎え、

娘さんの話になると優しいパパの顔になります。

　学生は先生方に支えられながらも独自の考えをしっかり持つよう

にして日々実験に取り組んでいます。今年度は夏にアメリカからの

短期留学生、11月にはマレーシアからの留学生の受け入れと、研究

室が国際色豊かになりつつあります。

　９月末には研究室旅行で鹿児島の指宿温泉に行ってまいりまし

た。砂蒸し風呂を堪能した後、ホテルの一室に皆であつまり円陣を

つくり、酒を交わしながら他愛ない話に華が咲き、夜遅くまで語り

合いました。より一層の絆が深まったように感じます。

　以上、少人数ながら日々充実した研究室生活を過ごしています。

ご多忙であるとは思いますが、九州大学にお越しの際はぜひ研究室

にお立ち寄り下さい。

　卒業生の皆様のご健康とますますのご活躍を心よりお祈りしてお

ります。

文責：北島　齋木　田島

■■■　薬剤学分野　■■■
　薬剤学分野（旧 製剤設計学分野）の卒業生の皆様には、益々ご

健勝のこととお慶び申し上げます。

　薬剤学研究室は、2005年４月より大戸茂弘教授が着任し、｢薬を
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作り、よりよく育てて、正しく使うための研究（創薬と育薬・医薬

品適正使用）｣、｢時間治療｣というテーマを掲げ、日々取り組んで

います。詳しくは当研究室のホームページをご覧ください。（http://

yakuza i .phar .kyushu -u . ac . jp/）

　現在、薬剤学教室では教授の大戸茂弘、准教授の小柳悟、助教の

松永直哉の３名に加え、大学院生博士課程11名、修士課程８名、学

部学生10名、研究生１名から構成されています。今年度から医薬品

の研究、開発を目指す４年制課程の創薬科学科に加え、薬剤師とし

て臨床現場で活躍することを目指す６年制課程の臨床薬学科の学生

も受け入れることになりました。開講から60年近く経ますが、これ

だけの大所帯となるのは初めてではないかと思います。また留学生

が４人在籍しており、グローバルな環境下で過ごせています。

　続いて、メンバーの近況をお知らせします。博士課程のアハメド

（エジプトからの留学生）、岡崎（史）、藤岡、堀口、池田、楠瀬は日々

の研究と後輩の指導に全力を注いでいます。また社会人博士課程の

梶田、天野、西牟田、後藤、兼重は業務で多忙な中時間をやりくり

して研究を進めています。M２の井福、岡崎（裕）、柿本、松永（崇）

は学会等で成果の発表を行いつつ、修士論文発表に向けて追い込み

中です。M１の岡本、濵村、林、陳（中国からの留学生）は先輩方

に少しでも近づけるよう研究に励みつつ、研究室行事の企画や就職

活動と、充実した毎日を過ごしています。創薬B４の赤川、一町、

和田は自身のテーマも決まり、先輩方の指導のもと卒論に向け取り

組んでいます。臨床B５の木村、朴（韓国からの留学生）、山本は

病院実習で研修中です。臨床B４の赤嶺、増井、横山、若松は講義、

教養試験等で多忙な日々の中、研究しています。研究生のアディラ

（ウイグル自治区からの留学生）は語学等で奮闘しています。

　各々がそれぞれの研究テーマを持ち、日々奮闘している一方で

様々な行事にも積極的に参加しております。薬友会主催のソフト

ボール大会には毎回出場しています。今年の春の大会では準決勝で

惜しくもじゃんけんで敗れましたが、３位入賞を果たしています。

次年度以降の大会でも「やらんといかんばい！！」ということで、

優勝目指して頑張ろうと盛り上がっています。

　これからも「薬剤学教室」の伝統を継承しつつ、創薬・育薬の観

点から新しい研究分野の開拓に邁進して参ります。卒業生の皆様も

近くにお越しの際には是非気軽に当研究室にお立ち寄りください。

最後になりましたが、皆様の益々のご健康とご活躍をお祈りいたし

ます。

■■■　薬物分子設計学分野　■■■

　卒業生の皆様お久ぶりです。現在の薬物分子設計学分野は、今年

還暦を迎えられた末宗先生を筆頭に総勢20名（女性５名、男性15名）

で、日々研究と遊びに熱心に取り組んでいます。また、臨床薬学科、

創薬科学科の２コース制が始まって５年目となり、今年から臨床薬

学科の学生も配属されるようになりました。

　早速、メンバーの近況をお知らせします。

　末宗先生は、体調も徐々に回復されたようで、先生の末宗節もご

健在のようです。麻生先生は、麻生スマイルで学生には優しく厳し

く指導なされているご様子です。　昨年、着任した臼井先生は、指

導する学生も増え新テーマの立ち上げなどで忙しい日々を送られて

います。今年から拠点を東京に移した社会人D３の中武さんは、九

州のお酒が恋しいようです。樋口君（D３）と小木曽君（D１）は、

それぞれ異なる研究テーマの牽引役として頑張っています。M２は

修士論文作成に向けて、今までに増して研究に熱が入っているよう

です。M１は様々な講座行事に振り回されながらも楽しんで実験し

ています？　今秋から、流暢な日本語を操る中国人の楊さんがM

１として加わり、河南中医学院講師の弓　建紅先生が訪問研究員と

して来室された際は、良き通訳としての役割を果たしてくれまし

た。それから、時折、顔をみせていたピータパンことH田氏は、趣

味に忙しくなかなか姿を見せてくれません。

　イベントに関しましては、昨年のソフトボール大会の覇者（であ

るはず）のヤクセイチームは、春季大会では予選リーグ敗退に終わ

りました。その雪辱を果たすべく真夜中の特訓に明け暮れていたみ

たいですが、残念ながら秋季は雨天中止となりました。夏の講座旅

行は日程が合わず冬にシフトです（韓国に行けるのかな？）。恒例

の九大山の家での総説セミナーでは、学生間の親睦が深まったよう

です。

　以上、簡単でございますが、薬物分子設計学分野の近況報告をさ

せていただきました。

　同門生の皆様におかれましては、ご多忙な日々をお過ごしのこと

と存じますが、お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

■■■　薬用資源制御学分野　■■■

　卒業生の皆様いかがお過ごしでしょうか。

　現在当研究室では森元教授をはじめ17名のスタッフで研究に励ん

でいます。

　森元教授は学生に優しく話しかけ、いつも笑わせてくれます。ま

た不健康な学生には生活面でもアドバイスをくださいます。田中准

教授はご自分の研究、学生への講義などでどんなに忙しい時にも優

しくご指導くださいます。田浦助教は先を見据えた、大変ためにな

る実験指導をしてくれます。

　学生は、最近パパになったD３の坂元さんを筆頭に、個性がある

メンバーで実験しています。坂元さんは自分の実験以外にも後輩へ

の指導をし、自分の実験のように結果に一喜一憂してくれます。D

１のToeiさんはタイからの留学生で、キャラクター（特にプーさん）

とお菓子（特にじゃがりこ）が大好きです。実験の合間に日本語も

勉強中です。

　M２は３人で、谷Pは歌って踊れる薬剤師を目指し日々トレーニ

ングしている、みんなのアイドル的存在です。中村さんはスポーツ

万能でテニス大会やソフトボール大会で不可欠な存在です。堀さん

は本年度の10月から麻薬取締官として働きながら、深夜や休日など

に実験しています。

　M１は４人で、ネパールの星マダンは念願の大学院生になり、田

中准教授の指導の元、実験に励んでいます。片山さんは最近愛着の

湧いてきたカイコと実験している、研究室の癒し系です。河部君

はコーラとエビマヨおにぎりとPKSが大好きです。健康のために

“nature”と書かれた自転車で通学しています。山下さんは最近

手懐けたカイコと戯れています。

　B５は１人で、武井さんは現在２ヶ月半の薬局実習にいっていま
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す。みんなの目の保養です。

　B４は４人で、相星さんは６年制コースでCBTに向け勉強してい

ます。今村君は研究室で１番実験しています。香月君は生薬の綾波

レイです。峰君は薬学部１美人の彼女との生活をのろけています。

　以上のメンバーで日々楽しく実験しています。機会がありました

らぜひ研究室へお立ち寄りください。

■■■　薬理学分野　■■■

　澄み切った青空が秋を感じるこの頃、卒業生の皆様方はいかがお

過ごしでしょうか。現在、当研究室では神経障害性疼痛における

グリア細胞の働きやミクログリアの貪食メカニズムの解明を目指

し研究に取り組んでいます。（http ://yakkou .phar .kyushu -u .

ac . jp/ index .h tml）

　今年度より薬学研究院長にも就任され、より一層多忙になられた

中でも学生とのコミュニケーションを大切にして下さっている井上

教授を筆頭に、いつも明るく、熱血指導をして下さる津田准教授、

今年、第２子が誕生された爽やかスマイルの齊藤助教授のご指導の

下、我々学生は実験を行っております。

　博士３年はみんなのお姉さん豊滿さん、九大病院で薬剤師として

もご活躍中の永田さん、ファゴサイトーシス片岡さん、お代官久保

山さん、研究も遊びもバリバリの増田隆博さん、博士２年はバレー

大好きな旅人下山さん、フットサル大好き増田潤哉さん、体重増加

中宮田さん、Caイメージング山下さん、薬理のブラピSimon、博

士１年は越後屋高露さんと、豊富なメンツのドクター陣が研究やお

酒の飲み方の面で後輩の良いお手本となっております。

　修士２年は才色兼備白鳥さん、辛口ツッコミ担当塚本さん、アス

リート松村さん、マシンガントーク矢野さん、修士１年は癒し系上

杉、イメチェン吉永、BMI16.3の米田と個性的なメンバーが集まっ

ています。創薬科学科４年の粘土アーティスト落石、元気はつらつ

坂口、ロボットダンスもできる西本も大学院への進学を決め、これ

からの薬理を支えてくれる存在となってくれるはずです。また、今

年度より臨床薬学科の配属も始まり、５年の井上、南、４年の赤木、

苑も六年制課程の授業や実習をこなしながら、研究に取り組む日々

です。さらに社会人ドクターの前原さん、岩下さん、中田さん、日

置さん、行弘さんもいらっしゃいます。

　オーケストラでオーボエ奏者としてもご活躍されている秘書の末

宗さんは、様々な面で我々をサポートして下さっています。

　このように総勢34名で薬理を盛り立てていきたいと思いますの

で、諸先輩方、もし機会がございましたら是非お気軽に教室にお立

ち寄りください。

九州大学薬学部ホームページ
（http://www.phar.kyushu-u.ac.jp/）

九州大学薬学部では、ホームページを公開しています。

現在の薬学部の状況を、逐一更新しております。また

薬友会、各研究室のホームページにもリンクしており

ます。よろしければご来訪ください。
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受 賞

大嶋孝志（病態分子認識化学分野）：グリーン・サステ

イナブル ケミストリー賞 文部科学大臣賞  2010／３／１ 

受賞「多核金属クラスター触媒による環境調和型直接変

換反応の開発」

村上雄一（創薬腫瘍科学分野講座）：第19回日本がん

転移学会学術集会　優秀演題賞  2010／６／17 受賞

「NDRG1/Cap43のヒト胃癌における血管新生や炎症応答

への関与と分子機序」

谷口陽祐（生物有機合成化学分野・助教）：社団法人有

機合成化学協会　有機合成化学協会研究企画賞「帝人

ファーマ研究企画賞」  2009／12／１ 受賞「W字型を有

する機能性核酸誘導体の合成と核酸医薬への展開研究」

川久保友世（プロテアーゼ疾患制御学分野研究室　特任

助教）：歯科基礎医学会賞  2010／９／22 受賞「癌の増

殖・転移におけるカテプシンEの役割」

山田健一（機能分子解析学分野）：第63回日本酸化スト

レス学会学術奨励賞  2010／６／24 受賞「生体内レドッ

クス反応の解析に向けた新規ニトロキシルラジカルの開

発と応用」

別府　薫（病態生理学分野）：平成21年度　九州大学学

生後援会学術研究賞  2010／４／26 受賞

鬼塚和光（生物有機合成化学・博士課程２年）：国際核

酸医薬シンポジウム（Joint Symposium of 5th OTS and 

19th Antisense）川原記念優秀発表賞（ポスター優秀

賞）2009／11／１ 受賞「SITE-SELECTIVE CHEMICAL 

MODIFICATION OF mRNA AND ITS EFFECTS ON 

POLYMERIZATION AND TRANSLATION」

三次百合香（生体分析分野）：九州分析化学奨励賞  2010

／７／30 受賞「D−セリン及びD−アラニンの二次元

HPLC同時分析法開発と哺乳類体内含量制御機構の解析」

上野恭子（生体分析分野）：九州分析化学若手賞  2010／

７／31 受賞「光学異性体を区別するアミノ酸メタボロミ

クスの展開−二段階HPLC一斉分析法の開発と利用−」

大山　翼（生体分析分野）：九州分析化学若手賞  2010／

７／31 受賞「オンライン酸化を組み込んだメラトニンの

高感度全自動HPLC分析装置開発」

川尻雄大（医薬品情報解析学分野）：第４回日本緩和医

療薬学会年会　優秀発表賞受賞  2010／９／26 受賞「オ

キサリプラチン誘発末梢神経障害ラットモデルにおける

NMDA受容体の関与」

中村賢太（分子生物薬学分野）：８th International 

Conference on AAA Proteins、院生ポスドク優秀ポス

ター賞  2009／７／15 受賞「AAA+ domain-specific 

interaction of Hda with DnaA in the replicase clamp-

mediated DnaA-ATP hydrolysis」
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平成22年度

九大薬友会　評議員会議事録

【日　時】　平成22年６月12日（土）12時30分より15時00分まで

【場　所】　九州大学薬学部　会議室（中央棟２階）

【出席者】　評議員定数：役員16名；クラス評議員60名（重複３名）

の合計73名。出席者数25名、委任状29名。

役　　員：井上和秀会長、岩崎正武副会長、古賀登副会長、阿部義

人庶務幹事、廣田豪前会計理事、斉藤秀俊会計理事

支 部 長：秋田弘幸（関東支部）、尾崎　通（関西支部、永繁昌二

支部長代理）、有村勝男（鹿児島支部）、菅田哲治（大分

支部、赤嶺支部長代理）、麻生真理子（福岡支部、野田

浩司支部長代理）、河野　功（長崎支部）

クラス評議員：久恒和仁、増田義人、宮川卓也、菅沼佑子、占部美子、

樋口かをる、小川建志，樋口隆一、唐澤博順、樋口　駿、

古賀信幸、野田百美、小野容子、大庭義史（順不同敬称略）

　会議に先立ち、井上和秀会長より九大薬友会会則第19条１項の評
議員会の定足数について説明があり、評議員会が成立したことが述
べられた。
　また、同条２項に基づき本会の議長は会長であることが説明された。

【報告事項】
１．平成21年度事業報告
　　資料に基づき報告がなされた。
２．各支部の活動状況の報告

　関東支部、関西支部、鹿児島支部、大分支部、福岡支部、熊本
支部の活動状況報告、並びに今年度の活動計画について報告がな
された。

【議　題】
１．役員の改選

　平成22年度の役員、支部長、評議員について資料に基づき説明
がなされ承認された。

２．平成21年度九大薬友会会計報告
　平成21年度の会計報告がなされた。
　植田正監事の監査の結果、問題ないことが報告され、平成21年
度会計報告が承認された。

３．平成22年度九大薬友会事業計画（案）
　資料に基づき、平成21年度九大薬友会事業計画案が説明され、
計画が原案のとおり認められた。

 ４．平成22年度九大薬友会予算（案）
　平成22年度予算案の説明が行われ、今後の薬友会の赤字繰越金
の憂慮のため、支部支援の経費を前年度の半分にすることが認め
られた。

５．特別会員の推薦
　樋口駿前研究院長の特別会員への推薦、内海英雄前教授の名誉
会員への推薦が行われた。

６．薬友会の将来構想について  
　井上和秀会長から資料により今後の薬友会の将来構想の説明が
なされた。

７．九大病院人間ドックについて
　阿部義人庶務幹事より、九大病院人間ドックの薬友会会員の割
引に関して説明があったが、今後の検討課題となった。

８．その他
　久恒和仁評議員から、九大薬学部文化祭（現堅粕祭）の内容に

関する提案があった。
以上

九 大 薬 友 会 会 計 報 告
平成21年度　九大薬友会会計報告

【収 入】

平成21年度（A） 平成21年度予算案（B） 差額（A－B）

薬友会入会金（60口） 360,000円 360,000円 0円
年会費（918口） 2,754,000円 3,300,000円 －546,000円
UFJニコスカード（69口） 207,174円 210,000円 －2,826円
預金利息（普通） 337円 1,000円 －663円
寄付金（最終講義記念講演会より） 12,525円 0円 12,525円

小　計 3,334,036円 3,871,000円 －536,964円

平成20年度繰越金 6,976,208円 6,976,208円 

合　計 10,310,244円 10,847,208円 

【支 出】

平成21年度（C） 平成21年度予算案（D） 差額（C－D）

年会費通知発送費 533,766円 520,000円 13,766円
球技大会補助費 100,000円 100,000円 0円
薬友会誌発刊費 0円 910,000円 －910,000円
薬友会名簿発刊費 3,531,184円 3,800,000円 －268,816円
九大薬学部祭費 248,746円 240,000円 8,746円
卒業祝賀記念補助費 200,000円 200,000円 0円
支部支援金 1,547,830円 1,600,000円 －52,170円
支部講演会支援金 241,750円 180,000円 61,750円
全学同窓会負担金 50,630円 50,000円 630円
会議費 166,600円 200,000円 －33,400円
通信費 6,010円 10,000円 －3,990円
事務用品費 12,797円 30,000円 －17,203円
謝金 7,875円 10,000円 －2,125円
葬儀に関する費用 31,815円 0円 31,815円
各種振込手数料 108,390円 110,000円 －1,610円

小　計 6,787,393 円 7,960,000 円 －1,172,607円

平成21年度繰越金 3,522,851円 

九 大 薬 友 会 予 算
平成22年度　九大薬友会予算案

【収 入】

薬友会入会金（6,000円×70口） 420,000円
年会費（3,000円×1,200口） 3,600,000円
UFJニコスカード 210,000円
預金利息 8,000円

小　計 4,238,000円

平成21年度繰越金 3,522,851円

合　計 7,760,851円

【支 出】

年会費通知発送費 550,000円
球技大会補助費 60,000円
薬友会誌発刊費（21年度分） 906,787円
九大薬学部祭費 240,000円
卒業祝賀記念補助費 200,000円
支部支援金   800,000円
支部講演会支援金 200,000円
全学同窓会負担金 80,000円
会議費 100,000円
事務職員経費  0円
通信費 50,000円
事務用品費 30,000円
謝金 20,000円
各種振込手数料 120,000円
予備費 100,000円

小　計 3,456,787円

積立残金 4,304,064円

合　計 7,760,851円
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久澄　礼子　21.9.28　九州大学大学院薬学府（医療薬科学）
服薬ノンコンプライアンス後の対処法および剤形変更時における処
方設計支援システムの構築

鈴木元太郎　22.3.25　九州大学大学院薬学府（医療薬科学）
服薬ノンコンプライアンス後の対処法および剤形変更時における処
方設計支援システムの構築

鳥取部和弘　22.3.25　九州大学大学院薬学府（医療薬科学）
人工心肺装置稼働によるヒト血清アルブミンのサイトⅠとⅡの結合
能の変動とその要因：結合阻害を利用した、効果的な薬物投与法の
可能性

安東　幸恵　22.3.25　九州大学大学院薬学府（医療薬科学）
薬物動態の個人差予測を目指した多様な遺伝子多型情報の応用に関
する臨床研究

津田　育宏　22.3.25　九州大学大学院薬学府（医療薬科学）
塩酸エピナスチンおよび塩酸タムスロシンの小児医薬品開発におけ
る母集団薬物動態解析の応用に関する研究　～小児母集団薬物動態
解析および情報提供における留意点～

福岡　龍一　22.3.25　九州大学大学院薬学府（医療薬科学）
栄養処方設計を基盤にした院内栄養管理システムの構築

山口　栄一　22.3.25　九州大学大学院薬学府（医療薬科学）
医薬品創薬における製薬企業間連携強化およびオープンイノベー
ション（技術革新）体制構築のための要因解析

三島　朋徳　22.3.25　九州大学大学院薬学府（医療薬科学）
ニワトリリゾチームと病原性ヒト抗体λ６鎖可変部を用いた蛋白質
の酸性条件での変性構造とアミロイド線維化に関する研究

中村　賢太　22.3.25　九州大学大学院薬学府（医療薬科学）
複製酵素クランプ因子と色体複製共役型DnaA不活性システムの機
構と制御

前田　朱香　22.3.25　九州大学大学院薬学府（医療薬科学）
スタチン誘発肝細胞障害の発現機序に関する研究

木下　祐一　22.3.25　九州大学大学院薬学府（創薬科学）
TEMPOの2,6位置換体合成法開発と生体計測への展開

長沼　辰弥　22.3.25　九州大学大学院薬学府（創薬科学）
磁気共鳴法による多重生体機能画像化装置の開発研究

長野　正展　22.3.25　九州大学大学院薬学府（創薬科学）
ヘリカル二次構造の制御とカルコン誘導体の不斉エポキシ化反応へ
の応用

潘　　　珂　22.3.25　九州大学大学院薬学府（創薬科学）
Chemical study on glycosphingolipids from the starfish Protoreastar 
nodosus （Protoreaster nodosus からの糖脂質の化学的研究

渡　　公佑　22.3.25　九州大学大学院薬学府（創薬科学）
がん間質を標的とした創薬基礎研究

林　　寛幸　22.3.25　九州大学大学院薬学府（創薬科学）
安定有機ラジカルを有する機能性集積体の構築に関する研究～超分
子的手法によるスピン間相互作用の制御から有機MRI造影剤構築に
向けて～

若狭健太郎　22.3.25　九州大学大学院薬学府（創薬科学）
ヒト腫瘍細胞の５−fluorouracil（５−FU）感受性におけるチミジ
ル酸合成酵素発現レベルの意義に関する分子生物学的研究

小山　隆志　22.3.25　九州大学大学院薬学府（創薬科学）
ESRI/OMRIを用いた生体内におけるフリーラジカル造影剤の動態
画像解析

梶田　貴司　22.9.27　九州大学大学院薬学府（医療薬科学）
シクロスポリンの治療薬物モニタリングに関する臨床薬学的研究

金　　盛烈　22.9.27　九州大学大学院薬学府（医療薬科学）
選択的V２受容体拮抗薬の臨床開発における母集団薬物動態・薬効
動態解析法の展開

山田　孝明　22.9.27　九州大学大学院薬学府（医療薬科学）
選択的V２受容体拮抗薬の臨床開発における母集団薬物動態・薬効
動態解析法の展開

天野　　潤　22.9.27　九州大学大学院薬学研究院（創薬科学）
ヒト化抗体医薬品の体内動態に関する研究
−抗ヒトInterleukin-６受容体抗体Tocilizumabと抗HM1.24抗体
AHMの体内動態に関する比較研究−

豊滿　笑加　22.9.27　九州大学大学院薬学府（医療薬科学）
神経因性疼痛発症時にミクログリアに過剰発現するP２X４受容体
に関する研究

鬼塚　和光　22.9.27　九州大学大学院薬学研究院（創薬科学）
塩基および部位特異的RNA化学修飾能をもつ官能基転移性人工核
酸の創製とラベル化および制御法への展開

北川　麻弓　21.8.7　九州大学大学院薬学系研究科（機能薬学）
癌治療における新規標的の探索:rNudEの生理機能解析および
Skp2,E２F-１によるp53機能の制御機構解析

川原　　章　22.2.9　九州大学大学院薬学研究科（薬学）
レギュラトリーサイエンスに基づく医薬品行政の国際化に関する研究

中村　忠博　22.3.23　九州大学大学院薬学研究科（薬学）
眼科治療薬の角膜障害性評価を目的とした新規電気生理学的手法の
開発

三瀬　雅史　22.6.30　九州大学大学院薬学研究科（薬学）
ビーグル犬CYP１A２の遺伝子多型とこれに基づく薬物代謝能変動
−AC-3933の薬物動態解析を中心に−

内村　隆秀　22.9.27　九州大学大学院薬学研究科（薬学）
新規肝クリアランス予測法（Matrix inhibition method）の開発
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人　事　異　動

異　動　日 所　　　属 職　名 氏　　名 異動内容

平成21年10月１日
（寄附講座）革新的バイオ

医 薬 創 成 学 講 座

寄附講座教員

（客員教授）
米　滿　吉　和

配 置 換

称号付与

平成21年10月１日
（寄附講座）革新的バイオ

医 薬 創 成 学 講 座

寄附講座教員

（客員助教）
吉　田　久　美

配 置 換

称号付与

平成22年３月１日 蛋 白 質 創 薬 学 助　　教 白　石　充　典 採 用

平成22年３月31日 医 薬 資 源 探 索 学 教　　授 樋　口　隆　一 定年退職

平成22年３月31日 病 態 分 子 認 識 化 学 教　　授 前　田　　　稔 定年退職

平成22年３月31日 生 体 分 析 化 学 教　　授 財　津　　　潔 定年退職

平成22年３月31日 機 能 分 子 解 析 学 教　　授 内　海　英　雄 定年退職

平成22年３月31日 薬 物 動 態 学 教　　授 樋　口　　　駿 定年退職

平成22年３月31日 分 子 衛 生 薬 学 助　　教 石　田　卓　巳 退 職

平成22年３月31日 病 態 分 子 認 識 化 学 助　　教 佐　野　紘　平
雇用期間

満了退職

平成22年４月１日 機 能 分 子 解 析 学 准 教 授 市　川　和　洋
雇用期間

満了退職

平成22年４月１日 薬 物 動 態 学 教　　授 家　入　一　郎 昇 任

平成22年４月１日 病 態 分 子 認 識 化 学 教　　授 大　嶋　孝　志 採 用

平成22年４月１日 医 薬 資 源 探 索 学 教　　授 藤　田　雅　俊 採 用

平成22年４月１日 生 体 分 析 化 学 教　　授 王子田　彰　夫 採 用

平成22年４月１日 生 物 有 機 合 成 化 学 助　　教 阿　部　由紀子 採 用

平成22年６月１日 分 子 衛 生 薬 学 助　　教 武　田　知　起 採 用

平成22年６月１日 シ ス テ ム 創 薬 学 助　　教 田　畑　香　織 採 用

平成22年７月１日 病 態 分 子 認 識 化 学 助　　教 森　本　浩　之 採 用
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● ● ● ● ●　編集後記　● ● ● ● ●

　皆様、寒い時期だとは思いますが、いかがお過ごしでしょうか？

　薬友会庶務幹事の阿部です。

　昨年の薬友会誌を読むと昨年は政権交代、新型インフルエンザなど激動の年だと書いて

いましたが、今年は隣国辺りが騒がしく、政権も大丈夫か？とさらにざわついた一年だっ

たような気がします。

　薬学研究院のほうも本年度から薬学研究院長（薬友会会長）に井上教授が就任されました。

さらに新しく４人の新任教授の先生方が着任され、研究院の中がさらに活発に動き出して

います。そのような近況の薬学研究院ではありますが、皆様の薬学研究院また九大薬友会

への支援を今後ともよろしくお願い致します。

薬学部　玄関前にて


