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　この会誌が届く頃には寒い日が続いて

いるとは思いますが、薬友会の会員の皆

様にはご健勝のこととお喜び申し上げま

す。さて、薬友会会長を仰せつかり３年

目を迎えました。現在の厳しい社会情勢

ではありますが、九州大学薬学部は将来

を見据えた発展の布石を一つ一つ積み上

げております。そして、久々のうれしいビッグニュースを皆様にお

届けできているかもしれませんので、是非とも薬学部のホームペー

ジをご覧ください。下記のような人材輩出を行いつつ、薬学部は発

展し続けておりますのでご安心ください。

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約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。2012年７月31日付けで発表された日本再生戦

略にもライフ成長戦略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．最後に

　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

創薬育薬産学官連携分野

准教授　西　田　基　宏

　九州大学薬友会会員の皆様方におかれ

ましては、益々ご清祥のこととお慶び申

し上げます。このたび薬効安全性学分野

から独立し、2012年７月から新たに設立

された創薬育薬産学官連携分野の准教授に異動致しました。薬効安

全性学分野在籍中には格別な御厚情を賜りまして、本当にありがと

うございました。新設分野では、九州大学薬学部の活性化推進とい

う大義を掲げて、以下のように研究推進・人材育成に努めていきた

いと考えています。
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１�．心循環ホメオスタシス維持の機構解明とEBMに基づいた治療

戦略の確立

　目に見える病状だけを改善させるのではなく、病気の根底とな

る原因を究明し、根本から改善させるというEvidence -based�

Med ic ine（EBM）が提唱されるようになり、循環器疾患の治療

戦略も大きく変化しています。当分野では、心不全や高血圧を全身

性の疾患と捉え、腎臓や神経など心血管と連関する臓器の恒常性を

制御する標的タンパク質を同定し、創薬につなげます。

２�．「in�v ivo�ケミカルバイオロジー」の推進

　近年、化学の原理で生命現象を読み解く新興学際研究「ケミカル

バイオロジー」が有機系の分野で盛んに進められ、九州大学薬学部

にも多くの魅力的なシーズが出てきています。これらシーズを創薬

につなげていくには、個体レベルでの評価が必要不可欠となりま

す。本分野では、生物系の立場からケミカルバイオロジーを展開さ

せることで、薬学研究組織の知識・技術をフル活用できる新しい学

問領域の構築を目指します。

３．産学官連携強化による創薬・臨床コラボ教育研究の推進

　九州大学病院や官公庁、製薬企業とのチーム組織を構築し、それ

ぞれが持つシーズを出し合って臨床を視野に入れた研究を薬学部の

中で進めていくことで、循環器分野の高い専門知識・ノウハウを

もった薬学科学者の育成を目指します。

　もちろん、これだけ大きな目標を実現させるためには、九州大学

薬友会会員の皆様の御理解・御協力が必要不可欠であり、皆様方か

らの信頼を得るためにも本分野は質の高い研究をし続けなければな

りません。九州大学に赴任して９年が経った。今こそ、薬学研究院

で培った経験・人脈を活かし、九州大学薬学部活性化に貢献すべく

邁進する所存ですので、今後とも御指導・御鞭撻のほど、何卒宜し

く御願い申し上げます。

近　況　報　告

神戸薬科大学

教授　向　　　高　弘

　病態分子認識化学分野に在籍しておりました向です。平成23年４

月に神戸薬科大学薬品物理化学研究室教授に着任し、放射線管理室

長を兼務しております。

　神戸薬科大学は昭和７年に神戸女子薬学専門学校として設立さ

れ、昭和24年に神戸女子薬科大学となり、平成６年からは男女共学

になり今年創立80周年を迎えました。本学は１学年の定員が270名

の６年制のみの単科大学であるため、九州大学から赴任した当初は

いろいろと戸惑うことが多いものでした。まず定期試験の答案やレ

ポートを採点する数が、九大時代に比べると３倍以上になりまし

た。また６年制の学生に関しては九大に比べると10倍近く多いた

め、実務実習での病院、薬局訪問の担当数が飛躍的に増えました。

実習していただいている施設は、京阪神のみならず東海から九州ま

でと広範であるため、訪問に要する時間も増えました。卒業研究と

して研究室に配属する学生数も多く、昨年度は４年生17名が１月に

配属してきました。したがって多いときには研究室に30名近くのゼ

ミ生がいる状態になりますが、多くの学生が実務実習に出ていると

きは数人のゼミ生しか実験していない状態にもなります。このよう

に九大時代とは大きく環境が変わったわけですが、業務を効率良く

こなして研究に充てる時間をできるだけ確保し、また多くのゼミ生

に効果的に実験してもらい、引き続き分子イメージング研究を行っ

ております。

　今年度からは大学院博士課程（４年制）がスタートし、私たちの

研究室でも１名が進学しております。また他大学卒業者対象の修士

課程も存在します。ご存知の方も少ないと思いますが、大学院の授

業料は学部に比べて格安で国立大学と同等であり、奨学金制度も充

実しております。薬友会会員の皆様におかれましては、是非これら

のことをお含みおきいただき、ご本人は勿論お知り合いの方にもお

勧めいただければと思います。よろしくお願いいたします。

崇城大学 薬学部　衛生化学教室

石　田　卓　巳

　早いもので、九州大学を退職し新たな赴任先へ異動してから２年

の月日が経過致しました。思い返してもあっという間の日々だった

のですが、ここで一つの区切りを兼ねまして近況報告をさせていた

だきたいと思います。

　本題に入る前に、私の新たな赴任先である崇城大学について説明

させていただきたいと思います。崇城大学は、熊本市西区にある私

立大学です。市街地からは少し離れていますが、大学周辺は緑が多

く、遠くに熊本城を望むことができます。本学は、かつて熊本工業

大学と称しており、工学部のみを有する単科大学でした。しかし、

改称に伴い５学部11学科を備えた総合大学となったそうです。赴任

先である薬学部は、７年前に開設された比較的新しい学部であり、

現在、700人ほどの学生が在学しています。大学の雰囲気からでしょ

うか、教員と学生との距離感も非常に近く、大学の至る所で談笑す

る声が響いています。また、県内出身の方が多いためでしょうか、

時折聞こえてくる熊本弁も、私には非常に新鮮なものとなっていま

す。

　こちらに赴任して大きく変わったこととして、20年ぶりに電車通

勤を始めました。学生や通勤客に囲まれての朝の通勤は大変です
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が、帰宅時は乗客も少なく、本を読んだり足りない睡眠時間を補っ

たりと私にとっての数少ない憩いの時間となっています。また、こ

ちらでは学部の授業を担当することとなりました。毎週の予習や資

料の整理などなど、いろいろと下準備はするのですが、元来の話し

下手とあがり症のため、始まってみると頭の中は真っ白・・・。ど

うにか話題を見繕って90分間の授業を乗り切っていますが、授業前

日の胃の痛みはまだしばらく続きそうです。

　人生初の私立大学ということで慣れないことも多く、研究に教育

にと思い通りに行かないこともしばしばです。しかし、何か意味あ

るものを残せるよう、これからも頑張っていきたいと思っていま

す。

兼松　顯先生を偲んで

麻　生　真理子

　元薬品製造化学講座教授の兼松　顯先

生が平成24年１月20日に亡くなられまし

た。先生とのお別れがこんなに早いとは

思いもよりませんでした。

　先生は昭和35年京都大学大学院博士課

程修了後、名古屋大学などを経て昭和52

年九州大学に教授として赴任され、教育

研究に尽力されました。講義には白衣で颯爽と登場されました。整

然と板書され、よく練られた明快な講義でした。多くの学生が、先

生が語られた化学にロマンを求めた研究に惹きつけられました。ご

自身が提唱された「分子設計Molecular�Design」という概念に基

づくペリ環状反応と、生命科学への貢献を目指したオピオイド受容

体探索子の薬物設計をテーマとして研究を展開されました。エポッ

ク・メイキングな研究成果をあげられ、昭和59年度宮田学術振興会

学術賞、平成４年度日本薬学会賞を受賞されました。20年間の在職

中、第16代薬学部長として学部運営と改革にも力を注がれました。

学問に厳しい反面、やさしいお人柄で多くの方を惹きつけた先生で

した。講座員は家族と、細やかなお心遣いを皆にされました。講座

の行事、講座旅行、ご自宅への招待（奥様、大変お世話になりまし

た）、毎年頂く手書きの年賀状など、今でも大切な思い出です。カ

ラオケ、お酒、スポーツ、研究以外でも先生には敵いませんでした。

　九大ご退官後も、文部省学位授与機構教授、名城大学学長として、

斬新な発想と決断力をもって、大学教育研究に貢献をされました。

このようなご功績によって、平成11年紫綬褒章、平成19年瑞宝重光

章を受章されました。市民講演にも熱心で、終末医療や科学を学ぶ

こころとこころざしを若い世代に伝える活動にも力を尽くされまし

た。

　凛として人生を全うされたお姿は、私たちに生き方の手本を示し

ておられるようでした。今後も先生の教えを胸に、頑張って参りま

す。兼松先生、本当にありがとうございました。ご冥福をお祈り申

し上げます。

Biozen t rum , Un ive r s i t y o f Base l , Base l , Swi t ze r land

尾　崎　省　吾

　私は2011年10月よりスイス連邦北西の都市バーゼルにおいて、

バーゼル大学バイオセンターのInfect i on�B io logy部門に研究留

学しています。拙文で恐縮ですが、私の研究生活について綴らせて

いただきます。

　バーゼルに異動した当初、日本の知人から「山はきれいですか？」

という質問をよく頂きました。某アニメーションの影響で、スイス

と言えば「雄大なアルプスに囲まれた自然」と思われる方が少なく

ないようです。残念（？）ながら、バーゼルには山がありません。

代わりと言っては何ですが、ライン川が街の中央を流れています。

河畔は市民が日光浴やビールを楽しむ憩いの場です。九大薬学部の

ある福岡市東区と比較すると、街の広さは３分の１程度で、人口も

半分程度です。治安は大変よく、山はなくとも大変のどかです。た

だし小さい街といって侮ってはいけません。古くから製薬産業がさ

かんであったこの街には、現在でもNovart i sやRocheが本社を

据えています。

　私はU.�Jena l教授の下、バクテリアの生活環を研究していま

す。バクテリアは性質の異なる２つの生活環をもちます。ひとつ

は、個々の細胞が細胞分裂とべん毛運動とを活発に行う動的モード

です。これはバクテリア感染における感染部位の拡大につながりま

す。もうひとつは細胞の集団がバイオフィルムという特殊な構造体

を形成しながら物質表面に固着する静的モードです。バイオフィル

ム中のバクテリアは宿主免疫や抗生物質に対して高い抵抗性を示す

ため、このモードは感染症の慢性化や難治性につながります。これ

らのことから、私はバクテリア生活環をコントロールする細胞プロ

グラムの全貌解明を感染症克服の根本課題と捉え、日々研究を進め

ております。Jena l先生はこの細胞プログラムのキーとなるシグナ

ル伝達物質の研究で世界をリードしています。私の研究についても

的確かつおもしろい指摘をどんどんしてくださるので、彼とのディ

スカッションは大変貴重です。

　研究の合間には、Jena l先生の学部講義の期末試験を見せていた

だく機会がありました。試験難度は九大のものと同程度でしたが、

試験の出来は平凡で珍回答も多く、学部生のレベルは九大生のほう

が優れているようです。他方、私は学生実習指導も経験しました。

実習はバイオセンターの修士課程に入学希望の学生を対象としたも

ので、５日間の指導をJena lラボが分担しました。本実習で学生は

ラボの研究内容を吟味し、自分が将来進むべきラボを決定します。

自分の興味に沿った実習を選択できるということもあり、学生は高

いモチベーションで実習に挑みます。加えて、参加学生は生物学の

基礎知識にも習熟していました。おそらくここに至るまでに淘汰さ

れ、本当に優秀な学生のみがバイオセンターへの切符を掴むので

しょう。

　修士学生は１年ほどで修士論文を仕上げ、４年間の博士課程へと

進学します。博士号取得のあかつきには、アカデミックドレスとし

て帽子が手渡されます。なんとこの帽子は、ラボメンバーによる手

作りです。その人の研究内容や趣味などを考慮して装飾された、個
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性的な帽子をプレゼントするのです。もらう側が嬉しいのは言うま

でもなく、夜中にビール片手にあーだこーだ言いながら、同僚のた

めに帽子を作る作業もまた楽しいです。

　大変なことも多いですが、総合するとバーゼルでの生活は大変実

りあるものです。末筆ではございますが、留学にあたり、これまで

ご指導下さいました九州大学大学院薬学研究院の先生方に感謝しま

す。特に、分子生物薬学分野、片山勉教授からは熱心なご指導を賜

りました。そして、本研究留学を支援して頂いた上原記念生命科学

財団および持田記念医学薬学振興財団に感謝します。

ラボメンバーの集合写真。
右下がJenal先生。下から２段目、左から２番目が筆者。

支部だより支部だより

（関東支部）　　　　　　　　　　　　
関東支部長　秋　田　弘　幸（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。

本年度の薬友会関東支部会総会・講演会・懇親会は総会幹事（松永

敦夫氏；（31回生））のお世話で５月20日（日；14：00～19：00）、学

士会館202号室、参加者85名（懇親会参加者65名）で開かれました。

総会では以下のことが報告されました。平成23年３月11日の東日本

大震災に被災された方達への追悼の意を示し、続いて支部長の挨拶

ののち、平成22年度・平成23年度の事業報告、平成23年度会計報告

がありました。平成24年度事業計画としては、新たに、①本支部会

が（財）薬剤師研修センターの研修実施機関としての認定を受ける

こと（支部規約の改正（活動目的に「薬剤師の資質向上等」を追加

する））、②当講演会を薬剤師研修センターの認定の研修会としても

位置付けることについて、ほぼ全会一致での承認が得られました。

その後、平成24年度の予算承認、若い世代への参加推進（在学中の

案内状送付）、並びに、東京同窓会での活動報告等がなされました。

続いて講演会に移りました。三人の講演者と講演内容についてご報

告致します。最初の講演者は藤枝徹氏（31回生；第一三共株式会社、

研究開発本部、開発第二部長）で、演題は「医薬品開発今昔」、講

演概要は以下のようです。自社の抗高脂血症治療薬や抗生物質の開

発経験から、日本の医薬品開発の現況とその問題点（市場規模・コ

スト・厳格性等）、日本の臨床試験の品質や特徴（高品質、人種間

比較、イメージング等）とそれらを生かした今後の成長戦略につい

て紹介を頂いた。シーズ探索としてのアカデミア・ベンチャーとの

提携のほか、①初期臨床試験の活性化、②医薬品開発の国際的分業

（アジア共同治験・国際共同治験）、③後期臨床試験・グローバルス

タンダードへの転換などを挙げて頂いた。二番目の講演者は木村宇

一郎氏（38回生；独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）

安全第一部安全性情報課長）で、演題は「医薬品医療機器情報提供

ホームページとリスクコミュニケーション（患者副作用報告と副作

用報告データベース公開を中心に）」、講演概要は以下のようです。

PMDAで最近利用されている、或いは、現在構築中のデータベー

スの紹介を頂いた。①患者副作用報告システムの試行（インターネッ

トを通じて患者自身からの副作用報告を受け取るシステム）、②副作

用報告ラインリスト・データセット（2004年以降に受け付けた全て

の報告をラインリストとして公開。毎月更新。CSV形式でダウンロー

ド可能。データの利用には責任を持って臨む。）の利用状況、③安全

性等に関する特に重要な情報をメール配信する「PMDAメディナビ」

（昨年より薬剤師の登録が急増中）など、入手しにくいが貴重な医

薬品情報をデータベース化して有効に活用するためのシステム業務

の紹介を頂いた。三番目の講演者は久原とみ子氏（17回生；日本メ

タボローム解析研究所代表）で、演題は「生命科学における新しい

科学的な解析ツールとしてのメタボロミクス」、講演概要は以下のよ

うです。先生のこれまでの研究を中心にして、GC/MSを用いるメ

タボロミクス（代謝物解析）の解析ツールとしての有用性について

説明を頂いた。例えば尿中の代謝物について数百～1000もの物質が

一挙にクロマトグラム化できるので、その総体のパターンと疾病と

の関連を高度にデータベース化することにより、障害された経路を

容易に特定することができる。医薬品開発における毒性評価や個別

化医療、栄養評価・至適化、健康食品／サプリメント開発における

安全性評価など、その広範な有用性についての展望をお聞かせ頂い

た。講演会に引き続き、懇親会に移りました。支部長の開会の辞に

引き続いて、大薗様（４回生）より乾杯のご発声を頂き、漸く本命

の懇談会が始まりました。和やかな雰囲気の中、九大百年祭の参加

報告（橋本様・13回生）を頂き、ついで薬学新制度下の初めての新

人の皆さん（59回生の林様、60回生の姫路様、村田様、山本様）に

よる新社会人としての初々しき自己紹介、次期引継役の32回生によ

るご挨拶（安達様、佐藤様、高橋様、林様、新留様（何とLondon

から））を頂きました。学生歌「松原に」の斉唱は良き思い出になり

ました。あれよと言う間に２時間余りが過ぎ、最後に星野様（８回生）

による閉会の辞と支部長による関東一本締めにてお開きとなりまし

た。以上が関東支部からの報告で、担当幹事の31回生の皆様、並びに、

神山様（46回）の一方ならぬご協力に、この場をお借りして謝辞を

申し添えさせて頂きます。有難うございました。
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（福岡支部）　　　　　　　　
福岡支部長　野　田　浩　司（７回生）

　九大薬友会のみな様には元気にご活躍のこととお慶び申し上げます。

　今年（2012年）は、政治・経済の一そうの昏迷と、それに拍車をかけ

た尖閣諸島国有化がもたらした日中関係の悪化（一都知事の勝手発言

と野田首相の稚拙ともいえる対応が国家主席胡錦濤に対日強硬策の絶

好の口実を与えたことは否めないところでしょう）、世界的日本家電メー

カーの衰退、深刻な原発事故を早くも忘れ去ろうとしている政財界の現

実など、決して明るいものではありませんでした。その中で山中教授の

iPS細胞の業績に対するノーベル賞受賞やスポーツにおける世界的な

活躍など、私たちに大いなる希望を与えてくれました。薬学にとっても

iPS細胞を用いた一段と質の高い医薬品開発研究の道が開かれるなど、

発展の機会が著しく増加することを大いに期待しているところです。

　さて、2011年度のよか薬会（福岡支部）総会・講演会・懇親会は、

11月12日（土）に福岡ガーデンパレスで開催されました。総会では

事業報告、会計報告などのあと、新任教授の王子田彰夫氏（39回生：

生体分析化学）から、2012年３月に新しい６年制度発足以来初めて

の卒業生となる約30名が巣立つ薬学における教育・研究の現状につ

いての報告がありました。なおその前の2010年と2011年には薬剤師

免許取得を目的としない４年制の学生それぞれ50余名づつがすでに

卒業しています。私のような旧制度の卒業生には、免許が取れない

新４年制と従来より２年間教育年限が延びた薬剤師志向の６年制の

２種の学制の併存ならびに両者のそれぞれの存在意義とメリット／

デメリットについて、未だに理解が難しいところがあります。なに

はともあれ新制度の成功を心より願っています。

　講演会では、ＮＰＯ法人ロシナンテス理事長の川原尚行氏（小倉高校、

九大医学部）に悲惨な内戦が続いたスーダンと地震・津波・原発人災

のトリプルパンチをうけた東日本における活動について報告をいただき

ました：『スーダンは停戦後の暫定期間を終え、2011年に南スーダンが

独立した。ロシナンテスは医療を中心とした援助活動を展開しており、

また東日本大震災においても医療支援を行い、寺子屋設立での教育支

援、瓦礫撤去と活動の幅を広げ、2011年７月には、南北スーダンの子供

たちを東北に招待して被災地の子どもたちと運動会を行った』。さまざ

まな苦労を重ねながら地域住民との信頼関係を構築し子どもたちの笑顔

を見ることができたお話しは、聴衆の静かな感動を誘ったのでした。

　懇親会では吉村英敏先生（名誉教授）にご挨拶をいただき、川原

尚行氏もまじえて、久しぶりに顔を合わせた同窓生一同大いに盛り

上がりました。

　2012年度のよか薬会総会・講演会・懇親会は、11月17日（土）に

開催の予定です。講演会では、九州大学大学院医学研究院・臨床神

経生理学分野の飛松省三教授から、けっしてひとごとではないアル

ツハイマー病、パーキンソン病、てんかん等の脳の病気について基

礎と臨床研究に基づく興味深いお話をいただくことになっています。

　さて、旧制度の卒業生と新制度の大学との接点がだんだん薄れて

いくように感じられる現状において、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とても大切だと思っています。

現・旧大学教員、および会員のみなさま方のよか薬会行事への参加、

そしてより密度の高い交流の実現を心より願っている次第です。

（2012年10月28日記す）

2011年度よか薬会総会・講演会・懇親会参加者

（鹿児島支部）　　　　　　　　　　　
鹿児島支部長　北　園　正　人（14回生）

　九大薬友会会員の皆様、お元気でご活躍のことと拝察申し上げます。

　鹿児島支部は、会員が少なくとも150名以上いると推測されます

が、支部事務局が把握している会員数は100名足らずです。

　当支部では、毎年、支部総会を「お盆明けの日曜日」に開催してい

ます。24年度支部総会においては、九大薬友会評議員会報告、23年度

支部会計報告、24年度支部事業計画及び薬友会運営費の減少に対す

る対策等について協議を行った後に、勉強会と懇親会を開催しました。

　今年度の総会は、多岐に渡る年齢層（２回生から58回生に至る）

の会員22名の参加を得て、盛大に開催されました。総会後の勉強会

においては、２人の会員に講演して頂きました。最初に、鹿児島大学

病院薬剤部　副薬剤部長　有馬純子氏（44回生）に「手術部での薬

剤部の取り組み」について講演して頂きました。次に特別講演として、

鹿児島大学大学院　理工学研究科教授　伊東祐二氏（34回生）に「抗

体医薬品の研究開発の現状と展開」について講演して頂きました。
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　有馬純子氏の「手術部での薬剤部の取り組み」の講演では、薬剤

師の最前線での活躍されている姿が伝わって来るとともに、薬剤師

業務分野の広がりの可能性を示唆して頂き、会員一同深く感銘を受

けました。伊東祐二氏の「抗体医薬品の研究開発の現状と展開」は、

古参には非常に難しい最新のバイオテクノロジーについて、非常に

解り易く解説して頂き、この分野の進歩の速さに驚かされました。

　勉強会終了後は、恒例の懇親会を開催し、薬友会特別会員の坂元

昭夫氏（２回生）による乾杯の音頭で始まり、年１回の会員相互の

親交を深めることが出来ました。また、今回は、昨年まで当支部会

員であった前鹿児島大学病院薬剤部教授　山田勝士氏（院17回生：

現長崎国際大学薬学部教授）のご参加を頂き、新たなキャンパスで

の活躍ぶり等の紹介もあり、非常に有意義でかつ楽しいひと時を過

ごすことができました。

　毎年これらの総会等が成功裏に開催することが出来るのは、事務

局を担って頂いている鹿児島大学病院薬剤部の深水知英氏（50回

生）の尽力によるものです。

　当支部としては、活動方針として「価値観の共有化と同朋意識の推進」

を掲げ、支部会員の動向把握に努めているところですが、まだ不十分

な状況にあります。本稿を機に、当支部会員におかれましては、連絡

先等を下記事務局あてにご連絡頂きますことをお願いいたします。

　また、他支部会員におかれましては、鹿児島に足を運ばれた折に

は当支部会員一同歓迎いたしますので、下記までご連絡をいただき

ますようご案内申し上げます。

　＜連絡先＞

　　〒890-8520　鹿児島市桜ケ丘８-35-１

　　　　　　　 鹿児島大学病院薬剤部　深水　知英宛

　　　　　　　 （TEL　099-275-5543、FAX　099-265-5293）

（大分支部）　　　　　　　　　　　　
菅　田　哲　治（41回生）

　九大薬友会の皆様いかがお過ごしでしょうか。

　大分支部（豊薬会）は、会員数127名であり、年１回おこなっている

同窓会（講演会と懇親会）を活動の中心としています。今回は、平成24

年１月に、大分市内にて同窓会をおこないましたのでご報告いたします。

　豊薬会では、これまで県外で活躍されている先生を講師としてお招

きし同窓会をおこなって参りました。しかし、県内においても様々な

分野で活躍されている先輩方がいること、また、豊薬会の横の連携を

これまで以上に強くできればとの思いがあったことから、今回は、県

内の異なる分野でご活躍中の３名の先輩方にご講演いただきました。

　まず最初に、別府大学食物栄養科学部（別府市）教授の江崎一子

先生（19回生　微生）に「食と免疫」の演題でご講演いただきました。

「日本列島からなぜ縄文人がいなくなったのか」というインパクトの

ある話から始まり、食生活が免疫の働きに大きな影響を与えている

こと、適切な栄養摂取がなぜ大切か、適切な栄養摂取とはどのよう

なものかなどご教示いただきました。食事の大事さを再認識すると

ともに、食生活を見直す良い機会になったのではないかと思います。

　次に、東九州電子工業（宇佐市）の京田高裕さん（31回生　生理）

にご講演いただきました（「先生と呼ばれるのは嫌だ」と強く言わ

れましたので敢えて「さん」で紹介させていただきます）。京田代

表取締役社長には、大分とタイの工場でおこなっている半導体用基

盤の加工や自動車部品のめっき業務、めっきの由来や仕組み、タイ

王国での様子などをお話いただきました。有名高級車の部品も数多

く手がけられているとのことでした。話を拝聴しながら、薬学の幅

の広さに驚きを感じるとともに、「タイ料理をいつ奢っていただけ

るのだろうか」、「私のポンコツ車には京田さんの部品は搭載されて

いないだろうな」など思い耽っていました。

　最後に、大分ゆふみ病院（大分市）薬局長の堀美保先生（31回

生　薬剤）に「ホスピスにおける薬剤師業務」の題目でご講演いた

だきました。大分ゆふみ病院は、全国でも数少ない独立型ホスピス

であり、先生は、服薬指導やカンファレンス等を通じて、日々、が

ん患者さんやそのご家族の心的・身体的痛みを和らげるために、医

師や看護師等と一緒に努められているとのことでした。先生の薬の

知識だけでなく人間性の深さに感銘を覚えました。

　講演会後には、赤嶺佳子豊薬会会長（15回生　分析）の薬事功労

者厚生労働大臣表彰受賞ならびに局　伸男先生（22回生　薬剤）の

大分県薬剤師会検査センター所長就任のお祝いを兼ねて懇親会を

おこないました。会には、５回生（S31卒）から院57回生（H23卒）

までの28名が集い、大分の郷土料理を囲みながら皆で昔話や最近の

話題などに華を咲かせていました。会の締めは、豊薬会の大御所　

田原正人先生（５回生　薬工）に万歳三唱をいただき、盛会のうち

に会を終えることができました。

　今回、県内の先輩方のご講演を拝聴し、豊薬会の皆さんが様々な

分野で活躍されていることを知ることができました。また、懇親会

を通じて、いろいろな形でつながりを持つことの大事さを感じまし

た。今後、赤嶺会長をはじめ諸先輩方ならびに後輩諸君とともに豊

薬会がより良いものとなるようよう努めたいと思います。
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（関西支部）　　　　　　　　　　　　

関西支部は近く30周年を迎えます

関西支部長　永　繁　晶　二（21回生）

　　幹事長　尾　崎　　　通（31回生）

　九大薬友会の皆さま、いかがお過ごしでしょうか？

　関西支部では、「相互の連絡と親睦の向上を目指し、ひいては母

校の発展に寄与する」（関西支部規約）目的を掲げ、ホームページ

の運営、年３回の幹事会、および親睦会を兼ねた年１回の総会を主

体とした同窓会活動を行なっております。特に、毎年秋に実施する

総会では、現役の教授を招いての講演や新入会員の紹介などを含

め、卒後の新旧会員の懇親の場としております。

　本年度は９月28日（金）に大阪駅前のガーデンシティクラブ大阪

にて開催させていただきました。参加者数としては、武田薬品の研

究所の関東移転等の影響もあって、ここ数年の実績と比べやや少な

かったものの、37名の会員の方にご参加いただきました。総会では、

支部長挨拶の後、前年度活動報告および会計報告、本年度予算案、

次期支部役員の紹介および承認が行なわれ、その後の講演会では、

早稲田大学先進理工学部生理･薬理研究室の柴田重信教授に「時間

健康科学をめざして」という演題でご講演いただきました。

柴田先生のご講演

　柴田先生は、九大薬学部薬理学研究室での助手時代に手がけられた

“概日リズム”に関するご研究を早稲田大学に移られてからもさらに発

展され、現在“時間栄養学”という研究分野の第一人者としてご活躍

されておりますが、当日は“食事と『体内時計』の関わり”について最

近の研究成果をもとにわかりやすくご説明いただきました。『体内時計』

を司る遺伝子が脳以外の組織（心臓、肺、肝臓、筋肉等）にも発現し

ていることや、メディアを通して良く耳にする“３度の食事”が体内時

計の働きからみても極めて重要であることを実験医学的に示していただ

き、大変興味深く聴かせていただきました。おそらく聴講された会員の

皆さんは、改めて“朝食をしっかり、軽めの夕食”を心がけようと思っ

たのではないでしょうか。講演会のあとは、恒例により、関西支部発足

当初から支部を牽引して下さっています青木顧問のご発声・乾杯で懇

親会が始まり、柴田先生をはじめ、参加者の皆さんにゆっくりご歓談い

ただきました。また、懇親会には毎年新入会員をご招待しておりますが、

今年度は６名の新入会員の方にご参加いただき、自己紹介と共に抱負

を語っていただきました。希望に満ち溢れたスピーチに旧人もパワーを

頂いたのではないかと思います。終会前には恒例の抽選会で思わぬ景

品を手にされた方で盛り上がり、最後は参加者全員揃っての記念撮影

を行ない、盛会の内に総会を終えることができました。

懇親会集合写真

　さて、関西支部は諸先輩方が立ち上げられて本年（平成24年）で

28年が経過し、近く30周年を迎えます。そこで、30周年を迎えるに

あたり、「何か例年とは違うことをやろうよ」ということで幹事一

同話し合っているところです。具体的には、これまで８号まで発刊

してきました「支部便り」の記念号を30周年に合わせて発刊するこ

とや、今後継続するであろう支部運営費の減少傾向の対策として、

総会案内状の郵送から電子メール送付への変更や上記会報のHP掲

載などの案を考えており、会員の皆さんのご意見を伺いながら進め

ていこうと、若い幹事を中心に話し合っているところです。

　このところ、一般論としても同窓会のありかた、同窓会における

世代間の価値観の違いなど話題になることがあります。同窓会は同

窓会であり、それ以上でも、それ以下でもなく、懇親の場があれば、

常にではなくとも顔を出して旧知の再会を期す、日ごろ会わない友

人、知人で交流の場として利用する、講演される教授の教室OBが

懇親会をする、あるいは世代、組織、企業、職業を問わず交流の場

を広げるなど、個々人においてそれぞれのとらえ方があり得ます

し、それなりの価値も見出せるのではないでしょうか。

　九大薬学部という共通のルーツを持った我々がそこに何らかの価

値を見出し、関係性を広げていく、あるいは深める―そのような場

として少しでも機能すればとの思いで、今後も支部活動を継続して

いきたいと考えております。

以上

（長崎支部）　　　　　　　　　　　　
長崎支部長　原田平　輝　志（29回生）

　九大薬友会の皆様、こんにちは。

　平成23年度より、前支部長河野功先生（19回生）の後任として長

崎支部会の仕事を引き継ぎました原田平輝志（29回生、長崎国際大

学薬学部）です。私のことをご存じない方が多いと存じますので、

長崎支部の近況報告の前にまずは自己紹介をさせて頂きます。

　私は昭和55年に九大薬学部を卒業後そのまま大学院に進学し故浜

名政和九州大学名誉教授（薬化学）のもとで有機合成化学の基礎を

学びました。私が修士を卒業した年に浜名先生もご退官されたことを

記憶しております。その後博士過程（放射性薬品化学）へと進み、小

嶋正治先生、前田稔先生（18回生）の下で、当時新しい核医学診断

法として注目されていたPET（Positron�Emission�Tomography）

の薬剤開発研究に手を染めました。以後平成５年度に九大を離れ千

葉市の放射線医学総合研究所に転任後も、また平成19年度に長崎国

際大学赴任後も、このPET薬剤の開発研究を続けております。
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　さて、長崎支部会は数年ごとの懇親会以外これまで目立った活動

はしてきていないのが現状です。直近では、平成22年11月に長崎市

内のホテルにて長崎支部同総会が開催され、その時の出席者は16名

でした（下写真）。

　しかし最近の薬友会評議員会で、卒業生の薬友会離れに伴う薬友

会運営費の減少、このままでは薬友会の運営に困難を来す、との現

状を聞くに至り、長崎支部会としても薬友会離れの防止に少しでも

お役に立てるよう、支部会の活動を意味ある形で活発化させること

の重要性を認識させられた次第です。

　どのようにすればお役に立てるのか難しい課題ですが、例えば、

来る？薬剤師過剰時代においては学生の就職難が予想されます。六

年制薬剤師には実践能力が求められます。このような薬学卒業生が

直面する諸問題に、支部会の人脈、経験豊富な諸先輩方のご助言を

生かせるような窓口があれば、薬友会参加へのメリットも生じ、若

い卒業生の薬友会離れの防止につながるのではないでしょうか。

　現在、平成24年度末の支部会・懇親会の開催を目指して準備作業

を進めております。九大薬友会名簿によれば、長崎県内在住の会員

は120名ほどです。その内長崎国際大学に16名、長崎大学に12名が

在籍されております。年度末の支部会では、できるだけ多くの会員

の方にご参加いただき、今後の支部会のあり方について忌憚のない

ご意見をいただけたらと考えております。

　最後に、平成24年度の長崎支部会員の諸活動をご紹介いたしま

す。正山征洋氏（院14回生、長崎国際大薬学部教授）が世界中医薬

学会連合会の副会長（任期４年：2012年７月～2016年７月）に就任

されました。山口拓氏（院44回生、長崎国際大薬学部准教授）が第

28回国際神経精神薬理学会議（CINP�2012）における優秀発表賞

を受賞されました。中原広道氏（52回生、長崎国際大薬学部講師）が、

平成23年度長崎県科学技術奨励賞を受賞されました。

（熊本支部）　　　　　　　　　　　　
熊本支部長　井　本　修　平（49回生）

　九大薬友会会員の皆様、お変わりなく益々ご清栄にてご活躍のことと

お慶び申し上げます。私は平成24年度から、前支部長である野原稔弘

先生からのご指名により熊本支部長を仰せつかりました学部49回卒の井

本修平と申します。恐縮ながら少しだけ自己紹介をさせていただきます

と、私は平成８年に入学し、４年次からの研究室配属では前田稔先生の

放射性薬品化学教室にお世話になりました。大学院へ進学後、佐々木

茂貴先生のご指導のもとで学位を取得し、米国にポスドクとして留学、

東北大学助教（東北大では九大薬学部で助教授だった永次史先生（現：

東北大多元研教授）にお世話になりました）を経て平成22年10月から崇

城大学薬学部に勤務しております。野原先生から支部長をするようにお

話があった際、私のように社会経験も少なく、かつ熊本に来て間もない

人間が引き受けていいものか困惑したのですが、「これからは若か人が

こういう会ばしてかないかん。よかけん、せんね」といつもの方言丸出

しの口調で後押しを受け、断れない性格の私はお受けした次第です。と

ころが、よくお話を伺ってみますと熊本支部では十数年前に支部総会を

行って以来、ほとんど活動を行われていないとのことでした。しかし、

私のように転勤がある人間にとっては、新しい土地は不慣れで知り合い

も少なく、大学の先輩方と交流し、ネットワークを構築できる地方での

同窓会が無いのはとても寂しく、心細い気がしました。そこで、とにか

くまずは熊本で久々となる支部懇親会を開こうと決意し、職場の同僚で

九大の先輩や後輩に手伝ってもらいながら準備を進め、平成24年６月２

日に九大薬友会熊本支部懇親会をKKRホテル熊本にて参加総数二十

名で開催いたしました。久々の集まりということで、どれだけの方に集

まっていただけるか心配しておりましたが、思ったよりも多くの方々に

来ていただけました。それぞれの自己紹介の後、乾杯のご発声は中村

信子様により声高らかに行われました。会が進むにつれ、テーブルのあ

ちらこちらで名刺交換や、昔話が盛り上がり、皆様親睦を深めていらっ

しゃった様でした。私自身もたくさんの先輩方と話せる時間を持つこと

ができ、楽しい時間を過ごすことができました。あっという間に予定さ

れた時間は過ぎ、会はお開きとなりましたが、一部の先輩方はまた別の

店で夜遅くまで語らい、旧交を温められたとのことでした。久しぶりに

開催した、熊本支部会員間の繋がりを作る会をまた来年以降も継続し、

講演会なども行うことでより意義深い会に発展させることができればと

考えております。九州新幹線が開通し、熊本と福岡は40分足らずととて

も身近な距離となっておりますが、改めてここ熊本で九大薬学部卒業生

の結びつきを強める会が再構築できるよう、微力ながらつとめさせてい

ただきます。しかし、今後よりよい支部活動を行っていくためには、同

窓生の皆様からのご意見やご指導は欠かせないと思いますので、支部

活動内容に関してのご要望など下記の連絡先にご連絡いただければ幸

いです。最後になりましたが、会員の皆様の今後一層のご健勝とご活躍

を心からお祈り申し上げますと同時に、九大薬友会熊本支部のさらなる

発展に向けてご支援とご協力を切にお願い申し上げ、ご挨拶と致します。

熊本支部連絡先：

　〒860-0082�熊本市西区池田４−22−１

　　　　　　崇城大学薬学部　薬化学研究室

　電子メール：simoto@ph.sojo-u.ac.jp

　熊本支部ホームページ：http://kumashibu.web.fc2.com/

熊本支部懇親会集合写真
（KKRホテル熊本にて、平成24年６月２日）
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■■■　医薬細胞生化学分野　■■■
（医薬資源探索学分野）

　卒業生の皆様いかがお過ごしでしょうか。

　こちらは秋風の涼しい10月の様子を私M１の大平がお伝えしま

す。当分野では、藤田教授、宮本准教授、田中助教、そして今年度

から新たにPDから就任された杉本助教のご指導の下、「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。

　それでは、簡単に当研究室のメンバーを私の目線で紹介させてい

ただきます。D３は菰方さん、白水さんです。後輩を連れてよくテニ

スをされていて、私はお二人に笑顔で挨拶をされるとうれしくなりま

す。また、今年度より會澤さん、フランシスさんがD１として配属さ

れました。お二人とも明るい方で、熱心に実験に取り組んでおられ

ます。お二人もやはりとても気持ちの良い挨拶をしてくれます。M２

は楠田さんと去年度より鹿児島大から配属された北村さん、そして

臨床B６は柏木さん、黒木さんです。みなさんとても仲が良く、ドア

を開けるといつも賑やかな笑い声が聞こえてきます。本当に楽しそう

です。これから修士論文の時期ですが、その笑い声はいつまで続く

のでしょうか。M１は大平、向門、渡邉です。これから始まる就活に

怯えつつ、より良い研究成果を目指し日々努力しています。B４は岩

崎、榎谷、都地で臨床B４は田中です。B４は院試も無事合格し、田

中さんも授業と実験に励んでいます。最近気づいたのですがB４は

実験を精一杯頑張るだけでなく、先輩との話し方がとても上手です。

話しているととても楽しくなりますし、私も見習いたいと思います。

　簡単な紹介となりましたが、私達は先輩方に追いつけるよう日々

精進して参ります。これからも当研究室をよろしくお願い致します。

■■■　医薬品情報解析学講座　■■■

　卒業生の皆様いかがお過ごしでしょうか？医薬品情報解析学講座

の近況をお知らせします。

　私達は、九州大学病院薬剤部長である大石了三教授、副薬剤部長

の江頭伸昭准教授をはじめ薬剤部の先生方のご指導の下、博士１年

の２名、学部４，５，６年生各５名の計17名で研究に取り組んでいま

す。博士課程の２名はもちろんのこと、６年生、研究室に入って間も

ない４年生も授業の合間を縫って朝早くから夜遅くまで熱心に実験

しています。５年生は、病院および薬局実習のため研究は休んでい

ますが、実習で成長し、これまで以上に頑張ってくれることでしょう。

　現在は、このメンバーと臨床の現場で問題となっている医薬品の副

作用について、その発現機序の解明と対策法の確立を目指し、日々研

究を行っています。今は主に抗がん剤による末梢神経障害、血管障害、

抗菌薬による腎障害の３つのテーマが動いています。どのチームも実

験がうまくいかないことも多々ありますが、チームのメンバーとディス

カッションを行いながら試行錯誤を繰り返し、少しずつですが確実に

前進しています。また、研究室が九州大学病院内にあることを活かし、

カルテを用いた臨床調査や、薬剤師の免許を持つ院生は臨床試験に携

わるなど、臨床に近い研究にも取り組んでいます。ホームページ（http://

jyouhou.phar.kyushu-u.ac. jp）では、現在の研究内容や発表論文、

イベントの写真等も更新していますのでよろしければご覧ください。

　また、今年度で薬剤部長としてお忙しい中、私達の研究に対して

熱いご指導して頂きました大石先生が定年退職されます。不安なこ

ともたくさんありますが、頼もしいメンバーとともにこれまで以上

に研究室を盛り上げていきたいと思っています。

　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

に気軽にお立ち寄りください。皆様の益々のご活躍と御健康を心よ

りお祈り申し上げます。

■■■　臨床育薬学分野　■■■

　卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょうか？臨床育薬学分野は平

成24年で４年目を迎えました。今回は、研究室の近況をご報告させ

ていただきます。

　現在、島添隆雄准教授、窪田敏夫准教授、小林大介助教の御指導

のもと、日夜研究に勤しんでおります。先生方３名は相変わらずお

忙しいご様子です。ご存知かとは思いますが、先生方は実務家教員

として九州大学病院での実務実習の指導も行っておられます。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おられます。

　当分野の新たな博士課程大学院生として、平成24年４月より小栁

香織さん、一木裕子さん、Egyptからの留学生のMahyさんが、

10月より俵口奈穂美さんが加わりました。これにより、当分野に所

属している博士課程大学院生は、岩切詩子さんを含め５名となりま

した。臨床薬学科の学部生は、６年生の齋藤友亮、佐藤英次郎、八

木竜太、山川裕介、吉澤裕子、渡邊夏希、５年生の石原絵理、打越

英恵、菅原尚子、住吉谷恵理、中村雅子、松浦徹、そして、４月か

ら配属された４年生の内田愛子、徳永孝子、米澤まほろの15名とな

りました。当臨床育薬学分野は、教員３名、学生20名の総勢23名と
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大所帯になり、非常に賑やかな研究室となりました。

　また、平成24年６月には、ご卒業された１期生の先輩方をお迎え

し、初の「臨床育薬学分野　同門会」を開催することができました。

同門会は次年度以降も開催される予定ですので、卒業生の皆様、ご

多忙な毎日とは存じますが、ぜひお越しください。

　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。卒業生の皆様、近くにお越しの際には是非お立ち寄りく

ださい。皆様の益々のご活躍とご健康を心よりお祈り申し上げます。

■■■　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。本年度の分子衛生薬

学分野の紹介をさせていただきます。

　山田教授を筆頭に、３人の先生方による熱いご指導は今年も健在

です！山田教授は出張などますますお忙しい日々を送られています

が、相変わらず学生ひとりひとりに親身になって下さいます。石井

准教授は博士から学部生まで熱心に指導して下さると共に、授業の

準備などにも精力的に取り組まれています。武田助教は学部生２人

の面倒を見ながら、ご自身の研究にも余念がありません。先日は博

士論文の公開審査を立派に努められました。さらに、テクニカルス

タッフの神村さんは、まさに“衛生のお母さん”として、ご自身の

仕事の傍らで学生のサポートをしてくださいます。

　このような恵まれた教育環境の中、社会人博士課程を含む16人の学

生が日々研究に従事しています。今年度は博士課程に２名が進学し、

うち１名は六月にオランダで開催された国際学会に参加しました。ま

た、四月から新たに４人の学部生が研究室に配属となりました。学生

は主に「ダイオキシン類の後世代毒性」もしくは「薬物代謝酵素の機

能的連携」、の二大指針に関連した独自のテーマを与えられ、切磋琢

磨しながら研究生活を送っています。不正流通薬物関連の研究も続い

ています。最新機器も導入され、より高度な実験が行えるようになり

ました。もちろん卒業生の皆様が（愛着を持って？）使用されていた

機器も、その多くが現役として活躍中です。さて研究ももちろんです

が、本年度は新入生にテニスの経験者がいたこともあり、例年以上に

テニスコートの上に立っている時間が増えました。修士２人をはじめ

として我流のテニスに磨きがかかり、ポイントの有無に関わらず、思

い切り相手のコートに打ち込むという非常に攻撃的なテニスが、毎週

のように繰り返されています。テニスの後の夕食も楽しみの一つです。

　以上で紹介を終わらせていただきます。最後になりますが、卒業

生の皆様の益々のご活躍とご健康をお祈り申し上げます。

■■■　機能分子合成化学分野　■■■

　古賀研15周年記念同門会から早くも２年が経ちました。卒業生の

皆さま、いかがお過ごしでしょうか。今年は修士１年の原田奈央美

が研究室紹介をさせていただきます。

　現在、当研究室では古賀先生、唐澤先生、秋田先生をはじめ学生

６名、金魚８匹の計９名（と８匹）で日々研究に励んでおります。古

賀研と言えば「磁性」ですが、今では「造影剤」「蛍光」を含めた計

３つのテーマに分かれて研究を行っています。修士２年の村島さんと

学部４年の小川くんが「磁性」を、修士１年の嶋田くんと学部４年の

平松くんが「造影剤」を、そして私と学部４年の藤堂くんが「蛍光」

をそれぞれ研究しています。当研究室で「蛍光」を開拓して下さった

博士２年の安倍さんは、今年の７月後半に国立シンガポール大学に留

学されました。現在は新型太陽電池に関する研究を始めたと聞いてい

ます。Ph.Dを取得し、国際人として活躍することを祈っております。

　さて、昨年のテニス大会では古賀先生も試合で活躍され、見事優

勝することができました。今年も連続優勝を目指して一致団結し、

10月現在、順調に決勝トーナメントまで勝ち進んでおります。８月

の講座旅行では、佐賀の古湯温泉に行きました。清水の滝で涼みな

がら名物の鯉料理を食べたり、また唐津市の観光をしたり、のんび

りとした旅行でしたが、久しぶりの温泉に古賀先生も満足されてい

たようです。また10月初旬には、唐澤先生と村島さんがアメリカ合

衆国オーランドで開催された国際分子磁性学会に研究室代表として

参加され、研究発表と国内外の研究者との親睦を深めました。二人

の研究内容には雑誌Polyhedron�ed i torであるPro f .�Ch i s tou

が大変興味を持ち、「この仕事は本当に面白い。好きだ！」との激

励の言葉を受け、意気揚々と帰国されました。

　最後になりましたが、皆様のご健康とご活躍を心よりお祈り申し

上げます。お近くに来られました際には、是非研究室へとお立ち寄

りください。

■■■　機能分子解析学分野　■■■

　卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。代表して修士２年の

山中が本年度の機能分子解析学分野の紹介と近況の報告をさせてい

ただきます。

　現在、当研究室は山田健一准教授と安川圭司助教のご指導のもと、

総勢14名で日々研究にまい進しております。研究室メンバーは、生活

習慣病や消化器疾患などをテーマとして、メリハリのある研究生活を

送っています。学術研究員の山崎さんは、我々学生の指導や論文執
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筆にお忙しい一方で、幸せそうな新婚生活を送られています。D３の

水戸さんは毎日楽しそうに過ごされていますが、最近では博士論文提

出に向け、ラストスパートをかけておられます。D１のトンシンさん

は修士以下の学生をまとめてくださり、実験室の管理もしてください

ます。我々M２、および臨床６年生（大石・松岡・山中、有吉・石松）

には、修論提出や国家試験が着々と近づいており、焦りを感じつつも

準備を進めています。臨床５年生の峰さんは、５か月に及ぶ実習を経

て、頼もしくなって帰ってきました。今年度から研究室に加わった学

部４年生（井出さん・大椨君・白水君）ですが、創薬組は無事院試

に合格し、臨床組は授業の合間を縫って実験を頑張っています。そ

の個性的なキャラクターで研究室に新しい風を運んでくれています。

　この夏、講座旅行として壱岐で海を満喫しました。一日目はフェ

リーで壱岐へ乗り込み、海水浴、BBQ、宴会、温泉と大忙しでした。

二日目はシーカヤックやシュノーケリングを楽しみ、福岡へ戻った

時には全員が筋肉痛で苦しんでいました。このように、本年度の機

能分子解析は活動的なのが特徴で、現在も研究室対抗ソフトボール

大会に向け日々練習に励んでいます。

　以上、簡単にではありましたが、本年度の機能分子解析学分野の

近況を報告させていただきました。卒業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、近くにお越しの

際には研究室の方にも是非お立ち寄りください。

■■■　細胞生物薬学分野　■■■

　卒業生の皆様、お変わりなくお過ごしでしょうか？

　当研究室では、田中嘉孝教授のご指導の下、日々実験に励んでい

ます。

　現在は、１）膜タンパク質の輸送および分解の分子制御機構の解

明、２）癌細胞表面抗原の細胞内動態に関する研究、３）メラノソー

ムの形成機構に関する研究（美白の科学）、４）皮膚老化の研究　

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、相変わらず朝から夜遅くまで、学生の指導に、

研究アイディアの捻出にと忙しい日々を過ごしていらっしゃいます。

ディスカッションでの的確なご指導には研究室一同身がひきしまる思

いです。最近、健康維持のためウォーキングと筋トレを始められたそ

うで、更なるパワーアップが予想されます。准教授の西村先生は、授

業に、実験にと精力的に仕事をされています。助教の藤田先生と、昨

年の１月に助教になった藤本先生は、学生をビシビシ指導しつつ、バ

リバリ実験をされており、一日が24時間では足りないそうです。社会

人博士課程の田代さんは、会社で皮膚のアンチエイジングについて研

究をされており、研究室にいらっしゃった時には、先生方と熱くディ

スカッションを交わされています。修士過程２年の内田君と藤本君は、

修士論文に向け、追いこんでいるのか、追い込まれているのかといっ

た様子です。修士課程１年の富永君と松木君は、就職活動をひかえつ

つも丁寧にひとつひとつの実験を頑張っています。学部４年の吉村君

は、一人前になってやろうという心意気で日々鍛錬中です。このよう

なメンバーで今後も研究生活に邁進し、研究室をもり立て、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。

　最後になりましたが卒業生の皆様におかれましては、ますますの

御繁栄をお祈りすると共に、今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよ

う、よろしくお願い申し上げます。

■■■　生物有機合成化学分野　■■■

　私は修士１年の川良と申します。僭越ながら今回教室だよりを書

く事になりましたので、生物有機の『今』を精一杯書き綴ります。

2012年はロンドン五輪が開催された年であり、生物有機合成化学分

野が10周年を迎えた記念すべき年でもありました。10周年記念パー

ティーには大勢の先輩方にお集まり頂き、とても楽しい時間を一緒

に過ごす事が出来ました。

　現在、生物有機合成化学分野は総勢24名で日々世界を相手に戦っ

ております。佐々木教授は講義や出張等お忙しい中、熱いディス

カッションでは学生を一刀両断、テニスでは学生を撃破と、まさに

大車輪のご活躍です。谷口助教は、私たち学生に親身にアドバイス

をして下さるほか、ホームパーティーを開催して下さる事もありま

す。また教員の紅一点、阿部助教は手下を従え、現在骨折の療養に

励んでおります。更に柴田特任助教には、アッセイ系の知識・技術

だけでなく大人の男マニュアルをも授かっております。

　D３佐々木さんが秋に学位を取得し卒業しましたが、現在もなお

D３辻さん、D２古賀さん、D１渕さん、尹さんという鉄壁のドク

ター陣を誇っており、とても頼れる存在です。また、M２陣は岡村

さん、江田さん、實崎さん、深堀さん、曹さん、宗さん（臨床６年

生）の６人で切磋琢磨しながらありえないペースで実験を行ってお

り、M１の秋島、川良、冨崎、村瀬、朴の５人は先輩方に追いつこ

うと必死に実験をしております。４年の大城、羽田野、松枝、松尾

はこのようなすばらしい環境下で、その先輩方を食う勢いで頑張っ

ております。生物有機は相変わらずスポーツや学内行事にも熱く、

テニス（決勝トーナメント進出）やソフトボール大会（１回戦負け）、

学祭（ビール瓶消費100本？）にも全力を尽くしております。

　最後になりましたが、ご来福の際にはお気軽に研究室にお立ち寄

りください。

■■■　創薬腫瘍科学講座　■■■

　皆様いかがお過ごしでしょうか。

　私共の創薬腫瘍科学講座は平成19年５月に開講して以来、早６年目と

なりました。我々の研究室は①血管新生や炎症性細胞浸潤、リンパ管新

生などの“がんの間質応答”を標的としてがんの転移を抑制する創薬研

究と②分子標的薬の個別化（オーダーメイド）治療の基礎基盤を構築す

る分子腫瘍学研究の２つをメインテーマに日々研究を進めています。

　現在の教室員は教授１名、助教１名、博士１年１名、修士２年３
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名、修士１年３名、学部４年３名、研究員１名、久留米大学医学部

の大学院生１名、秘書１名の総勢15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にぎやかになっており、４年生は本格

的に実験が始動し、また修士２年生も修士論文発表に向けて研究に

打ち込んでおり、実験台やクリーンベンチなどの実験機器も順番待

ちが出る程です。小野眞弓教授は論文作成や実験指導、授業、さら

に研究費獲得や国内外の学会活動に多忙な毎日を送っております。

　創薬腫瘍科学講座の研究の目標は、先ず癌患者の悪性進展に関与す

るメカニズムを明らかにしながら、私共独自の標的分子や標的細胞を明

らかにすることです。特に当研究室においては癌の特性を把握するた

めに、がん細胞と周囲環境応答（血管新生、リンパ管新生、炎症反応

など）を含むがん間質の両方で標的分子／細胞を探索し、それらのシー

ズについてがん患者の病理学材料を対象にしてがんの悪性進展との関

連性を検討していきます。すなわち、がん悪性進展に関する我々の分

子腫瘍学研究に加えて、分子病理学や臨床腫瘍学、さらにバイオ統計

学の研究分野と協力して臨床的に有用性のある標的分子を同定して創

薬へ結び付けていくところが、私共のがん創薬研究の大きな特徴です。

　教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。

■■■　蛋白質創薬学分野　■■■

　蛋白質創薬学分野（旧免疫薬品学分野）を卒業された先輩の皆様、

いかがお過ごしでしょうか？　蛋白質創薬学分野から、M２の阿部

が近況報告を致します。

　現在、植田教授、阿部准教授、白石助教の３名の先生方の下、テク

ニカルスタッフの吉富さん、博士後期課程が４人（D２が２人、D１が２

人）、修士課程が６人（M２が３人、M１が３人）、学部生が６人（B６

が１人、B５が１人、B４が４人）という、合計18人で構成されております。

　テーマも、抗体、DNA複製系、受容体タンパク質、リゾチーム、

アミロイド線維と多岐に渡り、各自が自分のテーマを持ち、日々実

験を行っております。なかなか結果が出ないときもありますが、そ

れにもめげず毎日奮闘しております。

　今年は、新たに４年生が４人配属され、また雰囲気が変化したよ

うに思います。時の移り変わりを感じながらも、４年生が実験して

いる姿を見ていると、私たち先輩も頑張らねばならないという気持

ちが強くなります。

　また近年、スポーツ行事で良い結果を残せないことが続いておりま

す。スポーツ王国免疫の凋落は、先輩方の落胆にも繋がっていること

かと思います。しかし、来年こそは王国復活を目指し、スポーツ大会で

の成績向上を成し遂げ、実験だけじゃないところを見せたいと思います。

　昨年、HPがリニューアルされ、新たに卒業生の近況報告のための

ページが出来ています（http ://meneki .phar .kyushu-u .ac . jp/

Prote in/TOP.html）。何か近況報告がございましたら、是非とも

ご連絡をください。そして、研究室自体にも気軽にお立ち寄りくださ

い。先輩方とお酒を飲み交わし、是非とも親交を深めたいです。

　また、2002年度まで当分野の教授を勤められ、その後崇城大学の

教授に赴任されていた井本泰治先生が、2010年３月に同大学を退官

されましたので、ご報告させていただきたいと思います。上記HP

には、退官に際した井本先生のご挨拶も掲載しております。

■■■　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。現在、薬物動態学分

野は家入一郎教授、廣田豪助教のお二人のご指導の元、楽しい研究

室生活を送っております。

　最近の研究内容として、実験系では薬物代謝酵素・トランスポー

ターの個人差要因解明に向けて遺伝子多型、エピジェネティクス、

microRNAに着目した検討を行っています。解析系では、臨床試験、

TDMデータの解析に加え、臨床検査値のみを用いたPK/PD解析

を新たに行うようになりました。

　教室メンバーは、博士課程がD３の齋藤さん、D１の江口君、深江

君に、修士卒業後、薬剤師免許取得コースに進学したD１の西野君、

西畠君。さらに、社会人博士５名を加えた計10名が在籍しています。

修士課程はM２の井手君、五反田君、山口君、M１の児玉君、田中

君、舞さんと、今年の10月から院試を合格して修士課程に入学した

中国からの留学生、王さんが新たに増えました。創薬科学科の４年生、

武居君、徳本さん、水永さんは来年度、動態の修士課程に進学します。

　臨床薬学科の６年生、加唐君、古田君、山口さん、山崎さん、山

橋さんは12月の卒論発表に向けて、最後の追い込みの時期になりま

した。５年生の山元さん、江崎さん、島添さん、楢木さん、藤田さ

んは現在病院・薬局実習中で、４年生の原田さん、重松さん、前田

さん、渡邊さんはOSCEとCBTに向けて日夜勉強に励んでいます。

五反田君と加唐君は来年度から博士課程に進学する予定です。この

他、解析ゼミもこれまで通り活動中です。

　研究室のメンバーや最近の写真、研究室の業績については動態の

ホームページに随時更新しているので、ぜひご覧になって下さい。

（http ://douta i .phar .kyushu -u .ac . jp/ 参照）卒業生の皆さま、

お近くにお越しの際は、ぜひ研究室にお立ち寄り下さい。
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■■■　病態生理学分野　■■■

　コラボステーションIの８階にある病態生理学分野では、准教授・

野田百美の下に現在、在籍している学生は、博士課程３年（秋元望）

博士課程２年（毛利優希）、修士２年（直江智子）、修士１年（山藤

芽実）、臨床５年（花田麻美、東智恵里）、臨床４年（小島佑一郎、

上土井太志）、創薬４年生（劉佳黛）の９名です。

　病態生理では、客員教授や九州大学グローバル30の非常勤講師と

して、積極的に海外の教授を招聘しています。2011年から３回にわ

たり、英国マンチェスター大学の教授・アレクセイ　ヴァハツキー

先生が約１か月間づつ来日され、2012年11月には、スペイン・ビル

バオのバスク大学の教授・ホセ　フリオ　ロドリゲス　アレリャー

ノ先生が１か月来日されました。

　国際化を図るためのグローバル30の非常勤講師としては、2010年

から３年続けて、米国シアトルのワシントン大学の教授・ブルース

　ランソム教授が１週間程度、集中講義をしてくれます。

　教員だけではなく、学生も国際化を進めており、学部４年生の劉

さんは中国人、2012年８−11月には、学術振興会海外特別研究員と

して、ロシア・サンクトペテルブルクのロシアアカデミー・実験医

学研究所から、エレナ　ズミツリエンコさんが来日して、共同研究

を遂行してくれています。ロシア産チョウザメの精巣由来の核酸物

質が神経保護作用をもつ、ということで、その作用メカニズムを明

らかにしようとしているところです。

　病態生理の院生は、海外の学会発表にも積極的です。参加する国

際学会は、ヨーロッパグリア会議とヨーロッパ神経科学会、および

北米神経科学会等です。

　将来、どのような分野に進むにしろ、国内外で活躍する人材を目

指し、日夜、皆さん、頑張っています。臨床の学部生も、実習の合

間に熱心に実験をしており、感心するばかりです。

　卒業生の方も折にふれ、是非ご連絡ください。

（執筆、野田　百美）

病態生理学分野の学生（2012年８月25日）。伊王島（教室旅行）にて。

■■■　分子生物薬学分野　■■■

　朝夕冷え込む季節になりましたが、卒業生の皆様方はいかがお過

ごしでしょうか。

　現在、当研究室は着任から10年を迎えた片山教授を筆頭に、総勢

16名が一丸となって日々研究に邁進しています。数年前までは男性

が圧倒的大多数を占めていましたが、最近は女性が増え、研究室が

華やかになってきました。さらに昨年就任された末次助教に続き、

今年は川上先生が３月に留学先のアメリカから帰国し、助教に就任

されました。昨年まで助教として在籍されていた尾崎先生、毛谷村

先生はそれぞれスイスへの留学、学習院大学への異動が決まり、新

しい土地で手腕を発揮されています。

　今年度は複製開始タンパク質DnaAについての論文を３報投稿

し、いずれも見事に採択されました。現在、新たな複製開始抑制メ

カニズムを見出した論文も投稿中です。P&Pも規模を拡大しなが

ら活動を続けています。片山教授らの烈々たるご指導の下、次世代

へのブレイクスルーを目指し、引き続き研究を行なっていきます。

　研究活動に限らず、研究室での行事も盛んです。夏には講座旅行

で大分を訪れ、温泉にサファリパーク、美味しい料理と、日頃の研

究生活を忘れて思う存分楽しみました。最近では、秋期卒業生のお

祝いとしてお酒を酌み交わしながらモンゴルの歌を大合唱するな

ど、とても愉快なひとときを過ごしました。

　おめでたい話も沢山聞こえています。一昨年春には川上助教、昨

年の春には末次助教と続けてお子様が誕生しました。また昨秋には

卒業生でスタッフとして勤務されていた尾立さんも無事出産されま

した。さらに卒業生の篠崎さん、付さんもご結婚されて幸せな家庭

を築いています。

　これからも時には厳しく、時には励まし合い、切磋琢磨の精神で

研究室を盛り上げていきたいと思います。

　最後になりましたが、卒業生の皆様のご健康とご活躍を心よりお

祈り申し上げます。

■■■　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？

　私たち、生体分析化学教室は現在、王子田教授のもと、総勢24人で

日々研究に熱心に励んでおります。メンバーの近況を報告させて頂きま

す。生体分析教室に来られて３年目となる王子田教授は、毎日夜遅く

まで研究に励んでおられ、最近では教授室をIKEAの家具に新調され

ました。浜瀬准教授は、日本中だけでなく世界中を飛び回り、ご多忙

な日々を過ごされています。中園助教は朝早くから研究に精を出され

る一方で、トークのセンスにも磨きをかけておられ、テニス大会にも参

加してくださる予定であります。PDとして新しく来られた田畑さんは、

バイオテクノロジーのスペシャリストであり、また一児の父であります。

学生は、D３三次さんを筆頭に、D２の高嶋さん、今年結婚された社会
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人Dの唐川さん（旧姓江藤さん）、D１の大山さん、押川さん、古賀さん、

M２の伊藤さん、城戸さん、熊手さん、国家試験の近いB６の池上さん、

島田さん、M１の木下さん、高平さん、中内さん、薬局実習中のB５の

草野さん、また、10月からはタイからの留学生Ekkacha iさんも加わ

りました。今年から加わった４年生は、鬼ヶ原さん、川越さん、渕田さ

ん、横井さんと、人数が増え教室がにぎやかになりました。

　最近の話題としては、第11回次世代を担う若手ファーマ・バイオ

フォーラム2012でPDの田畑さんが講演優秀賞（特別賞）を受賞し、

社会人Dの唐川さんが九州分析化学奨励賞を受賞しました。また、

D１の押川さんが第132回薬学会年会で優秀発表賞を受賞し、「第30

回九州分析化学若手の会」で、M１の中内さんが「九州分析化学若

手賞」を受賞しました。教室の詳しい様子はホームページ上でもご

覧になれますので（http ://bunsek i . phar .kyushu -u . ac . j p/）、

こちらも宜しくお願いします。また、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ください。それでは、最後になりまし

たが、先輩方の更なるご活躍とご発展をお祈りしております。

■■■　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分野は、今年で設立から10年目という大きな

節目を迎えました。現在はスタッフ２名、学生11名の計13名で日々

研究に励んでいます。心疾患、死細胞の貪食などをテーマとした研

究を中心に行っており、真理の解明に向けて全員が一丸となって頑

張っています。

　黒瀬教授は講義や学会などで多忙な日々が続いておりますが、研

究に対する熱意は冷めるどころかヒートアップしており、セミナーや

ミーティングを通して学生との交流も大切にしてくださっています。

娘さんのご結婚も決まり、公私ともに充実の毎日を送られています。

　仲矢助教はお忙しい中いつも私たち学生を手厚く指導してくだ

さっています。最近は遅くまで研究に励むあまり、３歳の娘さんと触

れ合えない日々が続いているようです。研究室で頑張るパパの姿を

いつか見せてあげられたら良いですね。

　続いて学生の紹介です。エジプトからの留学生である博士２年の

Islamさんは、特大サイズの専用ゴム手袋で実験に励んでいます。

修士２年の橋本さん、藤野さん、渡さんは修論に向け着実に研究成

果を上げており、セミナーでスライドに載せたいデータが多すぎて

困っている人も。修士１年は高嶋、西原に加え、今年度より長崎大学

から西田光甫が研究室のメンバーとなりました。ここに薬局実習中で

レアキャラな臨床薬学科５年の小宮を合わせた４人で幹事学年とし

ての仕事を行っています。学部４年は後藤、西、三嶋の３人で、最

初はおぼつかなかった実験操作も少しずつ慣れてきたようです。

　以上、少数精鋭で世界トップレベルの研究を目指し日々頑張って

います。お忙しいかとは思いますが、お近くにお越しの際は研究室ま

でぜひお立ち寄り下さい。

　卒業生の皆様のご健康と益々のご活躍を心よりお祈りいたします。

文責：西原・高嶋・西田・小宮

■■■　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。

　薬剤学分野は大戸茂弘教授が着任され８年目を迎え、｢体内時計

を基盤にした創薬と育薬の連携｣をテーマに、日々研究に取り組んで

います。2012年４月にはNHKクローズアップ現代「“からだの時計”

が医療を変える」に大戸教授が出演し、時間治療の現状と課題につ

いて解説を行いました。また、同年７月には「医療薬学フォーラム

2012/第20回クリニカルファーマシンポジウム」を主催し、全国の大

学、病院、製薬業界から2,000名近くの皆様にご参加いただきました。

　現在の薬剤学分野は、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８名、修士課程７名、学

部学生13名から構成されています。博士課程３年の池田、楠瀬、２

年の小田、岡崎、柿本、１年の濵村は、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。創薬科学科修士課

程２年の赤川、一町、和田は修士論文発表に向けて追い込み中です。

修士課程１年の東、池山、佐々木、アディラは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。創薬科学科４年の片

宗、古市、渡邉は自身のテーマも決まり、先輩方の指導のもと卒業

論文に向け取り組んでいます。薬剤師コースである臨床薬学科６年

の赤嶺、増井、横山、若松は12月には卒業論文発表、３月には国家

試験と多忙ななか研究を行っています。臨床薬学科５年の白水、徳

重、山城は病院実習で研修中です。臨床薬学科４年の権藤、鶴留、

橋本は講義、共用試験等で必死に勉学に励んでいます。

　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。

また、当研究室のホームページを開設しております。是非ご覧くだ

さい（http://yakuzai.phar.kyushu-u.ac.jp/）。最後になりましたが、
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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、いかがお過ごしでしょうか。当研究室では末宗先

生をはじめとする教員の指導の下、高い目標に向かって昼夜を問わ

ず研究に邁進しています。現在は主に、１）機能性核酸分子の設計

と合成、２）新規ヘリセン分子の合成とその機能性開発、及び３）

人工ペプチドの設計とその医薬化学的利用に関する研究に力を注い

でおり、素晴らしい研究成果を挙げています。殊に修士課程２年の

稲富氏は日本薬学会第132年会で学生優秀発表賞を、博士課程１年

の山本氏と楊氏は第49回化学関連支部合同九州大会でそれぞれ最優

秀賞および優秀賞を受賞いたしました。

　続いて、研究室メンバーの近況をお知らせいたします。末宗先生

は、大分体調が回復されてきたご様子で、精力的に実験室に足を運

ばれ学生を叱咤激励しています。麻生先生は、相変わらずご多忙の

ご様子ですが、それでも明るい笑顔で学生の指導をなさっていま

す。臼井先生は、学生の指導はもちろん、研究生活に耐えうる体作

りのためのマラソンにも熱を燃やしていらっしゃいます。学生陣筆

頭の博士課程３年の樋口氏、小木曽氏は、研究を集大成とした博士

論文作成に向けて奮闘しています。修士課程２年の稲富氏、中前氏

も修論に向けて一気にラストスパートを掛けています。そして、薬

剤師国家試験を控えている臨床薬学科６年の松本氏は、学会での口

頭発表も予定しており益々頑張っています。

　また今年度は、先輩方の企画により５年振りとなる薬物分子設計

学分野同門会を無事に開催することができました（写真）。田中先生

（長崎大院医歯薬 教授）をはじめ、多くの卒業生にお集まりいただ

きました。当日は限られた時間の中ではございましたが、末宗先生と

の、またOB・OG同士の旧交を温めて頂けたのではないかと存じます。

　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。皆様の益々のご活躍とご健康

を心よりお祈り申し上げます。

■■■　薬用資源制御学分野　■■■

　寒さが肌をさす今日この頃ではございますが、卒業生の皆様はいか

がお過ごしでしょうか。今年も教室便りをお届けする時季となりました。

　現在薬用資源制御学分野は森元教授、田中准教授、田浦助教をは

じめ博士課程３名、修士課程４名、学部生８名、さらにタイから留

学生を１名迎えて総勢19名のメンバーで構成されています。先生方

の熱心な御指導の下、薬用植物の生体防御機構の解明や植物細胞・

組織培養を駆使した高品質育種法の確立、外来遺伝子導入による薬

用植物の分子育種、薬用成分・D-アミノ酸をターゲットとしたイ

ムノアッセイの開発などの幅広い分野の研究を展開しており、学生

も互いに協力し合って日々研究に励んでおります。

　この一年間では、コガネバナβ-グルクロニダーゼの反応メカニ

ズムの解明に関する研究、カンナビノイドの生育阻害の機能解明、

イムノアッセイによるチャット識別法の開発、THCA誘導性植物

ネクローシスに関する研究などの成果を学会で発表いたしました。

詳しくは今年度からリニューアルいたしました当研究室のホーム

ページ（http://seigyo.phar.kyushu-u.ac. jp/）をご覧ください。

　今年の８月末に行われた講座旅行では、関門海峡を渡って山口県下関

市に行ってまいりました。唐戸市場で新鮮な海の幸を堪能し、巌流島に

行って武蔵小次郎決闘の地に思いを馳せ、海響館でイルカショーを見学

してきました。また運良く山口県のご当地ヒーローと写真撮影すること

もできました。毎日顔を合わせていますが、研究室を離れて楽しいひと

時を共に過ごしたことでメンバーの仲もさらに深まったことと思います。

　最後になりましたが、卒業生の皆様のますますのご活躍を心より

お祈り申し上げます。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い

いたします。また、近くにお越しの際はぜひ研究室にお立ち寄りい

ただいて、ゆっくりお話しができればと思っております。簡単では

ございますが以上で教室便りとさせていただきます。

■■■　薬理学分野　■■■

　卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。当研究室では本年度

も井上教授をはじめとする先生方のご指導の下、一致団結して研究

に邁進しております。（http://yakkou.phar.kyushu-u.ac. jp/）

　薬学研究院長でもある井上教授は大変ご多忙にも関わらず、学生

を親身に思いやってくださいます。また、叱咤激励を惜しまない津

田准教授、手厚いサポートと爽やかな笑顔の齊藤助教、新婚ラブラ

ブな増田特任助教、コラボステーションのパパこと山下研究員は、

いつも熱心に私たちの研究を導いてくださいます。

　クールな実験の鬼 博士３年の高露と、才色兼備な博士２年の白鳥は
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まさに学生の鏡です。麻酔科医師の松下と薬剤師を目指す上杉は、超

癒し系の博士１年コンビです。修士２年は、見た目はドクター落石、饒

舌多弁な坂口、マイワールド全開西本の３名で、現在は修論の追い込

み真っ只中です。実はピュアなイケメン岩本、甘党ドラマー川田、美

脚エンターテイナー小嶋からなる修士１年は、実験から飲み会までお

手の物な３人組です。最強ランナー古賀、モノマネ王 冨山、シャイな

関西人松田と個性派が揃う創薬科学科４年は、これからの薬理を担う

ホープとして期待されています。臨床薬学科は、学ランよりもセーラー

服が似合う６年赤木を筆頭に、５年の歌う卓球女子冨永、おしゃれ番

長 長谷川と、４年の酒豪ママ上加世田、トリリンガル張の計５名が、

実験と実習・授業を明るく元気に両立中です。さらには社会人ドクター

の岩下さん、中田さん、日置さん、行弘さんもいらっしゃいます。最後に、

オーボエを愛する末宗さんと、新任かつ新婚の福迫（旧姓 中川）さん

は当研究室の運営に欠かせない自慢の美人秘書さんです。このように

個性豊かな総勢29名で薬理を盛り立ててまいりたいと思っております。

　５月には井上教授主幹で国際シンポジウムPur ine 2012が開催

され、大盛況のうちに幕を閉じました。来る３月には日本薬理学会

年会も福岡で開催予定です。諸先輩方、お近くへお越しの際にはぜ

ひ教室にお立ち寄り下さい。末筆ではありますが、皆様の益々のご

健康とご活躍を心よりお祈り申し上げます。

■■■　創薬育薬産学官連携分野　■■■

　はじめまして、“創薬育薬産学官連携分野”です。当研究室は平成

24年７月に薬学部棟１号館１階に設置されたばかりの新設分野です。

薬学部内外との有機的連携や創薬研究を強化推進するため、西田基

宏准教授を筆頭に新しい研究体制づくりに励んでいます。生体（主に

心循環）が恒常性（ホメオスタシス）を維持するメカニズムを解明し、

その破綻をもとに戻すことを主眼とした創薬育薬研究を目指すことを

研究テーマにしており、遺伝子・タンパク質レベルの生化学手法から、

細胞・個体を用いた薬理・生理学的手法まで幅広く取り入れた研究を

進めています。最近では、有機化学と生物学を融合させた学問「ケミ

カルバイオロジー」を生物側から展開する試みも進めています。動物

レベルで心血管病の根本的原因を解明し、製薬企業や官公庁・病院と

の連携により臨床適用させることで、21世紀を象徴する新薬の開発（創

薬）や既承認薬の適応拡大（育薬）を実現させることを目指します。

　現メンバーは、西田准教授、博士２名（１名は留学生）、修士１名、

秘書１名と少し寂しい状況です。しかし、一人ひとりが活気に満ち溢

れていて、日々楽しく実験に勤しんでいます。西田准教授は会議や

出張などで忙しい毎日を送りつつも、僕達に対し常に情熱的で、公

私にわたって親身に接してくださいます。来年度には学生が大幅に

増える予定であり、今後益々活気づいてくること間違いありません。

　業績としましては、2012年７月に硫化水素の心臓老化抑制作

用に関する論文がNature�Chemica l�B i o l ogy誌に受理され、

Yahoo ! Japanトップページや読売新聞にも紹介されました。

　当研究室は、アイデアと熱意さえあれば、どのような分野にも挑

戦していこうという姿勢で仕事しています。研究テーマや学内外と

の連携その他なんでも、研究室に興味がありましたら、いつでも遠

慮無くお立ち寄りください。多くの皆様の温かいご支援、ご協力を

賜りますよう、今後共どうぞよろしくお願い申しあげます。

（文責　角田将朗（修士１年））

■■■　環境調和創薬化学分野　■■■
(病態分子認識化学分野)

　卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。

　当研究室は2010年４月より大嶋教授が就任され、また2010年７月

には森本助教が就任されまして、環境調和創薬化学分野と名称を変

更し新しいスタートを切りました。2012年４月には新たに矢崎助教

を迎え、教員３名、博士課程３名、修士課程11名、学部生６名の総

勢23名で日々研究に励んでいます。本研究室では現在、環境調和型

触媒反応の開発や、様々な生物活性化合物の合成を行っておりま

す。大嶋教授が就任されてから三年目になりますが、学会発表や論

文執筆なども活発に行い、各々の研究が実を結びつつあります。

　さて、続いて研究室の近況を述べさせていただきたいと思いま

す。大嶋教授は授業や出張、学会参加など多忙を極めている中、実

験報告・文献紹介・週間報告などでは熱心に指導してくださり、温

かく励ましてくださいます。その一方、ソフトボール大会では誰よ

りも気合の入ったsof tbankのお父さんTシャツで活躍し、また講

座旅行などでは皆を盛り上げてくれる元気いっぱいお茶目な先生で

す。森本助教はいつ家に帰っているのかわからない研究室の主で、

学部生からの人気者であります。矢崎助教は就任されて半年ですが

学生とも仲が良く、いじり・いじられる関係です。

　一方学生は毎日遅くまで研究に励むD２安倉、張。就職も決まり

今年卒業のD１ボウ。修士論文や就活に向け奮闘中M２清水（絹）、

清水（悠）、澁谷、塚本、和田、劉。幹事に授業に学会に大忙しM

１藤本、森崎、横手、林、李。病院実習真只中の臨床B５藤原。研

究室にも慣れ、卒業発表に向け頑張るB４上杉、澤、野下。CBT・

OSCEを控え授業も研究も一生懸命な臨床B４渋田。徐々に人数も

増え、研究室もにぎやかになりました。

　以上、簡単ではございますが、環境調和創薬化学分野の近況を報

告させていただきました。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。
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叙 位・叙 勲
【叙位】
兼松　顯　　名誉教授：　正四　平成24年１月20日

【叙勲】
内海英雄　　名誉教授：　紫綬褒章　平成23年11月３日

受 賞
増田隆博（薬理学分野）：第29回内藤コンファレンス「GLIA�
WORLD-Dynamic�Function�of�Glial�Cells�in�the�Brain�-�グ
リアワールドから見た脳」ポスターアワード　2010/10/8
Interferon� regulatory� factor-8� in� spinal�microglia� is�
a� transcription� factor� crucial� for� the�development� of�
neuropathic�pain.

安川圭司（機能分子解析学分野）：SFRR�Japan�2010�Young�
Investigator�Award　2010/11/17　Visualization�of�Redox�
Imbalance� in�Mice�with�Indomethacin-induced�Intestinal�
Damage�and�the�Recovery�Effect�of�Rebamipide�Using�
Overhauser-Enhanced�MRI

西田基宏（創薬育薬産学官連携分野）：九州大学研究・産
学官連携活動表彰　2010/12

松永直哉（薬剤学分野）：日本動物実験代替法学会第 23回
大会優秀演題賞　2010/12/3　ヒト培養肝細胞を用いたチ
トクロームP450（CYP）遺伝子の転写リズム制御機構

山田健一（機能分子解析学分野）：FRCM国際学会　Young�
Investigator�Award　2011/1/21　In�vivo�evaluation�of�
novel�nitroxyl�radicals�with�reduction�stability

西田基宏（創薬育薬産学官連携分野）：薬理学会学術奨励
賞　2011/3

王子田彰夫（生体分析化学分野）：長瀬研究振興賞、公益
財団法人　長瀬科学技術振興財団　2011/4　In�Cell 細胞
機能解析を目指した新規蛍光プローブ分子群の創製

谷口陽祐（生物有機合成化学分野）：有機合成化学協会
九州山口支部　優秀論文賞　2011/5/30　Adenosine-
1,3-diazaphenoxazine�Derivative� for�Selective�Base�Pair�
Formation�with�8-Oxo-2'-deoxyguanosine�in�DNA

松本悠揮、石井祐次、山田英之（分子衛生薬学分野）：
日本トキシコロジー学会（現　日本毒性学会）�田邊賞　
2011/7/30　受賞論文：Matsumoto�Y,�Ishida�T,�Takeda�T,�
Koga�T,�Fujii�M,�Ishii�Y,�Fujimura�Y,�Miura�D,�Wariishi�
H,�Yamada�H.�Maternal� exposure� to� dioxin� reduces�
hypothalamic�but�not�pituitary�metabolome� in� fetal�rats:�
a�possible�mechanism� for�a� fetus-specific� reduction� in�
steroidogenesis.�J.�Toxicol.�Sci.,�35:�365-373�（2010）.

安川圭司（機能分子解析学分野）：5th�SFRR-Asia/8th�
ASMRM/11th� J-mit� 2011Young� Investigator�Award　
2011/9/3　Nitroxides�prevent�exacerbation�of�indomethacin-
induced�gastric�damage�in�adjuvant�arthritis�rats

渡　公佑（創薬腫瘍科学講座）：日本対がん協会福岡県支
部（財団法人福岡県すこやか健康事業団）がん研究助成
金　奨励賞　2011/12/8　がん細胞の炎症性サイトカイン
IL-1 とその下流シグナルを標的としたがんリンパ節転移
の新規治療創薬研究

森本浩之（環境調和創薬化学分野）：第 28回井上研究奨励
賞　2012/2/3　トリクロロメチルケトンをエステル等価求
核剤とする直接的触媒的不斉マンニッヒ型反応の開発

森本浩之（環境調和創薬化学分野）：2011 年有機合成化学
協会研究企画賞（高砂香料工業�研究企画賞）　2012/2/17
新規触媒による環境調和型アミド結合形成及び切断反応
の開発

白石充典（蛋白質創薬学分野）：平成 24 年度文部科学大
臣表彰若手科学者賞　2012/4/17　免疫反応を制御する受
容体の構造と機能の研究

山田健一（機能分子解析学分野）：長瀬研究振興賞，公益
財団法人　長瀬科学技術振興財団　2012/4/23　生体内脂
質ラジカルの蛍光検出手法開発と創薬への展開

増田隆博（薬理学分野）：国際シンポジウム Purine2012�
Best�poster�award　2012/6/2　IRF�Family�Transcription�
Factor�Axis� Governs�Gene�Expression� Program� in�
Microglia�Gating�Neuropathic�Pain

津田　誠（薬理学分野）：The�7th�International�Conference�
of�Neurons�and�Brain�Diseases,�2nd�Best�Poster�Award
2012/6/28　IRF8� is� a� crit ica l � transcript ion� for�
transforming�microglia�into�a�reactive�phenotype

西田基宏（創薬育薬産学官連携分野）：第 33回内藤コンファ
レンス　優秀発表賞（賞金助成 50万円）　2012/6

安川圭司（機能分子解析学分野）：第 12回日本NO学会学
術集会　Young�Investigator�Award 優秀賞　2012/6/30　
NO阻害剤のDSS誘発大腸炎マウス�大腸内レドックス状態
に及ぼす影響のオーバーハウザーMRIを用いた画像評価

武田知起（分子衛生薬学分野）：チョークトーク 2012　櫻
井賞（第 31 回チョークトーク　生体と金属・化学物質に
関する研究会）　2012/8/24　ダイオキシン母体曝露によ
る性未成熟のインプリンティングとその機構

田畑栄一（生体分析分野）：優秀発表者賞（特別賞）、第
11 回次世代を担う若手ファーマ・バイオフォーラム 2012�
（2012/9）　2012/9

森本浩之（環境調和創薬化学分野）：第６回武田科学振興財
団薬科学シンポジウム�Excellent�Poster�Award　2012/9/14
　Amide�Bond�Cleavage�via�Transamidation:�Ammonium-
Salt-Accelerated�Deacylation�of�Unactivated�Amides

正山征洋　名誉教授（薬用資源制御学分野）：第 71 回西
日本文化賞　2012/11/3

安倍雄一郎（機能分子合成化学分野）：2010 年光化学討論
会優秀講演賞　2010/9

藤井美彩紀（分子衛生薬学分野）：日本薬学会　環境・衛
生部会　優秀若手研究者賞　2010/9

豊満笑加（薬理学分野）：第 29 回内藤コンファレンス
「GLIA�WORLD-Dynamic�Function�of�Glial�Cells� in� the�
Brain� -�グリアワールドから見た脳」ポスターアワード　
2010/10/8

秋元　望（病態生理学分野）：第 60回日本生理学会九州奨
励賞　2010/10/15

山田孝明（医薬品情報解析学講座）：第 63 回日本薬理学
会西南部会優秀ポスター賞受賞　2010/11/26

岡崎史泰（薬剤学分野）：第 27回日本薬学会九州支部大会
優秀発表賞　2010/12/11

三次百合香（生体分析化学分野）：Molecular�Chirality�Poster�
Award,�Symposium�on�Molecular�Chirality　2011/5

高嶋一平（生体分析化学分野）：best�poster 賞、第 21 回
万有福岡シンポジウム　2011/5

奥野泰弘（生物有機合成化学）：第 21 回福岡万有シンポ
ジウム�Best�Discussion 賞　2011/5/21

高嶋一平（生体分析化学分野）：九州分析化学ポスター賞、
第 48 回化学関連支部合同九州大会　2011/7

高嶋一平（生体分析化学分野）：優秀ポスター賞　第 23
回生体機能関連化学部会若手の会夏季セミナー　2011/7
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小西涼子（生体分析化学分野）：九州分析化学若手賞、第
29 回九州分析化学会若手の会夏季セミナー　2011/7

伊藤悠輔（生体分析化学分野）：九州分析化学若手賞、第
29 回九州分析化学会若手の会夏季セミナー　2011/7

秋元　望（病態生理学分野）：日本ペインクリニック学会
2010 年優秀論文賞（原著基礎部門）　2011/7/22

北島直幸（創薬育薬産学官連携分野）：日本薬学会薬理
系薬学部会　次世代を担う創薬・医療薬理シンポジウム
2011　優秀発表賞　2011/8

秋元　望（病態生理学分野）：第 23 回隔年国際神経化学
会（ギリシャ）トラベルアウォード　2011/8

加生和寿（分子生物薬学分野）：日本遺伝学会第 83回大会�
Best�Papers 賞　2011/9

山崎俊栄（機能分子解析学分野）：5th�SFRR-Asia/8th�
ASMRM/11th�J-mit�2011Young� Investigator�Award　
2011/9/3

水戸文弥（機能分子解析学分野）：SFRR�Japan�2011�Young�
Investigator�Award　2011/9/3

辰島瑶子（医薬品情報解析学）：第５回日本緩和医療薬学
会年会優秀発表賞受賞　2011/9/24　

荒牧峻彦（蛋白質創薬学分野）：第 35 回蛋白質と酵素の
構造と機能に関する九州シンポジウム優秀ポスター賞　
2011/9/30

田島　充（薬効安全性学分野）：第 10回次世代を担う若手
ファーマ・バイオフォーラム 2011　優秀発表賞　2011/10

毛利優希（病態生理学分野）：第 61 回日本生理学会九州
奨励賞　2011/10/14

古賀貴之（分子衛生薬学分野）：日本薬学会　環境・衛生
部会　優秀若手研究者賞　2011/10/27

山本由美（環境調和創薬化学分野）：平成 23 年度日本薬
学会東北支部若手研究者発表賞　2011/10/30

堀口道子（薬剤学分野）：第 18 回日本時間生物学会学術
大会優秀発表賞　2011/11/24

松村裕太（薬理学分野）：第 63 回日本薬理学会西南部会
優秀発表賞　2011/11/26

松岡悠太（機能分子解析学分野）：第 28 回日本薬学会九
州支部大会　優秀発表賞　2011/12/10

堀口道子（薬剤学分野）：第 28 回日本薬学会九州支部大
会優秀発表賞　2011/12/10

渕　靖史（生物有機合成化学分野）：第 28 回日本薬学会
九州支部大会　優秀発表賞　2011/12/10

押川祐二（生体分析化学分野）：学生優秀発表賞、日本薬
学会第 132 年会　2012/3/31

松岡悠太（機能分子解析学分野）：日本薬学会第 132 年会
学生優秀発表賞　2012/3/31

稲富由香（薬物分子設計学分野）：日本薬学会第 132 年会
学生優秀発表賞　2012/3/31

宮内　優（分子衛生薬学分野）：日本薬学会第 132 年会
学生優秀発表賞�　2012/3/31

澁谷亮三（環境調和創薬化学分野）：日本薬学会第 132 年
会　学生優秀発表賞　2012/3/31

清水悠平（環境調和創薬化学分野）：日本薬学会第 132 年
会　学生優秀発表賞　2012/3/31

和田麻里（環境調和創薬化学分野）：日本薬学会第 132 年
会　学生優秀発表賞　2012/3/31

今村　聡（薬用資源制御学分野）：日本薬学会学生優秀発
表賞　2012/3/31

渡　健治（薬効安全性学分野）：日本薬学会第 132 年会　
学生優秀発表賞　2012/3/31

橋本明子（薬効安全性学分野）：日本薬学会第 132 年会　
学生優秀発表賞　2012/3/31

岡村秀紀（生物有機合成化学分野）：薬学会第 132 回年会
学生優秀発表賞　2012/3/31

秋本　望（病態生理学分野）：平成 23 年度九州大学学生
後援会学術研究賞　2012/4/25

澁谷亮三（環境調和創薬化学分野）：第 10 回次世代を担
う有機化学シンポジウム優秀発表賞　2012/5/12

清水悠平（環境調和創薬化学分野）：第 22 回万有福岡シ
ンポジウムBest�Poster 賞　2012/5/19

小田昌幸（薬剤学分野）：日本薬剤学会第 27 年会最優秀
発表者賞　2012/5/30

大山　翼（生体分析化学分野）：緑陰セミナーポスター賞、
第 28 回分析化学緑陰セミナー・旭川　2012/6

澁谷亮三（環境調和創薬化学分野）：九州大学　アカデミッ
クチャレンジ 2012 研究助成　2012/6/21

山本耕介（薬物分子設計学分野）：第 49回化学関連支部合
同九州大会�有機合成化学分野�最優秀発表賞　2012/6

楊　波（薬物分子設計学分野）：第 49 回化学関連支部合
同九州大会　有機合成化学分野�優秀発表賞　2012/6

唐川幸聖（生体分析化学分野）：九州分析化学奨励賞、日
本分析化学会九州支部　2012/7

中内佑亮（生体分析化学分野）：九州分析化学若手賞、第
30 回九州分析化学若手の会夏季セミナー　2012/7

毛利優希（病態生理学分野）：九州大学大学院薬学府「学会
参加奨励金」給付　2012/7

森崎一宏（環境調和創薬化学分野）：第７回九州薬科学教
育連合優秀者賞　2012/7/9

毛利優希（病態生理学分野）：第 23回霧島神経薬理フォー
ラム優秀発表賞　2012/8/18

清水悠平（環境調和創薬化学分野）：第 49 回化学関連支
部合同九州大会優秀発表賞　2012/8/25

森崎一宏（環境調和創薬化学分野）：第 49 回化学関連支
部合同九州大会優秀発表賞　2012/8/25

原田奈央美（機能分子合成化学分野）：第 23 回基礎有機
化学討論会優秀ポスター賞　2012/9

渡　健治（薬効安全性学分野）：The�29th�Annual�Meeting�
of�the�International�Society�for�Heart�Research�Japanese�
Section　Best�Poster�Presentation�Award　2012/10

田浦順樹（分子衛生薬学分野）：日本薬学会　環境・衛生
部会　優秀若手研究者賞　2012/10/25

服部友紀子（分子衛生薬学分野）：日本薬学会　環境・衛
生部会　新人賞　2012/10/25

森田俊博（薬物動態学分野）：平成 24 年度医療薬学（医
療薬学会誌）論文賞　2012/10/28

佐々木智啓（薬物動態学分野）：2012�Drug�Metabolism�&�
Pharmacokinetics（日本薬物動態学会誌）最優秀論文賞　
2012/11/21
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ニュース
新聞掲載「注目はD型　アミノ酸分析に新兵器」（生体分
析化学）　読売新聞　2010/9/16

津田誠准教授の研究課題が最先端・次世代研究開発支援
（内閣府）プログラムに採択（薬理学）　2011/2/14

井上和秀教授の研究課題が戦略的創造研究推進事業
（CREST）（科学技術振興機構）に採択（薬理学）　
2011/3/9

山崎俊栄（D２）、水戸文弥（D１）、北川佳奈（M１）
が日本薬学会 第 131 年会で「講演ハイライト」に採択（機
能分子解析学）　2011/3/22

谷口陽祐助教の研究が平成 23 年度九州大学教育研究プロ
グラム・研究拠点プロジェクトに採択（生物有機合成化学）
2011/4/21

王子田彰夫、第 51 回東レ科学技術研究助成に採択�（生体
分析化学）　2011/5/1

井上和秀教授が日本神経化学会理事長に就任（薬理学）　
2011/6/7

井上和秀教授の研究課題が基盤研究（Ｓ）に採択�（薬理学）
2011/6/7

古賀洋平（博士１年）の研究が九州大学アカデミックチャ
レンジ 2011 に採択（生物有機合成化学）　2011/6/17

白石充典助教らが行ったヒスタミンH１受容体の構造解
析の論文が「Nature」に掲載（蛋白質創薬学）　西日本新
聞等に掲載　2011/6/23

新聞掲載「ALS 発症　仕組み解明」（生体分析化学）　読
売新聞　2011/12/28

松岡悠太（M１）が日本薬学会�第 132 年会で「報道機関
向け講演ハイライト」に採択（機能分子解析学）　第 132
年会日本薬学会講演ハイライト集　2012/3/19

谷口陽祐助教の研究が細胞科学研究財団国際交流助成に
採択（生物有機合成化学）　2012/4/1

津田准教授の神経障害性疼痛における IRF8 の重要性に関
する研究成果が米科学誌『Cell�Reports（セル・リポーツ）』
に掲載（薬理学）　日本経済新聞（2012.�4.�6 朝刊 34 面）、
毎日新聞（2012.�4.�6 朝刊 26 面）、読売新聞（2012.�4.�6 朝
刊 29 面）、朝日新聞（2012.�4.�6 朝刊 33 面）、YahooJapan
など　2012/4/6

大戸茂弘教授がNHKクローズアップ現代に出演（薬剤学）
NHKクローズアップ現代「“からだの時計”が医療を変え
る」　2012/4/23

山藤芽実（病態生理学分野）：九州大学QRECアカデミッ
クチャレンジに採択　2012/5/1　新規メディカルガス・
水素の神経保護・酸化ストレス耐性機構の分子メカニズ
ム解明

山田英之教授が日本学術振興会・基盤研究（S）に採択（分
子衛生薬学）　2012/5/31

脳研究関連 19 学会による日本脳科学関連学会連合（略称：
脳科連）が結成され ､その副代表に井上和秀教授が選出
された（薬理学）　2012/7/1

松岡悠太（M２）が九州大学QREC「第５回アカデミッ
クチャレンジ 2012」研究助成に採択（機能分子解析学）

硫化水素に心不全予防効果、細胞の老化抑える（創薬育
薬産学官連携）　Yahoo!�Japan トップページ・読売新聞に
掲載　2012/7/21

井上和秀教授と日本ケミファ㈱の共同研究課題が、科学
技術振興機構（JST）の「研究成果最適展開支援プログラ
ム（A-STEP）実用化挑戦タイプ（創薬開発）」に採択さ
れた（経費総額（５年間 15 億円）（薬理学）　2012/9/26

正山征洋名誉教授が西日本文化賞〈学術文化部門）を受
賞　（薬用資源制御学）　西日本新聞 11 月１日および 11
月４日の朝刊で１面に掲載　2012/11/3

大学院薬学府修士課程奨学特別選抜入学者
平成22年度 平成23年度 平成24年度
北島　直幸 （薬効安全性学） 岡村　秀紀 （生物有機合成化学） 渡邉　心也 （医薬資源探索学）
上杉　歩未 （薬理学） 小木　彩矢佳（創薬腫瘍科学） 山藤　芽実 （病態生理学）
吉永　遼平 （薬理学） 渡　健治 （薬効安全性学） 山田　健一 （分子衛生薬学）
米田　聡介 （薬理学） 木庭　彰彦 （分子衛生薬学） 小嶋　ちなみ（薬理学）
藤井　美彩紀（分子衛生薬学） 和田　惠里香（薬剤学） 岩本　祥佑 （薬理学）
宮内　優 （分子衛生薬学） 一町　和史 （薬剤学） 川田　竜 （薬理学）
伊藤　優子 （機能分子解析学） 熊手　彩音 （生体分析化学） 園田　佳保里（創薬腫瘍科学）
北川　佳奈 （機能分子解析学） 五反田　圭介（薬物動態学） 高嶋　美由希（薬効安全性学）
谷本　恵美 （機能分子合成化学） 山口　晃平 （薬物動態学） 藤本　千佳 （病態分子認識化学）
望月　志保 （蛋白質創薬学） 坂口　瑛美 （薬理学） 舞　彩華 （薬物動態学）

日本学術振興会　特別研究員　採択者
平成23年度 平成24年度
DC1 荒牧　峻彦 （蛋白質創薬学） DC2 秋元　望 （病態生理学）
DC1 白鳥　美穂 （薬理学） DC2 水戸　文弥 （機能分子解析学）
DC1 加生　和寿 （分子生物薬学） DC2 高嶋　一平 （生体分析化学）

DC2 楠瀬　直喜 （薬剤学）
DC1 北島　直幸 （創薬育薬産学官連携分野）

（氏名、配属分野は順不同）　
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平成24年度

九大薬友会　評議員会議事録

【日　時】　平成24年５月12日（土）11時00分より12時30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63名（重複３名）

の合計76名。 出席者数27名、委任状37名。

役　　員：井上和秀会長、岩崎正武副会長、星野　修副会長、石井

祐次庶務幹事、齊藤秀俊会計理事

支 部 長：秋田弘幸（関東支部長）、永繁昌二（関西支部支部長）、

北園正人（鹿児島支部長）、菅田哲治（大分支部、赤嶺

支部長代理）、野田浩司（福岡支部長）、原田平輝志（長

崎支部）、井本修平（熊本支部長）

クラス評議員：増田義人、宮川卓也，菅沼佑子、占部美子，塩川みほ子、

江森節子、小川建志、唐澤博順、古賀信幸、飛松雅代、

野田百美、小野容子、大庭義史、末次正幸、柴田智博（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23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24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23年度九大薬友会会計報告
　平成23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23年
度会計報告が承認された。
３．平成24年度九大薬友会事業計画（案）
　�　資料に基づき、平成24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24年度九大薬友会予算（案）
　　平成24年度予算案の説明が行われ、原案通り予算が承認された。
５．その他
　�　今後の薬友会活動について、いろいろな意見が交わされ、今後
の同窓会活動を活発化させるにはどうすれば良いかの提案が出さ
れた。
　�　薬友会は、真に会員の温かいサポーターとなり、また母校への
郷愁を満たすものになることを目指すことが確認された。
　�　70歳以上80歳までの会員に会費納入への協力依頼を打診するア
ンケートを行うことが了承された。また、振込手数料を薬友会負
担から自己負担に変更することについて了承された。
　�　今後、薬友会誌web化を検討し、平成25年度の評議員会でそ
の内容を議決することが基本的に合意された。また、webを利
用しない会員には印刷物で配布する体制とすることも確認され
た。

以上

九 大 薬 友 会 会 計 報 告
平成23年度　九大薬友会決算

【収 入】

薬友会入会金（6000円×62口） 360,000円
年会費（3000円×1359口896件） 4,075,000円
UFJニコスカード(69口) 207,000円
預金利息 138円
名簿代 40,000円

小　計 4,682,138円

平成22年度繰越金 2,953,581円

合　計 7,635,719円

【支 出】

年会費通知発送費 460,577円
球技大会補助費 20,000円
薬友会誌発刊費 0円
薬友会名簿発刊費 3,865,910円
九大薬学部祭費 190,000円
卒業祝賀会記念補助費 200,000円
支部支援金 762,000円
支部講演会支援金 50,000円
全学同窓会負担金 45,000円
会議費 163,210円
通信費 80円
事務用品費 462円
謝金 7,875円
金融機関手数料 124,035円
予備費 0円

小　計 5,889,149円

積立残金 1,746,570円

合　計 7,635,719円

九 大 薬 友 会 予 算
平成24年度　九大薬友会予算案

【収 入】

薬友会入会金（6000円×65口） 390,000円
年会費（3000円×900口） 2,700,000円
UFJニコスカード（3000×69） 207,000円
預金利息 150円

小　計 3,297,150円

平成23年度繰越金 1,746,970円

合　計 5,044,120円

【支 出】

年会費通知発送費 470,000円
球技大会補助費 40,000円
薬友会誌発刊費 800,000円
薬友会名簿発刊費 0円
九大薬学部祭費 160,000円
卒業祝賀会記念補助費 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 45,000円
会議費 160,000円
通信費 10,000円
事務用品費 3,000円
謝金 7,875円
金融機関手数料 120,000円
予備費 100,000円

小　計 3,115,875円

積立残金 1,928,245円

合　計 5,044,120円

以上　　　　
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後藤　　隆　H23.1.31　九州大学大学院薬学府（医療薬科学）
X線結晶構造解析および変異体解析を用いたHen�Egg�Lysozymeと
Tapes�Japonica�Lysozymeの構造と機能に関する研究

鶴田　一壽　H23.2.29　九州大学大学院薬学府（創薬科学）
可溶性ヒト・トロンボモデュリン･αの体内動態：解析法構築およ
び健常時と適用疾患時の動態解析

Ahmed�Mohsen�Elsaid�Hamdan　H23.3.24　九州大学大学院薬学府
（医療薬科学）
A�molecular�mechanism� regulating� the� circadian� rhythmic�
expression�of�ATF4�and�abcg2�in�mice（マウスにおけるATF４お
よびabcg2遺伝子の概日性発現リズム制御機構の解析）

清家　稔博　H23.3.24　九州大学大学院薬学府（医療薬科学）
肺癌の脳転移におけるアストロサイトの役割についての検討

佐々木智啓　H23.3.24　九州大学大学院薬学府（医療薬科学）
母集団薬物動態／薬効動態モデル解析法を用いた薬物治療適正化に
関する研究

安庭　義浩　H23.3.24　九州大学大学院薬学府（医療薬科学）
概日リズムと腫瘍増殖との関連性の研究

森田　俊博　H23.3.24　九州大学大学院薬学府（医療薬科学）
服薬補助剤の開発と薬物体内動態への影響を中心とした臨床展開に
ついての研究

藤田　慶大　H23.3.24　九州大学大学院薬学府（医療薬科学）
脳内酸化ストレス疾患に対する水素分子の神経保護作用

片岡　彩子　H23.3.24　九州大学大学院薬学府（医療薬科学）
UDPによるミクログリアの貧食促進機構の解明

久保山和哉　H23.3.24　九州大学大学院薬学府（医療薬科学）
P2Y1受容体遮断による脳虚血／再灌流病態管理の有用性に関する
研究

増田　隆博　H23.3.24　九州大学大学院薬学府（医療薬科学）
転写因子interferon�regulatory� factor-8（IRF8）の神経障害性疼痛
における役割

Asmaa�Mostafa�Ahmed�Bayoumi　H23.3.24　九州大学大学院薬学
府（医療薬科学）
CysB,a�LysR-type� transcriptional� regulator,� interacts�specifically�
with�DARSs,�genomic�sequences�of�E.coli�that�promote�replication�
initiation（LysRタイプ転写制御因子CysBは、複製開始を促進する
大腸菌ゲノム配列ＤＡＲＳと特異的に相互作用する）

韓　　　海　H23.3.24　九州大学大学院薬学府（医療薬科学）
Establ ishment� of� a� sensit ive� 2D-HPLC� system� for� the�
determination�of�D-aspaｒtic�acid�and�D-glutamic�acid�in�mammals�
and�the�distribution�analysis� in� �various�strains�of�rats�and�mice
（高感度二次元ＨPLCを用いるD-アスパラギン酸及びD-グルタミン
酸の分析法開発とラットとマウスにおける体内分布解析）

川尻　雄大　H23.3.24　九州大学大学院薬学府（医療薬科学）
抗がん剤による末梢神経障害の発現機序の解明と対応策に関する研究

金　　珍澤　H23.3.24　九州大学大学院薬学府（創薬科学）�核医学
診断を目的としたL-アスコルビン酸の放射性ハロゲン化誘導体の効
率的合成及びその体内分布に関する研究

芝　　武志　H23.3.24　九州大学大学院薬学府（創薬科学）
ドパミン神経障害モデルにおける酸化ストレス機構の解析

MOHD�HIHABUDDIN�BIN�AHMAD�NOORDEN　H23.3.24　九
州大学大学院薬学府（創薬科学）
Evaluation�of� the�Artificial�Oligonucleotides� Incorporating�Non-
natural�Nucleotides�for�RNA�Editing（RNAエディティングのための
非天然ヌクレオチドを組み込んだ人工オリゴヌクレオチドの評価）

李　　志春　H23.3.24　九州大学大学院薬学府（創薬科学）
8-オキソグアノシン蛍光性人工プローブ''8-oxoG-clamp''の認識能の
向上および水中での検出法への展開

中武　秀聡　H23.3.24　九州大学大学院薬学府（創薬科学）
骨転移がん治療薬を目指したビスホスホネート白金錯体の創製

鄭　　ダミ　H23.3.24　九州大学大学院薬学府（創薬科学）
Research�for�lｙmphangiogenesis�inhibitors�from�medicinal�plants
（天然由来新規リンパ管新生阻害剤の探索）

林　　隆一　H23.3.24　九州大学大学院薬学府（創薬科学）
ウミウシ類のアレロケミカルに関する化学的及び生態学的研究

Mpanzu�Wanzola　H23.3.24　九州大学大学院薬学府（創薬科学）
Isolation�and�Characterization�of�Novel�Inhibitors�of�Nitric�Oxide�
Production� from� the� soft� coral�Lobophytum�crassum�and� the�
marine�sponge�Erylus�sp（軟サンゴLobophytum�crassum及び海綿
Erylus�sp由来の新規一酸化窒素酸性阻害剤の単離と構造）

坂元　政一　H23.3.24　九州大学大学院薬学府（創薬科学）
Study� on� antibody-based� analytical�methods� for� plumbagin�
determination�and�metabolic�engineering�of�Plumbago�zeylanica
（抗体を基盤としたプルンバギン定量分析法及びセイロンマツリの
代謝工学に関する研究）
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堤　　広之　H23.3.24　九州大学大学院薬学府（創薬科学）
カテキン類・カフェイン錯体の立体化学構造の解明

永田健一郎　H23.8.30　九州大学大学院薬学府（創薬科学）
パクリタキセル誘発末梢神経障害における脊髄ミクログリア及び
ATP受容体の関与

前原　俊介　H23.8.30　九州大学大学院薬学府（創薬科学）
統合失調症動物モデルにおけるN-desmethylclozapineの薬理作用解析

縄田　陽子　H23.8.31　九州大学大学院薬学府（創薬科学）
乱用生薬物退薬時に認められる“渇望”および“認知機能障害”の
発現機序に関する研究～カンナビノイドCB1受容体ならびに副腎皮
質刺激ホルモン放出因子受容体の側面から～

麻生　和義　H23.9.26　九州大学大学院薬学府（創薬科学）
ピロロ［2,3-d］ピリミジン環を基本骨格とする葉酸拮抗剤およびコ
ルチコトロピン放出因子１受容体拮抗薬の分子設計

岡﨑　史泰　H23.12.22　九州大学大学院薬学府（創薬科学）
Chronopharmacological� study� on� the� circadian� rhythm� of�
transferrin�receptor�1� in�colon�cancer-bearing�mice（colon26移植
マウスにおけるトランスフェリン受容体１の時間薬理学的検討）

西牟田春香　H23.12.22　九州大学大学院薬学府（医療薬科学）
ヒト小腸における初回通過代謝の定量的予測

藤岡　孝志　H23.12.22　九州大学大学院薬学府（医療薬科学）
Construction�of�hypoxia-response�plasmid��vector�expressing�anti-
tumor�genes� in�hypoxic�tumor�mass（抗腫瘍効果の増強を指向し
た低酸素応答性プラスミドベクターの構築）

堀口　道子　H23.12.22　九州大学大学院薬学府（医療薬科学）
Chronopharmacological� strategy� for� treatment�of�cancers�based�
on�ATF4-mediated�circadian�regulation�of�tumor�cell�susceptibility�
to�chemotherapeutic�agents（ATF4によるがん化制御機構の解明
と時間薬物療法の構築）

辰島　瑶子　H24.1.19　九州大学大学院薬学府（医療薬科学）
抗がん剤による末梢神経障害および悪心・嘔吐に関する研究

江頭かの子　H24.1.19　九州大学大学院薬学府（医療薬科学）
免疫抑制剤タクロリムスと食物との相互作用に関する薬物動態学的
研究

水谷　未来　H24.3.27　九州大学大学院薬学府（創薬科学）
急性膵炎におけるアデノシン取りこみ阻害薬KF24345の薬効メカニ
ズム

下山　　裕　H24.3.27　九州大学大学院薬学府（医療薬科学）
神経障害性疼痛の発症・寛解におけるカンナビノイド受容体の関与

増田　潤哉　H24.3.27　九州大学大学院薬学府（医療薬科学）
神経障害性疼痛におけるミクログリア特異的転写因子MafBの役割

宮田　広行　H24.3.27　九州大学大学院薬学府（医療薬科学）
初代培養ミクログリアにおけるP2Y12受容体を介したケモカインの
発現制御

山下　智大　H24.3.27　九州大学大学院薬学府（医療薬科学）
ミクログリアにおけるP2X4受容体の機能および細胞膜発現制御に
関する研究

古賀　貴之　H24.3.27　九州大学大学院薬学府（医療薬科学）
ダイオキシンによる胎児・脳下垂体-性腺系障害：エネルギー産生
系障害を介する機構およびその回復

山﨑　俊栄　H24.3.27　九州大学大学院薬学府（医療薬科学）
2,6位置換ピペリジン系ニトロキシドの合成と酸化還元特性に関す
る研究

吉原　大輔　H24.3.27　九州大学大学院薬学府（医療薬科学）
光応答型ヘテロスピン単分子磁石の構築研究～単核から複核、一次
元鎖錯体への展開

佐々木英哲　H24.9.24　九州大学大学院薬学府（医療薬科学）
AT繰り返しDNA特異的にB→Z遷移を誘起するポルフィリン誘導
体の開発

後藤　　渉　H24.9.24　九州大学大学院薬学府（医療薬科学）
後発医薬品（バンコマイシン塩酸塩）の製剤学的および治療学的同
等性関する検討
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人　事　異　動

発令年月日 講座・分野等 異動内容 氏　　名 職　名 異動前の職業又は異動後の職業

平成23年３月31日 病態分子認識化学 退　職 向　　　高　弘 准教授 神戸薬科大学教授

平成23年５月１日 環境調和創薬化学 勤務換 大　嶋　孝　志 教　授
病態分子認識化学分野から

（分野名変更のため）

平成23年５月１日 環境調和創薬化学 勤務換 森　本　浩　之 助　教
病態分子認識化学分野から

（分野名変更のため）

平成23年９月30日 分 子 生 物 薬 学 退　職 尾　崎　省　吾 助　教 バーゼル大学ポストドクトラルフェロー

平成23年９月30日 分 子 生 物 薬 学 退　職 毛谷村　賢　司 助　教 学習院大学助教

平成23年10月１日 分 子 生 物 薬 学 採　用 末　次　正　幸 助　教 ニューカッスル大学研究員

平成24年１月１日 シ ス テ ム 創 薬 学 採　用 藤　本　景　子 助　教 大学院生から

平成24年３月１日 分 子 生 物 薬 学 採　用 川　上　広　宣 助　教
米国コールドスプリングハーバー研究所
博士研究員より

平成24年３月31日 創 薬 腫 瘍 科 学 退　職 村　上　雄　一 助　教
社会医療法人　雪の聖母会
聖マリア病院　研究員

平成24年４月１日 環境調和創薬化学 採　用 矢　崎　　　亮 助　教 日本学術振興会海外特別研究員から

平成24年４月１日 医 薬 細 胞 生 化 学 採　用 杉　本　のぞみ 助　教 日本学術振興会特別研究員から

平成24年６月16日 創薬育薬産学官連携 配置換 西　田　基　宏 准教授 薬学研究院臨床薬部門准教授から

薬友会からのお願い：

薬友会では、財務状況の健全化を目指し、今後、薬友会誌や諸連絡を会員専用HPにて閲覧また、皆様のアドレス
登録による一斉メールの検討を行っております。この件につきましては、平成25年の評議員会でその是非を決定す
ることになっております。平成24年の会費振り込み用紙にてアンケートを行いましたが、口座振替やインターネット
振込された方ではアンケートが出来ませんでした。今後メールでも良い方は、下記宛にメールでご連絡ください。

70歳以上の会員の皆様へ： 

永年薬友会を支えてくださり本当に有難うございます。皆様のお蔭で、今の薬友会があります。現在、70歳以上
の皆様は会費免除となっておりますが、薬友会が皆様の世代の愛校心に支えられて来たのは偽らざる事実です。
先の評議員会では、財務状況の健全化のため、有志の方に会費納入にご協力いただくことを考える時期であると
の意見が出ました。アンケートをしてご意見を伺うことも評議員会で決まりました。しかしアンケート郵送料を
念出できませんので、この紙面を借りてお伺いします。現在、70歳以上の皆様には、薬友会誌や名簿を無償配布
させて頂いています。しかし、無償配布対象者が年々増えることと、若い世代の会費納入率が低いことなどから、
これから先、名簿発刊の是非を考え、薬友会誌をメール配信にすることなどが当面の課題になっております。

（質問１）メールアドレスをお持ちの方で、薬友会誌のメール配信受け取りにご協力頂けますか。

　　 はい（　　　）　　いいえ（　　　）　「いいえ」の場合の理由：

（質問２） 名簿の実費購入にご協力頂けますか。

　　 はい（　　　）　　いいえ（　　　）　「いいえ」の場合の理由：

これら二つの質問にメールにてお答え頂けましたら幸甚です。

メール送付先：

名簿業務委託先　小野高速印刷㈱　同窓会支援事業部�meibo@dousou.�info�宛に、件名に九大薬友
会と明記の上、メールアドレスをお知らせください。ご卒業年度とお名前もお忘れなくご記入お
願い申し上げます。
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● ● ● ● ●　編集後記　● ● ● ● ●

　2012年は、オリンピックの年でした。また、７月の北部九州豪雨の被害を受けられた方もおられたことでしょう。
心よりお見舞い申し上げます。尖閣諸島、竹島の問題も起こり日本の国力低下を痛感する年でもありました。2011年
３月11日の東日本大震災、それに続く、東京電力福島第一原発の事故には、今なお収束に国挙げて取組む状況が続い
ています。確かに厳しい状態ですが、心配されていた計画停電は回避されました。何もない時に節電を呼びかけられ
たら皆不満ばかりで実現出来なかったと思いますが、厳しい状況を皆が自覚したことにより、痛みを分かち合い支え
合うことが出来ました。また、日本から山中氏のノーベル医学生理学賞が出たことも、暗い話の多い中、日本の可能
性を感じる出来事でした。国は財政赤字が膨らみ大変な状況ですが、かくいう薬友会も財務状況が大変厳しくなって
おります。薬友会は、元気な若者が九大から巣立ち、日本にとどまることなく様々な場所で活躍し、日本を、世界を
支えて、本当に元気にしてくださることを願っています。この働きをあと数ヶ月残して、切実な問題として、リアリ
ティーを抱いているのは、薬友会には、母校を思ってくださるOB、OGがたくさんおられ、先輩の話を聞いてみたい
学生達がたくさんいるのに、両者の間には大きな隔たりがあるということです。M１の大学院生達は、この薬友会誌
が出る頃は、就職活動�（しゅうかつ）で、エントリーシートを書きまくり、説明会参加のOKが出た企業に旅費も自
分持ちで向かうという、大変厳しく孤独な闘いをしていることと思います。就職のお世話といかないまでも、実際仕
事をされている先輩方に相談に乗って頂けたらどんなに心強いだろうかと思います。「同窓会」の活動は卒業生が対
象で各支部を支援、また学生の学園祭や卒業祝賀会を支援という風に、いかにも自然に別々に考えられており、私も
あまり考えずに既定路線のままここまで来てしまいました。その二つをつなぐ場を準備しようとはして来なかったの
です。本当に申し訳なく思います。かつての延長線上には未来は描けず、薬友会はメタモルフォーゼを待たれている
と感じます。是非、人的ネットワークによって、励まし合って、在学生、卒業生を本当につなぐことができるサポーター
でありたいと願っています。そのためにも、良いアイディア、ご意見がありましたらお寄せ下さい。
　さて、平成24年度版の九大薬友会誌が完成しましたのでお届け致します。今回、受賞の欄に加え、ニュース欄を設
けました。薬学研究院の皆様の目覚ましい活躍の一端を感じて頂ければと存じます。
　薬友会活動は、各支部の活動に支えられていますが、転居などのため不明者となってしまい、支部活動のお知らせ
をお届けできないことがあります。九大薬学部のホームページには薬友会のページと各支部へのリンクがあります。
お近くにお住まいの、懐かしい仲間や先輩後輩に会う機会ですので、是非、クリックしてお気軽にご連絡ください。
　このたびの薬友会誌編集、校正では、薬学研究院各分野の先生方、並びに学生係等の職員の方々、薬友会各支部の
ご協力も頂きました。この場を借りてお礼申し上げます。また、編集・校正では、全面的に小野高速印刷㈱の田崎祐
二氏、原田氏にご尽力いただき、会計担当理事の齊藤秀俊氏にもご協力頂きました。深く感謝致します。
　最後に、本薬友会誌が九大薬友会会員の相互の情報交換のための一助になれば幸いです。会員皆様の益々のご発展
をお祈り申し上げます。

九大薬友会庶務理事　石井　祐次


