
臨床疾患薬理学教室

令和元年度募集定員 14名
推薦配属Ａ：大学院進学目標３名

特別テーマで研究します。
推薦配属Ｂ：卒業研究重視２名

特別扱いはしません。
一般配属 ：９名

原則として配属学生は全員医療に直結する

漢方薬の育薬研究を行います。

Welcome to Dept. of Neuropharmacology



教室のスタッフ

教授 : 岩崎克典（認知症、精神疾患、漢方）
准教授： 桂林秀太郎 （シナプス電気生理）

助教： 窪田香織（分子生物学的アプローチ）
助教： 渡辺拓也（認知症、糖尿病、漢方）

博士課程大学院生：５名
加齢脳科学研究所ポスドク・研究員：１名
医学部神経内科学大学院生：１名



神経精神薬理学分野 教授 薬学博士 岩崎克典

アルツハイマー病や脳血管障害に起因する認知症は、高齢化社
会の到来とともに社会問題にまで発展してきております。我々は
認知症の薬物治療を戦略的に展開するために、まず患者さんの
症状を反映する病態モデルの作成を行っています。最近では患
者さんの病因遺伝子をトランスフェクトした動物を駆使して、病気
の原因そして治療薬の探索を行っています。新しいアイデアから
の創薬もさることながら現在使用されている薬物や漢方薬の中
から、新しい薬理作用を見出そうという育薬研究も行っておりま
す。一方、学部学生に対しては、臨床のわかる薬剤師の育成に
も力を入れています。

昭和60年九州大学大学院薬学研究科博士課程修了、平成7-9年
米国国立衛生研究所（NIMH）留学、助手、助教授を経て平成18

年より現職

研究領域：アルツハイマー病、認知症、神経変性疾患、神経精神
疾患



神経精神薬理学分野 准教授 博士（医学） 桂林秀太郎

脳を形成する細胞の中では、グリア細胞（アストロサイト）が最も多
いことが知られています。シナプス機能を担うニューロンに特化した
創薬開発も大事ですが、私たちはシナプス機能をサポートするアス
トロサイトの変性によるシナプス病態に着目して、新たな創薬ター
ゲットを探究しています。最近では、アルツハイマー病型アストロサ
イトの加齢培養系におけるシナプス機能を、電気生理学的および
免疫染色学的手法を用いて解析しています。

宇宙人の存在を確信し、宇宙人の脳を再現することを常に考えて
います。

福岡大学薬学部卒、福岡大学大学院薬学研究科（修士）、九州大
学大学院医学研究科（博士）修了、ドイツMax-Planck研究所、米国
ヒューストンBaylor College of Medicine研究員（日本学術振興会海

外特別研究員）、崇城大学薬学部講師、福岡大学薬学部助教を経
て現職

研究領域：精神疾患の電気生理学的研究、シナプスの分子病態、
行動薬理、グリア創薬



助教 博士（農学） 窪田香織

福岡大学薬学部卒、九州大学大学院農学研究科遺伝子資源工
学（修士・博士）修了、九州大学ポスドク、福岡大学医学部小児
科研究員、福岡大学薬学部助教を経て現職

研究領域：分子生物学的研究

助教 博士（薬学） 渡辺拓也

臨薬出身の若手ホープ、学生の兄貴分的存在で、研究、プライ
ベート、その他何でも相談にのります。

福岡大学薬学部卒、福岡大学大学院薬学研究科（修士・博士）
修了、米国マサチューセッツ大学医学部ポスドクを経て現職

研究領域：神経精神薬理学、自閉症、アルツハイマー病の発症
原因の研究ならびに治療薬の開発



卒業後の進路について

臨床疾患薬理学教室で３年間研究その他に携わった学生は、研
究職に進んでも、薬剤師になっても、教室で学んだこと、経験したこ
とが、必ず役に立ちます。

大学院

学部６年制

学部６年制

学部６年制

臨薬での
研究経験

臨薬での
研究経験

臨薬での
研究経験

病気のわかる薬剤師・
治験薬剤師

製薬企業の研究・開
発業務

大学の教員
薬剤師（薬局長
候補者）

臨薬生は大学院進学しワンランク上の指導薬剤師をめざします。



臨薬卒業生の就職先

臨薬は、大学病院薬剤師、大学教員になった卒業生の多い教室です
研究マインドを持った卒業生が各地で活躍しています

【国公私立大学病院薬剤部（薬剤師）】
九州大学病院薬剤部 副薬剤部長
福岡大学病院薬剤部
鹿児島大学医学部附属病院薬剤部
長崎大学医学部附属病院薬剤部
熊本大学医学部附属病院薬剤部
大分大学医学部附属病院薬剤部
宮崎大学医学部附属病院薬剤部
久留米大学医学部附属病院薬剤部
国立循環器センター病院薬剤部
国立病院機構九州医療センター薬剤部
徳州会病院
済生会病院
小倉記念病院
九州記念病院
その他
国立精神神経医療研究センター 研究員
国立循環器病研究センター 研究員
国立長寿医療研究センター 研究員

【国公私立大学教員】
九州大学薬学部、九州大学病院薬剤部 准教授
愛媛大学医学部附属病院薬剤部 准教授
岡山大学薬学部、岡山大学医学部附属病院薬剤
部 准教授
九州女子短期大学 学科長教授
鈴鹿医療科学大学薬学部 教授
就実大学薬学部 教授、准教授、助教
帝京平成大学薬学部講師
福岡大学薬学部 教授、准教授、助教
崇城大学薬学部 講師
長崎国際大学薬学部 准教授
九州保健福祉大学薬学部 教授
松山大学薬学部 准教授
東京大学薬学部 助教
武庫川女子大学薬学部 助教
長崎大学医学部 准教授、助教



教室配属の学生には、医師と同等に疾患に立ち向かうことの出
来るワンランク上の薬剤師になって欲しいと考えています。

●福大の6年間で何か１つ疾患のプロになって欲しい。
●国試対策も重要だが、研究マインドは生涯必要である。
●研究の目標に向かって、皆でディスカッションすることが大切。
●学会発表も学生時代の大きな経験になります。
●常に情熱をもった若者を育てたいと思っています。



博士課程大学院について

これからは、大学院出身の薬剤師が薬剤業務の中心を担う時代です。国立大学病院薬
剤部クラスは、博士号を有することが重要です。臨薬は最も多くの大学院生が所属・出身
の教室です。大学病院等で自分のアイデアが認められ、皆を牽引して医療に取り組むに
は大学院修了の資格（博士号）が大きくものを言います。３年〜４年はあっという間です。
将来後悔しないように、他人ごとと考えないで、誰もが一度は大学院を考えてみましょう。

大学院授業料：823000円/年 （国立並み）
給費奨学金：823000円/年（返さなくて良い：特別研究員審査あり、2年次より）
日本学生支援機構奨学金：122000円/月(無利子）、150000円/月（有利子）
※多くの大学院生は薬剤師免許保有者なので非常勤（アルバイト）を週１回程度行って
います。薬剤師アルバイト （時給2000〜3000円で週１回で6〜8万円/月）

○国立大学出身の薬剤師が多くなってきた今、福大卒薬剤師が占有してきた薬剤師職
が、国立出身薬剤師に奪われつつある。
○医師のみならず患者も、最先端の医療知識のあるワンランク上の薬剤師を求めてきて
いる。
○研究マインドのある薬剤師でないと、これからは通用しない。



なぜ福大生に大学院進学を勧めるか。

大学院・博士号

国公立大学薬学部６年制

福大薬学部６年制

製薬企業の研究・開発業務

●予習・復習なしでは講義に参加できない。
●圧倒的な勉強量
●6年生は11月まで卒論研究・学会発表
●国家試験対策なし→かろうじて全員合格

●3教科で入試 人体についての基礎知識小
●他学部と同様の大学生活が可能
●薬剤師国家試験向けの講義
●6年生は全く研究していない、国試対策のみ
●私学の中では国家試験合格率上位

NEW国立大学病院薬剤部、
各地の病院薬剤部

国立大学病院
薬剤部、各地
の病院薬剤部

基礎知識の大きな差

巻き返し

福大生ならできる！
福大生にリーダーになって欲し
い

テリトリーを失う

国立卒生も博士号にはかなわない



臨床疾患薬理学教室の研究テーマ

アルツハイマー病の原因を突き止め、新薬・
漢方薬で治す。

これまでに臨薬の研究成果で多くの患者・家
族に医療貢献した。

漢方を科学する



現在、ほとんどの認知症の患者さんに処方されている抑肝散、
抑肝散加陳皮半夏
これらが、認知症の症状に有効であることは、2005年に臨薬が
発見し、学会、論文で紹介し、多くの病院で使われている。

学生は、自分たちが見つけた薬が、現場で患者さんに使われ、
症状が和らいでいるー実務実習で実感・感激している



アルツハイマー病の予防・治療の最先端

行動薬理学的研究
動物を生きたままで行動観察
アルツハイマー病患者を動物で
再現して治療に挑む

漢方薬を科学する

電気生理学的研究
記憶の原点である
シナプス機能を人工
シナプスで再現

分子生物学的研究
認知症の機能・漢方
薬の作用を分子レ
ベルで解明

行動・電気生理・分子生物の３元解析を同時にでき
る我が国唯一の研究機関である

３本柱



研究内容の詳細

１．行動薬理学的研究
アルツハイマー病患者を動物で再現して治療に挑む

漢方薬を科学する
１．認知症に関する研究

●アルツハイマー病の発症原因と治療薬の開発
●脳血管性認知症（脳卒中後）の発症原因と治療薬の開発
●認知症を漢方薬で治す:抑肝散が有効であることの発見

２．精神疾患に関する研究
●統合失調症の発症機序と新しい抗精神病薬の開発
●初老期うつ病の動物モデルの行動解析、シナプス機能の電

気生理学的研究
●強迫性障害、パニック障害の動物モデルと治療薬の開発お

よび作用機序の研究



２．電気生理学的研究
記憶の原点であるシナプス機能を人工シナプスで再現

『脳神経細胞培養モデルのシナプス機能』 を研究しています

記憶の原点：脳のシナプスがどのような役割をはたしているか？
１．アルツハイマーモデルのシナプス解析
２．シナプス機能に対する漢方薬の薬理作用
３．アストロサイトによるシナプス修飾作用
４．シナプス機能とシナプス形成秩序の動態

共同研究
１．てんかん易発性モデルのシナプス解析（福岡大小児科）

２．人工神経ネットワークの開発とハイブリッド脳創発への応用
（北海道大、東北大、早稲田大、山形大、大阪大、九工大）



３．分子生物学的研究
認知症の機能・漢方薬の作用を分子レベルで解明
培養細胞を用いて、神経伸長作用、神経細胞死の

メカニズムを探る。

１．アストロサイトの老化関連遺伝子の役割研究：DNAアレイを
用

いて遺伝子発現を総合的に解析します。
２．神経成長因子様作用を有する漢方薬・生薬を探索します。
３．抑肝散の神経成長因子様作用の機序解明
４．PPARγ作用をもつ生薬の探索



教授室、研究室は６階、実験室と動物飼育室は７階です



皆がいやがる「餌やり」と「敷わら交換」：慣れると結構たのしくやっ
ています。大事な仕事で飢餓状態のネズミで実験データはでませ
ん。



教室に関するうわさと事実（FAQ)

Q:学生は夜遅くまで教室で実験があるというのは本当ですか。
A:動物室は、午後７時に消灯しますので夜遅くまで実験は不可能
です。勉強する場所として教室を使用するのは自由です。

Q:平日は毎日教室に来なければいけないというのは本当ですか。
5時に帰宅できないというのは本当ですか。
A：原則として平日は、毎日教室に来ていただきます。実験がな
い場合は前もってお知らせします。毎日4時以降、サークル、バイ
ト、その他自由な生活をしたい学生は当教室には向きません。

Q：土曜日が休みでないというのは本当ですか。
A：原則として土曜日は休みです。しかし、動物を飼っているので、
餌をあげなければ餓死します。実験者は自分の動物なので、
黙っていても自ら餌やりに来ているようです。動物を飼育している
グループは、餌やりが１時間程度あります。



Q:春休み、夏休みはカレンダー通り２ヶ月以上ありますか。
A:原則として、実験の進行によります。今まで２ヶ月以上継続し
て休んだ学生はいません。特に３年次の春休みは2〜3週間は
休んでいるようです。

Q:毎日、国家試験の勉強をする部屋と時間がありますか。
A:教室に配属した学生は、CBT、OSCI、国家試験は合格してい
ただきます。時期がきたら、厳しく勉強させます。しかし、３年間
以上にわたり国家試験の勉強だけというわけにはいきません。
それが希望の学生は当教室には向きません。



教室の年間行事

３月：謝恩会
３月：日本薬理学会・日本薬学会
４月：花見
６月：ビアガーデン大会
８月：教室旅行、和漢医薬学会
１０月：国際学会（米国神経科学会）
１１月：薬理学会西南部会
１２月：薬学会九州支部大会・忘年会



最後に、臨床疾患薬理学教室入室希望者へ

１．目的をもって研究をしていただきます。
福岡大学で何を学んだかを明確にします。研究生活を通して
将来役に立ついろいろな経験を積んでもらいます。実務実習
先でも教室の研究が最も関連することを実感します。
国家試験合格のみを目指す教室ではありません。

２．現在のところ文献検索配属はしません。すべて研究を主に
します。推薦配属Ｂの学生も特別扱いはしません。患者を思う
心と規則的な研究生活で、必ず成績は伸びます。

３．将来大学病院薬剤部等で医師と対等に疾患に取り組める
薬剤師を養成します（研究者養成オンリーではありません）。
大学院進学希望者歓迎。



Welcome !

さあ、九州の私立薬科大学上位校・福岡大学薬学
部の皆さん、医師と対等な立場で病気に立ち向か
うワンランク上の聡明な薬剤師になろう！

臨床疾患薬理学教室は、明るく、楽しく、卒後に自
慢できる教室です。6年間の大学生活の思い出に
研究で名を残してみませんか。

皆さんの入室を待っています。


