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学部長・研究科長のあいさつ

—就任にあたって—

薬学部長・薬学研究科長
薬剤学教室

教授

伊藤 智夫

平成20年７月より２期４年にわたり学部長を務

ております。また、低学年でのキャリア教育等、生

めてきましたが、本年7月よりさらに２年間学部長

命創薬科学科の学生向けに必要と思われる教育内容

を務めさせて戴くことになりました。学部長就任に

も指摘されておりますので、生命創薬科学科のカリ

あたり、ご挨拶申し上げます。

キュラムの見直しも進めて行きます。

平成18年度に薬剤師養成のための教育が6年制へ

文部科学省「ハイテク・リサーチ・センター整備

移行し、本年３月に６年制一期生248名を社会へ送

事業」は平成23年度で終了しましたが、平成25年

り出すことができました。就職希望の学生全員の就

度には新たに「私立大学戦略的研究基盤形成支援事

職が決まり、薬剤師国家試験の合格率も98.0％と全

業」へ申請し、
外部研究資金の獲得を目指すと共に、

国平均（95.3％）を上回りました。本年３月の卒業

学内プロジェクト研究を立ち上げて基礎と臨床の融

生は、６年制一期生として毎年新しい内容の教育を

合研究を推進したいと考えております。また、平成

受け、４年次には初めての薬学共用試験を受験し、

21年度に文部科学省「戦略的大学連携支援プログラ

５年次には病院と薬局で各11週間の実務実習を履

ム」に選定された、本学薬学研究科、東京医科歯科

修しました。薬剤師国家試験も大きく変わりました

大学、お茶の水女子大学、そして学習院大学の４大

ので、在学中に戸惑うことが多々あったことと思い

学大学院が連携して大学院教育を高度化する取り組

ますが、見事に難関を突破してくれた卒業生の努力

みについては、平成24年度に新たに文部科学省の競

には頭が下がる思いです。また、卒業まで学生を支

争的資金へ申請済みです。

えて戴いたご家族の皆様、そして講義・実習等を通

平成24年度から、新たに大学院薬学研究科・薬学

して指導して下さった教職員の皆様にも、この場を

専攻博士課程（修業年限４年）と薬科学専攻博士後

借りて感謝申し上げます。

期課程（修業年限３年）を設置し、入学定員を上回

薬学科（６年制）の教育につきましては、現在、
文部科学省と日本薬学会が中心となってモデル・コ

後も博士課程への進学者の確保が課題と考えていま

アカリキュラムの見直し作業が始まっています。平

す。さらに、教育研究の国際化へ向けた取り組みの

成25年度末までには改訂作業を終える予定とのこ

推進、平成26年の薬学部創設50周年記念事業と新

とですので、その改訂状況を見ながら本学のカリ

校舎建設への道筋をつけることも、今後2年間の重

キュラムの見直し等を進めてゆく必要があると考え

要課題として受け止めています。ご父母ならびに卒

ています。一方、生命創薬科学科（4年制）の一期

業生の皆様には本学の現状をご理解いただき、より

生が3年次に進級しており、アンケート調査の結果

良い教育・研究を遂行するために、今後も本学への

では一期生のほぼ全員が大学院への進学を希望して

益々のご支援を宜しくお願い申し上げます。

おりますので、今後は卒業研究から大学院の研究へ
円滑に移行できるような配慮をして行きたいと考え
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る学生を受け入れて教育研究を始めていますが、今

特集

6年制初の卒業生を送り出した
薬学部。新たなスタートの年に。

薬学部生命創薬科学科卒業特別実習の
研究室配属要項について
教育委員会

副委員長（微生物学教室

薬学部生命創薬科学科卒業特別実習の研究室配属要項が決ま

教授）

岡田信彦

望にあった教室を探します。さらに、希望者は夏休み期間中に
配属を希望する教室で体験実習を行い､ 最終的に自分の希望す

りました。
生命創薬科学科３年生は、平成24年度10月から平成25年度

る配属教室を決めます。

3月まで生命創薬科学科卒業特別実習を17教室 / 部門に別れて

各教室への配属は、9月末までに決定します。配属先決定方

履修します。履修内容は配属教室で与えられたテーマについて

法は、生命創薬科学科3年生に一任します。ただし、各配属教

研究指導を受け、卒業研究発表および卒業研究論文の作成を行

室への上限は４名（情報薬学部門は２名）となっています。10

います。生命創薬科学科３年生の各教室配属までの流れは、7

月1日より決定した教室に配属されることになります。

月7日（土）に薬学科6年生卒業研究発表会と同時に行われる教
室紹介に参加し、各教室の研究内容等の説明を聞き､ 自分の希

生命創薬科学科学生の配属先教室は次の17教室 / 部門とな
ります。

生命創薬科学特別実習配属教室一覧
配属教室等
1 生体分子解析学

教授

責任者
本間 浩

2 生化学

教授

服部成介

3 衛生化学

教授

中川靖一

4 生薬学

教授

小林義典

5 薬理学

教授

田辺光男

6 分子薬理学

教授

石井邦雄

7 薬剤学

教授

伊藤智夫

研究テーマ
新奇生体分子の分子生物学的、生化学的、分析化学的解析
真核細胞におけるシグナル伝達の分子機構

9 微生物学

教授

岡田信彦

抗酸化酵素の遺伝子改変マウスを用いた機能解析、過酸化脂質による細胞障害機構の解析、ミトコン
ドリア固有リン脂質の機能解析
伝統生薬の薬効評価、薬理活性成分の分離と構造研究（高等植物、高等菌類（キノコ））、機能性植物
素材の開発
慢性疼痛や脳梗塞など中枢神経系疾患の病態生理の神経薬理学的解明を行動薬理学的、電気生理学的、
生化学的な多元的アプローチにより行い、新規治療薬開発へとつながる知見を得る。また、脳・神経
細胞特有の蛋白リン酸化反応の解析などのより基礎的な研究も行い、中枢神経系疾患との関わりを探
索する。
Gene から Whole Animal まで、生命現象を様々な角度から解析する分子薬理学的研究を通じて、
創薬および臨床応用に結びつく新たな薬理作用機序の発見を目指す。
薬物代謝、特に小腸初回通過効果および薬物間相互作用の定量的予測に関する研究、ならびに薬物輸
送担体、特に薬物輸送担体の立体選択的輸送や輸送活性制御機構の解明に関する研究
われわれの生活を取り巻く様々な環境汚染物質を含む環境ストレスによる健康影響の発現過程、並び
にそれらに対する生体側の防御機構の解析を、分子生物学、生化学、細胞生物学的手法を用いて行う。
さらに、汚染環境の生物学的修復（バイオレメディエーション）に関する基礎及び応用的研究も行う。
サルモネラなど病原細菌における感染分子機構の解析・微生物感染に関わる宿主防御機構の解析

10 生命薬化学

教授

長瀬

博

薬物設計法、オピオイド系薬物の設計と立体選択的合成、鎮痛薬、薬物依存症治療薬、脳細胞保護薬

11 薬品製造化学

教授

長光

亨

生理活性天然物の合成研究および構造活性相関研究

12 微生物薬品製造学

教授

供田

洋

微生物資源からの脂質代謝異常にともなう疾患（動脈硬化症や肥満など）や感染症に対する医薬品素
材の開拓、その作用機構やそれらを利用した細胞機能の解明

13 生物分子設計学

教授

志鷹真由子 コンピュータを用いたタンパク質構造の理論的・情報学的研究および創薬への応用

14 創薬物理化学

教授

広野修一

15 医薬品化学

教授

牧野一石

臨床薬学研究・
教育センター（臨床医学）
臨床統計学
16
教授

竹内正弘

8 公衆衛生学

教授
伊藤智夫
（兼務）

医薬開発学
17

薬学教育研究センター
准教授 西端芳彦
情報薬学部門

コンピュータによるドラッグデザイン／生体高分子系の分子動力学シミュレーション／ NMR による
生理活性物質の溶液構造解析
有機触媒及び有機金属触媒による不斉合成法の開発／糖鎖および配糖体の合成に関する基盤技術の開
発／ペプチド合成に関する基盤技術の開発／癌光線力学的療法のための光増感剤の開発／生物活性有
機分子の化学的合成
Logistic Regression の共変量調節の頑健性／経時データ解析での途中脱落問題／非線形モデルの一次近似化
の妥当性／多重比較問題／ Martingale 理論での統計理論展開／ Meta Analysis の Random Effects の研究
／ Bayesian ／ frequentist joint paradigm における推測理論の研究／ Censored data における予測モデル
の推測方法および評価方法
Adaptive Design の臨床的展開／製造販売後調査のデザイン／国際共同臨床試験における用量設定
／サロゲートマーカーの有用性／ＩＴを用いた臨床試験・製造販売後調査デザイン／東アジア地域に
おける国際的な医薬品開発／ Pharmacometrics の新薬開発への応用
・コンピュータ技術を活用したコンピュータリテラシー教育に関する研究
・化学構造データベースと、化合物の特徴抽出に関する研究
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「創薬科学への招待」
（生命創薬科学科1年生必修科目）の研究所見学
生命創薬科学科では1年生の体験実習として「創薬科学への招待」
（薬学科での「薬と仕事」から分離）のカリキュラム
名で、自分の将来像をイメージして欲しいとの願いから、国公立や企業の研究所を見学する授業を取り入れています。
平成22年度は北里研究所生物製剤研究所（現 北里第一三共ワクチン株式会社）
、第一三共株式会社葛西研究開発センター、
東京都医学総合研究所を、平成23年度は北里第一三共ワクチン株式会社、中外製薬株式会社鎌倉研究所と東京都医学総合
研究所を見学しました。その時の感想を書いていただきました。

研究職の先行体験
生命創薬科学科 3 年

生命創薬科学科早期体験
古川茶勲

生命創薬科学科 2 年

高橋美咲

私は生命創薬科学科の１期生として入学し、これまでの北里

私たちは、平成23年８月３日〜５日に、生命創薬科学科の早

大学には無かった様々なカリキュラムを受けてきました。その

期体験として、東京都医学総合研究所、中外製薬（株）鎌倉研

中でも特に印象に残っているものとして、１年生の夏季休暇期

究所、北里第一三共ワクチン（株）の３つの研究所を見学させ

間に行われた「薬と仕事（創薬科学への招待）
」という授業を

ていただきました。各研究所では、
現在の研究テーマのお話や、

挙げることができます。その内容は、実際に自分の足で創薬が

実際に研究室やワクチンの製造などの見学もさせていただきま

行われている現場を訪れ、そこで創薬研究者が何をしているの

した。

かを学ぶというものでした。

「研究をいかに効率よく行うか」ということは重要だそうで、

私が訪れたのは、第一三共、東京都医学総合研究所、北本研

国内にとどまらず、海外と連携して研究を行う体制や、機械の

究所であり（平成22年８/２〜８/６）
、この３つの研究所にお

導入などが行われていました。時には海外に新しい化合物を探

いて創薬研究を追体験することができました。最も感銘を受け

しに行くこともあるそうです。私たちが感染症などに怯えずに

たのは薬剤スクリーニングが行われている現場を見学できたこ

生活できるのも、様々な方面の研究あってなのだと改めて感じ

とです。スクリーニングについてはそれ以前の授業で学んだこ

ました。

とがあり、興味を持っていたため、それまでは紙面上でしか知

シナリオのない研究には、幅広い知識や、根気強く挑戦して

り得なかったことを実際に近くで見ることができたという点で

いく精神、問題解決能力、実験器具に対する知識などが要求さ

はとても良い体験となったと思っています。

れると感じ、この体験を通じて、今後の学生生活で取り組むべ

自分は将来コンピューターを用いた創薬研究に携わりたいと

きことに気づくことが出来ました。

考えているので、３年となった今でも再びこのような創薬現場
で追体験をすることのできる授業を受けてみたいです。

早期体験出発前にキャンパスで打ち合わせ
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東京都医学総合研究所での見学風景
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6 年制初の卒業生を送り出した
薬学部。新たなスタートの年に。

平成24年度ケンタッキー大学薬学部
臨床薬学研修について
臨床薬学研究・教育センター（臨床薬学）薬物治療学Ⅳ

助教

田中庸一

日本における今後の薬剤師の業務拡大を考える上で、海外の

度や薬局内のテクニシャンの採用により、薬剤師はより医療を

薬学部教育や薬剤師業務の知見を得ることは大変有用です。薬

患者に直接提供する場に身を置き、日本の薬剤師とは異なった

学部ではケンタッキー大学と1989年に国際学術協定を締結し、

アクティビティも持っていました。

ケンタッキー大学教員の招聘やケンタッキー大学への学生の派
遣を行ってきております。

毎日の研修終了後や週末には、ケンタッキー州内の観光、薬
学部教員や学生との会食など研修以外でも交流を持つ機会が多

ケンタッキー州は米国の中西部に位置します。ケンタッキー

くあり、参加した学生は大変有意義な経験を持ちました。学生

大学のあるレキシントンは州の北部にあり、広大な敷地の中に

たちは、宿舎へ戻る時間が遅くなっても、毎日、学んだ内容を

16学部や病院等のメディカルセンターなどがあります。

深夜まで確認しあい、今回の研修で見聞した現状について、で

研修参加学生11名は、約２週間、大学内のドミトリーに宿
泊し、臨床薬学研修を行いました。研修では、ケンタッキー大

きるだけ多くのことを理解して帰ろうという意気込みが感じら
れました。

学薬学部の学生が受けている実習の体験をしました。ケンタッ

私自身も10年前の大学院生時に海外研修へ参加した際に、薬

キー大学では低学年から段階的に臨床実務実習をカリキュラム

剤師アクティビティの高さに感銘を受け、将来の自らの目標と

に取り入れており、質の良い薬剤師の育成に力を入れているこ

なりました。今回の研修では、日本での臨床教育および業務に

とが感じられました。実際の医療現場の見学はケンタッキー大

おいて応用できる良い部分を見聞でき、薬剤師育成の現場で実

学の病院や VA 病院、市中病院、コミュニティファーマシー

践していきたいと考えています。

で行いました。日本の医療環境とは異なり、処方箋の再調剤制

薬学部実習体験（予防接種）

教員・レジデントとのホームパーティー

コミュニティファーマシー見学

病院内のワルファリンクリニック見学
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新制国家試験の結果分析と今後の見通し
−北里大学薬学部の実力は？−
薬学教育研究センター

社会薬学部門

教授

鈴木順子

平成24年３月３、４の両日、薬学６年制初の国家試験であ

薬学実践問題に小別し、
必須問題と一般問題では合格基準点
（い

る第97回薬剤師国家試験が、全345問で実施され、全国9,785名

わゆる足切り点）の設定が異なるなど、これまでの薬剤師国家

の受験者に対して合格者8,641名（平均合格率88.31％）
、６年

試験ではおよそ考えられなかったほどのキメ細かさで受験者の

制新卒受験者については、受験者数8,584名、合格者数8,182名

薬剤師としての資質を問う体制となっております。

（合格率95.32％）という高い合格率となりました。わが北里大

ところで、これだけの試験体制でなお、これだけの高合格率

学薬学部にあっては、６年制受験者数248名、合格者数243名、

となった今回の国家試験ですが、合格者・不合格者ひっくる

ほぼ98％の合格率で、新制国家試験を突破しております。

めての正答率はどのくらいだったのでしょうか。厚生労働省

新制薬剤師国家試験は、これまでの国家試験と全く様相を異

発表の資料によりますと、６年制受験者のみでみた場合、全

にするもので、科目として７系統（物理・化学・生物系、薬理

体で77.82％（合格基準点65％）
、必須問題88.43％（合格基準

系、薬剤系、病態・薬物治療学系、衛生系、法規・制度・倫理系、

点70％、各科目50％）
、一般問題74.08％（各科目基準点35％）
、

実務系）に分けられるだけでなく、試験構成を必須問題（薬剤

うち理論問題70.73％、実践問題76.42％という数字となってお

師として特に必要不可欠な基本的資質を確認する問題）と一般

り、新卒受験者合格率100％の大学も国公私立併せて７校ある

問題（薬剤師が直面する一般的課題を解釈・解決するための資

という試験結果を裏付けるものとなっています。

質を確認する問題）に大別し、更に一般問題を薬学理論問題と

また、97回国家試験問題内容に関する各方面からのコメント
では、
１ これまでの国家試験問題内容との比較で（予備校などのコ

第 97 回薬剤師国家試験合格実績

メントリリースのまとめ）

全体

① 必須問題 全体としての難易度は低い
② 一般問題（薬学理論問題）物理・化学・生物領域、
及び法規・

受験者数

9,785 名

合格者数

8,641 名

88.31%

制度・倫理領域の難易度は中程度、衛生領域は高難易度、
薬理領域、薬剤領域、病態・薬物治療領域は低難易度。
③ 一般問題（薬学実践問題） 物理領域の難易度がやや高い
が、化学・生物領域、病態・薬物治療領域、法規・制度・
倫理領域の難易度は中程度、薬理領域、薬剤領域、衛生

6 年制新卒者

領域、実務領域は難易度は低い。
受験者数

8,584 名

合格者数

8,182 名

95.32%

２ 日本私立薬科大学協会の検討結果より
① 全体として、出題項目・難易度の配分は適正
② 実践問題の複合性の必然性については今後問題作成を通じ
て洗練されていく
等の総評が出され、97回国家試験の合格率、正答率、問題内

北里大学薬学部

容を総合的に考えると、今後の国家試験においては、問題の難
易度だけでなく問題としての洗練の度合いも高くなっていくと

受験者数

248 名

合格者数

243 名

97.98%

推察され、確かな知識と実践的問題解決能力・応用力が試され
る方向に進化するものと考えられます。
さて、今回およそ98％という合格率であったわが北里大学の
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特集

6 年制初の卒業生を送り出した
薬学部。新たなスタートの年に。

新制薬剤師国家試験の科目について
科目

必須問題

一般問題
薬学理論問題

薬学実践問題

物理・化学・生物系
薬理系
薬剤系
病態・薬物治療学系
衛生系

薬剤師として特に必要
薬剤師が直面する一般的課題を解釈・解決する
不可欠な基本的資質を
ための資質を確認する問題
確認する問題

法規・制度・倫理系
実務系
（厚生労働省資料より）

必須問題
6 年制新卒者の正答率

88.43%
（合格基準点 70％、
各科目 50％）

北里新卒者の正答率

一般問題

全体

74.08%（各科目基準点 35％）
薬学理論問題

91.13%

薬学実践問題

70.73%

76.42%

74.92%

79.63%

77.82%
（合格基準点 65％）
81.20%

学生諸氏の力量が、他の６年制新卒者と比べてどうであったの

ストレートに薬学の課程を修了し、国家試験に合格する率の推

か、合格率100％の大学に劣るのか、ということでありますが、

計値を指します。わが北里大学は、過去10年余り、
「全員卒業、

そのようなことは決してありません。むしろ、集団としての力

全員合格」を合言葉に常にトップクラスを維持してまいりまし

量や、薬剤師実務能力の水準は、トップクラスを維持している

た。そして、この新制国家試験においても、その座を譲るもの

と自信をもっていえます。

ではありませんでした。
（データ参照：注に記載） 更に、分野

北里大学薬学部は、北里薬学の伝統である「基礎と臨床の両

別得点率においても、全体で81.20％（＋3.38）
、必須91.13％（＋

輪」を守りつつ、更にその発展のため、１年１年を大事に積み

2.7）
、一般理論74.92％（＋4.16）
、一般実践79.63％（＋3.21）と、

重ねながら、高い識見、幅広い視野をもって社会に貢献できる

非常に高い位置を占めております。応用力、実践力が試される

人材の育成に努めてまいりました。早期から医療職務に関する

新制度国家試験でも変わることなく力量を示し得た、という意

倫理教育、医療ボランティア実習などを導入しつつ、実務実習

味で、北里薬学は6年制教育の方向性を一段確かなものにでき

にあっては北里の４病院をフルに用いた教育を行うとともに、

たと考えます。

全ての学生に卒業研究を課し、６年生前期にその成果の発表を

大学の期待によく応えてくれた学生諸氏に改めて敬意を表す

行わせるなど、これからの医療人に欠かせない学習−研究−実

るとともに、北里を信頼し、支えてくださるご父母・ご家族に

践の循環による高度な医療参画能力の開発を企図してまいりま

感謝申し上げたいと思います。また、6年制教育の課程には、

した。

多くの卒業生の皆様に様々な形で参画していただいており、そ

このような教育体系は、薬学部教職員や実務家教員にとって

の力なくして、今、そして未来の北里薬学は成立しないといっ

も力が試される局面ですが、それ以上に、学生にとって他にな

ても過言ではありません。ここで、御礼申し上げるとともに、

い負荷を背負いながら、成長していかなければならないことを

更なるご尽力を賜りますよう、お願い申し上げます。

意味するものでもあります。しかし、学生諸氏は、よく教職員

注）97回薬剤師国家試験「真の合格率」に関するデータは下記

の期待に応えてくださっています。その証しが、いわゆる「真

HP をご参照ください。

の合格率」といわれるものです。
公式に算定されているものではありませんが、国家試験の見

（いずれも個人運営サイト）
■第97回薬剤師国家試験 これが真の合格率だ

かけの新卒合格率が0.0何％を争うようになったころから、公

http://blog.livedoor.jp/reject_ratio/archives/4898358.html

開されている基礎データをもとに、メディアや業者が算定する

■真の第97回薬剤師国家試験合格率（ランキング）

ようになったもので、
ある年の入学者が途中脱落も留年もせず、

http://www3.plala.or.jp/atropine/sin97goukaku.html
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白金祭の準備が進んでいます
第 33 回北里大学白金祭実行委員会
薬学部薬学科 3 年

委員長

白金祭のテーマに
ちなんで作られた
ゆるキャラ「笑顔
ふりまきトカゲ」

渡辺好輝

はじめまして、こんにちは。第33回北里大学白金祭実行委員長の

ていく我々白金祭実行委員会や白金キャンパスの方々はもちろんの

渡辺好輝です。白金祭の宣伝をさせて頂けるこのような機会を与え

こと、当日お越しくださる方々全員が笑顔になれる学園祭にしよう

ていただきありがとうございます。

という意味が込められております。

白金キャンパスでは昨年、２年生から６年生の全学年が揃い、白

第33回白金祭実行委員会は５月に２年生19人と、３年生15人の

金キャンパスで行われる各方面での活動が以前に増して活発になっ

計34名で運営を行っていきます。３年生は各企画の責任者として

てきております。その中でも最も多くの方々が参加される活動が白

様々な企画を提案してくれる他、先輩として２年生を引っ張って

金祭です。また白金祭では地域の方との交流もさせていただいてお

行ってくれるメンバーたちが集まっており、２年生はその企画内容

り、白金祭を運営するにあたって多方面で協力をいただいておりま

に対しての意見を出してくれる頼もしい存在です。現在、テーマに

す。

沿った企画の概要ができ、当日に向けての準備段階に入りました。

今年は、10月27日（土）
、28（日）に開催され、第33回目を迎え

白金祭当日にはキャンパス全体を使って開かれる様々な模擬店や

る白金祭のテーマは『Smile』です。このテーマには白金祭を創っ

芸人さんを呼んでのお笑いライブ、自分好みの香りを選んで作る
香水体験、野外ステージで行われるス
トリートパフォーマンスといったイベ
ントをはじめ多くの企画が行われます。
また、テーマにちなんで作られる『笑
顔ふりまきトカゲ』は一見の価値あり
です。
その他の企業・機関 3%
ＣＲＯ・ＳＭＯ 5%
医薬品卸 2%

今年の白金祭は、笑顔あふれる様々
公務員 3%

な企画を準備しておりますので、是非
病院
（国公立含む）
20%

進学
お越しください。白金祭実行委員会一
100％

製薬企業 11%

ドラッグストア 23%

同お待ちしております。
調剤薬局 33%

白金祭実行委員会メンバー

平成23年度卒業者・修了者の進路
●薬学部卒業者の進路
薬学科
（6年制） 就職希望者 235名
就職者 235名
進学者 6名
研修生・その他 7名
卒業者計 248名
その他の企業・機関 3%
ＣＲＯ・ＳＭＯ 5%
医薬品卸 2%

●大学院薬学研究科
薬科学科（4年制） 進学者 7名
卒業者計 7名

修士課程

その他の業種 15%

公務員 3%
病院
（国公立含む）
20%

化学系企業 7%

進学
100％

ＣＲＯ・ＳＭＯ 15%

ドラッグストア 23%
調剤薬局 33%

●薬学部卒業者の主な就職先

研究
機関
11%

製薬企業 18%
教育機関
33%

製造企業
56%

調剤薬局 4%
医療用機器製造 4%
化粧品香料製造 18%

〈公務員〉東京都
〈病院〉埼玉医科大学病院
〈製薬企業〉三和化学研究所 / 佐藤製薬 / ウチダ和漢薬 / アスクレップ
〈医療機器・化粧品・化学系企業〉カネボウ化粧品 / 花王 / ジェイオーコスメティッ
クス / 日本乳化剤 / 東京化成工業
〈CRO・SMO〉北里大学臨床薬理研究所 / 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 /ACRONET

●薬学研究科博士後期課程修了者の主な就職先
北里研究所 / 自治医科大学【ポスドク】/ 北里大学 臨床薬理研究所 / ヤンセンファー
マ / 小野薬品工業 / ノバルティスファーマ / 富山化学工業 / 帝國製薬

公務員 4%
病院 4%
研究機関 7%

私立学校教員 4%
化学系企業 7%

公務員 4%
病院 4%
研究機関 7%

●薬学研究科修士課程修了者の主な就職先

〈公務員〉警視庁 / 神奈川県 / 川崎市 / 東京都特別区（23区）
〈病院〉北里大学病院 / 北里大学北里研究所メディカルセンター病院 / 東京都立病院 /
筑波大学附属病院 / 自治医科大学附属病院 / 日本医科大学附属病院 / 聖路加国際病院
/ 虎の門病院 / 日本赤十字社医療センター / 亀田総合病院
〈製薬企業〉武田薬品工業 / アステラス製薬 / ノバルティス ファーマ /Meiji Seika ファ
ルマ / グラクソ・スミスクライン
〈調剤薬局・ドラッグストア〉アイセイ薬局 / アイングループ / 住商ドラッグストアー
ズ / スギホールディングス / クオール / クラフト
〈進学〉北里大学大学院 / 東京大学大学院 / 立命館大学大学院
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博士後期課程
就職希望者 9名
修了者計 9名

私立学校教員 4%

製薬企業 11%

その他の業種 15%

就職希望者 27名
就職者 27名
進学者 2名
研修生・その他 2名
修了者計 31名

研究
機関
11%

製薬企業 18%
教育機関

製造企業

球技大会に参加して
北里大学球技大会優勝チーム
薬学部薬学科 4 年

の薬学部から優勝チームを輩出するということです。昨年
は惜しくも準優勝という結果に終わってしまっていただけ

川野早紀

に、今年は気合十分、４チームが６月３日に行われた第50
回北里大学球技大会に参加しました。初戦で負けてしまっ

薬学部には正式なバレーボール部とい
うものは存在しません。３年ほど前から

たチームもある中、２チームが準決勝まで進むことができ
北里大学球技大会に参加したチーム

ました。そして５年生の北林快さんが率いるチームが去年

全学の排球部に所属していた学生が北里ホールをお借りして練習を

と同様決勝まで残り、ついに念願の優勝を掴み取ったのです。北林

していたところに人が集まり、今日では薬学部２〜５年生の有志に

さんは２年から毎年球技大会に参加していましたが、毎年同じメン

よって週１回の練習が行われています。正式な部活や同好会という

バーで出場していたわけではありません。しかしいろんな仲間と

わけではないため、リーグ戦に参加したり対外試合を行なったりと

やってきたからこそ今回の優勝があると感じています。

いうことはありませんが、皆バレーボールが好きで、性別や学年と
いう垣根を越えて楽しみながら毎週練習をしています。
そんな私たちですが、ただ一つと言っていい大きな目標がありま
す。それは毎年６月に相模原キャンパスで行われる球技大会で、こ

今年の優勝に引き続き、来年も仲間を大切にする気持ちを忘れず
に普段の練習により一層力を入れ、私たち薬学部チームがバレー
ボールでの優勝・上位独占を狙いたいと思います。応援よろしくお
願いします。

平成25年度薬学研究科中間発表会開催のお知らせ
教育委員会 副委員長
（微生物学教室 教授）

岡田信彦

および研究テーマ、研究内容の概要を紹介します。発表会後は情報
交換会を開き、ここで研究内容に関する質疑応答を行い、お互いの
研究に関して理解を深めるようにします。
薬学研究科中間発表会開催について詳細は以下の通りです。

現在、薬学研究科には修士課程、博士後期課程および博士課程が
あり、84名の大学院生が在籍しています。薬学研究科には、薬学部

薬学研究科中間発表会開催内容（予定）

卒業生に加え、他学部あるいは他大学からの進学者も増加傾向にあ

１）開催時期：４〜５月に１回、７〜９月に１回

り、さらに社会人からの進学も多くなっています。一方で、研究室

２）開催場所：薬学部コンベンションホール

間での大学院生の交流は希薄となり、研究室を超えた大学院生同士

３）対象：修士課程１年〜２年、博士後期課程１〜３年、

の有益な情報交換の機会はあまりないというのが現状です。
そこで、

博士課程１〜４年

大学院生間の交流を活発にし、互いに情報交換することにより、今

４）発表内容：自己紹介、研究テーマ、研究内容の概要

以上に高度な研究を遂行できるようにすることを目的とし、平成25

５）発表時間：３〜５分間

年度より薬学研究科大学院生を対象に、中間発表会を開催すること

６）情報交換会：発表会終了後

を決定しました。発表はミニプレゼンテーション形式で、自己紹介

就職委員長に就任して
就職委員会 委員長
臨床薬学研究・教育センター
（臨床薬学）薬物治療学Ⅲ 教授

厚田幸一郎

本年度より就職委員長を担当することとなりました。何卒よろし
くお願い申し上げます。
さて、本年４月には６年制教育を修了した初の卒業生がそれぞれ

た、年々企業による就職試験の内容が多様化し、難易度を増してき
ています。このような状況から学生の就職支援は大学にとって重要
な課題となっています。幸いなことに本学では以前より就職委員会
を設置し積極的な就職支援活動を行っており、その内容は年々充実
していると自負しております。
年20回にも及ぶ様々な内容の就職ガイダンス（インターンシッ
プガイダンス、コミュニケーション講座、エントリーシートの書き
方、面接対策講座など）を開催しております。なかでも毎年12月に
開催しております企業フォーラムは一大イベントとなっており、昨

の就職先へ巣立って行きました。左ページに平成23年度の進路デー

年は100社の企業が参加し、延べ参加学生数は688名となりました。

タを示しました。平成24年度（旧4年制課程）と比較して大きく変

さらに一昨年より、キャリアカウンセラーを配置し、週3回の就職

化した点は、病院への就職者の増加（８%→20%）と、製薬企業へ

相談を行っております。

の減少（20%→11%）です。これは、６年制教育に移行したことに

積極的でコツコツと努力する学生ほど就職先から内定を獲得しま

より2年間の薬剤師空白期間があったことなどが影響していると思

す。本学の学生は優秀です。だからこそ、良い就職を勝ち取っても

われます。薬学部の就職率はこの不況時代にありながら100%を堅

らいたいと願っていますし、そのために教職員が一体となって支援

持しておりますが、薬系大学の増加に伴う薬剤師数の増加が懸念さ

していく体制を構築しています。積極的に就職支援プログラムに参

れており、薬剤師過剰時代が到来することも予想されています。ま

加し、納得いく就職を勝ち取ることを祈念しています。
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薬学研究プロジェクト
研究推進委員会 委員長
（微生物薬品製造学教室
教授）

供田 洋

考えております。
現在、学部すべての
研 究 に 対 し て、 研 究
室横断型の研究テーマ
でアンケートをとりま

薬学部ニュース No.3で文部科学省から

したところ、基礎系と

の私立大学学術研究高度化推進事業（ハイ

臨床系からそれぞれ33

テク・リサーチ・センター整備事業。現在

テーマと6テーマが集

は私立大学戦略的研究基盤形成支援事業と

まりました。その内容

名称変更）での本学部の成果を報告しまし

を見ますと、やはりこ

た。私学薬学部では研究の展開がとても難

れまで北里大学が実績

しくなっていると言われておりますが、本

を残してきました創薬

学部では平成24年度〜26年度まで独自の資

研究に関連したアイデ

金を準備し、研究を活性化する方針を立て

アが多く見受けられました。7月の夏期教

ています。その大きな方向づけとして、基

授会でこの39テーマをもう一度精査し、基

今後のこの融合研究の動向はこの薬学部

礎系と臨床系の研究を融合させ、研究室横

礎系、臨床系を問わず多くの研究室が関与

ニュースで皆様にもお伝えしていきたいと

断型の特色あるものを構築していくことを

し連携でき、かつ本学に相応しい融合研究

存じます。

を選定していくことが確認されました。

薬用植物園の教育と研究
薬学部附属薬用植物園
准教授

１年生を対 象と
した薬用植物の
観察実習

福田達男

薬用植物園は約50年の歴史があり、これ
までに多くの貴重な植物が収集され園内で
保存されています。薬用植物園ではこれら
の植物を活用するため、薬用植物学の授業
の一環で1年生全員を十数名の班分けをし
て約1時間の観察実習を行っています。ま
た、本園では観察できない法律で規制され
た植物については、東京都薬用植物園で5
月にケシを9月にはアサとコカの見学会を
行い、今年のケシの見学会では1年生だけ
で248名が参加しました。
また、薬用植物園では3年前から3名の卒

であるクララ、天南星の基原植物である

になっている雑種植物を作ることができま

論生が配属になっています。最初は配属枠

Arisaema 属植物、五味子の基原植物であ

す。

を設けても白金とは地理的に離れているた

るチョウセンゴミシを取り上げています。

め希望者があるのか心配する声もありまし

これらの植物を選んだ理由は、他の植物園

これらの雑種植物の遺伝子解析を行ってお

たが、ふたを開けて見ると希望しても植物

では見られない貴重な植物で、オケラ属植

り、両親の塩基配列が雑種植物でどのよう

園に配属されない学生が出るほどです。

今６年生の小澤俊貴君と尾本香織さんは

物では国内に自生するオケラの他、中国に

に表現されるか見ており、さらに、この研

卒論のテーマは薬用植物園の主な研究

分布するホソバオケラやシナオケラなどが

究は５年生の大橋晴奈さんが継続でやっ

テーマである生薬の基原植物に関する研究

あり、しかも両性花を持つ個体と雌花を持

ています。その他、５年生の榎本かほり

の中から、これまでに朮類生薬の基原植

つ個体があることから、種間または種内で

さんが、A.erubescens や東北天南星などの

物であるオケラ属植物、苦参の基原植物

自由な交配試験ができオケラ属植物で問題

Arisaema 属植物の遺伝子解析をやってい
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ます。また、植物の形態や生育調査で論文

薬用植物園内の
実験室での遺伝
子解析の実験

を書く学生もいて、クララの根茎の形態調
査は６年生の大河内優さんが、チョウセン
ゴミシの開花と結実の調査を5年生の清水
聖子さんがやっています。
しかし、植物の研究では５年生の半年は
実習に出ているため、１つの植物を継続し
て観察することが困難なため、大河内さん
と清水さんには天南星の基原植物である

A.erubescens や東北天南星の生育調査など

依存する割合が高く、今後漢方医療が今ま

をやってもらい植物の勉強を広くやってい

で通り行っていけるか懸念されていること

ます。

から、優良品種の選抜や栽培技術の確立に

このように薬用植物園では薬用植物の基
試験圃場での東北天南星の生育調査の様子

礎研究を行っていますが、今生薬は中国に

貢献し、生薬の安定供給に寄与できればと
考えています。

夢の留学。。
。現実は！？
薬理学教室
講師

松尾由理
留学先
Yale University,
School of Medicine,
USA

た、これまでと異なる分野での研究がした

会いもありました。沢山の文化の違い、研

い、という気持ちもあり、成体神経新生の

究の進め方・考え方の違い、多国籍の研究

最先端の研究を行っている Yale 大学医学

者・友人との出会い、そして、コネチカッ

部神経外科 Angelique Bordey 博士の元に

トの大自然。今振り返ると、まるで夢だっ

留学しました。

たかのように、良いことばかりが懐かしく

ラボには沢山のポスドク、医者、大学院

思い出されます。この留学が良かったか否

生が、活発にディスカッションし、所狭し

かは、
今後の自分にかかっているでしょう。

私は小さい頃から、海外で研究したいと

と机や器具が並び、実験台、実験機器を奪

この経験を通し少しでも自分が変わり、今

いう夢を持っていました。海外へ行ったら、

い合い、その活気にとても刺激を受けまし

後の研究と教育、そして人生に活かしたい

自分は大きく変わるのではないか、全く違

た。しかし、今まで日本で簡単にできてい

と思っています。

う発想で研究出来るのではないか、などと

た実験や試薬の注文すら手こずり、自分の

最後になりましたが、留学を支えて下

考えていました。しかし、北里大学に勤め

英語能力の無さ、遂行能力の無さに、自信

さった多くの方々に、心より感謝申し上げ

始めて10年以上経ち、その間結婚・2度の

を失いかけました。与えられたテーマは難

ます。

出産など、留学の夢がどんどん遠のいてい

しく、明け方まで実験

く気がしていました。それでも、多くの先

しても全く結果が出な

生方、留学を支援する財団、家族等に支え

い、などということも

られ、長年の夢が叶い、いざ米国へ渡っ

何度かありました。1

たのは一昨年の10月のことでした。小さな

年3ヶ月という短い期

子供2人を連れての留学。研究だけでなく、

間でしたので、帰国が

生活、子供の学校・保育、慣れない環境で

近づくにつれ、焦りが

沢山のことを一度に立ち上げなければなら

募りました。

ず、悪戦苦闘しながら慌ただしく時が過ぎ
ました。

現実は夢と異なり、
自分の未熟さを痛感す

私はこれまで、脳虚血やパーキンソン病

る毎日で辛いことも多

などの脳病態における炎症について研究を

かったのですが、留学

続けてきました。これらの病態において、

をしなければ味わえな

神経新生が変化することに興味を持ち、ま

かった発見、喜び、出

Yale 大 学 内 の 桜 の 木 の下 で ラ ボ のメンバーと（2 列 目 左 から 3 番 目が
Angelique Bordey 博士、右から 2 番目が筆者）
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文部科学省「がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン」の選定について
平成19年度「がんプロフェッショナル養成プラ

④全体取組：がん治療の均てん化は達成されつつ

ける先端的がん専門家の育成」共同事業体での活動

ン」
（主幹校：北里大学）に引き続き、平成24年度

あるが、未だに約半数の患者の治癒は難しく、標

を通して、種々のがん医療の諸問題を解決してき

新たに「がんプロフェッショナル養成基盤推進プラ

準治療を超えた医療の開発と患者のQOLを高める

た。この度、新たなチーム構成のもと、既に熟知

ン」
（主幹校：慶應義塾大学）に選定されました。

医療を推進しなければならない。このようにがん

している各大学の専門性や特徴を生かし、相補的

がんは、わが国の死因第一位の疾患であり、国

医療を高度化するためには、最先端の基礎研究を

かつ相乗的に協力することで、質と効率の高い教

民の生命及び健康にとって重大な問題となってい

推進し、医療現場に橋渡しし、科学的根拠と高い

育ネットワークを構築し、次世代のがん研究治療

ます。そのため、本事業は、手術療法、放射線療法、

倫理観に基づいて実行に移すことのできる医療人

を担う人材を育成する。

化学療法その他のがん医療に携わるがん専門医療

の養成が必要である。医師、歯科医師、看護師、

⑤本学部の取組：薬学研究科博士課程薬学専攻大

人を養成する大学の取組を支援することを目的と

薬剤師、理学療法士、医学物理士、基礎研究者、

学院生を対象に研究能力を有するがん専門薬剤師

しています。

治験担当者など全ての職種が「先端研究」を合言葉

または薬物療法認定薬剤師の養成を行い、最先端

にしたチームを形成しなければならない。連携大

の知識・技能を修得し、がん医療チームの一員と

学のうち９大学は、５年間にわたる「南関東圏にお

して活躍できる人材を育成する。

この度の本プログラムの選定にあたっては、
Ⅰ . がん教育研究基盤の構築、Ⅱ . がん教育改革の
推進、Ⅲ . がん医療の均てん化が成果並びに効果と

高度がん医療開発を先導する専門家の養成

して期待できることが、選定理由となっておりま

高度ながん治療

す。

エビデンス-ギャップの解消
治療アドヒアランスの向上

なお、本取組の概要等については次のおりとな

地域がん治療

地域連携緩和医療
（慶應大）

包括的がん治療講座（信州大）

がん看護TR
（慶應大）
緩和医療・臨床心理士育成
（慶應大）
がん看護上級臨床実践
（聖路加大）
●がん看護スキルアップ
（聖路加大）
●
●

ります。また、
近日中に本学部ホームページ
（http://

患者・家族・医療人のQOL向上

●

www.kitasato-u.ac.jp/pharm/）でプログラム実

早期探索的臨床試験
がんTR臨床研究
（慶應大）
●包括的腫瘍医療研修
（慶應大）
●薬学がん専修
（慶應大）
●がんTR研究者養成
（東海大）
●がんCRC養成
（東海大）
●早期探索的研究者養成
（聖マ医大）
●高度がん医療専門看護師養成
（慶應大）

ご覧下さい。

●

トランスレーショナル
研究

低侵襲がん治療

基礎腫瘍学・TR
（慶應大）
リサーチマインドを有するがん医療人養成
（信州大）
●医療薬学履修
（北里大）

推進プランの概要
①連携大学：10大学

がん専門看護師

慶應義塾大学（主幹校）
・北里大学・首都大学東京・

慶應義塾大学 健康マネジメント研究科

信州大学・聖マリアンナ医科大学・聖路加看護大学・

北里大学 看護学研究科

東海大学・東京歯科大学・山梨大学・国際医療福
祉大学

北里大学 医療系研究科
国際医療福祉大学
医療福祉学研究科

③事業期間：平成24年度～平成28年度（５年間）

教育

信州大学 医学研究科

研究

共通e-learning教育
大学院生TR研究
大学横断教育コース
合同ワークショップ
合同シンポジウム

慶應義塾大学 医学研究科

門家の養成

がん専門医師

TRの展開
QOLの向上

首都大学東京 人間健康科学研究科

②プログラム名：高度がん医療開発を先導する専

先端的基礎研究

地域医療

聖路加看護大学 看護学研究科

消化管がん低侵襲治療医養成
（慶應大・北里大）
超音波・内視鏡診断スペシャリスト養成
（北里大）
●集学的がん治療スペシャリス
ト養成
（北里大）
●前立腺がん密封小線源挿入療法チーム養成
（北里大）
●高精度放射線治療
（慶應大・東海大）
●医学物理士養成
・放射線治療物理学研修
（首都大・東海大）
●口腔がん治療専門医養成
（東歯大）
●

●
●

●

●

標的・バイオマーカー探索

がんプロフェッショナル養成基盤

がんリハビリ
（慶應大）
口腔ケア・がん治療支持療法
（東歯大）
がんサイバーフォローアップ
（慶應大）
造血器腫瘍の在宅医療研修
（慶應大）
●がん看護専門看護師養成
（北里大）
●
●

●

施状況等を掲出する予定でおりますのでそちらも

地域がん特進コース
（山梨大）

●

●

理学物理士等

慶應義塾大学 医学研究科 聖マリアンナ医科大学 医学研究科
東海大学 医学研究科
山梨大学 医学工学総合教育部
北里大学 医療系研究科

東京歯科大学 歯学研究科

慶應義塾大学 薬学研究科
北里大学 薬学研究科
国際医療福祉大学 薬学研究科

がん専門薬剤師

学際生命科学東京コンソーシアムの活動報告
異なる研究領域の最前線がぶつかり合う学際分

授業に参加することは、多くの時間を費やしてし

本学部でも独自に就職説明会を実施しておりま

野での「教育の充実と研究の推進」を基本理念に、

まうことから、さらに履修者を増やすためには遠

すが、本コンソーシアムでは修士学生を中心に

平成21年度に東京医科歯科大学、お茶の水女子

隔授業のできる設備や授業のDVD化などを取り

共同就職説明会（表２）を開催しています。また、

大学、学習院大学、そして北里大学が連携して設

入れることが必要視されております。

数社の製薬企業やCROなどで２、３日間にわた

立された「学際生命科学東京コンソーシアム」で

2）修士学生の共同就職説明会とインターンシッ

るインターンシップを企画していただき、参加し

のこの３年間の活動についてその一部を簡単に報

プ

た大学院生からは充実した内容であり、貴重な体

告します。
1）修士学生のための共通シラバス

表1

修士学生の共通シラバス履修者数
科目数

医科歯科大

（かっこ内は延べ人数）

お茶大

北里大

学習院大

合計

本コンソーシアムでは各大学の中から特色ある

平成22年度

57科目

21名（21名） 17名（25名） 6 名（7名）

大学院授業を選別し、４大学間での共通シラバス

平成23年度

79科目

23名（24名） 27名（31名） 14名（20名） 7名（11名） 71名
（86名）

として自由に履修できるようになっております。
その科目数も57科目
（平成22年度）
から79科目
（平

表2

8名（16名） 52名
（69名）

修士学生の共同就職説明会参加者
回数

医科歯科大

お茶大

北里大

学習院大

合計

成23年度）と増加し、北里大からの履修者数も増

平成22年度

5回

64名

32名

17名

24名

137名

加（６→14名）しております（表１）。他大学での

平成23年度

3回

77名

25名

39名

3名

144名
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験であったとの報告を受けております。

トン大学ロースクールでのサマーキャンプ参加の

ります。

3）ライフサイエンス分野産学連携人材養成プロ

推薦を得ることができます。平成24年度も秋頃

6）今後の取組み

グラムの実施

から開催される予定で準備が進んでいます。

本プログラムは特に社会人を対象として、特許

4）市民講演会

東京コンソーシアムでは次期の取組みが進行中
です。これまでこの４大学の教育研究資源を有効

法講義（８回）バイオビジネス講義（３回）と、バイ

「いのち」をメインテーマとして、４大学間で

活用することにより修士課程教育の新たな取組み

オテクノロジー講義（12回）が約３ヶ月にわたっ

順番に市民講演会を実施してきました。各大学

にチャレンジしていきたいと考えております。修

て東京医科歯科大学で開講されました。定員は30

から１名の講演者（計４名）と特別講演者１名と

士課程教育の充実・発展をはかり、さらにこれら

名ですが、非常に質の高い講義内容であり、第一線

いう形で、現在まで６回実施してきました。毎回

修士課程学生の修了後の受け皿として、まず東京

で活躍中の弁護士、弁理士、ロースクールの先生

100名〜150名の参加をいただいております。平

医科歯科大学とお茶の水女子大学の博士課程に同

方の講義を受講することができます。参加者は企

成24年度は東京医科歯科大学が、来年度は北里

一名称のコース「疾患予防科学コース」を立ち上

業で実際に知財関係の部署で働いている方々から

大学がホスト役として企画していくこととなって

げていきます。東京都における生命科学の知の拠

大学院生・学部生まで、幅広い方々を含んでおり、

おります。

点として、教育研究水準の一層の高度化、産学連

北里大からもこれまでに数名の助教がこのプログ

5）その他

携の標準化、国際化などを目指していくものです。

ラムを履修しました。出席率と最後の課題レポー

市民講座（より専門的な最先端の生命科学の内

このような東京コンソーシアムの流れに、本学部

トの提出で合格しますと、修了証書がコンソーシ

容）や中学生（文京区と港区）を対象とした理科教

も関与し参画していくこととなることも予想され

アムから発行され、さらに成績優秀者にはワシン

育なども東京コンソーシアムでは実施してきてお

ます。

平成24年度卒業研究発表会
卒論発表を振り返って

貴重な体験ができた卒論発表会

薬学科６年
微生物薬品製造学教室

薬学科６年
病態解析学教室

伊藤 駿

清水絢子

私は微生物薬品製造学教室で微生物資源からの神経幹細胞に作用する化合

私は、カルペリチドの心筋保護効果を細胞内情報伝達系から検討していき

物の探索というテーマで卒業研究を行いました。本研究を通してマウス胎児

ました。結果として、指摘投与量であれば心筋保護効果を有し、その機序に

からの神経幹細胞の培養方法、微生物の取り扱いや培養方法、そして目的の

は細胞増殖作用に関わるシグナルタンパクが寄与している可能性があること

物質を単離精製する技術などを修得することができました。実験は自分の思

が示唆されました。ポスター発表では実験結果等、分かりやすく示されるよ

うように結果が出ないことが多く、研究の難しさを思い知らされることばか

う工夫しました。

りでしたが、その成果を卒論発表研究としてポスターにまとめ上げることは

今回の卒論発表会を行ってよかったと感じたことは主に３つあります。

私にとって貴重な経験で、研究室の先生方の意見や助言を頂きなんとか完成

１つは自分の研究してきたことについて説明したことで、聴いて頂いた方

させることができました。ポスターは発表日（７/ ７）の前日までに北里ホー

からこれからの研究の方向性などを提案してもらったことです。私自身はこ

ルの指定の場所に掲示しました。見学者は前日の午後から皆のポスターを見

れで卒業研究は終わりになりますが、今後、後輩が引き継ぐにあたって様々

られるという配慮をいただいたのですが、残念ながら閲覧している人はあま

な意見を頂けたことは大変よい機会だったと感じています。また発表内容の

り多くなかったように感じられました。

良い点、悪い点を指摘され、研究してきたことへの達成感を感じました。

当日は研究室毎に発表者を４つの時間帯に分け、一人１時間ずつ発表する

２つ目は、ポスターでの発表スタイルは、聴いている人と双方向でコミュ

時間が与えられました。自分の発表では先生方や先輩含め４〜５人の方にし

ニケーションが取れたことです。私の説明が正確に伝わったか、聴き手が疑

か説明する事ができず少し残念ではありましたが、私とは違う視点の意見を

問に思っていることが解決したかなど確認できるという利点があることを知

頂き、自分の研究のさらなる理解へと繋がり、とても意義のある卒論発表に

りました。また口頭発表では、時間の制限があり十分話せないことも多くあ

なったのではないかと思います。また土曜日だったにも関わらず多くの下級

る中で、ポスターではお互い納得いくまで話せるのは良いと感じました。ポ

生も来てくれていました。ただ自分から質問することは難しそうに見え、雰

スターは内容もしかりですが、見せ方も重要であると思いました。説明をし

囲気を味わうことしかできていないように感じられました。下級生もどんど

ないで見ただけでもある程度伝わり、相手に興味を持ってもらえるものを作

ん興味を持って質問に来てもらえればよかったなと思います。

ることが大切だと感じました。

１年半という長期間の成果を形にして発表するというのはなかなかできな

３つ目は、他の人の研究内容を知ることができたことです。研究室内でも

いことであり、今後の人生で何かしらの役に立つのではないかと思います。

テーマが違うと細かい研究内容は知らなかったので、新たに学ぶことができ

また卒業研究のことだけでなく研究室生活を通して先生・先輩・友達などと

ました。また、他の研究室でも私と同じような研究をしているととても興味

色々なこと・時間を共有し多くのことを学びました。人間的に成長できると

を持ってポスターを見ることができました。特に研究意義が明確に示されて

いう意味でも私はこの研究室を選んで本当に良かったと思います。この１年

いる発表はわかりやすかったし、３、４年生が見たときに興味が持てるので

半とても有意義な研究室生活を過ごすことが出来ました。この場を借りて諸

はないかと感じました。

先生方、研究室のメンバーに感謝致します。
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News & Topics
薬学部の教員紹介
■平成24年度新任教員あいさつ
した。そのため、分析装置に関する知識と技術を習得することがで

薬品製造化学教室
講師

きました。四国での仕事は教育・研究だけでなく、地方私立大学特
有の変わった仕事も経験しました。特に印象的だったのが、地元の

伊藤文博

お祭り（イベント）に参加して、
大学宣伝を兼ねての「実験屋台（体
験型実習）
」や「薬剤師体験」でした。対象は幼稚園児から高校生

平成24年４月より薬品製造化学教室（長光亨教授）の講師として

まで幅広く、地方大学の厳しさを体験する貴重な4年間でした。

着任しました伊藤文博と申します。

北里大学薬学部は６年制になり、私の学生時代とは授業内容が大

私は東京の葛飾区柴又という下町で育ちました。北里大学薬学部

きく変わり、新たに社会薬学実習やチーム医療演習などが導入され

を卒業後、千葉大学薬学部で「ミロエステロールの全合成研究」と

ています。既にこれらの実習をファシリテーターという形で参加さ

いう天然物の全合成研究で学位を取得し、昨年度までの4年間、徳

せて頂きましたが、学生さんのディスカッションやプレゼンテー

島文理大学香川薬学部で助教をしていました。

ション能力の高さに驚きました。また、このような新制度が導入さ

徳島文理大学香川薬学部は「うどん」で有名な香川県さぬき市に
あり、東京育ちの私にとって、時間の流れがのんびりしていること

れながらも、今でも基礎研究に力を注ぐ教育方針には、有機化学を
専門とする教員として非常にうれしく思います。

や方言など多くのことに驚きました。四国では解析化学講座という

最後になりましたが、北里大学薬学部のさらなる発展のために、

天然物合成とは異なる研究室に在籍し、有機合成の技術を使って質

微力ながら貢献していきたいと思います。今後とも皆様のご指導ご

量分析用の化学プローブなどの人工物の合成・開発に従事していま

鞭撻のほどよろしくお願いします。

■人事異動について
教室・部門

職位

平成 24 年 5 月 1 日現在（順不同）
氏名

異動・昇任
年月日

井上健一郎 24.3.11

職位

氏名

異動・昇任
年月日

異動事由

生薬学

助教
（嘱託）

中森俊輔

24.4.1

採用

分子薬理学

助教
（嘱託）

倉内祐樹

24.4.1

採用

生体分子解析学

助教
（嘱託）

齋藤康昭

24.4.1

採用

24.4.1

採用

24.4.1

採用

24.4.1

採用

異動事由

公衆衛生学

教授

退職

創薬物理化学

講師

松下泰雄

24.3.31

定年退職

薬理学

助教

田辺敦弘

24.3.31

退職

臨床薬学研究・教育センター
薬物治療学Ⅰ

助教

渡邉千鶴

24.3.31

退職

創薬物理化学

講師

山乙教之

24.4.1

昇任（助教）

薬品製造化学

講師

伊藤文博

24.4.1

採用

薬学教育研究センター
社会薬学

助教

山本大介

24.4.1

生物分子設計学

助教

清田泰臣

薬剤学

助教

藤原亮一

24.4.1

採用

放射性同位元素研究室

助教
（嘱託）

河野鮎美

24.4.1

採用

創薬物理化学

助教
（嘱託）

小関 準

24.4.1

身分変更
（特任助教）

微生物薬品製造学

助教
（嘱託）

福田隆志

24.4.1

部門異動
（北里生命科学研究所）

教室・部門

助教（嘱託）
婦川貴博
臨床薬学研究・教育センター レジデント
薬物治療学Ⅰ
助教（嘱託）
森田茉実
レジデント
臨床薬学研究・教育センター 助教（嘱託）
薬物治療学Ⅱ
レジデント

佐藤 玲

身分変更
助教（嘱託）
牛久保裕子 24.4.1
（助教（嘱託）） 臨床薬学研究・教育センター レジデント
薬物治療学Ⅲ
助教（嘱託）
24.4.1
採用
口町恵里子 24.4.1
レジデント
臨床薬学研究・教育センター 助教（嘱託）
金澤温子
薬物治療学Ⅳ
レジデント
助教
臨床薬学研究・教育センター （嘱託）
事前学習担当
助教

採用
採用

24.4.1

採用

島 久美子

24.4.1

採用

向井潤一

24.5.1

採用

■薬学部永年勤続教員の紹介
永年勤続 30 年

教室
臨床薬学研究・教育センター 薬物治療学Ⅳ

永年勤続 20 年

教室
臨床薬学研究・教育センター 薬物治療学Ⅳ
生化学
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職位

氏名

講師

渋谷 清

職位

氏名

准教授

久保田理恵

講師

柴垣芳夫

■平成24年度昇任教員あいさつ

モデルを用いて、新規薬物の活性を予測します。標的となるタンパ

創薬物理化学教室
講師

山乙教之

データに基づいて、コンピュータ上でモデルを構築し、次に、その
ク質の３次元構造が既知の場合には、コンピュータ上で、薬物分子
をタンパク質内にドッキングし、薬物とタンパク質がどのように相

2010 年 6 月
南アにて

互作用しているかを明らかにします。また、タンパク質の立体構造
が未知であるが、活性のある薬物が複数知られている場合には、薬

平成24年４月１日より創薬物理化学教室の講師に昇任しました

物を鍵とみなし、それらを立体的に重ね合わせて、鍵穴であるタン

山乙教之（やまおつのりゆき）です。出身は、
北海道紋別郡遠軽町、

パク質側の情報を推定します。そして、得られた予測モデルに基づ

網走市のそばです。オホーツク海がすぐそこですが、流氷を見た記

き、どのような化合物を合成すれば良いのか指針を提示したり、有

憶はありません。その後、小学校から大学まで、札幌で育ちました。

望そうな化合物を提示したりします。実際には、持ち込まれた実験

北大薬学部の修士1年の時に、
広野教授（当時、
助教授）に誘われて、

データを説明できるモデルを構築し、予測モデルを発表しただけで

前身の製剤学教室（森口郁生 前教授）に平成２年９月に着任しま

終わることが多く、予測の正しさが実証される機会が少ないのが悩

した。初めて、東京の夏を経験して、ここは人間の住むところでは

ましいところです。しかし最近、共同研究で発表したヒト血清ア

ないと思ったのを覚えています。着任してから、もう20年以上が過

ルブミンの偽エステラーゼ活性の触媒残基についての予測モデル

ぎましたが、今でも暑さには慣れません。

（Sakurai ら、2004）が、８年後の今年イタリアの研究者によって

北里では、コンピュータを用いたドラッグ・デザイン手法を研究

実験的に支持されました（Ascenzi と Fasano、2012）
。今後もこ

しています。研究の流れを簡単に説明しますと、既存薬物の活性

の様なことを期待しつつ、研究に励んでいきたいと考えています。

北里研究所創立100周年・北里大学創立50周年
記念事業募金のお願い
このたび、創立記念事業「Kitasato 100×50プロジェクト［未来科学の創造〜 Pioneer the Next 〜］」の推進にあたり、
募金活動を開始しました。みなさまの温かいご支援とご協力を賜りますよう謹んでお願い申し上げます。
〔募金要項〕
名称：北里研究所創立100周年・北里大学創立50周年記念事業募金
目的：北里研究所創立100周年・北里大学創立50周年記念事業に要
する資金調達のため
①教育の充実 ②学生支援の充実 ③大学施設拡充 ④キャ
ンパス整備 ⑤研究の充実 ⑥国際化の推進 ⑦病院施設設
備充実 ⑧北里精神の継承・発展
目標額：50億円
期間：平成24年4月1日〜平成29年3月31日（5年間）
〔記念事業募金のお払い込み方法〕
各種払込方法の中からお選びいただくことができます。
■銀行・郵便局（ゆうちょ銀行）
所定の「払込取扱票（兼記念事業募金申込書）」をご使用のうえ、
各窓口でお手続きください。
◆ ATM でのお払い込みはできませんのでご注意ください。
■クレジットカード・コンビニエンスストア
創立記念事業募金ホームページからお申し込み後、お支払いとな
ります。
■インターネット振込
取扱金融機関にインターネットでご利用できる口座をお持ちの方
は、インターネットでお振り込みができます。創立記念事業募金
ホームページからお申し込み下さい。
お問い合わせ先

学校法人北里研究所 法人本部総務部企画課（記念事業担当）
〒108-8641 東京都港区白金5丁目9番1号
TEL：03-5791-6474 FAX：03-3449-0953
E-mail：kinen ＠ kitasato-u.ac.jp
創立記念事業の詳しい内容は以下のホームページもご覧ください。

記念事業ホームページ

http://www.kitasato.ac.jp/100x50/

〔寄付金控除〕
ご寄付は、特定公益増進法人及び租税特別措置法に対して支払われ
た寄付金として、税法上減免税の措置が受けられます。
■個人の場合
下記の①または②のどちらかを選択し控除を受けることができます。
①寄付金控除（所得控除）による場合
寄付金（年間総所得の40％に相当する金額が上限）が2千円を超え
る場合は、その超えた金額がその年の課税所得から控除されます。
寄付金控除額

＝

寄付金額

−

2,000円

②公益社団法人等寄付金特別控除（税額控除）による場合
寄付金（年間総所得の40％に相当する額が上限）が2千円を超える
場合は、その超えた金額の40％に相当する額が所得税額から控除さ
れます。
寄付金控除額

＝（寄付金額−2,000円）×

40％

※ただし、寄付金の控除額は所得税額の25％が限度となっています。
また、東京都の都民税・神奈川県、埼玉県、新潟県及び青森県の県民税・
北海道八雲町の町民税は寄付金控除の適用が受けられます。ただし、
東京都の区民税及び市町村民税・上記の各県の市町村民税は、市区
町村により寄付金税額控の適用が異なります。なお、確定申告時の
必要書類については北里研究所からお送りいたします。
■法人の場合
企業等法人からのご寄付は、日本私立学校振興・共済事業団（以下「事
業団」）を経由する受配者指定寄付金として扱い、寄付金の全額を事
業年度の損金に参入できます。所定の寄付申込書を送付いたします
ので、下記記載の問い合せ先にご連絡ください。なお、損金算入手
続きには、事業団の発行する「寄付金受領書」が必要となりますので、
遅くとも1ヶ月前までに、本学にお振り込みくださるようお願いい
たします。
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薬学部入学試験結果
（ ）内は女子で内数
合格者数は繰上合格者等を含む
最高点・最低点は繰上合格者等を含まない

指定校推薦入学試験
募集学科

募集人員

薬学科（6年制）

合格者数

倍率

70 名

65（56）名

65（56）名

65（56）名

1.0

5名

2（0）名

2（0）名

2（0）名

1.0

生命創薬科学科（4 年制）

志願者数

受験者数

備考
指定校推薦

社会人特別選抜入学試験
募集学科

募集人員

志願者数

受験者数

合格者数

倍率

薬学科（6年制）

若干名

3（2）名

3（2）名

0（0）名

—

生命創薬科学科（4 年制）

若干名

1（1）名

0（0）名

0（0）名

—

備考
—

大学入試センター試験利用入学試験（A方式）
募集学科

募集人員

薬学科（6年制）

志願者数

受験者数

合格者数

倍率

配点

最高点

最低点

30 名

953（611）名

952（610）名

102（63）名

9.3

700

667

616

5名

221（91）名

221（91）名

30（12）名

7.4

700

670

611

志願者数

受験者数

合格者数

倍率

配点

最高点

最低点

150 名

1,488（881）名

1,422（841）名

443（262）名

3.2

300

271

178

25 名

248（87）名

235（80）名

98（32）名

2.4

300

269

162

生命創薬科学科（4 年制）

一般入学試験（B方式）
募集学科

募集人員

薬学科（6年制）
生命創薬科学科（4 年制）

編入学試験（2年次編入）
募集学科

募集人員

志願者数

受験者数

合格者数

倍率

薬学科（6年制）

若干名

11（6）名

10（5）名

3（1）名

3.3

生命創薬科学科（4 年制）

若干名

1（1）名

0（0）名

0（0）名

—

平成 25 年度入試日程

大学院修士課程

（薬学科・生命創薬科学科）

指定校推薦入学試験

１１月１7日（土）

大学入試センター試験利用
入学試験（A 方式）

１月１9日（土）
～１月20日（日）

一般入学試験（B 方式）

２月 １日（金）

（

推薦（薬科学・臨床統計学・
医薬開発学）

６月 7日（木）

Ⅰ期
８月29 日（水）
一般・外国人留学生
特別選抜（薬科学・
Ⅱ 期 １０月１3 日（土）
臨床統計学・医薬開発学・
外国人 )
Ⅲ 期※
2月14日（木）
社会人特別選抜
（臨床統計学・
医薬開発学）

１次

９月２4日（月）

２次

１０月１１日（木）

（

博
士
後
期
課
程

一般 Ⅱ 期
２月１４日（木）
（薬科学・臨床統計学・医薬開発学）
１次
社会人特別選抜
（臨床統計学・医薬開発学） ２次

立って行くのを見送ったのもつい最近の事でしたが、季節は変わり残暑

□発行責任者／伊藤 智夫

厳しい時期となりました。今年後半を迎えるにあたり、6年制教育の1期

□編集責任者／供田 洋

生の作った軌跡をさらなる飛躍につなげることが出来るよう教育・研究・

〒108-8641

キャンパスライフの充実を図っていくこととなります。また、平成24年

東京都港区白金5-9-1

は本大学が創立50周年を迎え、節目の年にもなります。薬学部におきま

北里大学薬学部事務室総務課

しても、北里精神を継承し、より一層の発展のためにも優れた人材育成

TEL 03-3444-6191

（Y.I.） □発行日 2012年8月10日

９月２4日（月）
１０月１１日（木）

社会人特別選抜（薬科学）

２月１４日（木）

推薦（薬学）

6 月 7日（木）

博
士 一般（薬学）
課 社会人特別選抜
程
（薬学・医療薬学−がん領域−）

http://www.kitasato-u.ac.jp/pharm/

桜の花が満開を迎え、6年制教育を修了した初の卒業生たちが社会に巣

）内は履修コース名

一般Ⅰ期・外国人留学生特別選抜
１０月１１日（木）
（薬科学・臨床統計学・医薬開発学）

薬学部ニュース[No.4]

編 集 後 記

と学術研究を行っていける環境づくりに努力してまいります。

大学院博士後期・博士課程

）内は履修コース名

※修士課程一般入学試験Ⅲ期は、Ⅱ期入学試験の状況
により実施します。実施するⅢ期は、一般入学試験に限
ります。
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※白金キャンパスにて実施

薬学部
社会人特別選抜入学試験・ １次 １１月１0日（土）
編入学試験（2 年次編入） ２次 １１月１7日（土）

備考

8 月29日（水）
２月１４日（木）

