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特集

薬学部の1年間とこれから
薬学部の国際化をめざした今後の国際交流の動きも

教育委員会からのご報告
教育委員会 委員長
生体分子解析学教室 教授

教育委員会から、今年度（H24 年度）に行われた教務関

本間 浩

大学院では、TA（teaching assistant）制度が昨年度

連の主な出来事と、来年度の主な予定をご報告したいと

から整備され、来年度からは RA（research assistant）

思います。

制度が始まります。大学院生の経済的支援になればと考

学部関係では、今年度の前期定期試験にあたって、
「試

えています。また、院生同士や教員との交流を深める目

験情報に関する取扱い」が制定されました。試験内容に

的で、院生中間発表会と親睦会を来年度から始めること

関する情報は、学生のみなさんにとっては言うまでもな

になりました。さらに、研究指導教員以外の教員も院生

く重要です。今回改めて、公平で必要十分な情報の提供

の研究や生活をサイドからサポートする複数指導者制度

を徹底するように先生方にお願いいたしました。また、

を開始します。この他、来年度から講義科目を整理統合

試験結果に対する正式な問い合わせ方式を決めたほか、

して、これまでより広い領域の講義が聴講できるように

模範解答や追再試験に対する準備等の情報を提供するこ

なります。また、来年度の大学院入試から科目数が増え

とを改めて確認いたしました。

ることになっています。

6 年制薬学科は、昨年度が完成年度に当たり、1 学年か

薬学部は、6 年制薬学科の完成をみて新しい段階に至っ

ら 6 学年まで教育体制が整いました。今年度は、それを

たといえます。薬学科、生命創薬科学科、薬学研究科の

基に、6 年生の国家試験に対応した総合演習科目などに

教育体制のより一層の充実を目指して、教育委員会では

改良・修正を加えました。また、来年度からは、薬学教

今後もさまざまな取り組みを行いたいと考えています。

育研究センター学習支援部門を中心とする体制を衣替え

今後ともご支援、ご協力をお願い申し上げます。

して、サポートの必要な学生さんを以前にも増してより
強力に支援する体制を整える予定です。さらに、来年度
内には、薬学会で改正作業が進められている新しい 6 年
制薬学教育モデルカリキュラムが公表されますので、そ
れに対応したカリキュラムの修正が必要になってきます。
4 年制生命創薬科学科では、第一期生が今年度 3 年生に
進級しましたので、後期には卒業研究のための教室配属
が初めて行われました。配属先の決定には教務はいっさ
い関わらず、すべて学生のみなさんの話し合いで決めて
もらいました。卒業研究は来年度ほぼ一年をかけて行わ
れ、口頭発表による卒業研究発表会を行うことが決まっ
ています。
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平成 24年度薬学研究科修士論文発表会より

薬学部入学から1年を経て
薬学部1年生からのメッセージ

この 1年を振り返って

使って研究が出来たらな、と思いました。
また、生命創薬研究概説では各学生が与えられたテーマにつ
いてプレゼンテーションを行う講義です。調べる内容はノーベ
ル賞を受賞した研究です。そのため、調べていても研究がどん
な意味を持つのか理解できず、プレゼンテーションとしてまと
めるのに苦労しました。また、この講義では自分のプレゼン

薬学部生命創薬科学科

1年

小松千紘

私は 4 月から生命創薬科学科の学生として 1 年間過ごしてき
ました。生命創薬科学科は研究を志す学生が集まる学科です。

テーションを実際に配属教室の方々に添削してもらうのが必要
です。先生方に添削をしてもらうのと同時に、質問をすること
で自分の調べている分野への理解が深まりました。実際にプレ
ゼンテーションをする場面では、規定時間を過ぎてしまいまし
たが、納得のいくプレゼンテーションが出来ました。

そのため、薬学科と異なった講義が開講されています。その講

これら 2 つの講義以外で、私の印象に残っているのは薬用植

義は 2 つあり、うち 1 つは「創薬科学への招待」
、他方は「生命

物園の観察会です。前期・後期と 2 回ありましたが、私は両方

創薬科学研究概説」です。

参加しました。特に後期のほうは参加者も少なく、前期よりも

創薬科学への招待は 8 月に 5 日間、北里の研究室と外部の研

多くの植物を観察することが出来ました。観察会の目玉である

究機関を見学させていただく講義です。見学では独自の施設や

ケシとアサは、今後の人生で見ることが出来ないかもしれない

工場を見学し、研究内容について説明を受けました。私は 1 年

ため、念入りに観察しました。

前期の講義を終えたばかりで、研究内容についてはほとんど理

この 1 年間は私にとっては短い一年でした。来年もまた短い

解できませんでした。その反面、私は研究に用いられている機

1 年になると思いますが、新しいことを大切にできる 1 年を過

材に着目しました。原理は理解できませんが、こうした機材を

ごしたいです。

さまざまな体験で
成長できた1年間

ムもしっかりと組まれていて、資格を取るまでに自分がどの様
な勉強をしていったらいいか、また病院や薬局での体験実習を
通して、その後の自分が実際の職場でどう働きたいかなど先を
見据えた学習ができることも北里ならではです。医療従事者と
いう立場で北里で学ぶことが、チーム医療の大切さを考える上

薬学部薬学科

1年

北澤良太

で最も大切なことに気づくきっかけとなるのではないかと思い
ます。
また、
大学生のうちにたくさんの人から様々な刺激を受けて、

私が北里大学に入学してからのこの 1 年を振り返ってみる

物事を考える視野をどんどん広げていくことが何よりも大切で

と、去年の 4 月頃とは大きく自分の周囲の環境が変わったこと

す。例えば大学生になってからアルバイトを始める方は、そこ

を実感することになりました。大学生になると、これまでとは

で経験できることも自分を磨く貴重な財産となるでしょう。私

少し変わった視点からの日々を過ごすような気持ちになり、楽

の場合は塾の講師を続けていて、勉強に限らず何かを教えるこ

しいことも辛いこともひとつひとつが自分を成長させるよい刺

との大変さ、そして生徒との会話のなかで学んだコミュニケー

激となりました。北里大学は生命総合大学であるため 1 年生の

ションの大切さ、普段は考えないようなことを知ることができ

時には相模原キャンパスで自分の学部以外の人との出会いの機

たことが何よりの成長でした。

会があり、主にサークルや部活、文化祭などの行事を通してた

大学生になると自分で考え、行動する場面が増えてきてなか

くさんの人と関われることがこの大学の何よりの魅力であると

なか大変なこともあると思いますが、大変であるほど自分のた

思っています。

めになることばかりです。北里大学にいる間にたくさんの友人

そして、北里は入ってから卒業するまでの勉強のカリキュラ

と関わり、ぜひ充実した学生生活を送ってください。
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薬学部臨床医学とHarvardとの
学術交流について
臨床薬学研究・教育センター
（臨床医学）
臨床統計学・医薬開発学

教授

竹内正弘

今回は、薬学部臨床医学（臨床統計学・医薬開発学）と

のテーマ発表があり、何とか英語で発表しており、大したもの

Harvard School of Public Health との学術交流について簡単

だと感心しておりました。発表のために 1 週間くらいは遅くま

に紹介させていただきます。

で研究室で発表資料作成をしておりました。

私が、米国医薬食品局（US FDA）の生物統計家として働い

また、博士課程の学生は、夏の間、ボストンにある Harvard

ていた時に、まさに新医薬品開発の転換期を米国、欧州、日本

大学で、
教授から直接指導を受けに行っておりました。最初は、

では迎えておりました。1990 年の始めから、日米欧州医薬品

博士課程の学生の論文発表会では、北里大学と Harvard 大学

規制調整会議（ICH）の開催が始まり、新医薬品開発は、グロー

をテレビ会議システムで結び、直接、Harvard 大教授からの

バル化していきました。

質問に英語で受け答える方法を取っており、本研究室では博士

私が FDA で勤務していた時には、約 100 名の博士号を保有

論文は全て英語での提出になっております。

する生物統計家が勤務しており、
米国に申請された新医薬品の、

このような学術交流での教育カリキュラムを経験した本研究

有効性・副作用を提出された臨床試験のデータを解析しながら、

室の卒業生は、医薬品医療機器総合機構に数名、統計の審査官

審査しておりました。私が、北里大学に 1999 年 4 月に赴任し

として就職しております。こうした、日本の医薬品開発の一端

てきたときには、日本では、まだ生物統計学 , biostatistics で

を担う生物統計の専門家を育成していることは私の誇りでもあ

学位を出せる学科は、存在しておらず、北里大学薬学部臨床統

ります。

計部門が日本での唯一の研究室でした。博士号取得の生物統計
学者は数名程度だったと記憶しております。

なお、
最後になりましたが研究面では、
毎年東京において「北
里・ハーバードシンポジウム」を開催しております。本シンポ

北里大学に赴任するにあたり、私は日本の大学での勉学の

ジウムの趣旨としては、産・官・学により日本における新薬開

経験がなくとても不安でありましたので、出身校の Harvard

発の問題を討論する会として、産官からの期待は大きく、日本

School of Public Health の助けを求め、教育・研究について

での新薬開発の方向性をこのシンポジウムでは提案してきたの

双方の大学で academic collaboration を 2000 年 1 月に結んで

ではないかと自負しております。

おります。
学術交流の一環として、教育面では、Harvard 大より、教

【第 12 回北里・ハーバードシンポジウム開催について】

授と博士課程の学生が 1 年に 2 回、2 週間程度、北里大で集中

日時：平成 25 年 5 月 13 日
（月）
〜14 日
（火）

講義（Harvard 大の 1 学期分の 1 教科を講義）をし、最終の時

場所：日経ホール
（大手町）

間にテストを実施してもらいました。本研究室は、社会人学生

テーマ：A d v a n c e d a n d G l o b a l D r u g D e v e l o p m e n t

が多く、特に製薬企業の生徒さんは、日常での英語の生活はな

Techniques:Next step and actions as one of

れており、比較的スムーズに授業についていくのですが、学部

leading countries in drug development

から、研究室に入学してきた大学院生は、始めは相当苦労して

詳細については、近日中に HP（http://www.pharm.kitasato-

おりました。2 週間英語だけの生活に慣れてくると、たどたど

u.ac.jp/biostatis/）に掲出する予定です。

しい英語ではありますが、質問、または、最終講義では、学生

第 7 回北里・ハーバードシンポジウム（ハーバード大教授と）
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第 7 回北里・ハーバードシンポジウム（FDAと TV 中継）

薬学部の1年間とこれから 薬学部の国際化をめざした今後の国際交流の動きも 特集

吉林大学薬学院と北里大学薬学部の
国際交流に向けて
国際交流委員会 委員長
臨床薬学研究・教育センター
（臨床薬学）
保険薬局学 教授
北里大学と吉林大学の交流が始まって 30 年余が経過し、

吉山友二

学主任の Hong Tie 教授が藤井清孝理事長および岡安 勲学長

2012 年 8 月 6 日には吉林大学で交流 30 周年の華やかな記念式

を表敬訪問され、長年の国際交流を踏まえた薬学部における交

典が開催されました（北里研究所報第 50 号参照）
。

流の発展にエールが送られました。
（写真 1）

吉林大学薬学院では中国政府から新たに 5 年制の臨床薬学教

また、北里大学病院では矢後和夫薬剤部長から北里大学にお

育が認可されましたので、臨床薬学教育のパイオニアである北

ける臨床薬学教育の特徴が紹介され、実務実習中の 5 年生との

里大学薬学部と国際交流に向けて歩み始めることを強く希望さ

懇談を通じて臨床薬学教育の魅力を体感されました。
（写真 2・

れています。2011 年 3 月には、北里大学薬学部から伊藤智夫

3）

薬学部長、矢後和夫薬剤部長、吉山友二国際交流員会委員長が
吉林大学薬学院を訪問し、日本の臨床薬学教育事情および北里
大学薬学部の臨床薬学教育実績を披露しました。

限られた滞在期間でしたが、臨床薬学教育を中心とした国際
交流の合意に向けた有意義な討議がなされました。
（写真 4）
吉林大学薬学院と北里大学薬学部の良き交流を願います。

2013 年 2 月に、吉林大学薬学院院長の Pei Jin 教授と臨床薬

写真 1 吉林大学薬学院からの表敬訪問（右から伊藤薬学部長、岡安学長、
Pei Jin 薬学院院長
（教授）
、Hong Tie 教授、藤井理事長、吉山教授）

写真 2

北里大学病院で実務実習中の 5 年生との交流（北里大学病院 9 階にて）

写真 3

写真 4

薬学部教員との懇談会（新高輪プリンスホテルにて）

吉林大学教員とのセミナーも開催

参考：薬学部と学術交流を行っている海外の大学

機関名（国名）

交流の内容

締結年月日

ハーバード大学 公衆衛生大学院（アメリカ）教員招聘、講義開講、教員・学生の短期派遣、教育・研究協力、セミナー・シンポジウムの開催 等 1999.12.17
ケンタッキー大学 薬学部（アメリカ）

教職員・学生の相互派遣、学術資料の相互交換 等

1989. 7.13

アイオワ大学 薬学部（アメリカ）

教職員・学生の相互派遣、学術資料の相互交換 等

2010.10. 1
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レポート

イフ
キャンパスラ

新学年を迎える在学生へ、学年主任からメッセージ
の前には、各科目で学習すべき目標について、シラバスをよく読ん

2 年生学年主任
微生物学教室
教授

で理解しておきましょう。さらに、2年次のカリキュラムには、
「実
習｣ の時間が多くなります。2年次での ｢実習｣ は、薬学生にとっ

岡田信彦

ての基本的な技術、技能（計量、混合、反応、観察、記録など）を
身につけるだけでなく、講義で学んだ知識を自らの手で正確に再現

新2年生の皆さん、進級おめでとうございます。平成25年度か
ら学年主任を担当いたします微生物学教室の岡田信彦です。

し、確認することも大事なことであると考えます。ぜひ、｢実習｣
には積極的に参加してください。

皆さんは1年次では、大学で学ぶための基礎知識だけでなく一般

さて、皆さんは、自分の将来についてどんなことを考えています

教養や人間形成に必要な科目を学んできました。2年次からは、薬

か。10年後の自分の姿を想像できますか。薬学科の皆さんは薬剤

学部生として、より専門性の高い知識や技能を学んでいくことにな

師として、生命創薬科学科の皆さんは研究者として活躍すること

ります。また、2年次から薬学部のみなさんは、白金キャンパスで

を想像しているかもしれません。それでは、10年後の目標をかな

学ぶことになりますので、生活環境も変わり、新しい生活のリズム

えるために、5年後さらに1年後に達成すべき目標は何でしょうか。

に慣れるまで少し時間がかかるかもしれません。

有意義な2年生を過ごすことは、10年後の目標を達成するための第

2年次では､ 薬学部で学ぶ専門科目のなかでも基礎系の科目を学

一歩になります。自分の将来を見据え、1日、1日を大切に、楽し

ぶことになります。これらの科目は、3年次以降で学ぶ薬物や病気・

いキャンパスライフを送ってください。皆さんが､ 実り多き1年を

疾患に関わる専門科目を理解するために必要な知識を学ぶ科目です

過ごされることを祈念しております。

から、しっかりと自分の知識として習得することが大切です。講義
医療衛生等の実務で直面する課題の解決力を確認するため、事例等

6 年生学年主任
薬学教育研究センター
社会薬学部門
教授

に基づき、複合問題が出題されます。このとき、みなさんの助けと
なるのは、卒業特別実習で作り上げた問題発掘・解決能力と計画性
です。本学では、
前期に「薬物治療学演習」を配置していますので、

鈴木順子

卒業特別実習の進行に重ねて受講して下さい。更に、後期の薬学総
合演習が始まる前までに、これまでの学習内容を充分復習しておき

6 年次の過ごし方について

ましょう。そして後期の薬学総合演習（総仕上げ）〜翌年3月の国
家試験までの期間は、体調・精神面のコントロールのもと、最終的

新6年生のみなさん、ご進級おめでとうございます。みなさんは、
今、社会に出て、責任ある医療者として、他者の要請に応えていく

自己形成の時期として利用してください。無理・無駄・ムラなく計
画的に学習を進めましょう。

ための最終的準備のときを迎えています。

新国試合格基準は、全問題の65%以上の正答率を原則とし、必

就職・進学活動、卒業特別実習の完成、同時に薬剤師国家試験受

須問題では各科目ごとの正答率50%以上、全体では70%以上であ

験に向けた体制・体力（能力）づくりと同時的に多くのことに取り

ること、
一般問題では科目ごとの正答率が35%以上であることなど、

組まなければなりません。一度に多くのことに取り組みながら、計

平均した力量、総合力が求められます。

画的に総合力をつけていくこと、それは、そのまま国家試験受験に
当てはまることでもあります。

国家試験合格は、ゴールではなく医療人薬剤師としての出発点で
す。高い目的意識を持って、充実した学生生活を送ってください。

新制度国家試験は、全345問、
「必須問題」
、
「一般問題（薬学理

教員、職員も、常にみなさんの支援を考えていますので、困った

論問題）
」
、
「一般問題（薬学実践問題）
」に分類され、多角的に知識。

ことなどは迅速にご相談ください。力を併せて実りある1年としま

理論構築力、
実践力が問われます。
「一般問題
（薬学実践問題）
」
では、

しょう。

各学年の
学年主任等
の紹介
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平成25 年度学年主任の一覧
学年
1 年次
2 年次
3 年次
4 年次
5 年次
6 年次

担当教員
微生物薬品製造学
教授
微生物学
教授
医薬品化学
教授
臨床薬学 保険薬局学 教授
生化学教室
教授
社会薬学部門
教授

平成25年度1年次クラス主任・副クラス主任
供田 洋
岡田信彦
牧野一石
吉山友二
服部成介
鈴木順子

クラス
A･B・C･D・S
クラス主任
副クラス主任
副クラス主任

担当教員
薬用植物園
臨床薬学
薬物治療学Ⅰ
臨床薬学
薬物治療学Ⅱ

准教授 福田達男
講師

尾鳥勝也

講師

平山武司

薬学部・薬学研究科の就職ガイダンス日程
■薬学部・薬学研究科就職ガイダンス日程（全体）

注）本ガイダンスは全学科及び薬学研究科共通日程です。
平成 25 年 3月1日現在

主対象学年
開催日時

場所

薬学部 ○薬学科 ■生命創薬科学科
2年

平成 25 年 4 月 1 日㈪・2 日㈫・3 日㈬

1501 大講義室

4 月 1 日㈪ 11:20〜11:30

3年

4年

5年

6年

○

○

○■ ○■

1202 講義室

修士
1年

博士

2年

1年

○

4 月 1 日㈪ 11:45〜12:30

1501 大講義室

5 月 14 日㈫ 17:00〜

1402 講義室

5 月 31 日㈮ ※希望者

1501 大講義室

■

■

○

○

6 月 1 日㈯ 10:00〜※希望者

1501 大講義室

■

■

○

○

7 月 26 日㈮ 19:15〜21:00 ※希望者

1603 講義室

■

■

○

○

8 月 22 日㈫ 10:00〜

1501 大講義室

9 月 21 日㈯ 10:00〜

1501 大講義室

内容

2年
ガイダンス時に就職に関す
る説明

○

○
○

■

■

○

これから本格化する就職活
動について
インターンシップガイダン
ス
インターンシップマナー講座

○

○

○

進路指導、SPI 模試

○

○

○

SPI 模試解説

○

10 月 5 日㈯ 10:00〜

1501 大講義室

○

○

履歴書、エントリーシート

10 月 11 日㈮ 17:30〜

コンベンションホール

■

■

○■

○

○

職種説明会

10 月 18 日㈮ 16:30〜

コンベンションホール

■

■

○■

○

○

就職講演会

11 月 9 日㈯ 9:30〜11:00

1402 講義室

■

■

○

○

臨床開発職ガイダンス

○

11 月 30 日㈯ 9:30〜

1402 講義室

○

○

12 月 7 日㈯ 9:30〜

コンベンションホール

○

○

○

○

12 月 18 日㈬ 第1部 9:20〜 12:55
第 2 部14:00〜 17:40

北里ホール

12 月 19 日㈭

コンベンションホール

○

12 月 20 日㈮ ①12:00〜 ②13:10 〜
③14:20 〜 ④15:35 〜 ⑤16:45 〜

1507 セミナー室、1603 講
義室、1506 セミナー室

○

12 月 20 日㈮ 12:00〜 17:00
平成 26 年 2 月 15 日㈯ 10:00〜 14:00

1503 自習室
1503、1201 自習室

開催日時
平成 25 年 6 月 15 日㈯ 9:15 〜

■

■

○

■
■

場所

■

○

○

○

○

○

エントリーシート対策講座

○

面接対策講座

○

○

○

○

○

○

模擬面接対策講座
6 年生内定者による何でも
相談会

○
○

薬学部企業フォーラム
病院ガイダンス

○

○

○

○

対象学年

薬学部合同企業セミナー
内容

1402 講義室

希望者対象

TOEIC IP テスト

10 月 19 日㈯ 9:15 〜

1402 講義室

希望者対象

TOEIC IP テスト

日時未定

場所未定

希望者対象

相模原合同企業研究会

場所未定

希望者対象

関東薬系大学合同企業説明会

平成 26 年 1 月

日時未定

■生命創薬科学科の就職ガイダンス
平成25年度より、生命創薬科学科生のためのキャリアプログラムを実施します。
将来、研究開発職および様々な職種で働くための基礎能力を、1年次から身につけるためのプログラムです。
学年テーマ

1 年生
自らが学ぶ環境をつくる

大 学 とは、又 自 分 にとって
の 大 学 生 活とは何なのかを
授業の方針・目 考える。
的
大 学 生 活を有 意 義にするた
めに 必 要 な 心 構 え、スキル
を学ぶ。
環境理解（大学を知る）
プログラム
前
期
プログラム
概要

6月

9月
10 月

11月

4 年生

可能性を拡げる

社会とつながる

進化し続ける

コミュニケーションスキルの強化⇒有 効 学生から社会人につなぐ⇒学びを社会に 今後 進学した際、主体的に学びを深めて
的なかかわりを学ぶ。
つなげる。
いく、物事を推し進めていく姿 勢態 度の
自分で考え、行動する⇒一生懸命取り組
重要性を再確認。知識の更なる探究のた
んだ経験を得る。
めの準備をし、
院生としての土台をつくる。

コミュニケーショントレーニング

社会人準備プログラム①

社会と自分をつなげる

社会人準備プログラム②

実 行 力・働 きか け 力・計 画 力・状 況 把 握 力・
規律性・柔軟性
社 会で起きている事 象を通して、背景や知識
を理 解する。さらに、自分の見解を持ちつつ
チームとしての見解を一つにまとめあげる

PBL（Project Based Learning)

⇒就職活動に必要な視点を知る
自分と社 会をつなげる（興 味 関 心を明 確にし
ていく）
企業の視点について理解する

仲間を知る！自己紹介プログラム
①大学生活を有意義にするために
（前年次の振り返り、目標設定）
②自分の考えを伝えるための 表現力
トレーニング 1 文章表現編
③自分の考えを伝えるための 表現力
トレーニング 2 話し方編

5月

生命創薬
科学科
就職
ガイダンス
予定

3 年生

視 野 拡 大・主体 性・働 きか け 力・創 造 力・課 ⇒社会人基礎力の養成
課題 解決 型学習を通して、学生が主体的に学
「前に踏み出す力」
「考え抜く力」
「チームで働 び、物事を前に推し進めていく力を養成する
学 習 力・表 現 力・自己 認 識 力・ 題発見力・発信力
効 果 的にかかわり方について考える・さまざ く力」
社会認識力
まな考え方に触れる
学 生 から社 会 人へ のステップ アップ。体 験 型
帰属意識醸成
学習で自らの成長のために何をやるのか考え、
成長を実感する

後
期

4月

平成 25 年 3月1日現在

2 年生

2 年生〜 4 年生対象
＜ TOEIC 対策講座＞
4 月〜 10 月

①大学生活を有意義にするために
（前年次の振り返り、目標設定）
②課題解決（発想力）トレーニング
図解を使って考えを整理する
③課題解決（発想力）トレーニング
グループワーク（アイディア⇒企画）
④課題解決（発想力）トレーニング 発表

①プロジェクトワーク（課題設定）
②プロジェクトワーク（実施）

④コミュニケーショントレーニング 1
⑤セルフコーチング（目標達成に向かっている
グループディスカッション基礎
かセルフチェック）
⑤コミュニケーショントレーニング 2
グループディスカッション実践
⑥セルフコーチング（目標達成に向かっている
かセルフチェック、インターンシップについて）

③プロジェクトワーク（発表準備）

⑦コミュニケーショントレーニング 3
⑥リスク管 理の 視 点でみるキャリアデザイン
ビジネスシュミレーションゲーム
（卒業後の人生をデザインしてみよう！）
⑧学びと社会をつなげる（→フィールドワーク
チーム分け、テーマ設定）

④プ ロジェクトワー ク（日本 語 で の 発 表、発
表内容ブラッシュアップ）
⑤プロジェクトワーク（英語での発表）

⑨＜フィールドワーク＞テーマについて調べる
⑩＜フィールドワーク＞成果物の作成
⑪＜フィールドワーク＞ポスター掲示、気づき
の共有、フィードバック

⑦社会で活かせる自分のチカラを知る
⑧ロジカルシンキングで応募書類の通過を目指す
⑨ロジカルシンキング でコンピテンシー面 接
に備える
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レポート

イフ
キャンパスラ

就職活動中の皆さんに、先輩からアドバイス
（内定先は全て 2013 年 3 月 15 日現在のものです）

薬学部薬学科

りも私と同じような薬剤師像を持って入社した先輩社員が、イキイ

6年

キと働き、患者様から信頼されている姿をみたからです。私は、
「こ

曾我真里恵

この会社だ！」と思いました。その時からスギ薬局を意識し始め、
様々なイベントに参加して、
「私も先輩みたいな薬剤師になり、患

スギ薬局

▲

就職内定先

者様の役に立ちたい。
ここなら理想の薬剤師として働ける。
」
と思い、

4年の夏、調剤薬局とドラッグストアのインターンシップに参加
したのが、初めての就職活動でした。今となれば当たり前ですが、

スギ薬局への入社を決意しました。
就職活動を振り返ってみて、
少しでも興味を持った会社があれば、

調剤業務の大変さややりがい、ドラッグストアでも調剤や在宅業務

インターンシップ、説明会やイベントに参加した事、また気になる

を行っていることに驚きを感じたのを今では懐かしく思います。

点や知りたい事柄について、会社の方、先輩に何でも聞いてみた事

その後、5年次の病院・薬局実習を終え、合同説明会、個別説明

は、
自分自身の基盤形成に役立ったと思います。後輩の皆さんにも、

会に参加するに連れ「何かあった時に一番に相談してもらえる薬剤

ぜひフットワークを軽くし、色々な会社を見て、自分に合った所に

師になりたい」という気持ちが強くなり、
「自分の理想の薬剤師と

就職して欲しいなと思います。

して働ける場所はどこだろう？」と考えるようになりました。
各個別の説明会では色々な会社の良さを知り、どこの会社もとて
も魅力的に見えました。でも、
その中でも一番強く心に残ったのが、

私も、4月からはいよいよ社会人として働き出しますが、就職活
動中の熱い気持ちを忘れず、患者様の役に立てるように頑張ってい
きたいと思います。

スギ薬局の個別説明会。会社としての魅力を感じたのは勿論、何よ

薬学研究科修士課程

赤尾友洋

番大事であると思う。就職活動を振り返ると、学校の定期試験と同

2年

じように、準備に勝るものはないと感じた。自分の同級生を見てみ
ると、大手企業や人気企業の内定を勝ち取れた人は特に、インター

▲

就職内定先

ンに参加するなど就職活動に対する意欲が高く、インターンで学ん

ノボ ノルディスク ファーマ株式会社

だことを吸収し、自分のものにする。そして、準備を確実に行うこ

就職活動は、学生生活の集大成でゴールだと考えがちだが、実際

とで本番の就職活動に活かしていると強く感じた。

はそうではない。学生生活は卒業とともに終了するが、入社が新

その点、私は自己分析の準備が不足していたと思う。第一志望で

たなチャレンジの始まりであり本当のスタートであると思う。何

あった企業の最終面接で、私自身の考え方について深く掘り下げら

がゴールかということを定義するのは難しいが、働き始めて10年、

れた時に、混乱してしまい自分の考えを伝えきることができずに終

20年後、自分がどのようになりたいかを常に目的意識として持ち、

わり、内定を頂くことはできずにとても後悔したと記憶している。

成長していくことが必要であり、継続的に成長できる人材を会社は

学校と違い、社会はとても厳しく一回のミスが命取りになることを

求めていると就職活動を通して感じた。自分が入社してどうなりた

痛感した。就職活動中は、多くの会社の採用試験を受け、不合格通

い、どうしたい、なぜこの会社に入りたいのかを明確にしなければ

知を多く受け取ると思う。この時とる行動が大事であり、何が自分

ならない。

に足りないかを見直すことが重要だと感じた。先が見えない戦いだ

とはいえ、現実的に就職活動では運や縁といったものも必要と
なってくると思う。しかし、
最初から運任せにするのではなく、
しっ

が、後輩のみなさんには自信を持って粘り強く取り組み、後悔のな
い就職活動にしてもらいたい。

かりと自己分析や企業研究、志望動機をとことん追求することが一

キャリアカウンセラーが就職活動をサポート
薬学部では、週3回キャリアカウンセ
ラーによる相談を行っています。進路相
談、履歴書・エントリーシート添削、面
接対策等、気軽に利用して下さい。

場所：就職資料室・相談室
（1号館5階）
（最終受付15:00）
			
火曜・木曜12:00〜17:15
（最終受付16:15）
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申込方法：学生課にて予約をし、相談カー

日時：月曜12:00〜16:00		

ドを提出して下さい。
※就職活動期は時間を変更することがあり
ます。
※質問等は薬学部事務室学生課まで。

教の職に就かれて行く場合もありました。また、博士号をとった後、ポス

薬学研究科博士課程 3 年

ドクとしてさらに研鑽を積んでいる先輩や科学技術振興機構（JST）の応

川口未央

岩手医科大学薬学部（助教）

▲

就職内定先

募に採用され、海外に留学されている先輩もいます。このような状況をみ
ていると「私の場合はどうなるのだろう」という不安と「何とかなるさ」
という楽観が交互に訪れましたが、結局のところ研究に集中し、就職活動
を全くしないまま博士の2年生となっていました。

私はこの3月に薬学研究科の博士課程をなんとか修了することができ、

実験もやや行き詰まり、就職のことも気になっていましたが、供田先生

4月から岩手医科大学の薬学部に助教として赴任することとなりました。

の「まずは修士の成果を論文にしておく」との方針で、英文の論文2報を

この紙面を御借りし、アカデミックポジションにつくことができた経緯を

3年生の前半まででまとめあげることができました。そうしているうちに

紹介したいと思います。

博士課程で進めていた実験も急に成果（もちろん私は一生懸命やっていま

まず、学部生の時にどんな研究室を選んだかについてです。私は授業で

したが）
が出てきました。なんとなく博士課程の目処がついたと思った時、

行なわれた微生物実習で観察したカビの美しさに心を奪われ、カビの実験

私が研究してきた領域に近い分野で、私学薬学部での助教の募集があり、

がしたいという単純な理由で卒業研究先として微生物薬品製造学教室を選

応募しました。不思議なことに、応募した先方の先生方は自分たちの研究

びました。この研究室は研究に燃えた先輩方が沢山おり、微生物資源から

室のことを良く知っていて、プレゼンも面接も非常に良い雰囲気で終える

の創薬研究で業績を上げていることが知られています。私はこの領域の面

ことが出来ました。そしてすぐに採用通知をいただけた岩手医科大学の薬

白さにのめり込み、気がつくと修士課程に進学していました。

学部に決めました。

修士の同期と共に就職活動を始めてみたもののあまりピンとこず、さら

私が就職できた理由は、一番に研究が活発な研究室に所属できたこと、

に研究を進めてアカデミアの職業につければと漠然と感じるようになった

次に研究結果を出せたことだと思います。研究が好きで博士課程を目指そ

ため、博士課程に進学することを選びました。これまでの先輩方を見てい

うと思っている後輩の皆様には、是非とも研究の活発な研究室でしっかり

ると、供田先生の知り合いの外部の大学教授の方から「研究ができる学生

とした研究成果を上げることが大切であると助言したいと思います。

か研究員がいないか」という要請があると、博士課程の途中でも助手や助

薬剤部レジデントを経験して

験する事ができるため、1年間で、薬剤師としての基礎力が得られ、応用
力もつくのではないかと考えました。また、薬剤師として1年目で病棟業

臨床薬学研究・教育センター
（臨床薬学）薬物治療学Ⅲ
嘱託助教

務研修ができるので、医療従事者や患者からの薬剤師のニーズを知る事が
でき、自身のゴールが明確になるのではないかと思いました。加えて、薬
学部教育にも関わる事で、異なる視点から薬剤師業務を考える事ができ、

口町恵里子

視野が広がると考えました。
研修を通じて学んだ事

レジデント制度の概要

研修を始めて10ヵ月が過ぎました。私は現在、循環器科 / 呼吸器科 /

北里大学薬学部におけるレジデント制度は、大学卒業後に1年間、病院

神経内科病棟にて研修を行っています。病棟では入院患者に対して、相互

薬剤師として働きながら研修に従事し、病院薬剤師としての高度な知識や

作用や薬物動態の確認、副作用モニタリングなどの薬学的管理を行ってい

臨床薬学的解決能力を培う事を目的とした制度です。研修は、下記3つの

ます。
入院患者は複数の疾患をあわせもち、多種類の薬剤を服用しています。

内容に大きく分けられます。
①病院薬局基礎研修（調剤業務、注射薬混合調製業務、製剤業務、DI 業

そして、患者の疾患は糖尿病や高血圧などの生活習慣病が多く、これらの

務）
：3ヵ月間 ②病棟業務研修（TDM 業務、病棟業務）
：8ヵ月間 ③薬

病気は、日常生活におけるセルフケアや服薬アドヒアランスが予後に大き

学部教育担当（事前実習、病院実務実習）
：1ヵ月間

く関わってきます。薬剤師は、服薬アドヒアランス向上を目的に、それら

このように、1年間で病院薬剤師業務を全て研修する事ができ、病棟業

セルフケアの支援も行うため、様々な病棟を経験し、市中病院における一

務では呼吸器科、循環器科、消化器内科、外科など数種類の病棟における

通りの代表的疾患の治療を学ぶ事が出来たこれまでの研修が、今の研修に

薬剤管理指導業務に従事する事ができます。また、レジデントは嘱託助教

生きています。また、医療従事者や患者からの問い合わせは非常に多彩で

として薬学部に所属しているため、事前実習や病院実務実習などの薬学部

あるため、薬剤師業務を体系的に学ぶ事が出来た研修は、非常に貴重な経

教育に関わる事ができるのも大きな魅力の1つです。

験となりました。

志望理由

志望時の目標を達成する事ができ、本当に有意義な1年間を過ごす事が

レジデントを志望した大きな理由は、1年間のレジデントプログラムが、

出来ました。幸いにも4月より北里大学北里研究所病院薬剤部に就職する

薬剤師としてのオールラウンドな知識や技術を習得する近道となると考え

こととなりました。レジデントの経験を生かし、病院薬剤師として医療に

たからです。

貢献できるよう、これからも研鑽を積みたいと考えています。

レジデントプログラムは、前述のように、一通りの病院薬剤師業務を経

薬学部 KJA（Kitasato Junior Adviser）
を募集

平成24年度薬学部KJA
メンバー（内定者による
何でも相談会にて）

薬学部事務室学生課では、就職活動を終

修士1年生に指導や相談を行います。24年

えた6年生、大学院生を対象に薬学部 KJA

度は、35名の学生さんが薬学部 KJA とし

を募集しています！主に12月に開催される

て活躍してくれました。是非薬学部 KJA に

「薬学部企業フォーラム」と「内定者によ

参加したいという方は、10月頃から募集を

る何でも相談会」にて就職活動中の5年生、

しますので学生課にて登録をしてください。
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「Smile」をテーマにした白金祭が好評でした
第33回北里大学白金祭実行委員長
薬学部薬学科 3 年

研究室写真展

渡辺好輝

10月27日、28日に行われた白金祭は、天気にも恵まれて多くの
方々に足を運んで頂き、今年のテーマであった ｢Smile｣ がキャン
パスのあらゆるところで見ることのできる学園祭となりました。白
金祭では様々な企画を行いましたが、その中でも白金キャンパス内
のミスを決めるミスコンテストは大変な盛り上がりをみせました。
ミスコンテストでは、候補者の方々にドレス姿になって登場して頂
いたり、一問一答形式で色々な質問に答えて頂いたりすることで、
顔やスタイルなどの外見的要素に加えて候補者たちの個性や理想と
いった内面的要素に注目して楽しんで頂きました。来場者の方々に
は普段は見ることができない北里大学薬学部の女性の姿や雰囲気を
感じて頂くことのできた企画であったと思います。
また、今年は来場して下さった方々が企画以外でも楽しんでいた
だこうという思いを込めて、白金キャンパスの至るところに装飾を
施すことにしました。その中でも ｢研究室写真展｣ では各研究室
に写真を提供して頂いたことによって、研究室の研究風景はもちろ
んのこと、学生が研究室内でどのような日常を過ごしているのかも
知ることができるものに仕上がりました。｢研究室写真展｣ によっ
て来場者の方々に薬学部での学生生活を知っていただくことができ
たと思います。
いろいろな方のお力添えがあったからこそ、今年度の白金祭を成
功することができました。みなさまにこの場を借りて感謝の意を表
します。ありがとうございました。来年度の白金祭にもご期待くだ
さい！

ミスコンテスト

平成25年度

薬学部北里会の団体一覧
（平成 25 年 3月1日現在）

学生責任者
団体名

役職

学年

部長
氏名

教室

職位

氏名

生薬研究会

会長

3年

澄田恭平

生薬学

助教

竹元裕明

漢方研究会

会長

3年

三島達也

生化学

助教

佐藤龍洋

薬理研究会

会長

3年

和田稔也

分子薬理学

助教

森 麻美

微生物研究会

会長

3年

古屋翔太

微生物学

教授

岡田信彦

ウィンドサーフィン部

主将

3年

山田剛士

分子薬理学

准教授

中原 努

フットサル部

主将

5年

青島直也

医薬品化学

講師

西野貴司

茶道同好会※

会長

2年

市川友紀子

微生物学

助教

伊藤雅洋

水泳同好会※

主将

5年

近藤知世

生薬学

講師

白畑辰弥

※平成 25 年4月1日付けで同好会として結成予定
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新同好会発足について
薬学部北里会 水泳同好会
薬学部薬学科 5 年

主将

山の OB,OG さんがいらっ

七団体戦
（星薬科大学にて）

しゃいます。現在、2年～

近藤知世

6年生で38 人（男子15名、
女子23名）が所属してい

結成から20年以上。歴史ある団体です

る団体です。

水泳同好会について、紹介の機会を設けてくださり、ありがとう
ございます。
水泳といえば、誰もが行ったことのあるスポーツではないでしょ
うか。赤ちゃんからお年寄りまで、男女問わず幅広く親しまれてい
るスポーツでもあります。

団体の雰囲気としては、
経験者のみならず、未経験者もたくさんおり、メリハリをつけて仲
良く活動を行っています。
実習や講義などの勉学が忙しいですが、毎週金曜日の放課後に、
公共施設の大型プールへ出向き、団体利用をすることで練習活動を

私たち水泳同好会は、北里大学相模原キャンパスにおける水泳

行っています。短い練習時間ですが、年に複数回開催される大会を

部の活動を幹とし、2年生以上の薬学部生で独立して活動してきま

目標にし、自分たちで作成した練習メニュー、リレーの練習、タイ

した。結成された年は1993年以前で、20年以上の歴史があり、沢

ム測定をしています。また、北里大学の各キャンパスに存在してい
る水泳部の部員と相互に練習に参加し、練習量を増やすと同時に刺
激しあうことで、互いに切磋琢磨しています。
主な年間行事は、医療系学部八団体戦（6月）
、関東薬学生水泳記
録大会（9月）を大きな目標とし、その他、関東春季大会や医歯薬
看護大会、リレーフェスティバルなどにも出場しています。
現在まで、相模原キャンパス水泳部の支部のような形式で活動を
してきておりましたが、この度実績を認めていただくことができ、
正式に薬学部北里会の名前をいただくことができました。今後も練
習に励み良い成績を続々と残していく所存です。応援よろしくお願
いします。

薬学部北里会 茶道同好会
薬学部薬学科 2 年

秋季茶会薬学部
メンバー

市川友紀子

「おもてなしの心」を大切に精進します
茶道同好会の紹介をさせていただく機会をくださり、ありがとう

い た だ け る の で、

ございます。私たちは日々、お点前の練習に励んでおります。茶道

お免状の取得も可

と聞くと堅いイメージを持たれる方もいると思いますが、茶道経験

能です。

者だけでなく、大学に入って初めてお茶を習ったという初心者の方

私たち茶道同好

まで、男女を問わずに様々な方がお茶を楽しみ作法を身に着けてい

会は、相模原にある茶道部の一部として活動してきました。新歓茶

ます。本格的に茶道を習いたい方は、茶道の先生に直接指導をして

会や秋季茶会を開いたり、学園祭でお客様をおもてなししたりして
います。そんな私たちは現在毎週水曜日の15時〜20時に3号館に
て活動を行っています。学年間の仲はとてもよく、引退された先輩
方も時間があるときは練習を見に来て下さる、とても仲の良い同好
会です。
主な年間行事は、新歓茶会、秋季茶会、初釜茶会に加え、夏合宿
があります。秋季茶会では一般の方や他大学の方、
先輩方を招待し、
私たちも着物でおもてなしをしています。また、今年度からは春と
冬に茶箱を使ったお茶会も検討しております。
私たちは、相模原での活動と白金での活動実績が認められ、今春
に茶道同好会として活動を開始しました。
「おもてなしの心」を大
切にし、日々精進していきたいと思います。今後とも温かなご支援

秋季茶会（寿紘庵にて）

をよろしくお願い致します。
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学際生命科学

東京コンソーシアムの活動報告

■本事業の今後について
学際生命科学 東京コンソーシアム
運営委員
社会協働部会長

供田 洋

生活環境科学」の領域で、
学習院大学は「生命分子科学」の領域で、
そして北里大学は「環境科学や創薬を目指した生命創薬科学」の領
域で特色のある教育研究を展開してきました。この4年間、4大学
は緊密な関係を持ちながら、修士課程学生のための共同シラバスと
カリキュラムの編成、単位互換授業、市民講演会、社会人教育、産

平成21年度に東京医科歯科大学、お茶の水女子大学、学習院大

学・地域連携事業、共同企業説明会やインターンシップ、学外特別

学と北里大学が連携して「学際生命科学東京コンソーシアム」を設

研修、留学生支援などの活動を行ってきました。このような実績の

立し、異なる研究領域の最前線がぶつかり合う学際分野での「教

もと、各大学の教育研究資源を有効活用し、修士課程教育の充実・

育の充実と研究推進」を基本理念に10年計画で進めていることは、

発展をはかり、さらにこれら修士課程学生の修了後の受け皿として

これまでも本紙面で紹介してきました。これまでの4大学の活動を

まず東京医科歯科大学とお茶の水女子大学の博士課程に同一名称の

基本に、平成24年度に文部科学省の「大学間連携共同教育推進事

コース「疾患予防科学コース」を立ち上げ、生命科学の知の拠点と

業」へ新たに「東京コンソーシアムを基盤とした大学院疾患予防科

して、教育水準の一層の高度化、産学連携の標準化、国際化などを

学コース設立」を5年間の取り組みとして申請しておりましたが、

目指すものです。

今回その採択が決定しましたので、その内容について改めて紹介し
ます。

北里大学でもこの同一名称の博士課程が立ち上げられるかどうか
は現時点では未定ですが、より高度な教育研究を求める学生たちに

東京医科歯科大学は
「臨床医学と連携した疾患生命科学や医工学」
の領域で、お茶の水女子大学は「基礎的な物質生命科学や応用的な

とっては、魅力的な選択肢が増えたことにつながるものと期待され
ます。

■本事業に参加した教員からの報告
ライフサイエンス分野知財評価人材育成プログラムに参加して
微生物薬品製造学教室
嘱託助教

福田隆志

一連の講義の中で、私にとって特に興味深かった内容は「大学に
おける知財」
の講義でした。講師は長井省三先生
（知的財産戦略ネッ
トワーク取締役 弁理士）で、
特許法の基礎から医薬品の特許戦略、
さらには特許ビジネスまで幅広い内容でした。具体的な内容を紹介
しますと、元来特許の目的は「産業の発達に寄与する事」でありこ

平成23年度に、私は「ライフサイエンス分野知財評価人材養成

の目的に従い、その有用性、新規性、進歩性を持った発明が特許に

プログラム」
に参加する機会を頂きました。それまで持っていた
「大

なります。
では大学ではどのような特許を取得できるのでしょうか。

学における知財」に対する考え方を再認識することができ、今後の

創薬研究を例に挙げると大学は、薬の標的となる分子やその評価系

研究の方向性をみいだす意味で非常に有意義な時間でした。

の特許、薬のリード化合物の物質および用途特許を取得することに

本プログラムは東京医科歯科大学、お茶の水女子大学、学習院大

なります。その後は企業により製剤に関する特許および製法特許を

学及び北里大学が連携する事で設立された「学際生命科学東京コン

取得することとなります。つまり大学は、最終の企業のニーズに答

ソーシアム」により、人材教育プログラム開発の一環として東京医

えうる質の高い特許（強い特許）の取得が要求されるわけです。も

科歯科大学の一室で行われています。期間は毎年10月から12月の

し製品化等を考えないのであればあえて特許出願をせず、学会発表

3ヶ月間、時間は夜7時から9時までと仕事を終えた後でも参加で

や論文発表によりデータを公共の物とすることも大学にとって大事

きるようになっています。講義は、バイオテクノロジー、特許およ

なことなのです。大学における特許のあり方を正しく認識する事が

びバイオビジネスの3種に大きく分けられており、
合計21回行われ、

できました。

その内容はとても興味深くかつ実践的なものとなっていました。ま

創薬に関する研究を行う者にとって特許は重要な案件です。その

たスピーカーの先生方も大学の教授をはじめ、海外の特許事務所を

理解を少しでも深くできたことで、今後の研究がより有意義なもの

経験した弁理士や弁護士と様々な分野で活躍されている方たちでし

になると感じています。また知財を深く理解した人材を増やすこと

た。受講者は製薬会社をはじめ、大学、研究所の知財担当者、さら

が、将来の大学にとっても重要になるのではないかと思いました。

には知財に興味を持つ現役学生を含む約40名程度で社会人と学生

最後にこの有益な講義を無料で受けられた事に感謝しております。

が交流できる場ともなっていました。
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文京区・港区中学校理科支援事業
〜放射線ってなんだろう〜
放射性同位元素研究室
講師

坂本 光

放射線
実習風景

単位（ベクレル、シーベ
ルト）を説明し、放射線
を出す放射性物質が大気
中で絶えずつくられてい
る事、地殻や食品にも放射性物質が含まれており、生体は絶えず放

2008年、学習指導要領が改訂され、中学校理科の「エネルギー

射線に曝されていて少なからず影響を受けていることを概説し、放

資源」に関わる項目に「放射線の利用とその性質についても触れ

射線による影響に対して生体は防御機能を持っていることを、低線

る。
」ことが表記され、1977年に指導要領から削除されて以来、約

量放射線を用いた研究例を用いて説明しました。一クラス30数名

30年ぶりに中学校での放射線教育が復活しました。その後、2011

の生徒さんたちですが、どのクラスでも講義中はよそ見や無駄話を

年3月に起こった東日本大震災における福島第一原子力発電所事故

することなく話に耳を傾けてくれました。

による放射性物質の漏出は、放射線に対する一般の関心を大いに高

講義が終わると実習が始まり、先ず、
「放射線を見る」実験を行

め、事故に促されたかのように平成23年度から中学校での放射線

いました。放射線は五感で感じる事が出来ませんが、
「霧箱」とい

教育が3年生向けに実施されるようになり、24年度から完全実施と

う装置を使うと放射線の飛跡を見ることが出来ます。ガラスやプラ

なりました。そこで、学際生命科学東京コンソーシアムが協力して

スチック製容器内でエタノールを気化させてドライアイスで冷やす

行っている中学校理科支援事業では、平成23年度、放射線につい

と、エタノール蒸気は、気体と液体の狭間である「過飽和」という

ての科学的視点を養う事を目指し、
「身近に存在する放射線」をテー

状態になります。この容器に放射線源として登山用ランタンのマン

マとして取り上げ、文京区、港区内の中学校において講義と実習か

トルを置くと、マントルから放射線（アルファ線）が放出され、そ

らなる授業を行うこととなりました。テーマが「放射線」というこ

の道筋でエタノールが気体から液体に変わり、
「白い線」として目

ともあり、本学からは「放射薬品学」の講義・実習を担当している

に見えるようになります。実験では生徒さんたち自身が装置を組み

私が、今回の事業の一部の講義を担当することになりました。

立て、放射線が描く「白い線」を観察しました。講義中は静かにし

授業は、前半にコンソーシアムからの講師による講義、後半にお

ていた生徒さんたちですが、放射線が見え始めると喜んだり騒いだ

茶の水女子大学サイエンス・エデュケーションセンター（SEC）の

りして、授業最後に行ったアンケートの回答からも、放射線を見る

先生方による実習を行い、最後にアンケートをとるという構成で3

事が出来た事がとても印象強かったようでした。続いて、小型放射

年生を対象にして行われ、昨年度、私は御成門中学校と港南中学校

線モニタを使って「放射線を聴く」実験も行いました。環境中には

での授業を担当しました。大学生にもなかなか理解しにくい放射線

たくさんの放射線が飛び交っていますので、モニタのスイッチを入

ですので、講義では放射性物質を花火に例えて、放射能、放射線、

れると、放射線（ガンマ線）を検出する度にブザーが鳴ります。講
義で身の回りに放射線がある事を話しましたが、実際に放射線が音
として検出されると、驚いた様子の生徒さんもおり、放射線が身近
にあることを実感できたようでした。
一時間足らずの授業でしたが、SEC の先生方の尽力により、と
ても能率的な授業が行われ、受講した生徒さんたちの多くは程度の
差こそあれ、
放射線に興味を持ってくれたのではないかと思います。
今年度も昨年度同様、
「放射線」に関する理科支援事業が行われ
ており、私は、3月に港南中学校で行われる授業の講義を担当する
予定です。今年度の講義は、内容の一部を見直してより薬学に関連
したものに変更し、実習も、霧箱を用いた実験を合理化することで
実施項目を追加すると聞いておりますので、より充実した授業にな

坂本先生講義風景

ると思っています。
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News & Topics
研究トピックス

薬学特別研究プロジェクト
研究推進委員会 委員長
微生物薬品製造化学教室
教授

供田 洋

をはかり、過去の医薬品の投与や副作用など
data base 化することにより、QOL を向上さ

健常人においても生活習慣や加齢にともない

せた投与方法や対処の仕方を見いだそうとい

様々な局面で問題となることが懸念されま

う方針も提案されています。現在このような

す。疾患として感染症、生活習慣病、骨や神

研究プロジェクトを構築し、私立大学戦略的

経に関連する疾患や癌などを取りあげ、これ

研究基盤形成支援事業
（旧ハイテク・リサーチ・

ら疾患に関連した QOL の向上を目指した創

センター整備事業）に申請することとなって

私学薬学部における研究の展開が困難に

薬研究と、診断・検査や治療に繋がる新しい

います。この申請はこれまで基礎系と臨床系

なってきている中、本学部では独自の資金を

医療技術の創製を目的としたいと考えていま

の教員で議論を重ねてきたものであり、来年

準備して、研究の活性化を目指していること

す。たとえば、その一部を紹介しますと、現

度には採択されることを期待しています。ま

をお伝えしてきました。基礎系と臨床系の研

在臨床で使われている医薬品のかかえる副作

た、この申請が採択されれば、最新の高価な

究を融合させ、研究室横断型のテーマを取り

用や問題点に対する取組みとして、それらを

機器類を効率よく薬学部に導入することもで

あげようとこれまで議論してきました。そし

軽減するような新たな化合物を見いだそうと

き、資金面においても研究推進に多いに役立

て、北里大学は4つの大学病院を有している

いう研究や医薬品の投与方法を改良するとい

つことが期待されています。

特色を生かし、QOL（quality of life, 生活の質）

う研究が推進されていくものと期待されま

このような基礎と臨床の研究室が力を合わ

をキーワードに、臨床系の研究室から提示し

す。また、薬剤師を含む医療従事者は、慎重

せて、融合研究を推進し実績を上げていくこ

ていただいた、QOL に関して医療現場から生

な取扱いを求められる毒性を有する医薬品に

とが大切であり、医療系の学部を数多く有す

じる問題点やその改良点を基礎系研究室と協

曝露されている可能性が指摘されてきていま

る北里大学全体でこのような研究の方向性が

力して解決にあたることとしました。

すが、その実態はほとんど報告されていない

向けられることを期待します。そのためにも、

QOL の問題は、医療現場における高齢者

ことから、このような点についても研究を進

薬学部が一丸となって本研究プロジェクトを

や慢性病をかかえる患者の方々のみならず、

めていく予定です。また、電子カルテの導入

成功させたいと思っています。

第30回白金シンポジウム開催について
研究推進委員会セミナー担当
薬品製造化学教室
教授

長光 亨

は6年制に切り替わり、昨年初の卒業生を輩
出し、
現在7年目を迎えるに至っておりますが、
当然ながらこの間、各教員の教育にかける時
間が増大し、研究活動に割く時間は大幅に減
少しております。このような環境下でも、本

お互いの研究について意見を交わし合う若手教員

北里大学薬学部では、学内で優れた研究を

学部教員は以前と変わらぬ研究レベルを維持

式張らずに分かりやすくまとめていただき、

展開している教員に加え、外部からも最先端

しようと、さらには向上させようと奮闘する

ざっくばらんに議論していただくことによっ

の領域でご活躍の著名な研究者をお招きして、

毎日を過ごしています。そのような中、本学

て、お互いの研究をより深く理解し合い、何

内部の研究の活性化と本学部の研究活動を広

部では研究活性化の一環として、基礎から臨

を協力し合えるのかについて大いに討論でき

く公開して知っていただくことを目的とする

床まで全ての研究室が参加して、研究室横断

る場と致しました。

白金シンポジウムと名付けられた講演会をこ

型の特色ある新しい共同研究プロジェクトを

実際、第30回白金シンポジウムは2012年

れまで29回開催してまいりました。このよう

開始しようと今年度検討を進めてまいりまし

12月18日（火）に開催され、
55演題のポスター

な活動が実を結び、本学部では過去に、文部

た。そしてこの共同研究プロジェクトの内容

発表がなされました。当日はほとんどの教員

科学省のハイテク・リサーチ・センター整備

を再び私立大学戦略的研究基盤形成支援事業

が参加し、非常に盛況で活発な討論がなされ、

事業のプロジェクト採択制事業（各大学がこ

に申請し、補助を受け、研究の活性化を進め

大変有意義な時間になったと思われます。こ

れから開始しようとしている研究内容を文部

ていきたいと考えているところであります。

のような活動を今後も継続し、本学の研究の

科学省に申請し、認められれば、その研究を

そのためには、各研究室でどのような研究

遂行するための大型の研究費を補助してもら

が進められているのか、どのような技術を持っ

える制度。当然審査は厳しく、採択されるこ

ているのか、どのような研究分野の研究者と

このように、本学では教育のみならず研究

とは容易なことではありません。
）に幾度とな

共同研究を進めたいのか等々、これまで以上

にも多くの力を注いでおり、そこから生まれ

く採択され、その補助金を最先端の研究を進

に各教員が相互に理解を深める必要性がある

る研究結果を社会に還元すべく、日夜研究に

めるために必要な高額機器の購入費や教員の

という結論に至りました。そこで今回の第30

励んでおります。そして、そこには多くの学

研究費に充て、学内の研究を活性化し続けて

回白金シンポジウムでは、これまでのシンポ

部学生が卒業研究という形で参加し、大きな

来ることができたと自負しております。

ジウムの形式とは全く異なり、全研究室のほ

貢献を果たしていることも合わせて申し添え

とんどの教員がポスター発表という形で、形

ておきます。

しかしながら皆様ご存知のように、薬学部
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更なる活性化へと繋げていきたいと考えてお
ります。

平成24年度公的研究費の獲得状況について
■科学研究費補助金採択状況
①若手研究（Ｂ）：１５件（内継続：8 件） ②新学術領域研究：1 件（内継続 1 件） ③基盤研究（Ｃ）：21 件（内継続 13 件）④研究活動スタート支援：2 件

（順不同）
（単位：万円）

研究代表者

研究種目
①若手研究（Ｂ）

所属
薬物治療学Ⅳ

職位
助教

氏名
田中庸一

研究課題
小児白血病患者における代謝酵素遺伝子解析を用いた 6 −メルカプトプリン療法の適正化

交付決定額
（直接経費）
50（継続）

化学系共有機器室 助教

長井賢一郎 カルピナクタムを基盤とした新規抗結核薬の開発

110（継続）

微生物薬品製造学 助教

小山信裕

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌に有効な微生物由来耐性克服剤の創製

140（継続）

生命薬化学

助教

根本 徹

高選択的高活性δオピオイド受容体作動薬の合成

薬品製造化学

助教

大多和正樹 Ｃｏｍｐｌｅｘ２選択的阻害剤ａｔｐｅｎ inA5 を基礎とする新規抗寄生虫薬の創製

120（継続）

病態解析学

助教

髙橋哲史

ヘリコバクター・ハイルマニイ感染による胃ＭＡＬＴリンパ腫形成機構の解明と治療効果

160（継続）

生化学

助教

佐藤龍洋

新規ｍＴＯＲ活性制御因子およびシグナル伝達因子のプロテオーム解析

100（継続）

微生物学

助教

伊藤雅洋

乳酸桿菌による自然免疫賦活化作用に関与する菌体因子の解明

170（継続）

生薬学

講師

白畑辰弥

集積的配糖化と水酸基保護法を利用した人工合成ワクチンアジュバンドの創製

180（新規）

生体分子解析学

講師

片根真澄

D- アミノ酸代謝酵素の生理機能の解明：生殖と神経伝達における D- アミノ酸の役割 130（新規）

医療心理学部門

助教

田辺記子

個別化医療に対する患者の意識と心理的ストレスに関する臨床心理学的研究

100（新規）

医薬品化学

助教

嶋田修之

ホウ素元素の特性を活用したペプチドライゲーション法の開発

210（新規）

医薬品化学

助教

山本大介

有機分子触媒による気体分子の直接的活性化と触媒反応

170（新規）

公衆衛生学

助教

曽根有香

Pseudomonas K-62 の新規水銀耐性遺伝子の機能解析および浄化への利用

190（新規）

分子薬理学

助教

森 麻美

網膜循環障害に関与する因子の同定と網膜循環改善薬の探索

70（継続）

90（新規）

②新学術領域研究 分子薬理学

准教授 中原 努

網膜における血管−神経相互依存性の分子機構と加齢・糖尿病による影響

③基盤研究（Ｃ）

薬品製造化学

教授

長光 亨

ＡＣＡＴ２選択的阻害剤ｐｙｒｉpyropeneA の全合成および創薬研究

70（継続）

衛生化学

教授

中川靖一

線虫生殖巣の成熟・分化におけるカルジオリピンの新規機能の解析

80（継続）

生化学

教授

服部成介

プロテオミクス技術によるキナーゼ基質の簡便な同定システム

120（継続）

薬理学

教授

田辺光男

神経伝達調節レベルの慢性疼痛の病態解明と薬理学的解析

120（継続）

病態解析学

准教授 中村正彦

胃マルトリンパ腫におけるヘリコバクター属の感染実態および分子標的薬の効果の解析

280（継続）

80（継続）

微生物薬品製造学 准教授 猪腰淳嗣

投げ縄構造を有する抗結核ペプチド、ラリアチンの改変と化合物ライブラリーへの応用 100（継続）

衛生化学

准教授 今井浩孝

生体膜脂質酸化ホメオスタシスの破綻による新規細胞死の実行経路の解明

140（継続）

分子薬理学

准教授 中原 努

網膜における神経−グリア−血管連関成立機序の解析と新規緑内障治療薬開発への応用

160（継続）

生命薬化学

准教授 藤井秀明

オピオイドκ受容体サブタイプと受容体ダイマーの関連の解明

120（継続）

微生物薬品製造学 講師

内田龍児

カンジダ感染モデルカイコを利用した天然由来の新規抗真菌剤の開拓

80（継続）

創薬物理化学

講師

山乙教之

架橋水をリガンドに組み込んだ仮想的水和リガンドドッキング法の開発

30（継続）

臨床統計学

助教

道前洋史

適応的な表現型可塑性間の環境依存的な配分に関する研究

170（継続）

薬品製造化学

助教

有馬志保

コンプレックスⅠ選択的阻害剤ナフレジン−γの第二次構造活性相関研究

130（継続）

医薬品化学

教授

牧野一石

非金属系元素の特性を生かした触媒反応の開発

170（新規）

生体分子解析学

教授

本間 浩

ほ乳類アスパラギン酸ラセマーゼの同定

140（新規）

分子薬理学

教授

石井邦雄

新規網膜症予防・治療戦略創出のための標的分子特定を指向した網膜循環調節機構の解明 100（新規）

公衆衛生学

准教授 清野正子

メチル水銀トランストポーターを利用した水銀化合物のファイトレメディエーション

210（新規）

創薬物理化学

准教授 合田浩明

新規な 2 型糖尿病治療薬の開発を目指したＳＨＩP2 阻害剤のイン・シリコ分子設計

130（新規）

薬理学

講師

松尾由理

パーキンソン病におけるＰＧＥ 2 受容体の役割

170（新規）

分子薬理学

講師

坂本謙司

網膜変性疾患の発症における微量金属元素の役割の解明

100（新規）

微生物学

講師

羽田 健

サルモネラの自然免疫回避エフェクターの機能解析

130（新規）

助教

藤原亮一

新規モデルマウスを用いた母乳性黄疸発症メカニズムの解明とその応用

120（新規）

助教

倉内祐樹

レドックス制御に基づいた脳循環調節機構の解明とその治療応用

120（新規）

④研究活動スタート支援 薬剤学
分子薬理学
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News & Topics
研究トピックス
（順不同）

■厚生労働科学研究費補助金採択状況


事業名
医療技術実用化総合研究事業
（臨床研究基盤整備推進研究事業）
医薬品・医療機器等
レギュラトリーサイエンス総合研究事業

所属

職位

（単位：万円）

氏名

研究課題名

交付額

医療心理学部門

准教授 有田悦子

一般利用者の視点に基づく臨床試験コンテンツ作
成とポータルサイト構築に関する研究

2,124

医薬開発学

准教授 成川 衛

医薬品リスク管理計画制度の着実かつ効果的な実
施のための基盤的研究

387

注）研究分担除く

■その他の省庁、独立行政法人等の助成事業交付状況


事業名

所属

職位

氏名

（単位：万円）

研究課題名

交付額

（独）科学技術振興機構
研究成果最適展開支援プログラム
本格研究開発シーズ育成タイプ

生命薬化学

教授

長瀬 博

オピオイドδ受容体作動薬の創薬研究
〔日本ケミファ株式会社〕

（独）科学技術振興機構
独創的シーズ展開事業

微生物学

教授

岡田信彦

自己細胞を用いた再生医療製品の薬事的見識に基
づく品質管理方法の評価
〔富士ソフト株式会社〕

945

（独）日本学術振興会
最先端研究開発支援プログラム

生命薬化学

教授

長瀬 博

睡眠覚醒の根本的なメカニズムの解明研究におけ
る受容体拮抗・作動物質検索
〔国立大学法人筑波大学〕

4,400

3,619

〔 〕内は研究代表者を示している。

■助成財団等からの助成金交付状況

財団名等

所属

（単位：万円）

職位

氏名

研究課題名

交付額

公益財団法人
コスメトロジー研究振興財団

衛生化学

准教授 今井浩孝

脂質ヒドロペルオキシドによる発毛阻害のメカニズ
ムの解析と保護化合物の in vivo 評価系の構築

100

一般財団法人 島原科学振興会

薬理学

講師

松尾由理

脳出血後の神経障害におけるプロスタグランジンＥ
合成酵素の役割

100

公益財団法人 日本科学協会

医薬品化学

助教

嶋田修之

ホウ素元素の特性を活用した新規ペプチド化学合
成法の開発

66

公益財団法人 武田科学振興財団

薬品製造化学

助教

大多和正樹

ＡＣＡＴ２選択的阻害剤 pyripyropene Ａの低分子
型誘導体の創製研究

300

公益財団法人
持田記念医学薬学振興財団

薬剤学

助教

藤原亮一

「ヒト化ＵＧＴ１マウスを用いたヒトにおける薬物の
アシルグルクロン酸抱合および毒性発現の予測」に
関する研究

300

公益財団法人 内藤記念科学振興財団

薬剤学

助教

藤原亮一

薬物代謝酵素ＵＤＰ−グルクロン酸転移酵素（ＵＧ
Ｔ）を中心とするメタボロソーム形成の解明および
そのＵＧＴ酵素活性への影響

300

公益財団法人 上原記念生命科学財団

薬剤学

助教

藤原亮一

皮膚に発現する薬物トランスポーターの同定

200
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平成24年度公的研究費を獲得した教員から
薬学教育研究センター
医療心理学部門
准教授

有田悦子
「新薬学研究考」

の学会や雑誌しかなく、結局エントリーし

立して採らせていただけるようになりまし

た日本薬学会年会では、なぜか「コンピュー

た。母校の「薬学部」からいただくことに

タ部会」の1演題となり、専門外の先生方の

意味があると思っていた学位も、
『薬学教育

前で「プラセボ効果とは・・・・」と発表

における新たなコミュニケーション教育プ

したのは忘れられない思い出です。

ログラムの構築』というテーマで戴くこと

大学院卒業後は白金に戻り学生相談に従

ができました。頼りになるスタッフも入り、

事し、
学生教育中心の生活が続いていました。

ようやく学生の時に夢見ていた「患者心理

ここ数年の薬学教育を巡る環境の変化は

当初は東病院の治験管理センターに出入り

を理解し、より良いコミュニケーションを

著しく、研究の対象も“物質”から“人”ま

させていただき細々と研究を続けてきまし

とれる薬剤師の育成と患者心理の研究」の

で幅広くなりました。

たが、薬学と心理学を結びつけるのはなか

土台作りが出来ました。

私は薬学部学生時代に「患者心理と服薬効
果」に興味を持ち、最初は臨床薬学の大学院

なか難しく、医療現場に還元する機会のな
いまま歳月が流れていきました。

また、文科省や厚労省の科研費をいただき
「医療者−患者コミュニケーションを巡る質

へ進み患者心理について学びたいと思った

そんな流れが変わったのは薬剤師が医療

的研究」
（代表）
や
「臨床試験参加者の語りデー

のですが、当時の薬学教育では心理やコミュ

の担い手として重要視されるようになり薬

タベース構築」
（分担）
、
「一般利用者の視点

ニケーションをテーマに研究を行う環境は

学教育が6年制に変換することが本決まりに

に基づく臨床試験コンテンツとポータルサ

なく、教育系の大学院へ進学しました。

なったあたりからです。北里ではすでに平

イト構築」
（代表）等の研究プロジェクトも

「患者の気持ちがわかる薬剤師になりたい

成8年度から「臨床心理学・コミュニケーショ

始まりました。これら全てが、この2、3年

から心理を学ぶ」という流れは自分では極

ン論」を開講していましたが、平成18年度

の出来事です。

めて自然なものだったのですが、その頃の

からの薬学教育6年制開始に伴いヒューマニ

一昔前は薬学部での研究と言うと試験管

薬学と心理学は全く交わらない世界で、当

ズム教育の名のもと、全国の薬科大学で倫

やマウスが登場してくるイメージでしたが、

初はどちらにも居場所がない感じがありま

理や心理やコミュニケーションなどの教育

今は基礎から応用、そして境界領域まで実

した。北里大学東病院精神科で「プラセボ

に力が入れられ始めました。

に幅広い研究が行われています。私達の研

効果」をテーマになんとか修士論文を書か

所属する部門も6年制の本格開始に合わせ

究分野もこれからが本当のスタートだと肝

せていただいたものの成果を発表したいと

るように「学生相談部門」から「医療心理

に銘じておりますので、今後ともご指導ご

思ってもいわゆる「薬学系」か「心理学系」

学部門」へと名前を変え、卒業研究生も独

鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

長瀬教授の第59回
（平成24年度）
大河内記念技術賞受賞
ならびに広野教授の独立行政法人日本学術振興会
平成24年度「科研費」審査員賞表彰について
薬学部長
薬剤学教室
教授

伊藤智夫
生命薬化学教室の長瀬教授が、「中枢系
に作用する難治性そう痒症治療薬ナルフラ

内賞（記念賞、記念技術賞、生産特賞、生

いて、有意義な審査意見を付した審査委員

産賞）を贈呈しています。そのうち、大河

を表彰する制度を始めました。平成 24 年

内記念技術賞は、生産工学および生産技術

度は約5,000名の第一段審査委員の中から、

上優れた独創的研究成果をあげ、学術の進

広野教授を含む 115 名が選考され、表彰を

歩と産業の発展に貢献した顕著な業績が対

受けました。

象となっています。
また、創薬物理化学教室の広野教授が、

長瀬教授と広野教授の受賞は、本学の研
究レベルの高さ、社会貢献の深さを示した

フィン塩酸塩の創出」に関する業績が認め

独立行政法人日本学術振興会平成 24 年度

ものであり、教職員一同、
この伝統を引き継

られて、平成 24 年度大河内記念技術賞を

「科研費」審査員賞の表彰を受けました。

ぐように精進してゆきたいと考えています。

受賞されました。

日本学術振興会では、学術研究の振興を目

大河内記念会は、理化学研究所・第三代

的とした科学研究費（科研費）助成事業を

所長であった大河内正敏氏の業績を讃えて

行っており、第一段審査（書面審査）と第

設立されたものであり、薬学のみならず、

二段審査（合議審査）を通して適正・公平

広く理工系大学、研究機関、学協会、産業

な審査を行っています。

団体、企業等から推薦された生産工学、生

日本学術振興会では審査の検証も実施し

産技術分野の卓越した業績に対して、大河

ており、平成 20 年度から検証結果に基づ

広野教授が受賞
した日本学術振
興 会「 科 研 費 」
審査員賞の表彰
状。 長 瀬 教 授 の
大河内記念技術
賞の授賞式は平
成 25 年3 月22日
の予定です。
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News & Topics
薬学部の教員紹介（退任される先生方から）
衛生化学教室
教授

中川靖一

脂質について取り組むことにしました。当時、酸化リン脂質の構造
や生物的役割はほとんど不明でしたので、分析のみならず、酵素的
な解析も行い、その役割を明らかにすることを目標としました。酸
化リン脂質に関する分析系の開発、抗酸化酵素のクローニング、性
状解析、遺伝子改変細胞やマウスの作成などの仕事を進めました。

皆様22年間お世話になりました。これで無事に退任いたします。
日々の忙しさに紛れて定年は漠然としていましたが、次年度の日程
を決めなくてはならない今に至って、実感するようになりました。
東大の博士課程で野島庄七、井上圭三先生の指導のもとで、私の

過酸化リン脂質を還元する酵素の解析により、新たな過酸化リン脂
質の生物的意義の一端を明らかにできたことは満足しております。
北里に赴任して、さまざまなことがありました。着任当時の教室
での利用可能な機器は分光光度計、PH メーター、天秤だけでした。

脂質研究はスタートしました。それから35年の長きにわたり脂質

必要な機器を揃えるため、4年ほど奔走しました。また、大学全入

に関わることができたことを大変幸せだと思っております。昭和

学の時代到来、大学の改組、6年制の導入、教育の改革、教員の意

53年に博士課程修了後、帝京大学の和久敬蔵先生のもとで、リン

識改革など、さまざまな問題が一気に降りかかり、考え込んだこと

脂質代謝の研究を行うことになりました。昭和57年、オハイオ州

も多々ありました。ともすれば大学が単なる教育サービス機関、薬

立大学への留学は私がリン脂質を分子レベルで考えるきっかけとな

剤師養成所になってしまうとの危惧を持ったことも今では懐かしく

りました。当時、日本の脂質研究分野ではまだ導入されていなかっ

思い出されます。

た逆相カラム - 高速液体クロマトグラフィーを用いることの機会を

頂上を目指し、山を登りながら、辛うじて滑落せずに今日までき

得ることができました。この機器を用いれば、構造の異なる個々の

ました。これはひとえに、お世話になった諸先生、スタッフ、そし

リン脂質の分離が可能と考え、分離系の開発に集中しました。何と

て多くの大学院生、
学部学生諸君のおかげと深く感謝しております。

か系の構築をすることができ、帰国後、この分離系を用いてリン脂

一時期をともにした皆さんの支援と協力、そして忍耐なくして私の

質がどのような構造から成り立っているのかなど、多くの仕事をす

研究、教育の日々はありませんでした。これからは無理をせず、自

ることができました。

然と向かいながらゆったりした人生を過ごすつもりです。登りでは

平成3年、衛生化学教室に着任しました。これまでほとんど大学
院生がいなく、
一人で研究を行わなければならない環境でしたので、
着任にあたり新たな教室のテーマを考える必要がありました。1年

見えなかった景色もゆっくり見渡しながら、下り坂を妻とともに楽
しみながら下りて行こうと思っております。
ありがとうございました。

ほど熟考して、さまざまな疾病との関連が指摘されている酸化リン

生命薬化学教室
教授

長瀬 博

を修了した多くの先輩が研究職に就いて行く実績を見てか、夜遅く
まで研究を行うことが伝統になり、配属された学生は覚悟してくる
のですんなり研究室の方針に従うようになりました。さらに、充実
した研究を行えば学会発表もでき、論文も出るという快感を経験し、
その実績が就職にも反映されることも理解してくれるようにもなり

2004年に北里大学に赴任して、あっという間の9年間でした。国

ました。また、副生成物から素晴らしい研究に発展することを研究

立大学の博士課程を出て会社に28年間勤めた後に赴任した私には、

成果として経験する学生が多く出て、研究室の室是として定着しま

本学のように女子学生が7〜6割を占め、薬剤師教育を中心にした大

した。さらに、会社で採用を担当した経験から成功体験をした学生

学は初めての経験で、初めは非常に戸惑いました。しかし、研究中

が入社後、成果を上げることを見てきた私は、学生時代に成功体験

心のラボで育った私は、当然、研究を中心に研究室を運営するもの

を踏ませることにより多くの学生の未来に成功の種を植え付けるこ

と考えていましたので、あくまで、北里柴三郎先生の信念に従えば

ともできたと思います。欲を言えば、成績の良い学生も薬剤師試験

充実した研究をすべきという信念は変えず、9年間やり通しました。

に合格することばかり考えないで、今以上に研究に邁進するように

その結果、生命薬化教室に配属されてくる学生は例外を除き、成績

なれば北里大学のレベルももっと上がり、企業への就職も増えると

が200番前後の学生で、1、2次志望が叶えられず、くじで決まる学

思います。今後、このような研究室を維持することは非常に信念が

生がほとんどで、いやいや配属するものが多い状況が続きました。

必要でストレスもかかると思いますが、そのような研究室を北里大

そのため、毎年、配属の志望学生のリストを見る度、非常にストレ

学で育てる風土を少しでも作っていただくことを祈念して退任のご

スが高くなることが続きました。しかし、配属後はどういうわけか

挨拶に代えたいと思います。9年間、本当にお世話になり有り難う

研究に打ち込んでくれて大学院に進学する学生も多くなり、大学院

ございました。
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臨床薬学研究・教育センター
（臨床薬学）薬物治療学Ⅰ
教授

矢後和夫

この度、学校法人北里研究所での42年間の診療、教育、研究の

教育と現場を兼務させていただいたことは、以後の薬学教育改革の
仕事に大いに役立ちました。しかし、白金と相模原の距離は考えて
いた以上に遠く、二足の草鞋を履く厳しさ、身を持って経験しまし
た。
平成11年からは、薬学教育改革の仕事に、日本病院薬剤師会の
立場から参画させていただきました。
日本各地での講演に飛び廻り、

現役生活に幕を閉じることになりました。大学教員として、病院薬

時には中央でのストレスの溜まる関連会議、忙しい毎日ではありま

剤師として、薬学激動の中、多くの事に関わらせていただき、勉強

したが、薬学教育6年制の実現に関われたことは、何事にも変え難

させていただきました。この間、小生を支え、導いてくださった恩

い大きな貴重な経験であったことは間違いありません。ここでも、

師、諸先輩、また、一緒に頑張ってくれた同僚と後輩、そして、教

本当に多くの方々に支えていただきましたが、終始、陰で支えてく

え子に改めて感謝いたします。 昭和45年に本学を卒業、企業の

れた尾鳥勝也講師は、今も薬学教育の仕事を引き継いで邁進されて

研究室に入職した後、何の未練もなく病院薬剤師の道に踏み込んだ

おります。平成15年、再び大学病院に戻りましたが、この頃には、

のは、昭和46年北里大学病院が建設中の3月のいましたことであ

臨床現場における薬剤師の役割分担も明確に位置付けられ、病院の

りました。病院も未完成、周囲には今のように建物もなく、まさに

中での存在も大きく変化し、チーム医療の実践が動き始めました。

原野そのものでした。しかし、
新しい病院を作るという一つの目標、

さらに薬学部では基礎と臨床の相互理解と連携の強化により、他大

一方向に向いたベクトルは何にも屈することなく力強く、
皆を支え、

学では真似の出来ない教育システムの構築に学部一丸となって取り

希望を与えてくれました。

組めた事、今後も大事に育てていっていただきたいと思います。

開院間もない昭和48年には、忙しい最中ではありましたが、北

病院薬剤師として42年の歳月が過ぎ、振り返って思うことは、

里大学ヒマラヤ登山隊に参加するという貴重な経験をさせていただ

薬剤師を取り囲む環境が本当に大きく変わったということです。そ

きました。あの紺碧の空に真っ白に映る峰々、
後に「セルクドルマ」

して、薬剤師激動の真っただ中を突っ走ってきた自分にとって、学

と命名した西北ネパールの無名峰に初登頂し、この時、数多くの難

部や病院さらに学外でも、いい意味でも悪い意味でもツッパッテき

局を乗り越えてきたことが、以後の仕事に反映できたと思うと何に

たなーという思いが強く残っています。また、最後の2年間ではあ

も変え難い経験でした。

りましたが学生指導委員長として、学生の視点から大学を見つめら

昭和50年に入り、病院薬剤師に臨床を意識した業務展開が芽生

れたことは新鮮でした。

え、時を同じくして北里大学の臨床教育がはじまりました。アメリ

北里に学び、北里を愛し、その北里に奉職できたこと、さらに建

カからの臨床薬学の考え方が日本に浸透しはじめたのもこの頃から

設中の北里大学病院に始まり、新病院建設中の大学病院で終えるこ

だったと思います。日本での病院薬剤師の臨床へシフトした業務展

とは感慨無量でもあります。
改めて学校法人北里研究所への感謝と、

開は、この頃から急速に加速していきました。しかし、皆が臨床を

北里人としてやってきたことへの誇りを感じております。学生は北

語る中で、小生は従来からの有機化学をベースとする基礎薬学の魅

里大学に学ぶことに大きな夢と、誇りを持って学業に邁進してくだ

力を捨てきれませんでした。

さい。薬学部も新校舎の建て替えと課題を抱えてはおりますが、是

これからの病院薬剤師にとって、専門性を持つことこそ重要であ

非とも職員・学生が一丸となって難局を切り抜けていかれることを

ると認識した小生に、学位取得の道を与えてくださったのが、大学

切望致します。改めて、本当に長い間私を支えてくださった皆様に

4年時の卒業研究でお世話になった膳 昭之助教授でした。昭和58

心より感謝申し上げますと共に、皆様のご健勝とご多幸を心よりお

年の4月からは、病院業務を終えてから、白金の薬学部に通う日々

祈り申し上げます。有難うございました。

が始まりました。病院業務終了後、薬学部には18時過ぎに到着、
仕事を終えるのが夜中の1時・・・・・・、この間、多くの困難は
ありましたが、苦闘11年、学位を取得することが出来ました。
この時すでに、医療の中での我々病院薬剤師のスタンスは徐々に
変わり始めていました。病院薬剤師の業務展開が臨床業務に大きく
シフトし、今までの日常業務中心の流れから、臨床現場でも薬剤師
の存在が求められるようになり、昭和63年に導入された「薬剤管
理指導業務」をきかっけに臨床業務へ、薬剤師の関与が一挙に加速
された時期でもありました。
平成7年からは薬学部に移籍、東病院の薬剤部長を兼務させてい
ただくことになり、薬学教育が大きく変わろうとする状況の中で、

平成25年2月22日開催された退任記念講演会及び退任記念パーティーから
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News & Topics
薬学部の教員紹介（平成24年度昇任・新任教員あいさつ）
生体分子解析学教室
講師

片根真澄

ど知らずにいました。今でこそ慣れましたが、着任当初は多くの学
生に囲まれた環境に圧倒されたものでした。
私は現在、新奇生体分子である D 型アミノ酸の代謝経路や生理機
能を明らかにすることを目的とした研究を進めています。従来、生
物体内、特に高等動物体内に含まれているアミノ酸は L 型のみであ

平成24年10月1日付けで、生体分子解析学教室の講師に昇任致

るというのが常識でした。しかし近年では、その常識に反して比較

しました片根真澄と申します。私は、大学および大学院生活の10

的高濃度の D 型アミノ酸がヒトを含めた種々の生物体内に存在する

年間を茨城県で過ごした後、平成16年4月1日に助手として当教室

ことが明らかにされています。また、例えば哺乳類に存在する D 型

に着任致しました。

のセリンやアスパラギン酸は、神経伝達やホルモン・ステロイド産

私の出身大学は筑波大学で、博士課程では「マウスレトロウイル

生の調節において重要な役割を担っており、これらの D 型アミノ酸

スエンベロープ蛋白質の受容体特異性に関する研究」という研究題

の代謝異常が精神神経疾患などの発症に関与することも示唆されて

目で学位を取得しました。筑波大学がある茨城県つくば市は、大学

います。しかし、高等動物における D 型アミノ酸研究の歴史は比較

以外にも多くの研究機関・企業が立地する筑波研究学園都市として

的浅いため、依然として不明な点が多いというのが現状であり、だ

知られています。筑波大学大学院の一部の専攻では、外部の研究機

からこそ面白く充実した研究生活を送れていると感じています。

関と連携大学院方式による協力関係を結んでおり、私はこの方式を

今後は、これまでの経験等を活かして、独創性や思考力に富んだ学

利用して、研究生活の大半を外部の研究機関で過ごしました。その

生を社会に輩出できるように努力していきたいと考えています。今後

ため、北里大学薬学部に来るまで、大学の研究室の雰囲気をほとん

とも、皆様のご指導ご鞭撻のほど、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

薬剤学教室
助教

藤原亮一

て帰ることができたので（輸送費はヒトの5倍！）
、現在はそのマ
ウスを用いた応用研究を行っています。5年生や3年生の学生が精
力的に研究を進めてくれ、興味深いデータが集まりつつあります。
私は4年制の薬学部を卒業したので、6年制の薬学教育で必須と
なった病院・薬局での実務実習に先立って行われる事前実習および

平成24年4月より薬剤学教室（伊藤智夫教授）の助教に着任致

薬学共用試験 OSCE は初めての経験でした。薬剤学教室は事前実

しました藤原亮一と申します。私は2004年3月に北里大学薬学部

習の「調剤と調剤薬監査」を担当しており、私も教室員の助けを得

を卒業後、金沢大学大学院にて薬物代謝酵素である「UDP- グルク

て散剤や液剤などの調剤を指導しました。5年時の薬局実習では他

ロン酸転移酵素（UGT）
」に関する研究を行い博士号（薬学）を取

大学の学生も一緒に実習を受ける場合もあるため、
指導薬剤師に
「さ

得しました。その後は渡米し、
2012年3月までの約4年間をカリフォ

すが北里大学の学生！」
と思われるような教育を心がけております。

ルニア大学サンディエゴ校（UCSD）の博士研究員として過ごしま

実習に加え、オール北里チーム医療演習や3年生の生物薬剤学、4

した。メキシコとの国境に接するサンディエゴは年間を通じて温暖

年生の健康食品論、6年生の薬学総合演習の授業を一部担当しまし

な気候で雨も少なく、全米で最も住みたい都市としていつも上位に

た。
「参加型」の授業を目指していますので、学生には発言する楽

あげられています。
世界トップクラスの研究機関が多いのも特徴で、

しさを経験してもらいたいと考えています。

DNA の二重らせん構造を発見したワトソン博士の講演を聴く機会
もありました。アメリカで作製した黄疸モデルマウスを日本に連れ

最後になりましたが、まだまだ至らない点も多いと思いますが、
今後ともご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます。

最新キャンパス情報

■新病院プロジェクト進捗状況について

しています。今年度は、主に新病院建築の総合設計図の作成と調整、医

北里大学病院
新病院開設準備室

度は開院まであと一年を迎える年度として、建物の完成とともに、運営

平成23年9月に着工した新病院建築工事は、平成25年12月に竣工
を迎え、約4ヵ月の準備期間を経て、平成26年5月に開院となります。

療機器備品整備計画を取り纏めてきました。これを受けて、平成25年
計画と移設計画の策定の他、新たな体制の構築と具体的な運用面の検討
を行っていきます。
新病院建築も今年5月には最上階である14階とその上に設置するヘ

その後、新棟及び救命救急棟の改修工事を行い、東病院から消化器内科、

リポートの躯体部分が外観として

消化器外科及び整形外科の診療機能を移転させ、平成27年1月に新大

現れます。また、新病院の内装工

学病院として、グランドオープンを迎えます。続いて、現在の病棟、外

事、病院を取り囲む周辺道路やバ

来棟、検査棟及びリナック棟を解体し、その跡地を外来駐車場として整

スターミナルの整備などの外構工

備します。一方、解体工事と同時期には東病院の改修工事を行います。

事も順次行います。今年12月の新

現在、
このプロジェクトは平成24年4月からの新しい新病院プロジェ

病院竣工に向けて、現在も順調に

クト本部体制（本部長：海野病院長、
副本部長：渋谷副院長）により、
ハー

ハードの構築、ソフトの検討を進

ド（建築・施設設備等）とソフト（運営・組織体制等）の両面から推進

めているところです。
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着任から今まで、北里大学の多くの先生方から教育や研究に対す

生物分子設計学教室
助教

る抱負を伺う機会がありました。基礎や臨床など様々な立場の違い

清田泰臣

はあれど、どの先生も志高く取り組んでおられ、お話を伺うだけで
も非常に励みになりました。学生を想って行動していれば、学生も
それに応えてくれる。そのような感覚を与えてくれる方が、教員・

平成24年4月から、生物分子設計学教室の助教に着任いたしまし
た清田泰臣と申します。

学生ともに多くいると常日頃から感じています。私は、近代科学の
根本にあるものは、
『観察』と『考察』と考えています。現象には

私は群馬県出身で、修士課程までは京都大学工学研究科に、博士

必ず根拠があり、現象を深く『観察』し、根拠を『考察』すること

後期課程からは愛知県岡崎市にある分子科学研究所でお世話になっ

で科学は発展してきました。これは、学部時代、博士課程と理論化

ておりました。専攻は統計力学に基づいた液体論で、その理論を生

学に身を置くなかで、周囲の人々から教えられ、また自分でも意識

体分子に応用し、分子認識の研究をしております。出身地も含め、

していたことです。科学に対する深い観察力と考察力を持ち、それ

今までは比較的、人口密度の低いところに住んでおりました。特に、

を楽しむことができるような人材を育てることができればと考えて

前述の研究所時代は、100メートル以上ある長い廊下を歩いても誰

います。

とも擦れ違わない程、人の気配の少ないところでした。そういった

以前から薬学関連に興味を持って研究しておりましたが、工学出

ところから、東京という極端に人口密度の高いところに移り、着い

身のため、まだまだ勉強不足を感じています。これからも勉強に、

た当初は軽く人酔いをした記憶があります。今は、周りの先生方や

研究に、もちろん教育にも励んでいきたいと思っております。どう

学生達の助けもあり、東京の生活にも慣れることができたと思って

かご指導ご鞭撻のほどをよろしくお願いいたします。

います。

■人事異動について
教室・部門

平成25年3月1日現在
（順不同）

職位

氏名

異動年月日

異動事由

生体分子解析学

講師

片根真澄

24.10.1

昇任（助教）

生命薬化学

教授

長瀬 博

25.3.31

定年退職

衛生化学

教授

中川靖一

25.3.31

定年退職

教授

矢後和夫

25.3.31

定年退職

臨床薬学研究・教育センター

薬物治療学Ⅰ

注）前回薬学部ニュース（No.4) 掲載後の昇任と 25.3.31 定年退職教員のみ掲載している。

■白金キャンパス新棟建設計画について
薬学部長

薬剤学教室

伊藤智夫

教授

設され、コッホ神社も整備される予定です。
新棟が完成すると教育・研究設備の更なる充実が図られますが、1号
館や北里研究所病院内の薬学部の施設についても見直します。臨床系の
研究室・実習室等をできる限り1号館に集約して、事前実習や OSCE

薬学部創設50周年記念事業の一環として、1964（昭和49）年に竣

を効率的に実施する体制を作りたいと考えています。工事期間中は学生

工した薬学部3号館、さらにその後に増築された薬学部2号館の建替え

に多大な迷惑をかけることになりますが、本学の将来の発展のためにご

計画が進行しています。

理解下さるようお願い申し上げます。

現時点での建設計画では、Ⅰ期工事（平成26年3月〜12月）
、Ⅱ期

関根助教

工事（平成27年5月〜平成29年6月）
、Ⅲ期工事（平成平成29年9

竹内教授

月〜平成30年7月）に分けて工事が行われます。Ⅰ期工事では、現在
のソフィアプラザに低層棟（大講義室、
学生食堂）を建て、
Ⅱ期工事では、
現在の北里本館の位置に十数階建ての高層棟を建てます。2・3号館の
研究室や実習室等は高層棟に移り、
引越し完了後に2・3号館を解体して、
アリーナ棟と学生広場が整備されます。同時に、北里柴三郎記念館が建

薬学部教員の
課外活動
平成24年度北里華道部
草月流華展
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News & Topics
薬学部と高校や地域の連携
■平成25年度生涯学習セミナー日程
北里大学薬学部生涯学習センターが主催し、北里大学薬友会と財団

センター認定研修2単位が得られます。申し込み等の問い合わせは、

法人日本薬剤師研修センターに共催をいただく生涯学習セミナー

北里大学薬友会または北里大学薬学部へ。

が、平成25年度は以下の日程で開催の予定です。日本薬剤師研修
主催：北里大学薬学部生涯学習センター
共催：北里大学薬友会・( 財）日本薬剤師研修センター
時間：午後 2 時 30 分〜午後 5 時 45 分（各回とも）
場所：白金キャンパス 1 号館 1501 大講義室
※日程により異なります。
定員：300 名（各回とも）

対象：本学および他薬系大学の卒業生
受講料 ：2,000 円（各回とも）
認定単位：日本薬剤師研修センター認定研修 2 単位
申し込み等の問い合わせ先：
北里大学薬友会 HP（http://www.yakuyu-kai.com/）
及び北里大学薬学部 HP（http://www.kitasato-u.ac.jp/pharm/）

注）セミナー日程の現在未定部分については、ＨＰ等でご確認下さい。

期間 NO.

テーマ

1
前期

2

平成25年 5月18日（土）
漢方

3
夏期

後期

平成25年 6月15日（土）
平成25年 7月20 日（土）

（平成 25 年 3月1日現在）

講義

講師

講義 1：産婦人科領域の漢方

森 裕紀子（北里大学東洋医学総合研究所）

講義 2：漢方薬の服薬指導

緒形千秋（北里大学東洋医学総合研究所）

講義 1：神経内科領域の漢方の臨床

川鍋伊晃（北里大学東洋医学総合研究所）

講義 2：生薬、その品質及び漢方薬における配合意義 坂田幸治（北里大学東洋医学総合研究所）
講義 1：小児科領域の漢方
講義 2：漢方をより活用するために

堀田広満（北里大学東洋医学総合研究所）
小林義典（北里大学薬学部 生薬学教室教授）

4

未定

平成25年 8月 3 日（土） 未定

未定

5

未定

平成25年 8月 31日（土） 未定

未定

6
中期

日時

平成25年 9月7日（土）

7

生活習慣病 平成25年10月19日（土）

8

平成25年11月30日（土）

9

講義 1：高血圧治療の最前線

赤石 誠（北里研究所病院副院長・循環器部長）

講義 2：高血圧患者への服薬指導

高橋賢成（東京女子医科大学病院・薬剤部副部長）

講義 1：慢性閉塞性肺疾患（COPD)

鈴木幸男（北里大学薬学部生体制御学准教授・北里研究所病院呼吸器内科）

講義 2：在宅医療の現状について

未定

講義 1：糖尿病治療の最前線

山田 悟（北里研究所病院糖尿病センター長）

講義 2：高血圧患者への服薬指導

篠原久仁子（フローラ薬局）

未定

平成26年 1 月25日（土）未定

未定

10 未定

平成26年 2 月15日（土）未定

未定

■平成25年度港区民大学日程
大学と地域のつながりを深め、生涯学習の機会を提供する目的で、

学部が「暮らしに役立つ医療の知識」をテーマに、以下の内容で開

港区の公益財団法人が主催する港区民大学。毎回港区にキャンパス

催します。

を持つ大学が講座を担当していますが、平成25年度は北里大学薬
全体テーマ：暮らしに役立つ医療の知識
主催：公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団
（Kiss ポート財団）
共催：北里大学薬学部
時間：午後 6 時 30 分〜午後 8 時（各回とも）
場所：薬学部コンベンションホール
定員：150 名

対象：港区在住・在勤・在学者
受講料 ：2,500 円（全 5 回分）
※北里関係者（教職員・学生）は無料。
認定単位：なし
申し込み等の問い合わせ先：
Kiss ポート財団 HP
（http://www.kissport.or.jp/）
、
北里大学薬学部 HP
（http://www.kitasato-u.ac.jp/pharm/）
（平成 25 年 3月1日現在）

NO.

日程

テーマ

講師

1

平成25年5月30日（木） コンチネンスクリニックの活用法〜心地よい排泄ケア〜

西村 かおる（北里研究所病院コンチネンスクリニック）

2

平成25年6月6日（木）

山田 悟（北里研究所病院糖尿病センター長）

3

平成25年6月13日（木） 薬理学入門：薬の効くメカニズム

田辺 光男（北里大学薬学部 薬理学教室 教授）

4

平成25年6月20日（木） ワクチンのはなし〜健康で豊かな人生のための基礎知識〜

渡邉 峰雄（北里大学感染制御科学府 准教授）

5

平成25年6月27日（木） 病気になりやすい魔の時間帯〜時間治療の最前線〜

吉山 友二 ( 北里大学薬学部 保険薬局学 教授）
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新しいメタボ対策 糖質制限食

手作りの高校模擬講義を参考に、
薬学部でも新たな取り組み
生徒が事前に、本学部と当日の私の講義タイトルである「ヒトゲノ

生化学教室
教授

服部成介

ム」について調べたレポートが束ねてあり、生徒の座席表まで用意
されていました。このおかげで当日の講義は、座席表の氏名を確認
しつつ、レポートに書かれた質問にも答えることができたので、生
徒との交流も深まり、大変有意義な時間となりました。

薬学部には、毎年30校ほどの高校から模擬講義の申込みがあり、

「ウチの高校の模擬講義は、手作りがウリです」と校長先生が述

私も毎年1〜2回講義を行っています。模擬講義は、高校が外部機

べられましたが、このような周到な準備は、相当な労力を要するこ

関とタイアップした教育活動の一環として、十数の大学から講師を

とで、担当された先生方に深く感謝しています。

招聘し実施することが多いようです。

なお、こうした模擬講義への取り組みを本学部でも参考にして、

生徒は自分の志望分野に近い大学の講師の講義を体験しますが、

あらかじめ本学部の概要、当日の講義内容等について生徒にレポー

その取り組みには、
かなりの温度差も見受けられます。そんな中で、

トを作成してもらう取り組みを開始しました。教員もこのレポート

昨年訪問した神奈川県立大磯高校の模擬講義は高校側の取り組みが

に事前に目を通すことで、当日の講義がより充実したものになるだ

非常に熱心でした。大磯高校の生徒数は3学年で約800名で、毎年

ろうと期待しています。

1〜2名が本学部に入学している高校です。当日渡された資料には、

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
〔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。

23

平成25年度 薬学部暦
主な学部予定
日程
対象学年
4 月 5 日（金）
1年
4 月 1 日（月）〜 6 日（土）
1年
オリエンテーション
4 月 2 日（火）
2・3 年
4 月 3 日（水）
4・6 年
及びガイダンス
4 月 1 日（月）
5年
4 月 8 日（月）
1～4年
前期授業開始
4 月 1 日（月）
5・6 年
病院実習①
4 月 8 日（月）〜 6 月 22 日（土） 5 年
演習プレ試験
4 月 9 日（火）〜 11 日（木）
6年
白金ガイダンス（パソコン配付） 4 月 20 日（土）
1年
保険薬局実習①
5 月 13 日（月）〜 7 月 27 日（土） 5 年
病院実習②
6 月 24 日（月）〜 9 月 28 日（土） 5 年
卒業研究発表会
6年
7 月 6 日（土）
薬学部教室紹介
2〜4年
8 月 9 日（金）
１年
7 月 12 日（金）
2 年、3 年（生命創薬）、4 年( 薬学）
8 月 23 日（金）
3 年（薬学）
前期授業終了
7 月 13 日（土）
4 年( 薬科学・生命創薬）
8 月 3 日（土）
5年
8 月 2 日（金）
6年
7 月 25 日（木）〜 8 月 2 日（金） １年
前期試験
7 月 16 日（火）〜 26 日（金）
2〜4年
7 月 24 日（水）〜 7 月 27 日（土） 6 年
8 月 10 日（土）〜 26 日（月）
１年
7 月 27 日（土）〜 8 月 25 日（日） 2・4 年
夏期休業
8 月 10 日（土）〜 25 日（日）
3年
8 月 4 日（日）〜 25 日（日）
5年
8 月 3 日（土）〜 25 日（日）
6年
8 月 27 日（火）〜 30 日（金）
1年
前期追再試験
8 月 26 日（月）〜 31 日（土）
2〜4年
8 月 26 日（月）〜 28 日（水）
6年
演習予備試験
8 月 29 日（木）〜 30 日（金）
6年
9 月 9 日（月）
1年
9 月 2 日（月）
2〜4年
後期授業開始
8 月 26 日（月）
5年
9 月 2 日（月）
6年
ライフスポーツ演習Ａ／Ｂ 9 月 2 日（月）〜 7 日（土）
１年
保険薬局実習②
9 月 2 日（月）〜 11 月 16 日（土）5 年
病院実習③
9 月 30 日（月）〜12 月 14 日（土）5 年
演習試験Ⅰ
10 月 15 日（火）〜 16 日（水）
6年
演習試験Ⅱ
12 月 12 日（木）〜 13 日（金）
6年
OSCE 本試験
12 月 15 日（日）
4 年（薬学）
1月
6 日（月）
1年
後期授業終了
12 月 24 日（火）
2〜5 年
12 月 18 日（水）
6年
12 月 26 日（木）〜 1 月 5 日（日） 1 年
冬期休業
12 月 25 日（水）〜 1 月 5 日（日） 2 〜 5 年
12 月 25 日（水）〜 1 月 7 日（火） 6 年
入学式

内容

平成25年度
薬学研究科暦

入学式

内容

新入生ガイダンス
前期授業開始
前期授業終了
夏期休業
後期授業開始

主な学部予定

行事名

第１回薬学部オープンキャンパス

OSCE 追再試験
CBT 追再試験
卒業判定会議
卒業発表
及第判定会議
及落発表
学位記授与式

その他の関連予定
内容
オール北里チーム医療演習
球技大会
白金祭
北里祭

祝日等

対象学年
1〜4年
5年
5年
6年
１年
4 年 ( 薬学 )
6年
6年
1年
2〜4年
4 年 ( 薬学 )
4 年 ( 薬科学・生命創薬 )
4 年 ( 薬科学・生命創薬 )
1〜5年
1〜5年
4 年・6 年

※なお一群科目については、一般教育部暦を適用する。

日程
4 月 30 日（火）〜 5 月 1 日（水）
6 月 2 日（日）
・9 日（日）
10 月 26 日（土）〜27 日（日）
11 月 2 日（土）〜 3 日（日）

休講について

対象学年
6 年※1〜4年休講
全学年
全学年
全学年

内容
白金祭のため
北里祭のため

日程
10 月 25 日（金）
11 月 1 日（金）

内容
開校記念日
北里研究所創立記念日

日程
4 月 20 日（金）→ 5 月 2 日（木）に振替
11 月 5 日（月）

昭和の日
憲法記念日
みどりの日
振替休日（こどもの日）
海の日
敬老の日
秋分の日
振替休日（文化の日）
勤労感謝の日
天皇誕生日
元旦
成人の日
建国記念の日
春分の日

4 月 29 日（月）
5 月 3 日（金）
5 月 4 日（土）
5 月 6 日（月）
7 月 15 日（月）
9 月 16 日（月）
9 月 23 日（月）
11 月 4 日（月）
11 月 23 日（土）
12 月 23 日（月）
1 月 1 日（水）
1 月 13 日（月）
2 月 11 日（火）
3 月 21 日（金）

白金キャンパス立入禁止日
内容
OSCE 共用試験実施のため
センター試験実施のため
一般入学試験実施のため

相模原
キャンパス

日時

７月２7日（土）１３時〜１７時 2０分

日程
12 月 14 日（土）
・15 日（日）
1 月 18 日（土）
・19 日（日）
1 月 31 日（金）
・2 月 1 日（土）

内容
授業終了
冬期休業
授業開始
後期授業終了
修士論文発表会
修士認定発表
学位記授与式

日程
12 月 21 日（土）
12 月 22 日（日）〜 1 月 5 日（日）
1 月 6 日（月）
1 月 25 日（土）
2 月 26 日（水）〜 27 日（木）
3 月 10 日（月）
3 月 26 日（水）

行事名

日時

第１回全学オープンキャンパス

７月２0日（土）１3 時〜１8 時
７月２1日（日）１０時〜１６時

第２回全学オープンキャンパス

８月２５日（日）１０時〜１６時

第１回全学進学相談会

10 月6日（日）１0時〜１６時

第２回薬学部オープンキャンパス

８月２4日（土）１３時〜１７時 2０分

第２回全学進学相談会 ※北里祭

１１月 2 日（土）１０時〜１６時
１１月 3 日（日）１０時〜１６時

第１回薬学部進学相談会 ※白金祭

１０月２6 日（土）１３時〜１６時
１０月２7 日（日）１３時〜１６時

大学説明会

３月 23日（日）１０時〜１６時

編 集 後 記
今回の本誌の表紙を飾っている「笑顔ふりまきトカゲ」は平成24年度
（第33回）の白金祭の「スマイル」というテーマから学生たちが、作り上
げたマスコットです。
「スマイル」という文字を見た時、わかりやすくて
素敵なテーマだなあと感じました。慌ただしい毎日の生活の中でいつでも
笑顔でいられる環境は、どんな人にとっても心地良いものです。
これから社会人もしくは大学院生となる卒業生、そして、医療人を目指
して入学してくる新入生や国家試験を目標に勉学に勤しむ在学生にとっ
て、笑顔の絶えない春を迎えられることを願います。
素敵な笑顔を未来に向けて振りまけますように・・・・・
（Y.I.）
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日程
1 月 6 日（月）〜 16 日（木）
1 月 6 日（月）〜 3 月 22 日（土）
1 月 6 日（月）〜 3 月 22 日（土）
1 月 14 日（火）〜 16 日（木）
1 月 24 日（金）〜 28 日（火）
1 月 28 日（火）
・29 日（水）
2 月 6 日（木）
2 月 7 日（金）
2 月 5 日（水）〜 10 日（月 )
2 月 12 日（水）〜 18 日（火 )
2 月 25 日（火）
2 月 27 日（木）
3 月 6 日（木）
3 月 7 日（金）
3 月 6 日（木）
3 月 10 日（月）
3 月 26 日（水）

追再試験

日程
4 月 5 日（金）
4 月 1 日（月）
4 月 6 日（土）医療薬学履修コース
4 月 16 日（火）
8 月 3 日（土）
8 月 4 日（日）〜 9 月 1 日（日）
9 月 2 日（月）

平成25年度 北里大学
オープンキャンパス・進学相談会日程
白金
キャンパス

内容
後期試験
保険薬局実習③
病院実習④
追再試験
ライフスポーツ演習Ｃ
CBT 本試験
卒業判定会議
卒業発表
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