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特集

よりハイレベルな教育・研究の
成果をめざし、充実する支援体制

白金キャンパス整備計画について
薬学部長
薬学部創設 50 周年記念事業の一環として薬学部新棟建
設計画を進めてきましたが、その概要が固まりつつありま

伊藤智夫

全て高層棟に移ります。尚、12〜14 階は本部スペースと
なります。

すので、紹介いたします。白金キャンパス整備計画では、

高層棟は、北里のシンボルと見なされ、採光に配慮した

全体をⅠ期〜Ⅲ期に分けて工事が進められますが、薬学部

全面ガラスの建物になる予定です。またⅡ期工事では、高

新棟建設はその一部として位置づけられ、新棟のみならず

層棟の西側に北里柴三郎記念館が建設されます。

北里柴三郎記念館やコッホ神社も整備されます。

その後 2・3 号館を解体し、その跡地にⅢ期工事（平成

以前にも紹介しましたが、まずⅠ期工事（平成 26 年 3

29年9月〜平成30年12月）
としてアリーナ棟、
売店・カフェ

月〜12 月）では、現在のソフィアプラザに低層棟（大講

テリア、コッホ神社、学生広場（イメージ図 2）が整備さ

義室 3 室、多目的教室 1 室、学生食堂）を建てます。次に

れます。白金キャンパス整備計画が完了しますと、教育・

Ⅱ期工事（平成 27 年 5 月〜平成 29 年 6 月）では、現在の

研究環境のみならず、学生のアメニティも格段に向上する

北里本館の位置に地下 2 階、地上 14 階建ての高層棟を建

ことが期待されます。工事期間中は皆様に多大なご迷惑を

てます（イメージ図 1）
。地下 2 階〜地上 11 階が薬学部の

かけることになりますが、本学の将来のためにご理解下さ

スペースとなり、現在の 2・3 号館の研究室や実習室等は

るようお願い申し上げます。

イメージ図 1

イメージ図2

バス通りから見た新棟のイメージ。右側に北里研究所病院、奥に薬学
部 1 号館、薬学部 1 号館の手前に低層棟が見える。高層棟と低層棟の
間に、学生広場（イメージ図 2）が整備される。高層棟の左側に、北
里柴三郎記念館（2 階建て）の屋根が見える

低層棟から学生広場と高層棟（イメージ図 1）を臨む。左側が北里研究所病院、右側がア
リーナ棟。高層棟の右側に北里柴三郎記念館が建設される。高層棟の地下 1 階部分は外
部に面しており、地下部分の採光も配慮されている
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卒業後の薬学教育の充実と
地域住民の健康維持を目指して
生涯学習委員会委員
臨床薬学研究・教育センター（臨床薬学） 保険薬局学 講師
平成 5 年度から始まった薬学部卒業後の薬学教育（卒後教育）

有海秀人

このように、卒後教育セミナーでは“日々の薬剤師業務で感

は、平成 21 年度より薬友会員を中心とする薬剤師の先生方の

じた疑問をこのセミナーを通して解決し、すぐに業務に還元で

期待に沿うセミナー内容に改変するために、薬友会と合同で開

きる”をコンセプトに開催しています。また、日々扱っている

催しています。今年度の卒後教育セミナーは、薬学部の教職員

医薬品がどのような過程を経て世の中に出ているかなど、医薬

と薬友会の理事から構成された生涯学習委員会がプログラムの

品開発と臨床試験、市販後の安全対策に関する基礎的かつ最新

企画を立案し、その運営を行なっています。

の知識を夏期の集中セミナーで開催します。現在、来年 2 月、

セミナーは前期 3 回、中期 3 回、後期 2 回と夏期セミナー2 回

3月に開催予定の後期セミナーのテーマを検討しておりますが、

を合せた年間 10 回の開催を予定し、昨年度は、約 1000 人の受

薬剤師業務に役立つ、魅力ある内容を用意させていただく予定

講生にご参加頂きました。今年度の前期と中期の卒後教育セミ

でございますので、是非ご参加下さいますようよろしくお願い

ナーは、これまでの受講者から要望の多かった「漢方」と「生

致します。

活習慣病」に焦点を当てた病態や疾病の知識を中心に、服薬指
導時の注意点などを講演して頂く予定です。

また、大学全体としてより一層開かれた大学を目指した取り
組みを進めておりますが、生涯学習委員会でも各自治体からの

前期テーマ「漢方臨床の基礎について学ぶ」では、北里大学

要請を受け、一般市民向けの講演会である相模原市民大学や港

東洋医学研究所の医師や薬剤師としてご活躍されている先生を

区民大学のプログラムを企画しています。本学の特色を生かし

講師に迎え、既に 750 名の先生方にご参加を頂く程の大盛況で

て、地域の皆さんの健康維持・増進に寄与する講演会を実施し

ありました。9 月からの中期テーマ「知っておきたい生活習慣

ております。今年度も沢山の市民・区民の方々にご出席を頂き

病と服薬指導の実践」では、高血圧、呼吸器疾患、糖尿病を専

ました。最後に、より充実した卒後教育セミナーや市民大学に

門とする北里研究所病院の医師の先生や病院・薬局で勤務され

するために、皆様方からのご意見、ご要望などをお寄せ頂けれ

ている薬剤師の先生に講演して頂く予定です。

ば幸いです。

多くの参加者を集めて行われた卒後教育セミナー。コンセプトは「薬剤師業務で感じた疑問を解決し、すぐ業務に還元できること」。生涯学習委員会と卒業生組織
の薬友会が合同で魅力あるテーマを毎回企画しています
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「その気」になって勉強する人を
サポート（学習支援室より）
薬学教育研究センター

学習支援室

准教授

西野貴司

学習支援室は、薬剤師養成教育の充実を図る目的で薬学

ですから、学生とのコミュニケーションを大切にし、一人

科（6 年制）5、6 年次の学生の中で、学習がうまく進まな

ひとりの悩みに個別に相談に乗り、フォローするよう心が

い人をサポートするところです。6 年制 2 期生を送り出し

けています。5 年生は実務実習期間以外の週 1 日（今年度

た今年、本学の教育理念でもある全員卒業、薬剤師国家試

は月曜）
、6 年生は週 4 日（今年度は火〜金曜）
、学習支援

験全員合格を目指し、4 月より社会薬学部門から独立して

室にて基礎コースプログラムに参加します。基礎学力の定

教育に専念する新生学習支援室としてスタートいたしまし

着、薬剤師国家試験に合格するために適切な助言と学習指

た。現在は、私と喜来望講師の 2 人体制ですが、来年度は

導を行うとともに、薬剤師免許取得に対する意識付けが重

1 名増員が予定されており体制が整っていきます。

要です。そのために「その気」にさせる教育・指導を行っ

6 年制の学生の最も大きな目標は、国家試験に合格して

ています。成績向上のため一方的に教えるのではなく、少

薬剤師の資格を取得することでありますが、薬剤師免許取

人数制の利点を生かし「双方向」
「学生自身が参加する」

得は最終目標ではなく最低限クリアしなければならないも

授業で、一人ひとりに興味を持たせ、学習意欲の向上をね

のと位置づけています。

らいます。また、共同で勉強する機会を設け、お互いに教

学習支援室には、1 年次から 4 年次までの累積成績で下

え合い学び合う教室の中で、仲間意識を育むと同時に、教

位15% の学生が特別実習基礎コースとして5年生から所属

えることでさらに知識を修得してほしいと考えています。

します。成績不振の原因は、学生によって理由はさまざま

単に薬剤師国家試験に合格するだけでなく、社会に出て
どう働くかといった職業意識も身につけてほしいと思いま
す。なりたい将来が明確になれば、
「その気」になってモ

薬学教育研究センター
在学生の配属なし

在学生の配属あり

チベーションは続くはずです。夢や目標を実現させるため
の努力は、いつから始めても遅くはありません。私たちも

社会薬学
部門

学習支援室

情報薬学
部門

医療心理学
部門

学生の希望が叶うようにしっかりサポートしていきます。

在学生の学習支援

薬学教育研究センター
在学生の配属あり

社会薬学
部門

情報薬学
部門

医療心理学
部門

在学生の学習支援
学習支援室
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これまでの経験と実績をもとに、従来の社会薬学部門から独立して新たなス
タートを切った学習支援室（写真：学生による問題解説）

よりハイレベルな教育・研究の成果をめざし、充実する支援体制 特集

平成25年度薬学部就職委員会の
活動ニュース
就職委員会

委員長

微生物学教室

平成25 年度の薬学部就職委員会の
活動をご紹介いたします。

岡田信彦

教授

設定した（2年生は「可能性を広げる」
､3年生は「社会とつながる」
、
4年生は「進化し続ける」
）
、就職力アップのための学習支援プロ
グラムです。前期の一部は既に終了しましたが、これからの就

薬学部就職委員会は、岡田信彦（委員長、2年次学年主任）
、

職活動を考える上で非常に参考になったと思います。

田辺光男（副委員長）
、鈴木順子（6年次学年主任）
、服部成介（5

学業と平行して就職活動を行うことは肉体的にも精神的にも

年次学年主任）
、吉山友二（4年次学年主任）
、牧野一石（3年次

とてもたいへんなことです。就職については早くから準備をし

学年主任）
、猪腰淳嗣、有田悦子、川上美好､ 岩本孝一（薬学部

ていくことが大切です。学部の企画する就職支援プログラムを

事務室事務長）
、以上10名の委員および事務室学生課のもとで運

上手に利用して、希望の就職ができるようがんばってください。

営されています。就職委員会では、学生および大学院生に対す

生命創薬科学科「就職ガイダンスプロジェクトワーク」
薬学部生命創薬科学科4年 古屋翔太
に参加して

る積極的な就職支援活動を行なっており、その内容は年々充実
したものとなっています。
今年度も様々な就職ガイダンス
（インターンシップガイダンス、

本プロジェクトワークでは、5人一組のチームを作り、チーム

職種説明会､ 就職講演会、エントリーシート対策講座、面接対

ごとに自分たちの決めたテーマについて発表を行いました。私

策講座、等）を開催するとともに、12月には薬学部企業フォー

のチームはテーマを「今後の創薬の時短」に設定し、
意見交換後、

ラムを企画しています。同時に先輩相談コーナーを併設いたしま

発表ポスターの製作をし発表をしました。この過程で私たちは

すので、先輩たちからの就職活動に対する具体的なアドバイスを

2つのコミュニケーション力を得ることが出来ました。

聞くことができるようになっています。各ガイダンスの詳細な

1つ目は仲間の意見を聞き、結論をひとつの方向へ絞ってゆく

日程は薬学部ニュース No.5に記載いたしました。さらに、OB・

ことでチームをまとめていく力、そして、2つ目はテーマ内の容

OG 訪問やインターンシップへの参加、キャリアカウンセラーに

要点をつかみ他の人に簡潔にわかりやすく伝える力を身につける

よる就職相談など就職活動に関する支援体制を整えています。

ことが出来ました。

また、今年度からは、生命創薬科学科学生の就職力向上を目指

今回得たコミュニケーション力をさらに伸ばしてゆけば、就職

した、新たなキャリアプログラムを開始いたしました。2年生〜

活動に必ず役立つと確信しています。このような自主性を磨くワー

4年生を対象とした TOEIC 対策講座とともに学年毎にテーマを

クを行う事ができ、貴重な経験ができたことに感謝いたします。

■生命創薬科学科のキャリアプログラム（就職ガイダンス）
日程
1 年生
実施時期
前
期

4月1日

内容
① 仲間を知る！自己紹介プログラム
２年生

実施時期

前
期

実施時期

４年生
内容

実施時期

5月14日

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）

5月10日

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）

5月21日

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

5月17日

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

5月28日

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24日

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）

5月31日

④ 課題解決（発想力）トレーニング

6月4日

コミュニケーショントレーニング１
④
グループディスカッション基礎

6月11日

コミュニケーショントレーニング２
⑤
グループディスカッション実践

6月18日

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）

4月〜6月

２年生〜４年生対象
＜ TOEIC 対策講座 1 〜 8 ＞

9月13日

コミュニケーショントレーニング３
⑦
ビジネスシュミレーションゲーム

9月20日

⑧

11月8日

前
期

11月22日

⑩ ＜グループワーク＞成果物の作成

11月29日

⑪

＜グループワーク＞ポスター掲示、気づき
の共有、フィードバック

① プロジェクトワーク（課題設定）

5月24日

② プロジェクトワーク（実施）

前
期

6月7日

③ プロジェクトワーク（発表）

２年生〜４年生対象
＜ TOEIC 対策講座 1 〜 8 ＞

9月20日

後
期

⑥

２年生〜４年生対象
＜ TOEIC 対策講座 1 〜 8 ＞

4月〜6月
9月10日

学びと社会をつなげる（→グループワーク
チーム分け、テーマ設定）

＜グループワーク＞
⑨
テーマについて調べる

6月7日

内容

5月10日

発表

セルフコーチング（目標達成に向かってい
⑤
るかセルフチェック）

4月〜6月

２年生〜４年生対象
＜ TOEIC 対策講座 1 〜 8 ＞

9月〜10月

後
期

３年生
内容

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）

リスク管理の視点でみるキャリアデザイン
（卒業後の人生をデザインしてみよう！）

9月〜10月

２年生〜４年生対象
＜ TOEIC 対策講座 1 〜 8 ＞

11月8日

⑦ 社会で活かせる自分のチカラを知る

11月22日

⑧

ロジカルシンキングで応募書類の通過を目
指す

11月29日

⑨

ロジカルシンキングでコンピテンシー面接
に備える

9月〜10月
10月1日

２年生〜４年生対象
＜ TOEIC 対策講座 1 〜 8 ＞
⑤ プロジェクトワーク（英語での発表）

後
期
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より優位性を増した北里大学薬学部
〜98回薬剤師国家試験を振り返って〜
薬学教育研究センター

社会薬学部門

1 98 回薬剤師国家試験
実施状況
第 98 回薬剤師国家試験は、平成 25 年 3 月 2 日、3 日の両
日実施され、本学の新卒受験者はおかげをもちまして、全
員がつつがなく受験を終えました。

教授

鈴木順子

2 98 回薬剤師国家試験
結果と総評
＜ 98 回薬剤師国家試験の合格状況＞
①受験者数の少ない大学が高合格率の傾向がある
国立大学における 6 年制合格率は 93.99％、公立大学で

98回国家試験は、
受験者総数11,288名
（前年度9,785名）
、

は 91.14％、私立大学の合格率にはばらつきがあるが、平

合格者総数 8,929 名（前年度 8,641 名）
、
合格率 79.10％（前

均 84.88％でした。また、6 年制受験者の合格率が 100％と

年度 88.31％）という結果でした。23 年度卒業生も含めた

なった大学は 3 校ですが、国立大学 1 校（受験者数 7 名）
、

6 年制の学生については、
受験者数 10,557 名（前年度 8,584

公立大学 1 校（受験者数 41 名）
、私立大学では 54 校中 1 校

名）
、合格者数 8,826 名（前年度 8,182 名）
、合格率 83.60％

でした。

（前年度 95.32％）となっており、いずれの数字を見ても、

② 23 年度卒業生の合格率は一般に低い

第 97 回国家試験（6 年制初の国家試験）に比べて、国家試

国立大学の合格率は平均 32.00％、公立大学の合格率は

験としての常識的なラインに近づいてきたように思われま

平均 62.50％、私立大学の合格率は平均 68.29％でした。

す。

また、23 年度卒業生の合格率が 100％となった大学は国立

本学では、24 年度 6 年生 268 名と 23 年度卒業生 6 名が

大学で 1 校（受験者数 2 名）
、公立大学で 2 校（受験者数そ

6 年制受験生として試験に挑みましたが、24 年度 6 年生

れぞれ 2 名）
、私立大学は本学を含めて 3 校（受験者数本学

は、うち 241 名が合格（合格率 90.30％）
、23 年度卒業生

6 名、他それぞれ 2 名）でした。

は全員が合格（合格率 100％）であり、総合的に合格率

③平成 10 年度共用試験合格者数に対する 98 回国試合格

90.51％を達成しました。

率
4 年生で共用試験をクリアし、実務実習を修了し、卒業

97回国家試験と98回国家試験の合格率比較
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97回国家試験

98回国家試験

97 回国家試験

88.31%

95.3

98 回国家試験

79.10%

83.6

よりハイレベルな教育・研究の成果をめざし、充実する支援体制 特集

要件を満足し、国家試験を受験して合格した率は、報道

が、得点状況をみますと、北里大学薬学部の総合得点率は

資料 1）によれば、やはり受験者数の少ない国公立大学が

74.84％（全体 72.70％）
、必須問題得点率は 87.35％（全

高率であり、私立大学で、90％台を確保できたのは本学

体 86.01％）
、一般理論問題の得点率は 68.67％（全体

1）

を含めて数校でした。 報道資料：薬事日報 2013 年 6 月 5

64.76％）
、
実践問題の得点率は 71.66％（70.27％）であり、

日版

一般理論問題が高得点率であるのに対し、必須問題、実践
問題ではあまり優位性が見られない状況でした。この現象

＜ 98 回薬剤師国家試験の傾向＞

は、知識と応用の両面における「いわゆる決定力」の問題

97 回に比べて「問題解決能力：考える力」を問う問題

であろうかと推察され、本年度後半にかけての課題となる

97回国家試験と98回国家試験の合格率比較

が多く、全体的に難易度が上りました。実践問題は、一般

と考えられます。
97回よりも
優位性増加

論をある特定事象に当てはめて考察させるもので、理科系

3 総括と展望

100

の教育とは逆の思考法が要求されるため、問題による難易
度に非常にばらつきを感じました。理論問題でも、過去問
80

98 回国家試験で特筆すべきことは、何より、24 年度 6

の再出題はゼロであり、出題形式、内容などこれからも変

全体合格率
年生の全員が卒業を決め、国家試験に臨んだこと、及び、

60
化していく可能性があります。

236年制合格率
年度 6 年生 6 名が全員合格を果たしたことの 2 点です。

98 回国家試験で、学生が苦戦した分野は、物理、衛生、
40

97 回国家試験

88.31%

95.3

98 回国家試験

79.10%

83.6

毎年申し上げることですが、本学は伝統である「基礎と

北里大学薬学部

病態・薬物治療学の三分野でした。物理は過去の出題と大

6年制合格率
臨床の両輪」を守りつつ、大学教育としての矜持と医療人

きく切り口が変わっており、衛生は昨年ほどではないけれ
20

材育成を両立させることを目標として教育を行っておりま

どもやはり高難易度でした。病態・薬物治療では、疾患や

す。

0
その治療を直接問うより、情報や検定など
EBM 関連の出

高い進級率と高い合格率を 2 つながら維持するのは決し

題が増え、実践的なトレーニングをしておく必要性が感じ

て容易ではなく、学生と教員のコラボレーションなくして

られました。

成立いたしません。学生諸氏は、研究と勉学、実習という

97回国家試験

98回国家試験

99 回国家試験でも、この傾向に大きな変化はないと考
えられ、6 年生に対する実践性に富んだトレーニングが望

多忙な状況でも、よく応えてくださっており、将来に大い
に期待が持てるところです。
本学として、有為な人材を社会に送り出すため、99 回

まれるところです。
＜北里大学薬学部の結果＞

国家試験に向け、
先述のような決定力の養成、
実践的トレー

6 年制受験者の合格率等については、先述の通りです

分野ごとの得点状況比較

ニングに取り組んでいきたいと考えます。
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白金祭の開催について
第 34 回北里大学白金祭実行委員会
薬学部薬学科 3 年

委員長

北條 茜

第 34 回白金祭のオリ
ジナルキャラクター
『ハッピーコック』

はじめまして、こんにちは。第34回北里大学白金祭実行委員会実
行委員長の北條茜です。白金祭の宣伝する場を設けていただき、あ

今年の白金祭のテーマは“Sun For you”です。
“Sun For you”は“青

りがとうございます。

春をあなたに”という意味で、このテーマには、白金祭を運営する

今年の白金祭は、10月26日（土）
、27日（日）に開催いたします。

我々はもちろん、白金祭に参加する皆さんや当日お越しいただく方々
が白金祭を通じて“青春”を感じてほしいという思いが込められて
おります。
白金祭当日には、自分好みの香りを選んで調合する薬学部ならで
はの企画である香水作り体験、芸人さんを招いて行うお笑いライブ、
野外ステージで行われるストリートパフォーマンス、ライブ、模擬店、
ミス・コンテスト、ミスター・コンテストなど、学園祭ならではの
企画が盛りだくさんです。また、テーマにちなんで作られた、第34
回白金祭のオリジナルキャラクターである『ハッピーコック』は、
大きなモニュメントとなり、白金祭にお越し下さる方々を出迎えま
す。
是非、白金祭へお越しください。白金祭実行委員一同、皆様のご
来場を心よりお待ちしております。
白金祭実行委員会メンバー

平成24年度卒業者・修了者の進路
●薬学部卒業者の主な就職先

●薬学部卒業者の主な就職先

薬学科（6 年制） 就職希望者 261 名
就職者 261 名
進学者 2 名
その他 8 名
卒業者計 271 名

その他の企業・機関

3%

その他医療機関 1%
化粧品香料等製造 1%
CRO・SMO 3%
医薬品卸

公務員

薬科学科（4 年制） 就職希望者 2 名
就職者 2 名
進学者 5 名
卒業者計 7 名

2%
病院

25%

1%

IT 関係
50%

ドラッグストア
20%

製薬企業
12%
調剤薬局
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32%

CRO
50%

〈公務員〉
東京都／東京都特別区（23 区）
〈病院〉
北里大学病院／北里大学東病院／北里
大学北里研究所病院／北里大学メディ
カルセンター／筑波大学附属病院／国
立病院機構 災害医療センター／東京
都立病院／横浜市立大学附属病院／順
天堂大学医学部附属順天堂医院／東京
女子医科大学病院／聖路加国際病院
〈製薬企業〉
武田薬品工業／アステラス製薬／グラ
クソスミスクライン
〈医療機器・化粧品・化学系企業・IT 系
企業〉
ちふれ化粧品／フューチャーアーキテ
クト
〈調剤薬局・ドラッグストア〉
アイングループ／住商ドラッグスト
アーズ／セイジョー
〈CRO（開発業務受託機関）・SMO（試
験実施機構管理機関）〉 エスアールエ
ル・メディサーチ
〈進学〉
北里大学大学院／大阪大学大学院／千
葉大学大学院／名古屋大学大学院

大学院生中間発表会の報告
博士後期課程 2 年

木浦和哉

生命薬化学教室
5月11日 ( 土 ) に大学院生中間発表会が薬学部コンベンションホー

ができました。私は他大学の有機化学系研究室にて修士課程を修了

ルで行われました。薬学研究科は修士課程、博士後期課程および博

し、本学に博士後期課程として入学しましたが、薬学教育を受けて

士課程の院生で構成されていますが、本会は各研究室のこれら院生

いない身としては非常に刺激となるものでした。

が集い、本研究科における分野間の交流を深めることを目的として

一方、私の発表について少し触れさせて頂くと、現在、生命薬化

開催されました。形式としては、自己紹介からはじまり、研究内容

学研究室にて藤井秀明教授の御指導の下、
「ナルトレキソンを出発原

について述べるもので修士課程3分、博士課程4分の持ち時間で行わ

料としたメセンブラン骨格への変換」をテーマとして研究を行って

れ、研究内容についての質疑応答も行われました。

いるため、これについて概要を説明しました。

近年、学際的研究が盛んであり、世界的にみても関連する分野間

このテーマは、創薬に対し有機合成化学を用いてアプローチを行っ

での共同研究・開発を進める機関が増加傾向にあることから、本会

ているものですが、同分野の先生はもちろんのこと、関連の薄い他

は交流・親睦のみならず、新たな研究領域を開拓し、世界をリード

分野の先生からも質問を賜り、異なった分野の研究者の視点も窺う

するための各研究領域についての理解・情報交換をする場となり得

ことができ、短い時間でしたが楽しむことができました。今後もこ

るとともに、互いに啓発し得る機会となることから非常に価値があ

のような交流の継続により薬学研究科の活性化が行われることを期

ると言えます。

待しています。

このため当日は様々な分野の諸先生方および学生らにより活発な
討論もおこなわれ、各研究室の特色ある、興味深い研究を知ること

今回、このような場を設けて頂いた先生方、職員の方々に深く感
謝を申し上げ、本報告とさせていただきます。

●大学院薬学研究科の進路
修士課程

就職希望者 20 名
就職者 20 名
進学者 4 名
研修生・その他 2 名
修了者計 26 名

その他の企業
15%
医療系コン
サルティング
5%
教育機関
5%
研究機関
5%

製薬企業
20%

20%

化粧品製造
10%

就職希望者 7 名
就職者 7 名
修了者計 7 名

〈製薬企業〉
ノボノルディスクファーマ／サノフィ
〈医療機器・化粧品・化学系企業〉
キユーピー／カルピス／雪印メグミル
ク／ゼブラ／ユニリーバ・ジャパン・
ホールディングス／伊勢半
〈MR〉
クインタイルズ・トランスナショナル・
ジャパン
〈CRO（開発業務受託機関）・SMO（試
験実施機構管理機関）〉
イーピーエス
〈進学〉
北里大学大学院／筑波大学大学院

製薬企業
29%

教育機関
57%

食品・飲料製造
15%

化学製品製造
5%

CRO

博士後期課程

●薬学研究科修士課程修了者
の主な就職先

病院 14%

●薬学研究科博士後期課程
修了者の主な就職先
北里大学／北里大学病院／岩手医科大
学／第一三共／ノバルティスファーマ
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学際生命科学東京コンソーシアムを基盤とした
大学院博士課程“疾患予防科学コース・領域”設置について
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

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

大学で、新しいスタイルの課題発見・解決型博士課程プログラムと
して“疾患予防科学コース・領域”の設置を進めています。このコー
ス・領域の対象者として、理系のみならず文系の修士課程修了（あ
るいは修了予定）者、企業勤務の社会人、遺伝カウンセラー、看護
師、薬剤師などを想定しています。
このカリキュラムの特色として、教育面では1）本コンソーシア

学と北里大学が連携して「学際生命科学コンソーシアム」を設立し、

ムの4大学での講義を受講できること、2）疾患予防の全体学、デー

教育高度化部会、学生支援部会と社会協働部会という3部会で活動

タサイエンス学、マネジメント論、国際動向論、知的財産論など特

を推進してきました。平成24年度からこの東京コンソーシアムを

徴的な教育科目を有していること、3）企業などステークホルダー

基盤として大学院博士課程“疾患予防科学コース・領域”の設立を

が教育に参画していることがあげられ、
研究面では1）研究室のロー

目指して第2期のプロジェクトが掲げられました。今回は、この疾

テーション、2）企業プロジェクト演習、3）課題発見・問題解決型

患予防科学コース・領域について紹介します。

研究を組み込んでいることがあげられます。また、キャリアカウン

教育高度化部会では、関連する学協会や企業をステークホルダー

セリングや幅広い人脈形成も本コース・領域の特色として期待され

として、その協力のもと社会の要請に応える専門性をもった生命科

ています。このコース・領域の修了者からは、製薬・化粧品・食品

学者の育成を目指してきました。そしてこれまで以上に4大学間で

企業研究者、シンクタンク研究員、ベンチャー企業研究員、大学教

の連携を深め、補完的な大学院教育の充実を図るため、本部会が中

員などとして社会へ貢献できる人材の輩出が期待されています。

心となり2014年4月より東京医科歯科大学とお茶の水女子大学の2

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」
の現状
薬学部長・薬学研究科長

伊藤智夫

位取得に当たっての苦労話を紹介して戴きました。北里大学からは、
北里大学メディカルセンター薬剤部の田中庸一先生に講演をして戴
きました。
2．シンポジウム「がん患者の在宅医療の現状と課題 		

慶應義塾大学が主幹校となった「高度がん医療開発を先導する専
門家の養成」
（平成24〜28年度）が、
文部科学省・がんプロフェッショ



〜在宅医療に関する薬学教育の推進に向けて〜」

平成25年7月7日
（日）

ナル養成基盤推進プランに選定されたことを、薬学部ニュース No.4

このシンポジウムは、がんプロフェッショナル養成基盤推進プラ

において報告しました。この取り組みには10大学が参加しています

ン・在宅分野委員会との共同で企画されました。講演して戴いた6名

が、薬学分野で参加しているのは慶應義塾大学、国際医療福祉大学、

の方は、いずれもがん医療に関わっている大学病院の医師、一般病

信州大学、東海大学、北里大学の5校となり、薬学分野委員会を設け

院の院長、保険薬局の薬剤師、訪問看護ステーションの看護師、包

て各大学の連携強化を進めています。その一環として、平成25年に

括支援センターのケアマネジャーの方でした。がん患者の在宅医療

薬学分野委員会は以下の取り組みを既に実施しております。

を行っている保険薬局の薬剤師から、その業務内容の紹介や問題提
起の後、医師、看護師、ケアマネジャーの視点から、がん患者の在

1．シンポジウム「がん医療に関連する研究と学位取得への道」

宅医療における薬剤師への期待が示されました。

平成25年3月3日
（日）
このシンポジウムは、薬剤師として働いている方に学位取得の道

また、平成25年度前期には博士課程向けの講義として「がん医療

筋を示す目的で企画されました。病院薬剤部で働きながら、がん関

学Ⅰ」が開講されました。今後は単位互換協定を結んで、各大学大

連の研究で学位を取得された5名の方に、研究内容のみならず、学

学院の講義を共有することを目指しています。
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卒業研究発表会を終えて
薬学部薬学科 6 年

薬学部薬学科 6 年

東 なつみ

高橋温子

臨床薬学研究・教育センター
（臨床薬学） 薬物治療学Ｉ

公衆衛生学教室

私は、大学病院の薬剤部の先生にご指導頂き、医師および薬剤師

公衆衛生学教室では、環境中の水銀化合物が健康にどう影響するかを

における抗菌薬の薬物間相互作用に関する意識調査をテーマに卒業

調べると共に、植物や微生物を用いて、それらを環境から除去する技術

研究を行いました。

を開発しています。私は、環境中に存在する水銀耐性菌の水銀耐性機構

研究を通し、実際の医療現場における問題点や、医師・薬剤師の

に着目し、
「無機水銀トランスポーターの機能解析」というテーマで卒

視点の違いに気付きました。そして、薬剤師に必要とされる知識や

業研究に取り組みました。4種類ある無機水銀トランスポーターについ

情報提供の内容、手段について考えたことで、今後求められる薬剤

て、各機能の比較評価を行い、環境中の水銀浄化を進めるために最も効

師像を描くことができました。時には、業務中の先生とのスケジュー

果的なトランスポーターの特定に結びつけました。

ル調整に苦労しましたが、その経験が計画性や情報収集力、考察力
の向上に繋がりました。

卒論発表会当日、教授の先生方に対して発表をするのは緊張しました
が、それまでの自分の考え方とは異なる観点から様々な意見や質問を頂

分かり易く視覚的に伝えることを意識したポスター作成や、今ま

けたことは大変貴重な経験となりました。自分の研究に対する新たな発

で取り組んできた研究を発表できたことは貴重な経験となりました。

見につながりましたし、考えや理解をより深めることができたと思いま

先生方から頂いたご指摘やアドバイスをこれから仕上げる卒業論文

す。また、他の人のポスター発表を聴くことで、自分が関わっていた分

に反映させ、より良いものを作成したいと思います。

野以外のことも多く学ぶことができ、自分の興味の幅も非常に広がりま

約1年半、大学病院内という恵まれた環境の中で卒業研究を行う機

した。聴き手が理解しやすいように、ポスターのまとめ方に工夫が感じ

会を与えて頂いた事に大変感謝しております。また、
研究だけでなく、

られるものが多く、上手な発表の仕方も学べる良い機会となりました。

仲間と多くの時間を共有し、有意義な研究室生活を過ごすことがで

研究についてはうまく結果が出ないことも多々ありましたが、先生方

きたことを嬉しく思います。卒業研究を通して得たことを今後の人

のアドバイスを頂きながら、卒業研究ポスターにまとめることができま

生に大いに活かし、チーム医療を支える薬剤師として活躍していき

した。1年半ご指導くださった先生方、研究室のメンバーに感謝申し上

たいです。

げます。

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
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、
北里大学薬友会（
（http://www.yakuyu-kai.com/）
北里大学薬学部（http://www.kitasato-u.ac.jp/pharm/）

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※部屋は日程により異なります。
定員：150 名または 300 名※日程により異なります。
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

■平成25年度生涯学習セミナー日程
期間 NO.

テーマ

4
添付文書を題材に医薬
品開発について学ぶ

夏期
5

後期

平成25年8月3日（土）
- 終了
平成25年8月31日（土）

第 1 回：
平成25年9月7日（土）
「高血圧」

6

中期

日程

7

知 って お き
たい 生 活 習 第 2 回：
慣 病の知 識 「呼吸器 平成25年10月19日（土）
と服 薬 指 導 疾患」
の実践

8

3 回：
平成25年11月30日（土）
「糖尿病」

9
未定
10

平成26年 1 月25日（土）
平成26年 2 月15日（土）

講義

講師

講義 1 医薬品の研究開発の概観
講義 2

成川 衛（北里大学薬学部 臨床薬学研究・教育
臨 床試験とは？〜臨床試験はなぜ必要 センター 医薬開発学）
か、 試験デザインと手法〜

講義 3 臨床試験データをどう見るか？
講義 4 医薬品の承認審査と市販後安全対策

成川 衛（北里大学薬学部 臨床薬学研究・教育
センター 医薬開発学）

講義 1

高血圧治療の最前線

赤石 誠（北里大学北里研究所病院副院長 循
環器内科部長）

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
部長）

講義 1

ＣＯＰＤ

鈴木幸男（北里大学薬学部生体制御学・北里大
学北里研究所病院副院長 呼吸器内科部長）

講義 2

薬剤師の在宅医療・在宅介護の現状に
大木一正（クリーン薬局）
ついて

講義 1

糖尿病治療の最前線

講義 2

糖尿病患者への地域の共同薬物治療管
篠原久仁子（フローラ薬局）
理と療養支援

未定
未定

- 薬物治療の進歩 -

薬剤部副

山田 悟（北里大学北里研究所病院糖尿病セン
ター長）

未定
未定
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病院・薬局実習事前実習について
臨床薬学研究・教育センター
（臨床薬学） 薬物治療学Ⅰ
講師

ムにはない新たな項目を加え、本学独自の
カリキュラムを組んでいます。
知識を中心とした SBOs については主

尾鳥勝也

に 3 年次から 4 年次の講義科目に組み込み、

6 年制薬学教育の目玉である 5 年次の病

次前期より「病院・薬局実習事前実習」と

院・薬局実務実習を行う上で，事前に大学

して 14 の実習項目（図 1）に分けて実施し

で行われる実務実習事前学習の位置付けは

ています。

とても重要です。

技能・態度に関する SBOs については 4 年

特に「病院・薬局実習事前実習」では、

フィジカルアセスメントモデルを用いた実習

んとの応対について学ぶ実習（患者接遇と

本学の実務実習事前学習は、基本的には

学生への学習効果や各実習間の関連性を考

患者インタビュー・服薬指導の基本、病棟

実務実習モデル・コアカリキュラムの到達

慮し、実習順序を決め、最後に全体のまと

での患者情報収集と服薬指導、保険薬局調

目標（SBOs）を中心に学習できるよう組

めとして事前実習総合実習を行っていま

剤のロールプレイング）では標準模擬患者

み立てていますが、それだけでは実務実習

す。近年、薬剤師によるバイタルサインの

（SP：Standardized Patient） さ ん の 協 力

の前までに修得すべき内容として十分でな

確認の必要性、フィジカルアセスメントの

を仰ぎ、
より実践的な実習を行っています。

いため、実務実習モデル・コアカリキュラ

実施が叫ばれていることから、フィジカル

教育体制は本学ならではの体制を確保

アセスメントモデルを用

し、実習を担当する教員は臨床薬学研究・

いた実習も取り入れてい

教育センターの教員が中心となり、さらに

ます（写真）
。

薬学教育研究センターおよび基礎系研究室

図 1 病院・薬局実習事前実習の流れ
4年
前期

①医薬品情報（3 日） ②患者心理とコミュニケーション（1 日）
③デバイス・バイタルサイン（1 日）

実習場所として、手洗

の教員も加わり、薬学部全体として取り組

い装置やクリーンベン

んでいます。臨床薬学研究・教育センター

⑥病 棟での患者情報収集と服薬指導（3 日）

チ、安全キャビネットを

内の教員の多くが現在も病院の実務を兼務

⑦ TDM（3 日）

④処方鑑査と
疑義照会（2 日）

4年
後期

⑤症例に基づく
薬物治療の評価（2 日）

配置した注射剤調剤実習

している薬剤師や医師であり、実務に精通

⑨注射剤調剤（2 日） ⑩薬物中毒分析と救急処置法（3 日）

室や、北里研究所病院内

した 40 名近い専任教員が事前実習を担当

⑪患者接遇と患者インタビュー・服薬指導の基本（2 日）

のモデルファーマシーな

することで、充実した事前学習の実施体制

ど、可能な限り実際の臨

を確保しています。また、外部講師として

床現場に近い環境下で臨

保険薬局で実際に業務を行っている薬剤師

場感のある実習を心掛け

にも参画していただき、実際に即した適切

ています。また、患者さ

な実習を行っています。

⑧調剤と調剤薬鑑査（6 日）

⑫セルフメディケーション（1 日）
⑬保険薬局調剤のロールプレイング（2 日）

⑭事前実習総合実習（2 日）

大学院進学者から
6年制博士課程に進学して
大学院薬学研究科
博士課程 2 年
臨床薬学研究・教育センター
（臨床薬学）薬物治療学Ⅰ

小室真奈穂

した。

と接する機会をもつなかで、限られた時間

私 は 現 在、CGM（Glucose Monitoring

で信頼関係を構築すること、患者の疑問や

System：持続血糖測定器）を用いたイン

不安をくみ取りながら相手に合わせた分か

スリン製剤の効果比較の臨床研究をしてい

りやすい説明をすることの難しさとやりが

ます。北里研究所病院の外来診察室に赴き、

いを感じています。

糖尿病専門医の指導を受けながら、患者に

病気と向き合い生きていく患者に対し、

6 年間の学部課程を経るうちに、臨床現

対し研究スケジュールの説明を行い、測定

医療者がどのように関わることができるの

場により近いところで学び理解を深めたい

データの解析を行っています。多くの先生

か、患者にとって、また、医療従事者にとっ

と考えるようになりました。6 年制薬学部

方、医師、看護師の方々に助けていただき

ての臨床研究のもつ意義、薬剤師が臨床研

第 1 期生として前例のない博士課程に進む

ながら研究を進めるなかで医療者間の連携

究に携わる意義とはなにかを考えながら、

ことには戸惑いもありましたが、この経験

の重要性を実感します。また、実際に医師

今後とも精進していきたいと思います。

が将来に活かされると考え進学を決意しま

と患者のやり取りを目にし、私自身も患者
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生命創薬科学科のための専用コンピュータが導入されました
薬学教育研究センター
情報薬学部門（情報教育支
援室） 准教授

西端芳彦

タを導入しました。このコンピュータ
は、薬学部で配付しているノート PC
の10倍以上の計算能力、50 倍のメモ
リ容量、200 倍のディスク容量を持ち、
通常の PC では困難な、創薬研究のた

最新の創薬研究では、そのさまざま
な局面でコンピュータが活用されてい

めの複雑な計算を高速で処理すること
が可能です。

ます。薬学部にも情報系の研究室が複

既に生命創薬科学科 3 年の創薬情報

数あり、世界でもトップクラスの研究

科学の授業では、塩基配列データベー

を行っています。

スに関する授業でこのコンピュータを

このような研究を行うには、通常の

活用しています。現在は、北里大学の

PC では能力が足りず、情報系の研究

コンピュータが単独で動いています

室では研究用の高性能コンピュータを

が、今後は他大学のコンピュータと連

利用しています。しかし、これらのコ

携し、上記 5 大学の提供するさまざま

ンピュータは研究目的であり、今まで

なコンテンツが利用可能になる予定で

学部学生が自由に使用できるものはあ

す。各大学は、その特徴を活かしたコ

りませんでした。

ンテンツを提供していることになると

2012 年度に、創薬系の学科を持つ私

思いますが、北里大学薬学部では、現

立5大学（東京理科大学、東京薬科大

在、臨床統計、分子モデリングなどの

学、慶応大学、明治薬科大学、北里大

コンテンツを提供すべく準備を進めて

学）の連携事業「5 大学連携による創

いるところです。

今回導入された高性能パソコンのサーバー

薬教育クラウドコンピューティング環
境」として文部科学省「私立大学教育
研究活性化設備整備事業」の予算を獲
得し、学部教育用の高性能コンピュー

6年制薬学部コースから
博士課程へ
大学院薬学研究科
博士課程 2 年
微生物薬品製造学教室

小林啓介

そして5年次の研究室配属で、微生物薬品製

する新規化合物を発見することもできました。

造学教室を選択しました。この研究室はこの分

これについてはその作用メカニズムを解析して

野での研究の歴史があり、最も活発に研究して

いるところです。

いることで有名です。私は「微生物二次代謝

臨床においては、多種多様な薬により多くの

産物からの脂質代謝を制御する化合物の探索

人が救われてきた一方で、いまだ有効な薬が

およびその作用機序解析」のテーマのもと、熱

存在しない疾患、重篤な副作用で使用が困難

意を持って日々研究に励んできました。その成

な薬も数多くあり、新しい化合物・新しい創薬

果として、6年次の卒業発表では、ある天然由

ターゲットの発見が求められています。私はこ

な構造を有する化合物が生体内の様々な場所

来化合物の動物細胞内での脂質蓄積を阻害す

の博士課程での研究成果がこのような新しい

で作用していること、また現在医薬品として使

るメカニズムを明らかにすることができました。

創薬へ発展し、臨床の場で実用化されていくこ

私は学部生時代に様々な講義を通じ、多様

われている化合物のうち約60% が天然化合物

私はさらに研究を進めたいと考え、大学院博

を起源としており、実際に現在の世界の医薬品

士過程に進学しました。博士1年次にはこの学

6年制コースから大学院に進まれる方は少な

売り上げ第一位である脂質異常症治療薬のス

部時代の成果を欧文紙に論文発表することが

いのが現状ですが、研究が好きであれば是非

タチン系も、起源はカビが産生していた物質で

できました。英語で論文を書くということには

それを続けていって欲しいと感じています。ま

あることを学びました。そして「自分も新しい

苦戦しましたが、受理された際にその苦労を忘

た、4年制コースの方でも、この原稿を読んで

化合物を見つけ、その作用メカニズムを明らか

れる喜びを感じることができました。さらに最

少しでも当研究室が行っている研究内容に興

にしたい」という研究への思いが芽生えました。

近、海洋由来の放線菌より脂質の蓄積を阻害

味をもっていただけたら喜びです。

とを夢見ています。
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薬学部における研究活動の現状について
や動脈硬化発症において血漿中のマーカーとなる脂質分子を解

研究推進委員会委員長
薬品製造化学教室
教授

析するため、また白内障や糖尿病モデルにおける酸化脂質やリ
ン脂質分子の変動を調べ、脂質の酸化がどのように病態と関連

長光 亨

するのかを解析するため等々に利用され、本学の生物系の研究
室で展開されている様々な研究においてなくてはならない機器

前任の供田教授に代わり、今年度 4 月より本学部の研究推進

であります。

委員会委員長を仰せつかりました。本委員会では、大学の教員

後者の核磁気共鳴スペクトル装置は、本学の化学系の研究室

が果たさなければならない二つの重要な責務、すなわち教育と

で進められている有用な生物活性を有する新規天然有機化合物

研究のうち、後者をどうすればより活性化できるのか、という

の探索、構造決定、および合成研究、そして新規触媒の開発や

点について常に議論しております。特に他の学部と異なり、薬

化学反応機構の解明研究等において、必須の研究設備と言えま

学部は基礎系と臨床系の研究室が存在しますので、いかに両領

す。これらが導入されることにより、本学の研究が一層活性化

域の研究内容を融合させた本学部ならではの特徴的な研究を進

され、それぞれの分野で優れた結果がもたらされるものと期待

めることができないか検討を進めているところであります。

しております。

しかしながら皆様ご存知のように、薬学部は 6 年制に切り替

さらには、本学でこれまでに継続してきました白金シンポジ

わり、一昨年初の卒業生を輩出し、現在 8 年目を迎えるに至っ

ウムを、平成 26 年 2 月 5 日（水）に開催することを計画してお

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

ります。白金シンポジウムは、学内で優れた研究を展開してい

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

る教員に加え、外部からも最先端の領域でご活躍の著名な研究

のような環境下でも、本学部教員は以前と変わらぬ研究レベル

者をお招きして、内部の研究の活性化と本学部の研究活動を広

を維持しようと、さらには向上させようと奮闘する毎日を過ご

く公開して知っていただくことを目的とする講演会です。今年

しています。

は、学内からは、清田 泰臣先生（生体分子設計学研究室）と

そのような中、本学部では独自に資金を準備して、研究の活

藤原亮一先生（薬剤学研究室）のお二人に発表していただき、

性化を押し進めています。今年度はその一環として、最先端の

外部からは、宮本謙一先生（金沢大学病院薬剤部長）
、大和 隆

研究を行うためには欠かせない分析機器であるトリプル四重極

志先生（エーザイプロダクトクリエーションシステムズ チー

型質量分析器（LC-ESI-MS/MS）と核磁気共鳴スペクトル装

フイノベーションオフィサー）
、松田 彰先生（北海道大学大学

置（NMR）の 2 台を導入する予定です。前者のトリプル四重

院薬学研究科創薬科学部門創薬化学分野教授）
、
由良 敬先生（お

極型質量分析器は、脂質酸化が起因となる心不全による突然死

茶の水女子大学大学院人間文化創成科学専攻教授）をお招きし

現 在、 化 学 系 共 有
機器室で使用され
ている NMR

て、それぞれの先生方の領域の最先端の研究結果を講演してい
ただき、本学の研究の活性化へと繋げていきたいと考えており
ます。
今後も研究活動にも力を注ぎ、そこから生まれる研究結果を
社会に還元できるよう、教員一同励んで参りたいと考えており
ます。

学際生命科学東京コンソーシアム 市民講演会
テーマ：〜かけがえのない「いのち」を育む科学〜
学際生命科学東京コンソーシアムでは、
「生命科学」を多く

いたします。
是非ご参加ください。
詳しくは北里大学薬学部ホー

の方に知っていただくため、定期的に「市民講演会」を実施し

ムページまたは学際生命科学東京コンソーシアムのホームペー

ています。第 8 回は北里大学が主催となり、右記の内容で実施

ジ（http://gks.tmd.ac.jp/）でお知らせします。
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ETH への研究留学を終えて
験技術やアイディアに触れることができ、とても良い経験でし

微生物学教室
助教

た。しかし、私にとって、留学での一番の収穫は、Hardt 教授
のもとで研究することができたということでした。Hardt 教授

三木剛志

は常に、アイディアに溢れ、色々な Suggestion をしてくれま

留学先
Institut für Mikrobiologie,
Eidgenössische Technische Hochschule,
Zurich, Switzerland

した。2 人での Discussion は私にとって、すばらしい時間で
あり、今後の自身の研究における大きな財産になると感じまし
た。また、研究のみならず、家族の生活についても、常に気遣
いして頂いた Hardt 教授には感謝の気持ちでいっぱいです。
留学で得たものは何かと、一言で言い表すことは勿論できま

私は 2011 年 4 月よりスイス連邦のチューリッヒにあるス
イス連邦工科大学（ETH）チューリッヒ校の Wolf-Dietrich

せんが、今後は留学で得た経験を北里での研究と教育に活かし
ていきたいと思います。

Hardt 教授のもとで、ポスドク（博士研究員）として 2 年間の

最後になりましたが、このような貴重な研究留学を支援して

研究留学をしました。私が所属した Hardt 教授の研究室は総

頂き、休職中はご迷惑をおかけしました微生物学教室の岡田教

勢約 20 名からなり、腸管系病原細菌であるサルモネラ属細菌

授および各先生方、そして、留学中お世話になりました全ての

による腸炎発症メカニズムおよびそれによる免疫応答とその感

方々に、心より感謝申し上げます。

染防御について研究をしています。Hardt 教授は実験モデルが
確立されていなかった本菌によるマウス腸炎モデルを世界で初
めて開発し、多くの研究者に衝撃を与え、細菌性腸炎における
病原細菌、宿主および腸内微生物叢からなる ecosystem 研究
の進展に大きく貢献していました。私は多くの研究者に注目さ
れている当該分野を学ぶために、Hardt 教授のもとへ研究留学
しました。
家族を残して、私は先に出発し、初めの 3ヵ月間はスイスと
日本に離れての生活でした。この間、生まれて初めての一人で
の慣れない生活に苦労し、
海外での生活の難しさを感じました。
また、ラボでは言葉の壁に苦しむ毎日で、落ち込み、悔しい思
いばかりしていました。落ち着いて実験ができるようになった
時には留学より 3ヵ月が過ぎていました。
留学中は緊張の連続でしたが、今振り返ると、楽しく良い事
ばかりが思い出されます。留学前は、
「留学すれば日本ででき
ない事ができるようになるのではないか」
と思っていましたが、
そのような事はほとんどありませんでした。確かに、最新の実

夏休みに家族で、ユングフラウにハイキングした時に
撮影

（順不同）

日時：

講演者

講演テーマ

平成 25 年 10 月 5 日（土）午後

小林哲幸（お茶の水女子大学大学院
ライフサイエンス専攻・教授）

からだに良い油脂の摂り方とは？
－脂質栄養が行動や健康に与える影響－

場所：

大森治夫（学習院大学理学部生命科学科・客員教授）

染色体複製における「エラー」のもたらすもの

北里大コンベンションホール

川嶋健嗣（東京医科歯科大学、生体材料工学研究所、
生体機能修復研究部門 バイオメカニクス分野・教授）

外科手術を支援するロボット

成川衛（北里大学薬学部
医薬開発学・准教授）

薬の効果を測る〜臨床試験の仕組み〜

参加費：
無料

臨床薬学研究・研究センター

特別講演（未定）
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News & Topics
研究トピックス

平成 25 年度公的研究費の獲得状況について
■科学研究費助成事業採択状況
①若手研究（B）：14 件（内継続 11 件） ②新学術領域研究：1 件 ③基盤研究（B）：1 件 ④基盤研究（C）：20 件（内継続 16 件 ) ⑤研究活動スタート支援：1 件（内継続 1 件）

平成25年7月1日現在（順不同）
（単位：万円）
研究代表者

研究種目
①若手研究（Ｂ）

所属

職位

研究課題

氏名

交付決定額
（直接経費）

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

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

薬理学

助教

渡辺 俊

疼痛における生体膜糖脂質の機能と鎮痛への応用のための基礎的研究

100（継続）

創薬物理化学

助教

内田太郎

反応機構からデザインする高活性還元電極触媒

110（継続）

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

140（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トの創製

160（継続）

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（継続）

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

210（継続）

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

160（継続）

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

130（継続）

生化学

助教

三城恵美

チロシン硫酸化に注目した糖尿病性合併症のバイオマーカー探索

160（継続）

病態解析学

助教

高橋哲史

ヘリコバクターハイルマニイ感染惹起胃 MALT リンパ腫の治療法と診断法に関する研究

150（新規）

微生物薬品製造学

助教

福田隆志

感染に必須因子である黄色色素の生成阻害剤に関する研究

250（新規）

衛生化学

講師

熊谷 剛

細胞死制御機構におけるミトコンドリア局在型 SMase の生理的機能に関する研究

200（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 - 神経ワイヤリング破綻機構の解明と予防・回復法の確立

450（新規）

③基盤研究（B）

微生物学

教授

岡田信彦

マウス腸炎モデルを用いたサルモネラ炎症制御機構の解析

570（新規）

④基盤研究（C）

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

110（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

90（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

90（継続）

衛生化学

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

80（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

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ーγの第二次構造活性相関研究

生命薬化学

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

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

公衆衛生学

准教授

清野正子

メチル水銀トランス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

110（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（継続）

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

130（継続）

分子薬理学

教授

川島紘一郎

ニコチン性アセチルコリン受容体を介する炎症・免疫調節機構の検討

120（継続）

薬理学

講師

松尾由理

パーキンソン病におけるＰＧＥ２受容体の役割

120（継続）

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

130（継続）

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

150（継続）

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（継続）

微生物薬品製造学

講師

内田龍児

カイコを簡易 in vivo 評価系に利用した天然由来新規抗真菌剤の創薬研究

240（新規

薬品製造化学

助教

大多和正樹

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

150（新規）

微生物学

助教

三木剛志

細菌性腸炎における抗菌性レクチンの役割の解明

110（新規）

病態解析学

准教授

中村正彦

マルトリンパ腫幹細胞ニッチと微小循環系の関連の解析

140（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

110（継続）

⑤研究活動スタート支援 薬剤学
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130（継続）
90（継続）

110（継続）
90（継続）
120（継続）
80（継続）

■平成25年度厚生労働科学研究費補助金採択状況

事業名

職位

氏名

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
1,705（継続）
ルサイト構築に関する研究

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

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

375（継続）

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

医薬開発学

准教授

成川 衛

患者数が特に少ない希少疾病に対する医薬品の有効性・安全
性評価のためのガイダンス作成に関する研究

350（新規）

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）

所属

平成25年7月1日現在（順不同）
（単位：万円）
研究課題名

交付決定額（直接経費）

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
（独）科学技術振興機構
独創的シーズ展開事業

所属
微生物学

職位
教授

平成25年7月1日現在（単位：万円）
氏名

岡田信彦

研究課題名

交付額

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〕

350

公的研究費を獲得して
〜大学における研究活動の重要性〜
薬剤学教室
助教

藤原亮一

について研究をしております。UGT は多くの薬物の代謝反応を担っ
ており、代謝物である薬物のグルクロン酸抱合体は薬理作用が低下
し、水溶性であるため生体外へ排泄され易い性質を有します。しか
し、分子内にカルボキシル基が含まれる場合に UGT によって生成
されるアシルグルクロン酸抱合体は、生体内のタンパクや DNA と
共有結合し強い毒性を発現させます。このような反応性代謝物によ

大学教員の仕事は大きく「教育」
「研究」
「管理運営」に分けられ

る毒性発現は、
医薬品の開発や販売の中止の原因にもなっています。

ます。私は2012年の4月に助教として北里大学薬学部に就任した

本研究室では、ヒト UGT 遺伝子を導入した「ヒト化 UGT マウス」

ばかりですので、担当する授業も、大学運営に関わる仕事も多くあ

を用い、ヒトにおける薬物のグルクロン酸抱合や毒性発現の予測を

りません。従って、現在のところ大部分の時間を大好きな「研究活

行っています。

動」に充てることができます。製薬企業においても研究は行われて

薬剤学教室には学部生と大学院生が40人近く在籍していますの

いますが、そのほとんどは創薬に直接繋がるものであり、好奇心か

で、それぞれが研究し、学会に参加して成果を発表するとなると、

ら生じるような基礎研究はあまり行われていないと思います。それ

かなりの研究費が必要となります。そのため、
研究指導だけでなく、

に対して大学は、もちろん創薬研究も行っておりますが、多様な基

研究費を獲得することも大学教員の仕事であると考えられます。文

礎研究を行うことができる場であると思います。興味や好奇心から

部科学省が管轄する科学研究費助成事業に加え、日本には基礎研究

始まる研究は、将来的に応用されて発展し、人類の役に立つと考え

を支援する様々な助成財団が存在します。私は2013年度に科学研

られているからです。

究費助成事業（研究活動スタート支援230万円）
、持田記念医学薬

薬学科の学生は4年、生命創薬科学科の学生は3年の後期に研究

学振興財団（300万円）
、内藤記念科学振興財団（300万円）
、上原

室に配属され、卒業研究を開始します。今年度は7月6日に薬学部

記念生命科学財団（200万円）から研究助成金を獲得することがで

の卒業研究発表会が開催され、私が担当する学生も2年間の研究成

きました。これらを糧に、学生と共に基礎研究を行い、研究成果を

果をポスターにまとめて発表しました。発表を終えた学生はオール

国内外へ発信することで社会の役に立ちたいと考えています。

ナイトの打ち上げに出かけましたが、彼らの研究はこれで終わった
わけではありません。なぜなら、学会発表や学術論文として学外に
研究成果を発表しない限り、どんなに優れた研究でも学術界や社会
に還元されないからです。そのため、私は学生に学外で研究成果を
発表することも経験してもらいたいと思っております。実際に今年
の3月と6月には薬学科5年（現6年）と生命創薬科学科4年の学生
が学会でポスター発表を行い、他大学や企業の研究者と研究につい
て議論することができました。
私は薬物代謝酵素である UDP- グルクロン酸転移酵素（UGT）

薬剤学教室の学生と

薬学会でのポスター発表風景
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News & Topics
薬学部の教員紹介

平成24年度

生命薬化学教室
教授

藤井秀明

新任・昇任教員あいさつ

東レ株式会社に入社し14年間医薬探索研究に従

構造活性相関研究のためのミニマムパッケージ

事しました。その後、前教授である長瀬 博先生

を自前で実施できる全国的に見ても数少ない研

より本学薬学部に赴任する機会をいただき、現

究室です。
この利点を最大限に生かして、所属している

在に至っております。
学生時代は新規有機化学反応の開発に取り組

学生さんと創薬研究の醍醐味を共有したいと

平成25年4月1日より、長瀬 博先生の後任と

んでおり、薬とはほとんど関わりがありません

思っています。また、教科書に書いてあるよう

して生命薬化学教室を担当することになりまし

でしたが、東レ入社後は一貫して医薬の探索研

な知識も重要ですが、
「全ては実験結果の中にあ

た、藤井秀明と申します。

究に従事してきました。企業と比べるとその規

る」を信条に、新たな発見ができるように努力

模は小さいですが、当教室では合成のみならず

したいと思っています。

私は、京都大学工学部工業化学科を卒業後、
同大学院の修士課程に進学し、修士課程修了後、

衛生化学教室
教授

今井浩孝
平成25年4月1日より衛生化学教室の教授を
拝命いたしました今井浩孝です。

合成した化合物の in vitro 評価も実施しており、
年に同学部准教授に昇任し、平成18年10月から

じめて明らかにしました。また、最近この酵素

平成22年3月までの間、独立行政法人 科学技

の心臟や肝臓特異的ノックアウトマウスの解析

術振興機構（JST）のさきがけ「代謝と機能制御」

から、私たちの健康の維持のためには、細胞内

研究員を兼任しました。北里大学にきてからちょ

で生じる脂質酸化を抑制することが必須である

うど20年になります。

ことも明らかにしています。

北里大学に赴任してから、活性酸素により酸

現在の私の興味は、どの様な時に、どのよう

化を受けた酸化リン脂質を還元する酵素（PHGP

なメカニズムでこのような健康を悪化させる脂

ｘという蛋白質）のクローニングに着手し、
細胞、

質の酸化が起きてしまうのか、またこの脂質の

人までサッカー部に所属しており、やることも

個体レベルでの機能解析やヒト疾患との関連に

酸化により起きる老化や疾患を制御する新しい

観るのも楽しみのひとつです。私は昭和61年3

ついて一貫して研究を行ってきました。

分子や薬を見出し、高齢化社会における健康の

出身は愛知県名古屋市で小学生の頃から社会

月に東京大学薬学部を卒業後、同大学大学院薬

ミトコンドリア特異的リン脂質、カルジオリ

維持、病気の予防に役立てることです。今後は

学研究科の修士課程さらに博士課程に進学しま

ピンの酸化がアポトーシス誘導のシグナル分子

さらにオリジナリティの高い研究展開をめざす

した。平成5年3月博士課程を修了し、平成5年

として機能することや PHGPx のヒト精子での

とともに、北里魂を受け継ぐ次世代の先導的薬

4月より本学薬学部衛生化学教室の助手として赴

欠損が男性不妊症の原因であることをノックア

剤師や研究者の人材育成にも尽力をつくしてい

任し、その後、平成9年に同学部講師、平成16

ウトマウスやヒト患者精子を用いた解析からは

きたいと思っております。

臨床薬学研究・教育センター た関係で、相模原市在住期間が圧倒的に長くな
臨床薬学（大講座）
り、現在も相模原市に住んでおります。
薬物治療学Ⅲ 教授
学部の卒業研究から大学院修了までの5年半以

を兼務しておりますので、その立場・環境を最

上、微生物薬品製造学教室で、16員環マクロラ

し、研究テーマに結び付け、それを薬学的視点

イド抗生物質 Tylosin の絶対構造決定と構造活

から解決し、場合によっては基礎系の先生方と

平成25年4月より薬物治療学Ⅲの准教授とし

性相関に関する研究をさせていただき、学位を

共同研究を行い、臨床現場に反映していくこと

て着任し、7月より教授に昇任いたしました松原

取得いたしました。そして、北里大学病院薬剤

で研究業績を積み重ねたいと考えております。

肇と申します。

部在職中は、業務（臨床現場）から派生する薬

松原 肇

大限に生かし、病院薬剤師業務を研究者の視点
で観て、薬物療法に関わる様々な問題点を抽出

最後になりましたが、微力ではありますが、

生まれは広島ですが、高校卒業までは、父の

物療法に関わる問題点を薬学的な視点からアプ

北里大学薬学部の発展に寄与していきたいと考

仕事の関係で、同じ土地には5年以上住んだこ

ローチし、問題解決に関わる研究に携わってお

えておりますので、今後とも、皆様のご指導・

とはありませんでした。北里大学大学院修了後、

りました。

ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

北里大学病院に29年間薬剤師として勤務してい

現在は、北里大学北里研究所病院の薬剤部長

■人事異動について
教室・部門

創薬物理化学

職位

氏名

異動年月日

異動事由

准教授

合田浩明

25.3.31

退職

医薬品化学→学習支援室

教室・部門

職位

氏名

異動年月日

異動事由

准教授

西野貴司

25.4.1

所属異動
・昇任
所属異動
・昇任
身分変更
（嘱託→専任）
身分変更（嘱託→
専任）・所属変更

薬物治療学Ⅰ

助教

田口祐子

25.3.31

退職

社会薬学部門→学習支援室

講師

喜来 望

25.4.1

事前学習担当

助教（嘱託 )

島 久美子

25.3.31

退職

放射性同位元素研究室

助教

河野鮎美

25.4.1

薬物治療学Ⅱ

助教
（嘱託）
レジデント
助教
（嘱託）
レジデント
助教
（嘱託）
レジデント
助教
（嘱託）
レジデント
助教
（嘱託）
レジデント

25.4.1

薬物治療学Ⅳ
薬物治療学Ⅰ
薬物治療学Ⅲ
薬物治療学Ⅰ

佐藤 玲

25.3.31

退職

薬物治療学Ⅲ→事前学習

助教

牛久保裕子

金澤温子

25.3.31

退職

創薬物理化学

助教

小澤新一郎

25.4.1

採用

森田茉実

25.3.31

退職

薬理学

助教

渡辺 俊

25.4.1

採用

口町恵里子

25.3.31

退職

生化学

助教
（嘱託）

三城恵美

25.4.1

採用

婦川貴博

25.3.31

退職

薬理学

助教
（嘱託）

岩井孝志

25.4.1

身分変更（特任→
嘱託）・所属異動

生命薬化学

教授

藤井秀明

25.4.1

昇任

微生物学

助教
（嘱託）

守屋智草

25.4.1

採用（継続）

衛生化学

教授

今井浩孝

25.4.1

昇任

薬物治療学Ⅱ

助教
（嘱託）

渡邉陽子

25.4.1

採用

薬物治療学Ⅲ→薬物治療学Ⅰ

教授

厚田幸一郎

25.4.1

所属異動

薬物治療学Ⅳ

助教
（嘱託）

斉藤美鈴

25.4.1

採用

准教授

松原 肇

25.4.1

所属異動

生薬学

助教
（嘱託）

中森俊輔

25.4.1

採用（継続）

大学病院→薬物治療学Ⅲ
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北里研究所創立100周年・北里大学創立50周年記念事業について
既にご存知の通り、北里大学は 2012（平成 24）年に創立 50 周年を迎え、その母体である北里研究所は 2014（平成 26）年に創立
100 周年を迎えます。学校法人北里研究所では、これを契機に、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 〜】
」をスタートさせております。ここでは、主な記念事業についてお知らせします。
●記念式典、記念講演会、記念祝賀会の開催
2013年11月5日（火）の北里研究所創立記念日に

なります。詳細については、記念事業 Web サイトを

募者が行うものとします。詳細につきましては、記念

ご覧下さい。

事業 HP をご覧下さい。

東京国際フォーラ

※エンターテイメントとして、千住真理子氏（バイオ

ムにおいて記念

リン）
、小林沙羅氏（ソプラノ）の演奏を行います。

式典及び記念講演

時間…14時〜14時40分

会、記念祝賀会を

○記念祝賀会

挙行します。

日時：2 013年11月5日（火）18時〜20時		

【開催概要】
○記念式典

記 念 事 業 特 設 Web

※受付開始…17時
© TOKYO INTERNATIONAL FORUM CO., LTD.

日時：2 013年11月5日（火）13時〜13時50分
※受付開始…12時
場所：東京国際フォーラム ホール A
内容：式辞、来賓祝辞、校歌斉唱、他
対象：関係者、教職員、在学生、卒業生、ご父母、
他
○記念講演会
日時：2 013年11月5日（火）15時15分〜17時
※受付開始…13時30分
場所：東京国際フォーラム ホール A
演者：大村 智氏（北里研究所顧問・女子美術大学

●記念事業特設 Web サイト
（http://kitasatorespectlife.com/）
サイト「Respect Life」

場所：帝国ホテル 孔雀の間

では、北里に関わる人

内容：式辞、来賓祝辞、歓談、他

なら誰でも記念事業に

対象：関係者、教職員、卒業生、ご父母、他

参加できるよう「キタ

※会場等の関係から招待者のみ対象となります。

サト的な人からのメッ
セージ」や「いきもの

●学生企画、卒業生企画の募集

http://kitasato-respectlife.com/

大集合」の投稿型コンテンツを用意しております。記

学生（個人やクラブ、有志等）や卒業生（学部・学

念事業には興味はあるけど自分でイベントを企画する

校同窓会・同窓会支部・ゼミ・クラブ同窓会、卒業

のはちょっと…とお考えの方は、是非ともご投稿下さ

生有志等）の皆様にも、独自の企画で Kitasato 50×

い！特設 Web サイトへは、
北里大学 HP のトップペー

100プロジェクトにご参加いただけるよう「学生企

ジにあるくまモンとコラボしているバナーから簡単に

画」
、
「卒業生企画」の募集を行っております。

に入れますので、お気軽にお越しください！

健康をテーマとしたウォークラリーやマラソン大会

また、記念ロゴから誕生した記念事業キャラクター

理事長）
				

の実施、参加型で学内外に広く開かれた周年記念ス

“キタちゃん”と“サトくん”の冒険「キタちゃん＆

岸本忠三氏（大阪大学名誉教授・目大阪大学

ポーツ大会やフェスティバル、同窓会開催時に周年記

サトくんが行く！」では、記念事業イベントを始め、

総長）

念講演会の開催など、Kitasato 50×100プロジェク

各学部の研究室や病院の各部署を紹介しています。キ

トを通じて「北里」への帰属意識や同窓生の絆をさ

タちゃん・サトくんを招待してくださる研究室等があ

らに深めることが期待できる企画をお待ちしておりま

りましたら、喜んで冒険（取材）に行きますので、お

対象：関係者、教職員、在学生、卒業生、ご父母、
一般
※教職員の一部及び在学生、卒業生、ご父母の記念式
典並びに記念講演会への参加については事前申込制と

気軽に総務部企画課までご連絡ください！

す。
なお、記念行事の準備および運営は、原則として応

記念事業募金について
創立記念事業「Kitasato 100×50 プロジェクト【未来化学の創造〜 Pioneer
the Next】
」の推進にあたり、
記念事業の趣旨にご理解、
ご賛同いただき、
多くの方々
から記念事業募金に温かいご支援を賜りました。謹んでお礼申し上げます。
引き続き、記念事業募金を募集しておりますので、皆様のご協力とご支援を賜り
ますようよろしくお願いいたします。
ご寄付に関してご不明な点がございましたら、お気軽に法人本部総務部企画課ま
でご連絡願います。
（03-5791-6474/kifu@kitasato-u.ac.jp）

・本学に対するご寄付については、次の税制上の優遇措置を受けることがで
きます。
  １．所得税法上の寄付金控除または公益社団法人等寄付金特別控除
  ２．住民税に係る税額控除（東京都、神奈川県、埼玉県、新潟県、岩手県、
青森県、北海道八雲町）
・ご寄付の払込方法には、
銀行や郵便局での手続きのほか、
クレジットカード、
コンビニエンスストア、インターネット振込みによる手続きが可能です。
※法人ホームページからお手続下さい。

今回ご案内した周年記念事業や記念事業募金をはじめとする情報については、記念事業 HP
等を通じて順次お知らせしていきます。今後とも記念事業をよろしくお願いいたします。

教室・部門

職位

氏名

異動年月日

異動事由

助教（嘱）

倉内祐樹

25.4.1

採用
（継続）

生体分子解析学

助教（嘱託）

齋藤康昭

25.4.1

採用
（継続）

微生物薬品製造学

助教（嘱託）

福田隆志

25.4.1

採用
（継続）

分子薬理学

創薬物理化学

助教（嘱託）

小関 準

25.4.1

採用
（継続）

臨床統計学

助教（特任）

井上永介

25.4.1

採用
（継続）

医薬開発学

助教（特任）

金子真之

25.4.1

採用

創薬物理化学

助教（特任）

内田太郎

25.4.1

採用

分子薬理学

助教（嘱託）

倉内祐樹

25.4.30

退職

臨床薬学研究・教育センター 教授（特任）

矢後和夫

25.5.1

採用
採用

臨床統計学

助教（特任）

朴 慶純

25.5.1

医療心理学

助教（嘱託）

池谷博美

25.5.1

採用

臨床統計学

助教（特任）

三上剛史

25.7.1

採用

（03-5791-6451/e-mail：kinen@kitasato-u.ac.jp）

記念事業HP
http://www.kitasato.ac.jp/100x50/

教室・部門

薬物治療学Ⅲ

職位

氏名

異動年月日

異動事由

教授

松原 肇

25.7.1

昇任

■薬学部永続勤続教員の紹介
永年勤続30年

教室

臨床薬学研究・教育センター
（臨床医学） 病態解析学
微生物薬品製造学

永年勤続20年

教室

衛生化学
臨床薬学研究・教育センター
（臨床医学） 生体制御学

職位

氏名

教授

土本寛二

教授

供田 洋

職位

氏名

教授

今井浩孝

准教授

鈴木幸男
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News & Topics
平成 25年度

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

71（62）名

71（62）名

71（62）名

1.0

5名

3（1）名

3（1）名

3（1）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

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

910（568）名

909（567）名

100（71）名

9.1

700

654

590

5名

167（59）名

167（59）名

25（6）名

6.7

700

668

587

志願者数

受験者数

倍率

配点

最高点

最低点

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）

合格者数

150 名

1,745（1,022）名

1,672（974）名

405（248）名

4.1

300

249

170

25 名

221（77）名

214（75）名

111（35）名

1.9

300

249

159

志願者数

受験者数

合格者数

倍率

社会人特別選抜入学試験
募集学科

募集人員

薬学科（6年制）

若干名

4（2）名

4（2）名

2（1）名

2.0

生命創薬科学科（4 年制）

若干名

0（0）名

0（0）名

0（0）名

—

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

14（9）名

14（9）名

1（1）名

14.0

生命創薬科学科（4 年制）

若干名

1（1）名

1（1）名

1（1）名

1.0

平成 26 年度入試日程

※白金キャンパスにて実施

大学院修士課程

薬学部
（薬学科・生命創薬科学科）
社会人特別選抜入学試験・ １次 １１月  9 日（土）
編入学試験（2 年次編入） ２次 １１月１6 日（土）
指定校推薦入学試験

１１月１6日（土）

大学入試センター試験利用
入学試験（A 方式）

   １月１8日（土）
～１月19日（日）

一般入学試験（B 方式）

   ２月  １日（土）

（

）内は履修コース名

推薦（薬科学・臨床統計学・
医薬開発学）

  ６月  6 日（木）

一般・外国人留学生
Ⅰ期
  ８月28日（水）
特別選抜（薬科学・
臨床統計学・医薬開発学 ) Ⅱ期※ １０月１2 日（土）
社会人特別選抜
（臨床統計学・
医薬開発学）

１次

  ９月２4日（火）

２次

１０月１0日（木）

※修士課程一般入学試験Ⅱ期は、Ⅰ期入学試験の状況に
より実施します。実施するⅡ期は、一般入学試験に限り
ます。

博
士
後
期
課
程

□発行責任者／伊藤 智夫

多くの方々の力をお借りして出来上がった NO.6です。このニュー

□編集責任者／供田 洋

スを作ったことで、普段バタバタと私たちが仕事をこなす間にも、

〒108-8641

色々な人が色々な事にチャレンジしていると改めて知りました。今

東京都港区白金5-9-1

後もそうしたさまざまな取り組みにスポットライトをあてていける

北里大学薬学部事務室総務課

よう、常にアンテナを張っておかねばと感じています。今後とも薬
（S.A ／ T.M）

TEL 03-3444-6191
□発行日 2013年8月8日

）内は履修コース名

一般Ⅰ期・外国人留学生特別選抜
１０月１0日（木）
（薬科学・臨床統計学・医薬開発学）
一般 Ⅱ 期
  ２月１3 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

  ９月２4日（火）
１０月１0日（木）

社会人特別選抜（薬科学）

  ２月１3 日（木）

推薦（薬学）

  6 月  6 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/

はじめまして。今号より新たに担当となり、
不慣れな点も多い中で、
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編 集 後 記

学部ニュースをよろしくお願いいたします。

大学院博士後期・博士課程

  8 月28日（水）
  ２月１3 日（木）

