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薬学部50年を振り返り、次の50年に期待する。

進路やキャンパス環境の変化を追う
薬学部卒業生の進路
四半世紀を振り返って

薬学部長
右ページに、平成元年３月卒業生から平成26年３月卒業生ま

伊藤智夫

た。当時の大学院薬学研究科修士課程臨床薬学履修コースでは、

での進路状況をまとめた。まず、卒業者数を見ると、平成元年

２年間の修学期間のうち、１年間を大学病院における病棟実習

から平成16年までの卒業者数は300名を超えており、平成21

等にあて、１年間を修士論文作成のための研究期間としていた。

年に275名に減少している。この間、
入学定員は280名程度（途

さらに２週間程度の保険薬局実習も実施するなど、非常に実践

中で入学定員変更を実施）であったので、平成16年までは入学

的で、６年制薬学教育の基盤となる教育を大学院で行っていた。

定員の縛りが弱かったことがわかる。平成21年卒業生は、旧課

平成11年頃からは、４年間の教育を受けた後には主に調剤薬

程の最後の学生だったため、６年制教育を見据えて入学定員の

局やドラッグストアに就職し、大学院教育を受けてから病院薬

縛りが強くなり、卒業生数がほぼ入学定員に近い値となってい

剤師として就職するという流れが定着したと考えられる。平成

る。

元年卒業生のうち、63％が製薬企業・化学系企業等への就職と

平成24年３月卒業生は、６年制教育の一期生であるが、平成

なっているが、この中には明らかに調剤薬局やドラッグストア

18年度入学試験は６年制薬学科（定員260名）と４年制薬科学

への就職も含まれており、平成11年以降の集計結果と直接比較

科（定員20名）を一括で行い、４年次進級時に学科選択をさせ

することはできない。また平成21年に大学院進学者が97名に

た学年である。280名超が入学したが、６年制薬学科をストレー

急増したのは、６年制薬学教育の影響である。一つ下の学年が、

トで卒業した学生が248名、４年制薬科学科を選択した卒業生

コミュニケーション能力向上のための教育、スモール・グルー

が10名であった。平成24年３月に薬科学科を卒業した７名は、

プ・ディスカッションを多用した教育など、従来とは全く異な

平成20年度入学生である。

る教育を受けているのを目の当たりにして、多くの学生が大学

平成22年度入試から６年制薬学科（入学定員250名）と４年
制生命創薬科学科（入学定員35名）の分離入試を行い、初めて

院に進学して、より専門性を高めてから就職することを選択し
たためである。

生命創薬科学科卒業生を輩出した学年が平成26年3月卒業生で

４年制の薬科学科および生命創薬科学科においては、研究者

ある。ただし、平成26年3月の６年制薬学科卒業生は、平成20

となるには大学院進学が必須であることを学生に強く伝え、大

年度入学生である。

学院進学を念頭においた学部教育を行ってきた。４年制学科卒

以上のように、平成18年度入学生から薬剤師養成教育は６年

業生の全員が大学院に進学しているのは、本学の教育効果が十

制となったこと、そして本学は６年制薬学科とともに研究者を

分に表れている証と思われる。一方、６年制薬学科卒業生につ

育成する４年制学科を併置していること、さらに入試形態が一

いては、大学院博士課程（修業年限４年）への進学が毎年６名

括入試から分離入試へ変更となっていること等に注意して戴き

程度おり、就職先としては病院、調剤薬局、ドラッグストアが

たい。また、６年制移行後、各大学は入学定員をほぼ遵守して

各1/4、残りの1/4が公務員や企業等に定着していることがデー

おり、本学の入学者数も定員の1.05倍以内に収まっている。

タから読みとれる。

大学院進学者数をみると、平成元年には10名程度だった進学

薬剤師の需給動向に関する文部科学省の調査結果では、今後

者数が、平成11～16年は60名前後、さらに平成21年には97

10年程度は極端な供給過多になる可能性は低いとされている。

名に急増している。一方、病院薬剤師としての就職率を見ると、

一方、厚生労働省関係者からは、将来は明らかに薬剤師が過剰

平成元年には31％、
平成11～16年は10％強、
平成21年には８％

になるとの話が聞こえてくる。また、調剤業務はロボット化さ

に低下している。これらの要因として、薬剤師の職能の拡大と

れる業務候補の一つとなっているとの話も聞こえてくる。今後

高度化が挙げられる。平成元年頃には４年制教育を受けた学生

は、生命創薬科学科の学生にはコミュニケーション能力や倫理

が病院薬剤師として活躍できたのに対して、平成11年頃からは

観向上のための教育を、薬学科の学生には問題解決能力向上の

４年制教育を受けたのみでは病院薬剤師として活躍が限られ、

ための教育を充実し、さらに両学科ともに学生が生涯にわたっ

修士レベルの教育を受ける必要に迫られるようになった。その

て自己研鑽する意識を植え付けて社会に送り出し、生涯学習を

ため、基礎系研究室のみならず臨床薬学履修コースへの進学者

通して卒業生の活躍を支えることが重要と考えている。

が増え、大学院修了後に病院薬剤師として就職するようになっ
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参考：平成元年からの薬学部卒業生の進路の変化
※年度によって進学率の扱いや就職先企業の内訳が違うため、グラフだけでは正確な変化は示せませんが、
参考資料として平成元年から現在までの進路をまとめました。

■平成元年（1989年）３月卒業
薬学科・製薬学科
卒業者数 301名
就職者数 230名
進学者数
13名
その他
58名

公務員・教育関係等
その他

31.0%

2.0%

薬学科・製薬学科
卒業者数 322名
就職者数 238名
進学者数
57名
その他
27名

4.0%

製薬企業・
化学系企業等

医療関係
（国公立・大学病院・
医療法人病院等）

公務員・教育関係等

29.0%

■平成24年（2012年）３月卒業

13.0%

医療関係
（国公立・
大学病院・
医療法人病院等）

29.0%

12.0%
20.0%

3.0%

製薬企業・化学系企業等
19.0%

37.0%

5.0%
5.0%
8.0%

CRO
（開発業務
受託機関）
他
製薬企業以外の
企業 3.0%
医薬品卸

医療関係
（国公立・大学病院・
医療法人病院等）

調剤薬局等

2.0%

製薬企業・化学系企業等
CRO
（開発業務
受託機関）他
3.0%

26.0%

32.0%

医薬品販売業
（ドラッグストア）

公務員・教育関係等

※薬学部６年制移行後、初の６年制学科卒業生
公務員・教育関係等

薬科学科（４年制）
卒業者数
7名
進学者数
7名
進学
100.0%

製薬企業以外の
企業 4.0%
医薬品卸

1.0%

医療関係
（国公立・
大学病院・
医療法人病院等）

調剤薬局等

■平成26年（2014年）３月卒業

医薬品販売業
（ドラッグストア）

23.0%
31.0%

※６年制移行直前の卒業生
薬学科・製薬学科
卒業者数 275名
20.0%
就職者数 168名
進学者数
97名
その他
10名

医療関係
（国公立・
大学病院・
医療法人病院等）

調剤薬局等

薬学科（６年制）
卒業者数
266名
就職者数
236名
進学者数
（準備含む）
7名
その他
23名

製薬企業・
化学系企業等

■平成21年（2009年）３月卒業

4.0%

製薬企業・
化学系企業等
CRO
20.0%
（開発業務
受託機関）他
4.0%
3.0%
製薬企業
以外の企業
11.0%

31.0%

医薬品販売業
（ドラッグストア）

医薬品販売業
（ドラッグストア）

4.0%

調剤薬局等

■平成16年（2004年）３月卒業

薬学科（６年制）
卒業者数 248名
就職者数 235名
進学者数
6名
その他
7名

公務員・教育関係等

医薬品販売業
（ドラッグストア）

63.0%

薬学科・製薬学科
卒業者数 304名
就職者数 195名
進学者数
67名
その他
42名

■平成11年（1999年）３月卒業

22.0%

※名称変更した４年制学科、初の卒業生

公務員・教育関係等 1.0%
製薬企業・
化学系企業等
CRO
（開発業務
16.0%
受託機関）他
6.0%

調剤薬局等
27.0%

24.0%

製薬企業以外の
企業 3.0%
医薬品卸

1.0%

生命創薬科学科（４年制）
卒業者数
30名
進学者数
30名
進学
100.0%

医療関係
（国公立・大学病院・
医療法人病院等）
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白金キャンパス内の建物の変遷
これまでと今後の整備計画
2014年に創設50年を迎えた薬学部は、その誕

キャンパス内の建物は大きく変化しています。こ

生から今まで「北里発祥の地」である白金キャン

こでは直近20年における建物の変遷を比較すると

パスで教育・研究を行ってきました。しかし学部

ともに、今後４年をかけて行われる大規模なキャ

の発展に合わせて、あるいは時代の要請によって、

ンパス整備計画についてお伝えします。

平成５年と現在とを比較して
平成５年⑴
B入口

C

H

E

F号館

平成５年⑵

E・H
入口

C・D・G
入口

D

B

A入口

北里研究所病院
北里研究所
（製造棟）

A

G

テニス
コート

北里研究所

C号館

東洋医学
総合研究所

B号館

D号館

A号館

G号館

本館入口
E号館
本館食堂

H号館
北里
本館

北里本館

本館ホール

本館
食堂
正門

B・C・D号館…主に化学系の研究室、実習室、講義室 他
E号館………主に生物系の研究室、実習室、講義室 他
F号館………課外活動部室 他
G号館………研究室、共有機器室 他
H号館………視聴覚室、臨床薬学研究室、動物舎
本館…………学生食堂、地下ホール 他
※A号館……北里衛生科学専門学院関係

本館ホール

正門

薬学部コンベンションホール
（1F )
北里生命科学研究所
（感染制御科学府）

現在

現在の白金キャンパスになるまで

部室棟
（B1）
（1号館裏）

職員宿舎棟

北里研究所病院
東洋医学総合研究所

C 号館北側の北里研究所建物（通称：製造棟）

ソフ

と隣接するテニスコートを取り壊し、跡地に北里

（新

1号館

ィア

棟Ⅰ

研究所病院を建設しました〔平成11（1999）年に

プ

事予 ラザ
定地
）

期工

3 号館

竣工〕
。

2号館

旧北里研究所病院を取り壊し、跡地に１号館、
その後部室棟そして東洋医学総合研究所を建設し
ました〔平成13（2001）年に竣工〕
。

学生食堂
北里ホール

北里本館

旧東洋医学総合研究所を取り壊し、跡地に薬学
部コンベンションホール（１F）
・北里生命科学研
究所（感染制御科学府）そして職員宿舎棟を建設
しました〔平成14（2002）年に竣工〕
。
最終的に B、C、D、F、G 号館及び A 号館（北
里衛生科学専門学院関係）を取り壊し、跡地が病
院駐車場となり、E 号館北側の北里研究所建物（通

4

駐車場
正門

称：研究棟）を取り壊し、跡地がソフィア・プラ
ザとなりました。
そして H 号館を２号館、E 号館を３号館と改称
しました。

特集

薬学部50年を振り返り、次の50年に期待する。

進路やキャンパス環境の変化を追う

今後の白金キャンパス整備計画
薬学部新校舎の企画コンセプトの一つ目は、
「キャンパスライフの向上」です。
具体的には、①学生食堂の整備、②自習スペー
スの確保、③アリーナ（体育館）の整備、④学生
広場（サンクンガーデン）の設置等、学生のキャ
ンパスライフ、アメニティの向上を図ります。
二つ目は「教育環境、研究環境の向上」です。
教育環境面では、大講義室・中講義室を整備し、
OSCE 及び CBT 対応の多目的室の整備、白金図書

食堂教室棟（正面建物）

教室イメージ

第Ⅱ期工事は、事務室・16 研究室・４実習室・
中講義室４室を配置した高層棟と白金図書館等を
配置した低層棟の建築です。
（高層棟の 12～14 階
には、本部機能が配置される予定です。
）

館の拡充整備を行います。研究環境面では、現在
薬学部２・３号館に配置されている16の各研究室
を対象に、研究室の占有面積を拡大し、環境の改
善を図るとともに、実験動物施設、RI 実習室そし
て生物系共有機器室の整備・拡充を図ります。
第Ⅰ期工事は、学生食堂（約 330 席）と大講義
室4室を配置した食堂教室棟を建築します。なお、
連絡ブリッジで３階と１号館４階を連結します。

正 面 建 物 が 高 層 棟、
右奥建物が低層棟
高層棟全景

第Ⅲ期工事は、
アリーナ棟（体育館）
の建築です。バスケット、バレーボー

白金キャンパス整備計画完成時の建物一覧

ル、フットサル、テニス、バドミント
ンの各コートを配置します。
体育館

薬学部Ⅰ号館

Ⅰ期

アリーナ棟
（正面建物）

Ⅰ期
食堂教室棟

Ⅲ期

アリーナ棟
Ⅲ期

Ⓐ

Ⅱ期
Ⅱ期
低層棟
（北里柴三郎記念館他）

新 校 舎 の 建 築 工 事は
既報の通りⅢ期に分割
されて施工されます。

⑭

高層棟

白金キャンパスの整備工事は平成
30 年 12 月に全て終了予定です。長期
の工事期間になりますが、皆様のご理
解・ご協力をお願いいたします。
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第99回薬剤師国家試験の結果と次年度への対策
頼もしい「即戦力」を目指そう！
～第99回薬剤師国家試験を振り返って～
薬学教育研究センター
１ 第99回薬剤師国家試験実施状況

社会薬学部門
教授

鈴木順子

治療面における事象を物理から考えさせる問題が散見され、高校レベル
から応用に近いレベルまで広範囲の力が試されるものとなっており、衛

第99回薬剤師国家試験は、平成26年３月１、２の両日に実施され、受

生は新規のトピックに関する問題が多く、社会的話題への十分な目配り

験会場や受験に際してのトラブルの報告もなく、本学の新卒受験者は、

が必要であったと考えられます。病態・薬物治療では、疾患やその治療

全員がつつがなく受験を終えました。

についてはガイドラインの理解、及び探索的態度を問う情報や検定に関

99回国家試験は、受験者総数12,019名（前年度11,288名）
、合格者

する高度な問題など「EBM」を柱とした出題が多く、実務と関連させな

総数7,312名（前年度8,929名）
、合格率60.84％（前年度79.10％）とい

がら、実践的なトレーニングをしておく必要性が感じられました。

う結果でした。６年制の学生については、受験者数11,369名（前年度

＜北里大学薬学部の結果＞

10,557名）
、合格者数7,222名（前年度8,826名）
、合格率63.52％（25

新卒合格率等については、先述の通りですが、得点状況をみますと、

年度卒業生については70.49％）
（前年度83.60％）でした。第97回以

北里大学薬学部の総合得点率は70.29％（全体68.96％）
、必須問題得点

降回を重ねるごとに合格率が低下しており、旧4年生卒業者の合格率が

率は83.78％（全体82.52％）
、一般理論問題の得点率は62.16％（全体

13.24％と非常な低率となっていることからも、いよいよ６年制薬剤師国

59.44％）
、実践問題の得点率は67.91％（全体67.51％）であり、97回、

家試験としてのあるべき姿に近づいてきたように思われます。本学では、

98回同様に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

25年度６年生266名と24年度卒業生26名が６年制学生として試験に臨

題ではあまり優位性が見られない状況でした。特に実践問題に至っては、

みましたが、25年度６年生は、208名（合格率78.20％）
、24年度卒業生

ほぼ平均並みという事実及び必須、実践にあって、理論にないものと言

は12名（合格率46.15％）が合格し、総合的に合格率75.34％を達成しま

えば「実務」であること、99回の実務問題の多くが実務実習の成果の定

した。

着を問う内容であったことの３点に鑑みれば、５年から６年早期にかけ

２ 99回薬剤師国家試験結果と総評
＜99回薬剤師国家試験の合格状況＞
①国立大学、公立大学の合格率が高く、新設私立大学系は苦戦
国立大学における6年制新卒合格率は83.16％、公立大学では79.90％、

ての時期に実務実習の成果の定着を企図したトレーニングの機会が必要
であると考えられます。

３ 総括と展望
本学は伝統である「基礎と臨床の両輪」を守りつつ、大学教育として

私立大学の合格率は平均69.52％であるものの、20％台が２校、30％台

の矜持と医療人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

が２校、40％台が４校ありました。

ます。低学年時における実習時間も他学に比べて多く、全員が卒業研究

②平成10年度共用試験合格者数に対する99回国試合格率

に取り組み論文を書くことが理論構築力を高め、国家試験理論問題にお

４年生で共用試験をクリアし、実務実習を修了し、卒業要件を満足し、

ける高い得点率、長期的には臨床における高度な探索研究力に結実する

国家試験を受験して合格した率は、報道資料等によれば、やはり受験者

ことは疑い得ません。また、
「薬学と社会」
（法規・制度・倫理）分野にあっ

数の少ない国公立大学が高率ですが、300名近い学生を擁する本学は、こ

ては、他学に比べて時間数が少ないにもかかわらず、常にトップクラス

れまで通り伝統を守って上位を維持しており、某推計資料＊によれば、い

の国家試験得点率を確保していることから、本学の学生は全体として知

わゆる「真の合格率」において私立大で１位となっています。

識を理論化し、高度臨床につなげていく筋道はできているものと考えら

＊ http://ldata.web.fc2.com/ne/NE99T.html

れ、事実、卒後、それぞれの職域で高い評価を得ております。

＜99回薬剤師国家試験の傾向＞
回を重ねるごとに「問題解決能力：考える力」を問う問題が多くなり、

これを更に「即戦力」にまで導くには、先述のように、６年次におけ
る実務実習の振り返り・定着・発展のためのトレーニングの機会を手厚

全体的に難易度が上っています。98回と比較した場合、正答率は、
「必須

くしていくことが重要であり、26年度は薬学総合演習の時間配分の見直

問題」で約3.5％、
「実践問題」で約2.8％、
「理論問題」で約5.3％低い結

し、演習試験解説書作成による自学推進などの改善策が取られています。

果であったというデータが示されています。実践問題は、理科系の一般

不幸にして99回国家試験をクリアできなかった学生の半数以上が、得点

的な論理構築とは逆の思考法である演繹性が要求されるため、なかなか

率63％までの間に存在することから、薬物治療・情報系で３問、実務関

自信をもって回答するところまでの到達が難しく、問題作成者の誘導能

連問題として５～７問の底上げができれば、この問題水準でも85～90％

力にも大きく左右されるため、今後も問題のブラッシュアップが行われ

以上の学生を「即戦力のある薬剤師」として送り出すことは決して画餅

ると考えられます。理論問題でも、過去問の丸ごと再出題はほとんど見

ではありません。

られず、図、グラフの多用など、一考が必要な問題が増えており、出題
形式、内容などこれからも変化していくものと思われます。
99回国家試験で、学生が苦戦した分野は、物理、病態・薬物治療学で
した。物理はグラフから読み取る、計算を必要とする問題が増える一方、
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学生諸氏は、研究と勉学、実習、就職活動という多忙な状況でも、よ
く応えてくださっており、薬学部教員・職員も「全員卒業・全員合格」
を掲げて１人でも多くの有為有望な人材を送り出すため、工夫を重ねて
いきたいと考えております。

来年の薬剤師国家試験に向けた対策について
生化学教室
教授

服部成介

第 99 回薬剤師国家試験の合格率は全体では 60.84％であ

は変化がないものの、条件反射と暗記だけでは解答できな

り、新卒に限れば 70.49％でした。例年よりも相当低い合

い問題が増えたことです。これは、常日頃から考える習慣

格率です。本学部の新卒合格率は、78% であり、私立大

を大切にした学習をしてほしいという、出題者からの強い

学の新卒者の合格率ランキングでは 16 位でした。こうし

メッセージの現れでしょう。今後もこの傾向は続くと思い

た結果を見て、来年の国家試験に対して大きな不安を持つ

ます。したがって、問題をよく読み、グラフや図から情報

学生さんも多いことでしょう。そこで６年生の学年主任と

を掴み取る力や、何を尋ねているのかしっかりと判断する

して、また６年次後期の薬学総合演習の責任者として、国

力を養わなければなりません。

家試験にどのように取り組むべきかアドバイスをしたいと

私は、薬学総合演習の責任者として過去数年間本学学生
が受験した模擬試験や国家試験の採点結果を分析し、本学

思います。
第一に強調したいことは、本学はほぼすべての 6 年次の

の弱点と思われるポイントを洗い出しました。その結果を

学生を卒業させてきたことです。これに対し、大部分の私

各分野の演習担当者に伝えてあります。また、演習のコマ

大薬学部では、一定数の成績下位者を国家試験受験から外

数も見直し、国家試験の問題数に対応した学生さん達の受

しております。したがって、合格率では、本学は必ずしも

験に役立つような内容に変えました。各分野の演習担当者

トップランクではありませんが、実質的な合格率（学年学

にも、理論問題を中心として実践問題も強く意識した内容

生数で、新卒合格者を割った率）では常にトップを競って

の講義を、また今年の国家試験のような新しい形式の出題

おります。
本学の合格率をもっと上げることは容易であり、

にも対応できる講義を強く要請してあります。
したがって、

卒業特別実習の時間を減らし、講義にあてることで達成で

今年度からは薬学総合演習は、かなり実践的なものに変え

きます。しかし、それでは卒業研究が充分なものとはなり

ています。新しくなった薬学総合演習をしっかりやること

ません。卒業研究は、社会で活躍するのに必要な問題解決

が、
国家試験の対策の上でまず重要なポイントとなります。

能力を養う上で、不可欠なものであり、現状のバランスの

薬学総合演習に取り組むことで、
日々の学習リズムを作り、

よい仕組みは継続していくべきです。

さらに個々が自分自身の弱点を早目に解消していくことが

第二のポイントは、99 回国家試験の特徴は、難易度に

求められていると思います。

～第99回薬剤師国家試験を振り返って～

北里大学薬学部と全国平均との比較
■過去３年の薬剤師国家試験合格率
(%)
100

■本学部と全国平均との新卒得点率比較
全体
6年生新卒
北里6年生新卒
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キャンパスラ

白金祭の準備について（実行委員活動報告）
薬学部薬学科３年

松本拓也

第 35 回北里大学白金祭
オリジナルキャラクター
こねくとら

はじめまして、こんにちは。第35回北里大学白金祭実行委員会
委員長の松本拓也です。

今年はソフィアプラザにおける新棟建設工事の関係で例年とは

白金祭の宣伝をさせて頂けるこのような機会を与えていただきあ
りがとうございます。

違った雰囲気となりますが、毎年好評の企画の一つである、自分好
みの香りを選んで作る香水体験をはじめとした薬学部特有の企画に

今年の白金祭は10月25
（土）
、26
（日）
に開催される予定で、第35

加えて、芸人さんを呼んでのお笑いライブ、ミス・ミスターコンテ

回白金祭のテーマは『Connect』です。このテーマは、歴代の実行

スト、女装・男装コンテスト、模擬店、ライブなど、学園祭ならで

委員会の方々との
「つながり」
、
白金祭を運営する我々と学生の皆様、

はの企画が盛りだくさんです。今年のテーマにちなんだオリジナル

そしてお越し下さる方々との「つながり」
、また白金祭を通した地

キャラクター「こねくとら」は１号館入口にてお越し下さる皆様を

域間との「つながり」
、
これらの白金祭に携わる皆様との「つながり」

お迎えします。その堂々とした風貌、しかしどこか愛嬌のあるキャ

を大切にしていきたいという思いが込められています。

ラクターを是非ご覧ください。

第35回白金祭実行委員会は３年生18人、２年生22人の計40人
と例年より少し多い人数で運営していきます。

白金祭実行委員会一同お待ちしておりますので、是非白金祭へお
越しください。
白金祭の準備に向けて力が
入る、実行委員会メンバー

平成25年度卒業生の進路状況
薬学科

就職希望者
就職者
進学者
進学準備
その他
卒業者計

SMO・CRO
医薬品卸 1%

生命創薬科学科

236 名
236 名
2名
5名
23 名
266 名

6%

その他の企業

1%

2%

病院

食糧飲料製造業
1%
公務員

24%
16%

進学
100.0%

製薬会社
27%

22%
ドラッグストア

調剤薬局
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就職希望者
大学院進学者
卒業者計

0名
30 名
30 名

薬学部卒業者の主な就職先
＜公務員＞
東京都庁／特別区人事委員会／川
崎市役所
＜病院＞
北里大学病院／北里大学メディカ
ルセンター／独立行政法人国立病
院機構／東京医科大学病院／筑波
大学附属病院／慶應義塾大学病院
／杏林大学医学部付属病院／千葉
市立病院／日本赤十字社 東京都
支部大森赤十字病院／日本赤十字
社 関東甲信越ブロック血液セン
ター／東芝病院
＜製薬企業＞
武田薬品工業／大塚製薬／アステ
ラス製薬／田辺三菱製薬／中外製
薬／協和発酵キリン／ヤクルト／
ノバルティスファーマ／グラク
ソ・スミスクライン／アストラゼ

フットサル部の活動報告
薬学部薬学科４年

馬場優樹

フットサル部は、２年生から６年生まで、男女合わせて70名を超
える部員がおります。月曜日と水曜日の週２日の練習を行っており、
毎回多くの部員が参加し、活気に溢れた練習を行っています。練習
だけではなく、月に１回程度フットサルの大会を開催しています。
フットサル大会では薬学系の大学だけではなく、普段あまり関
わりがない文系の大学の方も参加して交流を深めています。また、
近年なでしこ JAPAN の活躍もあり、女子の部員も増えたことで、
女子だけで行うフットサル大会も開くことができました。
今年も様々な方との交流を大切にして、活動を行っていきたいと
思います。

いつも練習する体育館に集まったフットサル部の部員

茶道同好会
薬学部薬学科４年

お借りして、日々、お点前の練習に励んでおります。私たちの主な

市川友紀子

活動は、相模原と合同での新歓茶会や秋季茶会の開催、学校祭での
お客様のおもてなしなどです。
秋季茶会では一般の方や他大学の方、

この度は、私たち茶道同好会の紹介をする機会をくださり、誠に

先輩方を招待し、交流を深めております。また、白金茶道独自の活

ありがとうございます。私たちは相模原の茶道部の一部として活動

動として、昨年度の３月に白金商店街の方々をお招きした、梅枝茶

してきましたが、相模原と白金での活動実績が認められ、昨年度か

会を開催いたしました。炉と立礼の２席を設け、地域の方々に少し

ら薬学部北里会の同好会になりました。今年度からは港区の施設を

でも北里大学の茶道を知ってもらえるよう、
皆で協力し合いました。
初めての試みにも関わらず、多くのお客様が足を運んで下さ
り、有意義な活動となりました。今後もおもてなしの心を大
切にし、日々精進するとともに、地域の皆様と交流を深めて
いきたいと考えております。今後とも温かなご支援をどうぞ
よろしくお願いいたします。
今年度からの練習の場となった、港区・いきいきプラザ
にて（左）。白金商店街の方々を招いたお茶会も開催（右）

ネカ／ロート製薬／沢井製薬／塩
野義製薬／サノフィ／日本イーラ
イリリー／テルモ／小林製薬／興
和創薬／大日本住友製薬／旭化成
＜医療機器・化粧品・科学系企業・
IT 系企業＞
アンファー
＜調剤薬局・ドラッグストア＞
アイングループ／アイセイ薬局／
クラフト／日本メディカルシステ
ム／フォーラル／トライアドジャ
パン／薬樹／マツモトキヨシ／ス
ギ薬局グループ／くすりの福太郎
／ココカラファイン／ CFS コー
ポレーション
＜ CRO（ 開 発 業 務 受 託 機 関 ）・
SMO（試験実施機構管理機関）＞
ACRONET ／イーピーエス／クイ
ンタイルズ・トランスナショナル・
ジャパン／シミック／アスクレッ
プ

北里大学構内 ( 病院含む )
全面禁煙化、始まります。

2014 年
９月１日

キャンパス外周周辺においても喫煙しないようご協力を
お願いします。
（港区条例で H26年７月１日より指定場
所以外では喫煙禁止となりました）

平成 26年６月

26 日

七夕の飾り付けが始まりました
薬学部１号館に、七夕の笹が飾られました。願い事の
書かれた五色の短冊が日々増えていき、たくさんの願
いを乗せた笹は、少し重たそうです。短冊に書いた皆
さんの願い事が、１つでも多く叶うといいですね。
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News & Topics
研究トピックス

平成26年度公的研究費の獲得状況について
■文部科学省科学研究費助成事業採択状況
①若手研究（B）
：10 件（内継続５件） ②挑戦的萌芽研究：１件

研究代表者

研究種目
①若手研究（B）

③新学術領域研究：１件

所属

職位

氏名

④基盤研究（A）
：１件

⑤基盤研究（B）
：１件 ⑥基盤研究（C）
：17 件（内継続 12 件）
平成 26 年７月１日現在（順不同）（単位：万円）

研究課題

交付決定額
（直接経費）

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）

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）

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 リンパ種の治療法と診断法に
180（継続）
関する研究

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

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
130（継続）
研究

生物分子設計学

講師

寺師玄記

アミノ酸残基間ネットワーク比較によるタンパク質構造比較解析

衛生化学

助教

坂本太郎

カルジオリピンを中心とした線虫体細胞の生存に必須なリン脂質とその代謝経
170（新規）
路の同定

放射性同位元素研究
助教
室

河野鮎美

ATP 及びその受容体を標的とした新規光老化発症機構の探索

80（継続）

150（新規）

110（新規）

薬理学

助教

渡辺 俊

神経障害性疼痛における糖脂質ガングリオシド組成の変化と疼痛への影響につ
210（新規）
いての研究

薬剤学

助教

藤原亮一

ヒト化 UGT1 マウスを用いたビリルビンが持つ生理学的意義の解明

150（新規）

②挑戦的萌芽研究

微生物薬品製造学

教授

供田 洋

酵素による軸不斉を有する二量体化合物創製法の確立

160（新規）

③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）

④基盤研究（A）

微生物薬品製造学

教授

供田 洋

微生物由来脂質代謝制御剤からの創薬を目指した基盤研究

960（新規）

⑤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

380（新規）

⑥基盤研究（C）
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公衆衛生学

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
100（継続）
ション

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

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

分子薬理学

客員教授 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

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

80（継続）
140（継続）
80（継続）
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
180（継続）
機構の解明

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

150（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

薬品製造化学

助教

大多和正樹

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

160（継続）

微生物学

講師

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

140（継続）

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

130（継続）

薬品製造化学

教授

長光 亨

新規 G2 checkpoint 阻害剤 habiterpenol の全合成及び創薬研究

150（新規）

衛生化学

教授

今井浩孝

shRNA ライブラリーにより同定した新規細胞死実行因子の機能解析

140（新規）

分子薬理学

准教授

中原 努

ミュラー細胞による神経—血管連関制御機構の解明と新規緑内障治療戦略開発
110（新規）
への応用

生命薬化学

教授

藤井秀明

モルヒネ非感受性オピオイドμ受容体スプライスバリアント選択的な作動薬の
140（新規）
創製研究

薬剤学

教授

伊藤智夫

経口バイオアベイラビリティと薬物相互作用の定量的予測

80（継続）

150（新規）

最新鋭の生物系共有機器について
生物系共有機器利用委員会委員長
衛生化学教室 教授

今井浩孝

本学では、６年制薬学科、４年制生命創薬科学科の研究の活性化
のために、薬学特別研究プロジェクトを展開中で、積極的に新しい

代謝物を網羅的に測定するメタボローム研究に重要な役割を担いま
す。

機器の購入、整備を進めています。昨年度申請しました私立大学等

これまで大学内には網羅的なタンパク質の解析に必要なアミノ酸

研究設備整備費等補助金が採択され、薬学部の生物系共有機器室に

の配列を決定するプロテオミクス用の質量分析器がありました。現

新たに３つの最新鋭の解析装置が導入されました。

在、さらに、薬物などの低分子動態解析用の質量分析器や遺伝子の

高感度共焦点レーザー顕微鏡は、細胞内に発現させた蛍光タンパ

網羅的な発現変動の解析ができるマイクロアレイ装置やリアルタイ

ク質の三次元分布や病態組織での複数のタンパク質の時間的、空間

ム PCR 装置、ルミノイメージアナライザー、蛍光プレートリーダー

的な相互作用の解析ができる装置です。フローサイトメトリーは、

も今年度の私立大学等研究設備整備費等補助金制度に申請してお

細胞一個のタンパク質の発現量や細胞周期の状態、細胞内の物質の

り、採択されれば薬学研究における生体分子の網羅的な解析を行う

定量測定以外にも、免疫細胞の分取や目的とする細胞を分けること

オミックス研究がさらに進められるような研究環境が北里大学薬学

ができる装置です。そしてトリプル四重極型質量分析器（LC-ESI-

部内に整います。

MS/MS）は、主に炎症性脂質メディエーターや酸化脂質など脂質

高感度共焦点レーザー顕微鏡

フローサイトメトリー

トリプル四重極型質量分析器

平成26年度学会賞等受賞者 平成26年度北島賞受賞者
■日本薬学会年会

優秀発表賞（一般口頭発表）

東 永華 修士１年（生命薬化学教室 )
受賞年月：平成26年３月

北里大学では北里柴三郎博士の高弟である北島多一博士に
ちなみ、前年度の学業成績 ・人物の優秀者を表彰する「北島
賞」を設けています。こちらには最近決定された薬学部５、６
年生を掲載しました。２〜４年生は学内広報誌『Sophia kai
Ergon』213号／新入生号（2014年４月発行）をご覧下さい。

■日本細菌学会黒屋奨学賞
三木剛志 講師（微生物学教室）
受賞年月：平成26年３月

薬学部薬学科５年
北村 郁／関根大介／園部佑紀／髙橋祐里香／出町 歩
薬学部薬学科６年
佐々木 綾／坪井達哉／豊間恵里子／土井梨紗子／善積美佳
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平成26年度の“創薬科学への招待”について
微生物薬品製造学教室
教授

供田 洋

生命創薬科学科１年生の早期体験実習と
して必須科目“創薬科学への招待”が配置

共ワクチン
（株）
（埼玉県北本市）
、ツムラ漢

国立がん研究センター研究所
（中央区）、６

方記念館（茨城県稲敷郡）
に出かけ、生命創

日
（水）
カルピス
（株）
発酵応用研究所（神奈

薬科学科の学生たちには大きな刺激となる

川県相模原市）
、そして７日
（木）武田薬品

ばかりではなく自分の将来像について役

工業
（株）
湘南研究所
（神奈川県藤沢市）を訪

立ってきたことと思います。訪問先では北

問します。生命創薬科学科の１年生は前期

里大出身の先輩たちが活躍していることも

に行われた薬学概論で各訪問先からお招き

知ってくれたことと思います。

した講師の先生方の講義内容を訪問前まで

されていますが、その内容は毎年８月の第

本実習は訪問先の皆様に大きなご負担と

にもう一度復習し、活発な質問や議論がで

一週目に関東近郊の国公立の研究所や企業

ご協力をいただいた上で成り立っておりま

きるよう準備しておいて下さい。そして必

の研究所を訪問するというものです。生命

す。毎年一回のことではありますが、さら

ず一回は質問するということを心掛けて欲

創薬科学科の学生が目指す将来像として研

に多くの研究所を訪問先として考えていき

しいと思います。

究者をあげる方も少なくないと思います

たいということで、今年はこれまでの訪問

が、研究者の生活、研究環境そして研究内

先を変更しました。今年度は８月５日
（火）

是非この早期体験実習が各自にとって有
意義なものとなるように期待しています。

容を自分の目で感じ
とってもらうことを目
的としています。これ
まで第一三共（株）葛西
研究開発センター（江
戸川区）、東京都臨床
医学総合研究所（世田
谷区）
、中外製薬（株）
鎌倉研究所（神奈川県
鎌倉市）、北里第一三

2013 年の『創薬科学への招待』で見学した、茨城県稲
敷郡にある「ツムラ漢方記念館」

創薬科学への招待（早期体験学習）研究所見学を引率して
薬剤学教室
助教

奈良輪知也

などの説明、海外と連携している化合物ラ

験等が生かせることが実感できたのではな

イブラリーや各研究室内での業務について

いかと思います。この早期体験学習を通し

見学をさせていただきました。コンピュー

て得た経験は、ほんのわずかではあるかも

タ制御による装置や顕微鏡で観察させてい

しれませんが、自分の将来像を思い描く

ただいた微生物など、施設で実際に行われ

きっかけになってもらえればと思います。

平成 25 年８月６日に生命創薬科学科の

ている業務に、学生たちは興味津々といっ

今後、多くの知識を身に付け、自分の望む

１年生を引率し、中外製薬㈱ 鎌倉研究所

た様子でした。大学の研究室の一部を見学

道に歩んで行ってもらえることを願ってい

の見学をしてきました。研究所では、現在

した翌日であり、学内で見た測定機器など

ます。

取り組んでいるテーマや医薬品開発の経緯

もあったため、数年後の配属研究室での経
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新北里大学病院開院について
臨床薬学研究・教育センター
臨床薬学 薬物治療学Ⅰ 教授
北里大学病院薬剤部長

厚田幸一郎

平成 26 年５月にオープンした相模原キャンパス
の新大学病院

1971 年（昭和 46 年）に、その当時、東洋

査、放射線治療、集学的がん診療センター

薬剤管理室、医薬品情報室、製剤室、試験

一の病院として開院した北里大学病院は、

通院治療室
（40 チェア、20 ベッド）
、血液

室、カンファレンスルーム、学生実習室を

43 年ぶりに、本年、５月７日に新病院と

浄化センターが配置されています。４階か

配置しています。また、２階の集学的がん

して開院しました。新病院では、将来にわ

ら６階は急性期医療に特化する新大学病院

診療センターには、６台の安全キャビネッ

たって大学病院、特定機能病院としての役

の重点分野を担当する、総合手術センター

トを配置した抗がん剤調製室を設けていま

割を果たすことができるように、最新の設

（27 室）、救命救急センター病棟、ICU、周

す。全病棟および急性期医療部門（手術セ

備と医療機器を多数導入しています。低層

産母子成育医療センター、血管治療部門、

ンター、ＩＣＵ、救急、周産母子成育医療

階の３階までの部分には、外来、薬剤、検

リハビリセンターが、７階から 14 階まで

センター）全てに薬剤師を常駐させていま

が病棟で、屋上には

す。来年１月に東病院より、消化器内科・

救命救急・災害医療

外科、整形外科および臨床試験センターが

センターとしてヘリ

移設されます。これにより薬剤部員数は

ポートを配備してい

100 名となります。新病院においても北里

ます。

大学病院の理念は、
「患者中心の医療」「共

薬剤部は、１階に

に創り出す医療」
です。薬剤部では今後も、

調剤室、お薬カウン

「薬物療法に貢献できる薬剤師を目指す」

ター、お薬相談室
（２

を理念として、質の高い臨床薬学を実践し

室）を、地下１階に、

てまいりたいと考えております。

平成 26 年５月７日の開院記念日に薬剤部スタッフと撮影

新設された臨床薬学教育部門の取り組み
事前学習を中心とした臨床基礎教育の充実を目指します
臨床薬学教育部門
准教授

尾鳥勝也

大学では学生が卒業時に薬剤師としてふさ

教員が多く配置されており、その環境を生

わしい基本的な資質や能力を身に付けられ

かした教育体制が可能です。臨床薬学教育

るような教育を行っていかなければなりま

部門は、本学の環境を生かし、臨床現場の

せん。なかでも、臨床現場での実務実習は

状況を反映した内容を事前学習に組み込

重要な位置づけにあることから、実務実習

み、充実を図るとともに、効果的・効率的

６年制教育において、学生には薬剤師と

前に行う事前学習を充実させることは、以

な教育方法を検討し、北里独自の質の高い

しての基本的な資質と能力を修得し、その

後の実務実習の成果に大きく影響してきま

薬学教育に繋げる体制の確立を目指しま

上で、生涯にわたって常に研鑽し、社会に

す。

す。そして、６年間を通して臨床基礎教育

貢献することが求められます。そのために、

本学には臨床現場の実務を兼務している

の充実を図っていきます。
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附属病院に採用された26年度レジデントに聞く
北里大学病院における薬剤師レジデント制度
臨床薬学研究・教育センター
臨床薬学 薬物治療学Ⅰ
レジデント

村松 怜

らなります。
私がレジデントを志望した理由は、

関わる機会があるので、臨床上の問題
を抽出し解決していくために必要な基

高度で広範な大学病院の薬剤師業務を

礎的思考力が鍛えられると考えまし

短期間で全般的に学ぶことができる点

た。

に魅力を感じたからです。また、私は

今後、ジェネラリスト、さらにその

北里大学４病院薬剤師レジデント制

大学では基礎系研究室に所属していた

先のスーパージェネラリスト又はスペ

度は、病院薬剤師としての高度な知識

ため、卒業後すぐに職員として入って

シャリストを目指していく最初のス

と臨床薬学的解決能力の習得を目的と

しまって信頼性の高い臨床研究が行え

テップとして、意義のある 1 年間にし

した１年間の研修プログラムであり、

るのか不安に感じていました。その点

ていきたいと思います。

病院薬局基礎研修 13 週、病棟基礎研

レジデント制度では、病棟での研修が

修 21 週、病棟専任・総合研修 16 週か

充実しているのに加え、学部教育にも

薬剤師レジデントになって
臨床薬学研究・教育センター
臨床薬学 薬物治療学Ⅲ
レジデント

研修を受け、臨床薬剤師としての能力

連携もとりやすくなるのではないかと

の向上を図る制度です。また、日本で

思い、レジデントを選びました。

初めてレジデント制度が創設されたの

２か月が過ぎました。今まで、注射

が北里研究所病院です。薬剤師として

管理室と調剤室で研修しましたが、実

のスタートを切る際にどこで働いたら

習と業務とでは全く違い毎日が勉強で

私は３月に本学薬学部を卒業し、北

よいか考えていた私には、教育体制が

す。一日も早く患者さんに寄り添い信

里研究所病院薬剤部でレジデントとし

整っていて早くから複数の病棟で研修

頼されるような薬剤師になれるよう、

て研修をしています。レジデントプロ

できる環境は非常に魅力的でした。幅

これからも精進していきます。

グラムとは薬剤師の卒後臨床研修のこ

広く業務を経験することで薬剤師とし

とで、病院で薬剤師として働きながら

てのニーズが明確にでき、他職種との

八木千恵

大学院生の修士論文中間発表について
微生物薬品製造学教室
薬学研究科修士課程 2 年

中條賢人

５月 10 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ルで

野間の見識と交流を深める場として開

成果が多く出ています。本会も異なる

催されました。形式としては、自己紹

各分野の研究内容を知ることでまった

介から現在行っている研究の簡単な内

く新しい発想のヒントを得ることがで

容までについて、修士課程 M1 は２分、

き共同研究を提案できる機会もあるこ

M2 は３分、博士課程は４分の持ち時

とから貴重で非常に価値のある場で

間で口頭発表し、研究内容についての

あったと思います。

質疑応答も行われました。

当日の様子としては昨年と比較する

開催されました。薬学研究科に所属す

近年、まったく異なる分野間での共

と各研究室の大学院生の数も増え学生

る修士課程、博士後期課程、博士課程

同研究・開発が活発に行われ今後の人

間で活発な討論が行われ、それぞれが

の院生が集い、本研究科における各分

類の発展に大きく貢献するような研究

所属する分野からの視点を活かした質
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薬学科の卒業研究発表会について
卒論発表を振り返って

卒業研究発表会を終えて

公衆衛生学教室
薬学部薬学科６年

臨床薬学研究・教育センター
臨床薬学 薬物治療学Ⅱ
薬学部薬学科６年

木田奈緒也

田代恵子

公衆衛生学教室では、環境中の水銀化合物が健康にどの

私は、
「がん疼痛治療におけるフェンタニル貼付剤の１日

ような影響するかを調べると共に、植物や微生物を用いて、

製剤と３日製剤の臨床効果に関する研究」というテーマで卒

それらを環境から除去する技術を開発しています。私は、

業研究に取り組みました。中程度から高度の疼痛を伴う各種

「Caco-2細胞におけるメチル水銀取り込みに対するサポニン

癌における鎮痛の効能、効果で承認されているフェンタニル

の影響」というテーマで卒業研究を行いました。本研究を

貼付剤には、１日１回貼付製剤（１日製剤）と３日１回貼付

通して、実験技術、細胞の培養方法などを修得できました。

製剤（３日製剤）があり、それぞれ血中濃度推移が異なるこ

ふと、研究にのめり込んでいる自分がおり、一つの事に熱

とから、臨床効果にも相違があると考え、研究しました。

中できる楽しさを経験した事は自身の糧になると思います。

研究中、診療記録を調査していくなかで生じた疑問などは、

当日は、一人１時間ずつ発表する時間を与えていただき

その日のうちに書籍やインターネットで調べ解決し、統計解

ました。その時間で説明することができる人数に限りがあっ

析についても臨床統計学教室の先生に教えていただき、自分

たのは残念でしたが、私とは異なる視点の意見を頂き、自

が納得できるまで粘り強く勉強しました。そして、研究成果

身の研究のさらなる理解へと繋がりました。自分の意見を

を分かり易く伝えられる見やすいポスター作成や卒業研究発

相手に伝えるという面でも良い機会になったと思います。

表会での質問対策にも力を入れました。

また、実習・就活を通してさらに成長した友人の姿を見ら

卒業研究発表会では、聴き手が理解しやすいような説明の
しかたや、声の大きさ、話すスピードを工夫して発表しまし

れたことも大変うれしかったです。
約１年半の成果を形にして発表する。言葉にすると簡単

た。卒業研究発表会で先生方から頂いたアドバイスをこれか

ですが、そこには実験の結果だけでなく実験者の思いが詰

ら仕上げる卒論や学会発表に反映させたいと思います。

まっていることを改めて実感をしました。研究室生活を通

卒業研究に取り組むことで身に付けた積極的に学ぶ姿勢や、

して、先生・先輩・友人・後輩と時間を共有し、真剣な話・

問題を解決する力を今後の人生にも活かしていきたいと思い

くだらない話さまざまな事を経験し人間的に成長すること

ます。

ができました。この事は、今後の人生に大きく役に立つの

約１年半の研究室生活は大変充実しており、辛かったこと、

ではないかと思います。約１年半とても濃厚な研究室生活

楽しかったことなど、沢山の思い出を作ることが出来ました。

を過ごすことができました。この場を借りて諸先生方、研

丁寧にご指導くださった先生方そして研究室のメンバーに感

究室のメンバーに感謝申し上げます。

謝申し上げます。

会であったと思います。

疑が多かったように思えました。各研

の下、
「海洋由来真菌の分離および二

究室とも特色のある研究を行ってお

次代謝産物の生産性の解析」をテーマ

昨年と同様このような交流の場は薬

り、興味を引く内容もとても多くあり

として研究を行っているため、これに

学研究科全体の発展にも繋がる重要な

ました。講義の内容とまったく異なる

ついての簡単な概要を発表しました。

場であるため継続していくことを期待

最先端の研究内容に重点をおいた本中

このテーマは、新しい生物活性物質を

しています。

間発表会はとても刺激的で、自身の研

生産する微生物を分離することで創薬

今回このような場を設けて頂いた先

究のモチベーションの向上にも繋がり

へのアプローチを行っていますが、異

生方、職員の方々に深く感謝を申し上

ました。

なる分野の学生から専門分野外ならで

げ、本報告とさせていただきます。

私自身の発表としましては、現在微

はの質問を受け、短い時間でしたが自

生物薬品化学に所属し供田洋教授指導

身の研究にとって非常にためになる機

15

News & Topics
薬学部の教員紹介

平成26年度

新任・昇任教員あいさつ

臨床薬学研究・教育センター
臨床医学
（大講座）
生体制御学
教授

薬学部６年制への移行を反映して、

かつ時に厳しい指導を通じて、物事を

従来の薬局業務に加えて臨床における

科学的に考える力を養うことができる

薬剤師の社会に占める重要性がさらに

ように心がけています。生体制御学教

増してきていると痛感しています。す

室は、動物実験モデルおよび培養細胞

なわち、社会に必要とされる薬剤師像

を用いた基礎研究を行い、疾患の発症、

私は平成 20 年４月より北里研究所

を念頭に置いた教育や研究が重要だと

病態の解明および新しい治療法の創出

病院から生体制御学准教授として着任

考えています。平成 23 年より始まっ

をめざしています。このような基礎研

し、平成 26 年４月より教授に昇任い

たバイタルサイン実習では、病態解析

究を通して、より広い視野を持った薬

たしました。これまでの人生を振り

学との協同で、瞳孔反射による意識レ

剤師になってほしいと思います。そし

返ってみると、慶應義塾大学医学部を

ベルの評価や聴診器を用いて血圧測

て将来、日本の薬学をリードしていく

卒業後、同大学院へ進み、修了後に米

定、心音、呼吸音、腸音を聴診するな

ような薬剤師をめざしてほしいと願っ

国スタンフォード大学へ留学し、帰国

どを自ら体験し、チーム医療の一員と

ています。今後ともご指導、ご鞭撻の

後に北里研究所病院に勤務しました。

して基本的な技能や考え方を身につけ

ほど宜しくお願い申し上げます。

今年で北里に勤務してすでに 21 年目

ることを目的としています。

鈴木幸男

になります。

公衆衛生学教室
教授

清野正子

一方、研究面においても、温かく、

年「Pseudomonas K-62 の水銀耐性機

現在、健康の視点から、低濃度メチル

構に関する研究」で東京大学より博士

水銀の予防薬・解毒薬を探索していま

（薬学）の授与、平成 12 年米国スタン

す。また、環境の視点から、水銀を積

フォード大学の Arthur Kornberg 名

極的に取り込む遺伝子を組換えた植物

誉教授の元に留学しました。その後の

に土壌中の水銀を吸収して高蓄積させ

平成 26 年４月１日より、公衆衛生

ご縁により、平成 16 年本学薬学部公

る研究「ファイトレメディエーション

学教室の教授を拝命しました清野正子

衆衛生学教室の講師として赴任、平成

（植物浄化）」にも取り組んでいます。

と申します。北里大学創立 50 周年を

20 年同学部准教授を経て、現在に至っ

今後も公衆衛生学に所属する教員と学

迎える節目の年に大役を拝命し、身が

ております。

生が一丸となり、健康と環境をキー

引き締まる思いです。

これまでの 23 年間の教育・研究に

ワードにオリジナリティの高い研究を
展開したいと考えています。

生まれは京都で小学校卒業までおっ

おきましては一貫して、予防医学の観

とりと育ち、中高は滋賀で琵琶湖の自

点から環境汚染物質、メチル水銀をは

最後に、本学薬学部が次の 100 周年

然に囲まれて過ごしました。平成2年、

じめとする重金属から身をまもるため

に向け今後ますます発展するよう、さ

摂南大学薬学部を卒業後、岡山大学大

の科学に従事してきました。

らに次世代を担う人材の育成に尽力す

学院修士課程に進学、中退を経て、平

メチル水銀は大型魚に生物濃縮され

る所存でございます。今後とも皆様の

成 3 年摂南大学薬学部衛生分析化学研

ており、現在も微量ながらも食事を通

ご指導、ご鞭撻の程、よろしくお願い

究室の芳生秀光教授の元、研究員とし

じて摂取され続けています。そうした

申し上げます。

て着任しました。研究員として７年、

低濃度水銀の長期間摂取による健康へ

助手として６年の在籍期間中に平成９

の影響は、実はよく知られていません。
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寄附講座
「先端免疫治療学（テラ㈱）
」
特任教授

Toll-like receptor（TLR）4を介して様々

ドな治療にし、患者様の benefit に貢献

な抗腫瘍免疫反応が惹起すること、そ

できるよう尽力したいと考えています。

の最も重要なターゲット細胞が、自然

免疫療法は近年最も注目されている分

免疫と獲得免疫の懸け橋となる樹状細

野でありますが、重要な事は、①より

胞であることを発見し、レンサ球菌製

強力ながんワクチンの開発、②がんワ

平成26年４月より、新設された「先

剤と樹状細胞を用いた「樹状細胞がん

クチンがより有効に働くため、癌患者

端免疫治療学講座」の特任教授に就任

ワクチン療法」の研究・開発を行って

の免疫抑制状態の解除、③がんワクチ

しました岡本正人です。

きました。徳島大学口腔外科の助手・

ンの治療効果を予測可能なバイオマー

講師時代に本邦で初めて口腔癌に対す

カーの同定です。とにかく、患者様の

1992年徳島大学大学院歯学研究科を修

る樹状細胞ワクチンの臨床研究を立ち

benefit のため、この北里大学において、

了しました口腔外科医です。徳島大学

上げ、慶應義塾大学医学部先端医科学

臨床研究の推進と共に、患者検体の徹

歯学部第二口腔外科在職中より「口腔

研究所の准教授時代には、膵癌、食道

底的解析とそこから生まれて来た疑問

癌に対する免疫療法の研究および臨床

癌およびメラノーマにおいて樹状細胞

を解決する為の基礎研究を進めて行き

応用」に携わり、抗腫瘍分子メカニズ

ワクチンの臨床試験にも関わらせて頂

たいと考えています。御興味のある方

ムが不明であったレンサ球菌由来の抗

き、本年度より現職につきました。

は是非一緒に癌と戦いましょう。宜し

岡本正人

私は、1988年徳島大学歯学部を卒業、

腫瘍免疫療法剤に含まれるリポタイコ

北里大学においては、北里研究所病

酸関連分子が自然免疫センサーである

院と一体となり免疫療法をスタンダー

くお願い致します。

人事異動一覧

平成 26 年 8 月 1 日現在

教室・部門

職位

氏名

異動年月日

異動事由

生体制御学
公衆衛生学
薬物治療学Ⅰ・臨床薬学教育部門
生体分子解析学
微生物薬品製造学
薬理学
事前学習→分子薬理学
事前学習→臨床薬学教育部門
生命薬化学
創薬物理化学
臨床薬学教育部門
衛生化学
生体制御学
薬物治療学Ⅰ
薬物治療学Ⅰ
薬物治療学Ⅱ
薬物治療学Ⅲ
薬物治療学Ⅲ
薬物治療学Ⅳ
寄附講座「先端免疫治療学（テラ㈱）」
臨床統計学
薬物治療学Ⅰ
創薬物理化学
薬物治療学Ⅱ（レジデント）
薬物治療学Ⅳ（レジデント）
薬物治療学Ⅲ
臨床統計学
薬品製造化学

准教授→教授
准教授→教授
講師→准教授
嘱託助教→助教
嘱託助教→助教
嘱託助教→助教
助教
助教
准教授
助教
助教
助教
助教
嘱託助教
嘱託助教
嘱託助教
嘱託助教
嘱託助教
嘱託助教
特任教授
特任助教
助教
嘱託助教
嘱託助教
嘱託助教
助教
特任助教
講師

鈴木幸男
清野正子
尾鳥勝也
齋藤康昭
福田隆志
岩井孝志
牛久保裕子
向井潤一
伊藤謙之介
吉田智喜
若杉昌輝
松岡正城
梅田智子
粟屋芳明
村松 怜
土谷祐一
藤井 聡
八木千恵
近藤龍史
岡本正人
方 雪敏
須田哲史
小関 準
渡邉陽子
齊藤美鈴
薄井健介
井上永介
伊藤文博

H26.4.1
H26.4.1
H26.4.1
H26.4.1
H26.4.1
H26.4.1
H26.4.1
H26.4.1
H26.4.1
H26.4.1
H26.4.1
H26.4.1
H26.4.1
H26.4.1
H26.4.1
H26.4.1
H26.4.1
H26.4.1
H26.4.1
H26.4.1
H26.4.1
H26.3.31
H26.3.31
H26.3.31
H26.3.31
H26.3.31
H26.3.31
H26.7.31

昇格
昇格
昇格
身分変更
身分変更
身分変更
部門変更
部門変更
採用
採用
採用
採用
採用
採用（レジデント）
採用（レジデント）
採用（レジデント）
採用（レジデント）
採用（レジデント）
採用（レジデント）
採用
採用
退職
退職
退職
退職
退職
退職
退職
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News & Topics
薬学部創設50周年記念事業のお知らせ
北里大学薬学部創設50周年記念講演会

臨床薬学教育国際シンポジウム―開催報告
薬学部国際学術交流委員会 委員長
臨床薬学教育・教育センター
（臨床薬学）
保険薬局学 教授

吉山友二

薬学部では、1989 年の米国ケンタッキー大学薬学部との海外
学術交流協定を皮切りに、米国ハーバード大学公衆衛生大学院、
米国アイオワ大学薬学部、中国吉林大学薬学部と学術国際交流協

講演した小宮山貴子教授（北里大
学薬学部）

北里大学薬学部白金キャンパスで
開催

定を締結しています。今回薬学部創設 50 周年を記念し、４大学
の先生方を日本に招へいし、伊藤智夫学部長の主催により、6 月
21 日
（土）白金キャンパスにて、臨床薬学教育国際シンポジウム
を開催しました。
当日は、梶英輔 北里大学 前副学長・前国際部部長の開会の辞
のもと、Timothy S. Tracy 教授（ケンタッキー大学薬学部長）
、
Donald E. Letendre 教授（アイオワ大学薬学部長）、Lee-Jen Wei
教授
（ハーバード大学）、Jin Pei 教授（吉林大学薬学部長）及び小
宮山貴子教授（北里大学薬学部）の 5 名の先生方から、臨床薬学教
育や、臨床薬剤師の歴史的な歩みと今後の展望について、非常に

海外4大学より招いた先生方を囲んで

熱心な講演が行われました。会場はほぼ満席になるほどの出席者

このシンポジウムは薬学部 50 周年の非常に貴重な記念となる

で、学内教員、学生、院生の参加者も多く、講演後に活発な質疑

とともに、今後 50 年間に向けて、国際交流や国際性豊かな薬剤

応答も行われ、大変盛況のうちに閉会となりました。

師の育成に向けて大変大きな成果があったと確信しています。

北里大学薬学部創設50周年記念

第48回北里大学同窓会・薬友会 合同講演会・懇親会のご案内
近代医学の父北里柴三郎博士の精神を受け継ぎ、昭和 39 年に

薬学部と北里大学同窓会・薬友会の合同による講演会及び懇親会

開設された北里大学薬学部は、お蔭様をもちまして本年４月に

を開催致しますので、下記のようにご案内申し上げます。多数の

創設 50 周年を迎えることができました。これを記念致しまして、

方々のご参加をお待ちしております。

記念講演

懇親会

日時：平成 26 年 11 月 23 日（日）13 時～16 時（受付開始 12 時）

日時：平成 26 年 11 月 23 日
（日）

会場：東京国際フォーラム ホール B7-1

16 時 30 分～18 時
（受付開始 15 時 30 分）

演者：竹内 薫氏（サイエンスライター）
梶 英輔氏（北里大学

会場：東京国際フォーラム ホール B7-2

名誉教授・前副学長・前薬学部長）
【参加対象者】

【参加対象者】

記念講演参加者（但し一般来訪者は除く）

学内外からの来賓・招待者、本学薬学部卒業生、本学薬学部関係者
（教職員・教職員 OB）、一般来訪者（本学他学部者を含む）
【問合せ先】
〒 108-8641

東京都港区白金５丁目９番１号

北里大学薬友会事務局

TEL&FAX：03-3448-8191／ e-mail：

yakuyuukaishitsu@pharm.kitasato-u.ac.jp
又は
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北里大学薬学部事務室

TEL：03-5791-6222／ FAX：03-3442-

5674／ e-mail：50th_anniversary@pharm.kitasato-u.ac.jp
※詳細は北里大学薬友会ホームページ
（http://www.yakuyu-kai.com/）をご参照下さい。

北里大学薬学部創設50周年記念

第33回白金シンポジウムのご案内
メインテーマ：北里柴三郎博士の研究魂を引き継ぐ

講演予定者（敬称略）
：

Greater Kitasato の世界
日時

末松 誠 （慶應義塾大学

：2015 年２月 28 日（土） 12:50 − 17:45

医学部長）

清野 宏 （東京大学医科学研究所

参加費：無料

所長）

馬嶋正隆（北里大学大学院医療系研究科長）

会場

：北里大学薬学部

主催

：北里大学薬学部

コンベンションホール

阿部章夫（北里生命科学研究所
供田 洋 （北里大学薬学部

大学院感染制御学府

教授）

教授）

※プログラムの予定は予告なく変更される可能性があります。ご了承ください。

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
薬学部関係者の申込状況について（平成 26 年 3 月 31 日現在）
23,787,321 円（目標額 1 億円）
※御依頼人様が「学生保証人」の場合は、薬学部への寄付金となります。
  「卒業生」の方で①〜⑤の使途を指定されますと、薬学部への寄付金となります。
なお、既に御芳志を賜りました方を含め関係者の皆様へは、本年度も募金の御案内を送付させていただきますので、よろしくお願いいたします。

→

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）
E-mail：kifu ＠ kitasato-u.ac.jp
〈平成 26 年８月 31 日まで〉
〒 108-8641 東京都港区白金５丁目９番１号
TEL：03-5791-6474 FAX：03-3449-0953
〒 252-0373

〈平成 26 年９月１日から〉
神奈川県相模原市南区北里１丁目 15 番１号
TEL：042-778-7857

創立記念事業の詳しい内容は以下のホームページを御覧ください。

記念事業ホームページ

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

は、インターネットでお振り込みができます。記念事業ホームペー
ジからお申し込み下さい。
〔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。
→

〔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
使途：①教育の充実 ②学生支援の充実 ③大学施設の拡充
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・設備の充実 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
記念事業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

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
企業等法人からの御寄付は、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、左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、
決算等で使用される期日の遅くとも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

99（82）名

99（82）名

99（82）名

1.0

5名

1（0）名

1（0）名

1（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

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

1,074（678）名

1,072（676）名

104（70）名

10.3

700

683

629

5名

175（77）名

175（77）名

25（8）名

7.0

700

676

617

志願者数

受験者数

倍率

配点

最高点

最低点

150 名

1,850（1,069）名

1,768（1,025）名

375（220）名

4.7

300

242

161

25 名

262（104）名

258（102）名

124（48）名

2.1

300

255

146

合格者数

倍率

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

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

薬学科（６年制）

若干名

4（4）名

3（3）名

1（1）名

3.0

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

10（7）名

8（6）名

2（1）名

4.0

生命創薬科学科（４年制）

若干名

1（1）名

1（1）名

0（0）名

—

平成 27 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）

（

）内は履修コース名

社会人特別選抜入学試験・ １次 １１月 8日（土）
編入学試験（２年次編入） ２次 １１月１5日（土）

推薦（薬科学・臨床統計学・
医薬開発学）

指定校推薦入学試験

１１月１5日（土）

大学入試センター試験利用
入学試験（A方式）

１月１7日（土）
～１月18日（日）

８月26日（火）
一般（薬科学・臨床統計 Ⅰ期
学・医薬開発学 )
Ⅱ期※ １０月１1日（土）

一般入学試験（B方式）

２月 １日（日）

６月 5日（木）

外国人留学生特別選抜（薬科学・
１０月１1日（土）
臨床統計学・医薬開発学 )
社会人特別選抜
（臨床統計学・
医薬開発学）

１次

９月２2日（月）

２次

１０月 9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

という間にソフィアプラザの樹木や植栽が伐採されていく様子は、

□編集責任者／供田 洋

寂しいような切ないような気分でしたが、来年の2月にはもう新し

〒108-8641

い校舎が完成するのかと思うと、それが楽しみでもあります。今号

東京都港区白金5-9-1

では、新校舎の完成予想図を何枚か掲載しました。完成後の様子が

北里大学薬学部事務室総務課

少しイメージできたでしょうか？次号ではイメージではなく、現実
（S.A）

TEL 03-3444-6191
□発行日 2014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 9日（木）
（薬科学・臨床統計学・医薬開発学）
一般 Ⅱ 期
２月１2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２2日（月）
１０月 9日（木）

社会人特別選抜（薬科学）

２月１2 日（木）

推薦（薬学）

6月 5 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/

白金キャンパスでは、新しい校舎の建設工事が始まりました。あっ
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編 集 後 記

に完成した食堂教室棟をぜひ紹介したいと思います。

大学院博士後期・博士課程

8月26日（火）
２月１2 日（木）

