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白金キャンパス整備計画
第Ⅰ期工事により2015
年5月に完成した新2号
館。1階の新しい食堂をは
じめ、
アメニティ施設も充
実しています。
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特集

変貌する白金キャンパス

新2号館の完成で大学生活はこう変わる
現在、白金キャンパスでは平成30（2018）年12月を完成予定として、
大規模なキャンパス整備計画が行われています。今回は新2号館完成を機に、
設計を行った企業の担当者から設計コンセプトを紹介してもらうと同時に、
館内の様子を写真でレポートしました。

白金キャンパス、新2号館の
設計コンセプトについて
株式会社日本設計

白金キャンパスの整備計画は、Ⅰ～Ⅲ期に渡るプロ
ジェクトです。Ⅰ期として、新 2 号館が完成し、使用開
始されています。現在は、北里本館を解体中で、今後、Ⅱ、
Ⅲ期の工事を進めさせて頂きます。
薬学部のキャンパス全体の構成についての考え方です
が、新 2 号館を含めて新たに計画された建物は、地上部

分離した、安全に雨にぬれずに移動ができるキャンパス
の大動脈です。
各棟は、そのボリュームに応じたスケール感と、その
機能に応じた特徴のある庭や広場に面します。現 2 号館
の位置には、新 2 号館と高層棟が面する広場を計画して
います。

では 4 つの建築に棟分けをして配置し、各棟を 1、2 階の

新 2 号館は、学生食堂と 4 つの大教室からなる、薬学

レベルのブリッジにより南北につなぐ計画です。歩車を

部の“学びと交流の核”となる建物で、開放的な明るい
空間としています。新しい広場と 1 号館の間に位置する
ことから、新 2 号館によってキャンパスを分断しないよ
う、階段や EV ホールも含めて南北方向に視線がぬける
ように配慮しています。現在、南面する屋根の側面に突
き出している鉄骨は、Ⅲ期工事で取り付く大きなひさし
の梁の一部です。大ひさしの下には、縁側のような内部
と外部の中間的な空間が広がり、学生食堂のテラス席と
して日々の憩いの場となることを期待しています。
Ⅱ期は、高層棟と低層棟が地下で一体となっている建

Ⅲ期ブリッジ取り付き位置

新2号館のブリッジより広場を臨む（現状）

築です。高層棟には、研究室や実習、実験関連の諸室、
事務室等と法人本部が、低層棟には、北里柴三郎記念館、
同窓会、PPA、図書館等が計画されています。
キャンパス全体に共通するデザインのコンセプトは、
軒の深いデザイン、水平な軒のラインを基調とするデザ
イン、建築の際への植栽です。いずれも日本の気候風土
を活かした日本建築の特徴で、これらは同時に建物への
熱負荷を低減する機能も有しており、地球環境に配慮し
た建築を目指しています。また、低層階や高層棟のテラ
スなど外部と連続する部分には、特に、自然素材による
仕上げを多用し、内外の一体感があり、あたたかみのあ

新2号館のブリッジより広場を臨む（将来像）
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る空間づくりを目指しています。

新2号館のこだわりを写真でレポートします
薬学部での学習や暮らしをサポートする新2号館にはさまざまなこだわりがあります。
今回の写真撮影には、大学の広報活動に携わる「北里キャンパスナビゲーター」の
原田七海さん（薬学科3年）
、永田早紀さん（薬学科3年）にも協力いただきました。

1F 食堂

写真上／新 2 号館は 1 号館（奥側）と現 3 号
館の間に建てられました。
写真下／ 1 号館とは 3 階でつながり、雨の日
も濡れずに移動できます。

約 300 席のカフェテリア形式。
学生で混雑する昼食時間以外は
一般の方も利用できます。

食堂は銀座スエヒロ
カフェテリアサービ
ス の 運 営 で、
「毎月
29 日は肉の日」など
うれしいサービスも
あります。

学生食堂がオープンしました！
薬学部事務室学生課

新 2 号館 1 階に学生食堂がオープンしました。建物は

どの豪華なメニューが用意されます。営業時間外はフ

ガラス張りの外観で明るく開放的な空間となっていま

リースペースとして利用することができ、「授業がない

す。メニューは日替わり定食や週替わり定食のほか、丼

時間にちょっと一息・・・」という学生もたくさんいま

物、カレーライス、麺類などさまざまあり、銀座スエヒ

す。もちろん、一般の方も利用できますので、皆さんも

ロの味を存分に楽しむことができます。

ぜひお越し下さい。

ほかにも、毎月 29 日は「肉の日」としてステーキな

●営業時間

11：00～15：00（月～金曜）
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2F 大講義室（2 階2室・3階1室）
3F
2 階講義室への入口やその
上部は薬草をモチーフに
デザインされています。

大講義室での講義風景。
教員用デスクには室内
の各種情報が表示され
るモニターが設置され
ています。
階 段 状 の大講義室。天井
は木材を使ったユニーク
なデザインです。

多様な設備を用いた講義室での授業
薬学部事務室教務課

昨年度まで 1 学年が一同に受講できる講義室が限られ
ていたため、クラス単位で講義が行われていましたが、

後方 2 か所にプラズマディスプレイが設置され、後方

新 2 号館の 3 講義室では、学年ごとの講義が実施できる

に座る学生からも前方スクリーンに映る講義資料と同じ

ようになりました。

映像をディスプレイを通じて見ることができ、学修環境

また、各講義室には、天井にカメラが設置され、例え
ば 2202 講義室で実施している映像を他の講義室（2201
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講義室及び 2301 講義室）でも見ることができます。

がさらに向上しました。

特集

変貌する白金キャンパス

新2号館の完成で大学生活はこう変わる

3F 多目的ホール

多目的ホールの名前通り、目的に応じてパー
ティションやテーブル・イスを移動させてレ
イアウトが変更できます。事前実習もこの部
屋で実施予定。

2 階の女性用ト
イレには手を洗
う場所以外にパ
ウダールームも
完備。

一部の研究室、中小講
義室、学部事務室など
がある 1 号館とは 3
階の廊下でつながって
います。

壁には薬草のデザインイメー
ジが描かれ、薬草名とその説
明が書かれています。

女子にうれしい、パウダールーム
完備のトイレ（新2号館2階）
薬学部事務室総務課

新 2 号館で注目すべきは 2 階の女子トイレです♪

キ ャン パス ナビ ゲ ータ ーの2
人にも好評のパウダールーム。

カラーでお見せで
きないのが残念！
入口は淡いピンク
のデザインでやさ
しいイメージ。

トイレは白一色で統一され、広々としており清潔感に

入ってすぐに、お化粧直しなどができる大きな鏡がつ

溢れています。洗面台のデザインもオシャレでデザイ

いたパウダールームがあります。これがあるだけで気分

ナーズホテルのようです。快適なトイレが増えて、環境

が上がりますよね。
（キャンパスナビゲーターの 2 人も

が良くなり、学生さんたちはますます勉強に力が入りま

活用しているとのこと。
）

すね！
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第100回薬剤師国家試験の結果と次年度への対策
学部の総力を結集し「全員合格」を目指そう！
～第100回薬剤師国家試験を振り返って～

平成26年度6年生学年主任・薬学総合演習委員会委員長
生化学教室 教授
１. 第100回薬剤師国家試験実施状況

服部成介

第100回薬剤師国家試験は、
平成27年2月28日、
3月1日の両日に実施され、

れからも変化していくものと思われます。グラフや器官・組織の図、計

受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、

算問題に基づく出題は、物理、生物などの基礎系分野を中心に昨年より

全員がつつがなく受験を終えました。

増加しています。薬理を中心に「医療現場で使用されている薬物」の出

第100回国家試験は、受験者総数14,316名（前年度12,019名、前々年
度11,288名）
、合格者総数9,044名（前年度7,312名、前々年度8,929名）
、

題は、第99回同様に多く出題されています。全体的に、
「考える力」を
必要とする問題が増加する傾向が顕著にでています。

合格率63.17%（前年度60.84％、前々年度79.10％）という結果でした。

実践問題は、第99回同様に長期実務実習の成果を問う、医療現場での

６年制の学生については、受験者数13,706名（前年度11,369名、前々年

実践的な問題が多く、
副作用から症候を判断する問題など「問題解決能力」

度10,557名）
、合格者数8,930名（前年度7,222名、前々年度8,826名）
、

を問う問題が出題されています。既出問題は、再出題ではなく問い方や

合格率65.19% でした。第97回以降回を重ねるごとに合格率が低下して

形式を変えた問題や周辺知識が判らないと解けない問題が出題されてい

おり、旧4年生卒業者の合格率が18.69％と非常な低率となっていること

ます。第101回もこれらの傾向は変わらず難易度は高いものになると考

からも、いよいよ６年制薬剤師国家試験としてのあるべき姿に近づいて

えられます。

きたように思われます。本学では、26年度6年生255名と既卒生62名が

＜北里大学薬学部の結果＞

６年制学生として試験に臨みましたが、26年度6年生は、211名（合格

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、

率81.47%）
、既卒生は41名（合格率66.13%）が合格し、総合的に合格

北里大学薬学部の総合得点率は72.56%（全体69.92%）
、必須問題得点

率77.06% を達成しました。

率は84.42%（全体82.02%）
、一般理論問題の得点率は62.66%（全体

なお本年から、従来公表されていた受験者数および合格者数に加え、

59.51%）
、実践問題の得点率は72.37％（全体69.95％）であり、総じて

卒業予定者人数となる出願者数が公表されております。出願者数と受験

全体平均よりも高い数字となっております。実務の得点を伸ばす点にお

者数の差は、卒業延期者の数を反映していると考えられますが、本学で

いて、100回の実務問題の多くが実務実習の成果の定着を問う内容であっ

は他の私立大学薬学部に比較して、出願者数と受験者数の差が極めて小

たことを鑑みれば、５年から６年早期にかけての時期に実務実習の成果

さいことが特徴としてあげられます。この数字は、本学の教育が適切に

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。

実施されているとともに、学生諸君の勉学におけるたゆまざる努力を如
実に物語る立派な数字であると考えられます。

２.100回薬剤師国家試験結果と総評
＜100回薬剤師国家試験の傾向＞

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
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
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

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、

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

全体的に難易度が上っています。正答率は、
第99回に比較して
「必須問題」

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

が約4%、
「理論問題」が約3.2% 低く、
「実践問題」が約1.5% 高いとい

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

う結果であったというデータが示されています。

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

第100回試験では、理論問題1問、実践問題2問が不適切な問題として

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

全員正解となりました。また、
「問題としては適切であるが、今回の受験

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

者の正答率及び識別指数等を考慮し、全員を正解として採点する」
（厚生

れ、事実、卒後、それぞれの職域で高い評価を得ております。

労働省発表原文のママ）というウルトラ C 的な補正対象問題として、必

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

須問題5問、理論問題4問、実践問題2問が全員正解となりました。この

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

ような事態は前代未聞のことであり、出題レベルが適切でなかったことは

くしていくことが重要であり、27年度は薬学総合演習の時間配分の見直

明らかです。厚生労働省の責任が厳しく問われるべきであると考えます。

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。

必須問題は、物理・化学・生物を中心に図やグラフ、計算問題、高校

不幸にして100回国家試験をクリアできなかった学生の半数以上が、得

レベルの問題など「基礎力」
、
「考える力」を必要とする問題が多く出題

点率63％までの間に存在することから、全体として8～10問の底上げが

されました。特に物理と生物の正答率が低いのが今回の特徴と云えます。

できれば、近年の難易度の高い問題水準でも85～90％以上の学生を「即

理論問題は、物理、化学、病態・治療の難易度が高く、物理は新傾向の

戦力のある薬剤師」として送り出すことは決して画餅ではありません。

難易度の高い計算問題が出題され、化学は構造式に関する問題が多いと
いう分析結果がでています。
理論問題でも、過去問の丸ごと再出題はほとんど見られず、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
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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て
6年生学年主任・薬学総合演習委員会委員長
臨床薬学（保険薬局学） 教授

第 100 回 薬 剤 師 国 家 試 験 は、 過 去 最 低 だ っ た 第 99

吉山友二

基礎力、考える力、医療現場での実践力を問う問題が多

回と同様に相当低い合格率（全体で 63.17％、新卒で

く、条件反射と暗記だけでは回答できなくなりました。

72.65％）でした。なお、本学部の新卒合格率は 81.47％

今後もこの傾向は続くと思います。

です。

例えば、過去問題勉強法として、問題と解答を丸暗記

今年は、不適切問題 3 問および補正対象問題 11 問の

の過去問題演習ではなく、選択肢中の「○○が違うから

合計 14 問が全員を正解とされており、来年も配慮があ

×」といったように、常日頃から考える習慣を大切にし

ると楽観視している学生も見受けられますが、調整は期

て演習に取り組んで下さい。

待されないことを肝に銘じて下さい。

問題をよく読み、グラフや図から情報を掴み取る力や、

こうした結果から、来年の薬剤師国家試験に対して不

何を尋ねているのかしっかりと判断する力を養って下さ

安を持つ学生も多いことでしょう。6 年生学年主任およ

い。卒業研究で身に付けた問題解決能力は、国家試験に

び薬学総合演習委員会委員長として、薬剤師国家試験に

も必ず役立つはずです。

どのように取り組むべきかアドバイスしたいと思いま
す。

4 月 7 日と 8 日に実施した演習プレ試験（模擬試験）は、
2013 年模擬試験と 99 回までの国家試験より出題されて

合格率は受験者数における合格者数ですが、厚生労働

います。8 月 27 日と 28 日の演習予備試験に向けた学習

省は今回から出願者数を発表しました。私大薬学部の中

を進めていくため、まずは結果やカルテから危機感を持

には、一定数の成績下位者を薬剤師国家試験受験から外

ち、間違えた問いの復習などにも少しずつ向き合って下

しています。本学はほぼすべての 6 年次学生をさせてき

さい。

ていますので、実質的な合格率（学年学生数で、新卒合
格者を割った率）では常にトップを競っています。

9 月からは、この 6 年間の総仕上げとして薬学総合演
習講義の開始となります。

先ず、薬剤師国家試験の概要を把握して下さい。国家

演習のコマ数は 90 分講義になったことなどを勘案し

試験問題数や足きりあることなど敵を知ることがスター

て設定しました。最近の薬剤師国家試験の傾向および本

ト・ラインです。

学の先輩たちが苦手で得点できなかった範囲などに配慮

国家試験は、必須問題、一般問題（薬学理論問題）、

した講義となるように、各演習担当者に要請します。薬

一般問題（薬学実践問題）として全 345 問が出題され、

学総合演習にしっかり取り組むことが、薬剤師国家試験

しかも多角的に知識、理論構築力、実践力が問われる仕

の対策の上で重要なポイントになります。

組みになっています。合格基準は、総得点 65％以上の
得点であり、一般問題の各科目の得点がそれぞれ配点の

教員、職員も、常にみなさんに向き合い支援を考え

35％以上であること、必須問題については全問題への配

ていますので、困ったことなどは迅速に相談ください。

点の 70％以上かつ各科目の得点がそれぞれ配点の 50％

PPA 総会ではご家族のご理解とサポートもお願いしま

以上であることを全て満たさなければなりません。

した。
学習のみならず各自の体調や精神面もうまくコント

次に、最近の薬剤師国家試験の傾向を把握して対策に
役立てて下さい。第 99 回と第 100 回薬剤師国家試験は、

ロールしてこの薬学総合演習講義から国家試験までの期
間を十分な励みの時期として利用してください。
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イフ
キャンパスラ

平成 27 年度白金祭の準備について（実行委員活動報告）
北里大学白金祭実行委員会委員長
薬学部薬学科3年

第36回北里大学
白金祭オリジナ
ルキャラクター
フレンドシープ

渡辺大我

はじめまして、こんにちは。第36回北里大学白金祭実行委員会

ラクターである「フレンドシープ」が、1号館入口にて皆様をお迎

委員長の渡辺大我です。白金祭の宣伝をさせていただく場を設けて

えします。その愛くるしいのびのびとした姿は皆様を魅了すること

いただき、ありがとうございます。

間違いなしです。是非ご覧ください。

今年の白金祭は10月31日（土）
、11月1日（日）の2日間開催さ

白金祭実行委員会一同お待ちしております。是非、白金祭にお越

れる予定で、テーマは『friendship』です。白金祭は北里大学の学

しください。

生や来場者、周辺地域の皆様など多くの人たちのご協力のおかげで
開催することができます。そんな皆様に対しての感謝の気持ちとと
もに「友好関係」や「友情」を深めたいという思いを、
『friendship』
というテーマに込めました。
白金祭では、毎年好評をいただいている香水作り体験や、芸人さ
んを呼んでのお笑いライブ、ミス・ミスターコンテスト、女装コン
テスト、ライブ、模擬店など、たくさんの企画が予定されています。
また、今年の5月に完成した新2号館を使う企画を現在考案中です。
新2号館は1階が学生食堂となっていますが、放課後も多くの学生
が集っており、今年の白金祭のテーマに合致するような憩いの場と
なっていますので、今年の白金祭には欠かせません。
今年のテーマにちなんで作られた第36回白金祭オリジナルキャ

第36回白金祭実行委員会のメンバー

平成26年度卒業生の進路状況（2015年5月現在）
薬学科
（6 年制）

薬学部卒業者の主な就職先

254 名
( 就職率 100%)
大学院進学者
5名
進学準備
2名
就職者

卒業者

計 261 名

その他の企業
製薬企業
公務員

4%

CRC・SMO・CRA

卒業者

32 名
3名
2名

／国家公務員共済組合連合会

9%

立大学法人 東京大学医学部附属・東京医科歯
20%

21%

科大学・東北大学・琉球大学病院／慶應義塾大
ドラッグストア

学病院／横浜私立市民病院／順天堂大学医学部
附属病院／昭和大学病院／東京医科大学病院／

調剤薬局

独協医科大学病院／河北総合病院／千葉西総合
公務員
SE

3%

その他

病院／日本赤十字社病院／東海大学医学部附属

5%

病院／東京女子医科大学病院／聖路加国際病院

5%

〈製薬企業〉武田薬品工業／塩野義製薬／富山
化学工業／大鵬薬品工業／ベーリンガーインゲ
ルハイム／栄研化学
〈MR〉日医工／キッセイ薬品工業／アストラゼ
ネカ／エーザイ／グラクソ・スミスクライン／

87%

ゼリア新薬工業
進学・編入
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東京共済・横須

賀共済・三宿病院／東京都済生会中央病院／国

計 37 名

SE ＝システムエンジニア

防衛省 航空自衛隊
〈病院〉北里大学病院／独立行政法人国立・が
ん研究センター・病院機構／筑波大学付属病院

30%

7%
MR・MS

大学院進学者
就職者
進学準備

〈公務員〉東京都庁／神奈川県庁／埼玉県庁／
病院

4%

CRC ＝治験コーディネーター
CRA ＝臨床開発モニター
SMO ＝病院委託受け治験支援
MR ＝医薬情報担当者
MS ＝医薬品卸販売担当者

生命創薬科学科（4 年制）

医薬品卸 2%
教育 1%

3%

白金ぬいぐるみ病院同好会の活動について
白金ぬいぐるみ病院同好会
薬学部薬学科 3 年

布田百合香

この度は私たち白金ぬいぐるみ病院同好会の紹介をする機会をくだ
さり、ありがとうございます。私たちは相模原のぬいぐるみ病院部の
支部として活動してまいりましたが、今年度から薬学部北里会の同好
会として活動しております。ぬいぐるみ病院は国際医学生連盟の公衆
衛生に関する委員会ぬいぐるみ病院プロジェクトに属しています。つ
まり、他国や他大学でも行われている活動なのです。年に２回、日本
中のぬいぐるみ病院が集まって交流を深めています。

平成27年度から同好会となった白金ぬいぐるみ病院同好会

白金ぬいぐるみ病院は子どもたちに身体や健康について興味を持っ
てもらい、看護やケアの気持ちを養ってもらうことを目的としたボラ

どもたちは興味津々です。治療後は医療機器に触れたこと、自分で患

ンティア団体です。私たちは年に３回、港区内の保育園で活動させて

者を治したという達成感で満足そうな笑みを浮かべてくれます。

頂いております。保育園では子どもたちに生活習慣についての紙芝居

昨年度は薬剤師体験も行いました。子どもたちが調剤・監査を行い、

や寸劇を見てもらい、クイズやゲームを通して健康に生活するにはど

患者さんに薬を渡します。調剤する人と監査をする人を別にするなど

うしたら良いか考えてもらいます。真剣な表情で話を聞いてくれたり、

薬学部生ならではの視点が盛り込まれた活動になったと思います。薬

楽しそうにクイズやゲームに取り組んでくれたりする様子を見ると、

剤師体験では薬をしっかり飲むこと、勝手に薬を触らないことを知っ

とてもやりがいを感じます。

てもらうことを目的としています。薬は治療に使うが毒にもなること

3月の実施では手洗い・うがいについて取り上げました。帰宅後も

を少しでも理解してもらえるよう、皆で話し合いました。今後はさら

実践したという声をいただきました。また、本物の医療機器を使って

に活動の場を広げていくとともに、子どもたちがさらに楽しんで健康

お医者さん体験をしてもらいます。人形を患者に見立て、学生と一緒

や身体について理解を深めてもらえるような活動をしていきたいと思

に子どもたちが治療をしていきます。普段、触ることのない道具に子

います。今後とも温かな支援をどうぞよろしくお願いいたします。

〈MS〉サノフィ／バイエル薬品／ブリストル・
マイヤーズ／ツムラ／日本イーライリリー／佐
藤製薬／救心製薬
〈CRC・CRA・SMO〉イーピーエス／エイツー
ヘルスケア／シミック／リニカル／メディクロ
ス／ ACRONET ／ MIC メディカル
〈SE〉株式会社データフォーシーズ／株式会社
メディカルシステム研究所
〈ドラッグストア・調剤薬局〉 アインファーマ
シーズ／アイセイ薬局／クオール／サンドラッ
グ／望星薬局／ファーマホールディング／ウェ
ルシア／イオンリテール／トモズ / スギ薬局グ
ループ／ココカラファイン／マツモトキヨシ／
富士薬品／クリエイトエス・ディー／総合メ

港区内の保育園での活動風景。クイズやゲー
ムで健康に関する知識を深めるほか、子ども
たちが医師や薬剤師を模擬体験するプログラ
ムも

ディカル／くすりの福太郎／シーエスグループ
〈進学〉北里大学大学院／東京医科歯科大学大
学院／筑波大学大学院／北海道大学大学院／東
北大学大学院／東京工業大学大学院
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News & Topics
研究トピックス

平成26年度・27年度公的研究費の獲得状況について
■平成27年度文部科学省科学研究費助成事業採択状況

①基盤研究
（A）
：1 件
（内継続 1 件） ②基盤研究
（B）
：2 件
（内継続 1 件） ③基盤研究
（C）
：21 件
（内継続 10 件） ④新学術領域研究：1 件 ⑤挑戦的萌芽研究：1 件
（内継続 1 件）
⑥若手研究
（B）
：13 件
（内継続 5 件） ⑦研究活動スタート支援：1 件
（内継続 1 件）

平成 27 年 7 月 1 日現在
（順不同）
（単位：万円）

研究種目

所属

研究代表者
職位

交付決定額
（直接経費）

研究課題

氏名

①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

②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（継続）

公衆衛生学

教授

清野正子

微生物由来金属輸送体の発現制御による次世代型有害金属複合汚染浄化植物の開発

970（新規）

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

講師

大多和正樹 ACAT2 選択的阻害剤 pyripyropeneA 低分子型誘導体の創製研究

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

150（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

100（継続）

③基盤研究
（C）

540（継続）

70（継続）
80（継続）

先端免疫治療学（テラ㈱） 特任教授 岡本正人

口腔癌患者において予後を規定する抗腫瘍免疫抑制因子の同定～ IL8 を中心に～

120（継続）

薬品製造化学

長光亨

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

150（継続）
140（継続）

教授

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

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への応用 160（継続）

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創製研究

120（継続）

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

150（継続）

微生物薬品製造学

助教

福田隆志

Dermcidin を標的とした全く新しい抗メラノーマ薬の開発

250（新規）

微生物薬品製造学

助教

小山信裕

ケミカルバイオロジーを基盤とした抗感染症剤の創製

140（新規）

創薬物理化学

教授

広野修一

創薬効率を高めるための計算機的フラグメントベース・ドラッグデザイン手法の開発

220（新規）

病態解析学

助教

高橋哲史

前立腺幹細胞抗原（PSCA）を分子標的とする膵臓癌の創薬基盤の構築

130（新規）

分子薬理学

客員教授 川島紘一郎

内因性 nAChR 活性化蛋白質 SLURP-1 の T 細胞分化に及ぼす作用の薬学的研究

190（新規）

薬理学

講師

松尾由理

カイニン酸誘発てんかんモデルにおける PGE2 受容体の役割

150（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 microRNA の発現変動の意義

120（新規）

分子薬理学

助教

森麻美

網膜血管の構造構築および機能調節における網膜神経の役割

100（新規）

微生物学

講師

羽田健

サルモネラの NF- κ B 活性化制御タンパク質群の包括的機能解析

120（新規）

生化学

講師

柴垣芳夫

プライマー切り出し反応をターゲットとした抗インフルエンザ薬の探索

140（新規）

薬理学

教授

田辺光男

脊髄後角抑制系増強による慢性疼痛治療におけるシナプス機構の解明

190（新規）

④新学術領域研究

衛生化学

教授

今井浩孝

心不全の原因となる脂質酸化依存的フェロトーシス様新規細胞死の分子メカニズムの解析 230（新規）

④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

⑤若手研究
（B）

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路の同定

130（継続）

放射性同位元素研究室 助教

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

190（継続）

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いての研究 100（継続）

薬剤学

講師

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

160（継続）

医薬品化学

助教

山本大介

空気中の酸素分子固定化を伴う分子骨格構築法の開発

160（新規）

公衆衛生学

助教

中村亮介

低濃度メチル水銀の解毒薬・予防薬の創薬

180（新規）

公衆衛生学

助教

曽根有香

微生物由来 Mer 輸送体の有害金属輸送活性の解析と有害金属複合汚染浄化への利用

150（新規）

80（継続）

薬物治療学Ⅳ

助教

田中庸一

ゲノムワイド関連解析による小児白血病の薬剤感受性に関する遺伝因子の解明

180（新規）

生化学

助教

佐藤龍洋

がん細胞における mTOR シグナル伝達系の役割

140（新規）

薬物治療学Ⅳ

助教

青木学一

内服抗がん剤の経管投与時の曝露に配慮した安全な取り扱い方法に関する研究

120（新規）

生体分子解析学

助教

齋藤康昭

線虫における D- セリンの新奇な生理機能

130（新規）

微生物学

助教

伊藤雅洋

乳酸桿菌による自然免疫賦活化メカニズムの解明

130（新規）

講師

髙根沢康一 膜脂質環境におけるメチル水銀応答分子の同定および機能解析

⑥研究活動スタート支援 公衆衛生学

■その他助成財団等からの助成金・補助金交付状況
事業実施機関（団体）名／事業名

所属

公益財団法人 日本二分脊椎・水頭症研究振興財団／
薬剤学教室
平成26年度一般研究助成金
公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団／
薬学教育研究センター
平成26年度在宅医療助成金
社会薬学部門
公益財団法人 武田科学振興財団／
微生物学教室
2014年度医学系研究奨励（感染症）
脂溶性ビタミン総合研究委員会／
衛生化学教室
平成26年度プロジェクト研究助成金
公益財団法人 飯島藤十郎記念食品科学振興財団／
衛生化学教室
平成26年度学術研究助成金
公益財団法人 発酵研究所／
微生物薬品製造学教室
平成26年度一般研究助成
公益財団法人武田科学振興財団／
微生物薬品製造学教室
2015 年度薬学系研究奨励
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10（継続）

100（継続）
平成 27 年 7 月 31 日現在

職位

氏名

研究課題名

助教

奈良輪知也

葉酸の経口吸収に対する飲料物の影響

教授

鈴木順子

在宅療養患者の摂食及び栄養に及ぼす薬剤の影響に
ついて

150

講師

三木剛志

抗菌レクチンによる腸管粘膜免疫制御機構の解明

200

教授

今井浩孝

200

200

教授

今井浩孝

講師

内田龍児

リン脂質ヒドロペルオキシド依存的細胞死機構の解
明とビタミンＥによる制御
米糖トコトリエノールによる新規非アポトーシス細
胞死の抑制メカニズム
温泉に生育する真菌の分離培養方法の確立と系統分
類および二次代謝産物生産能の解析

助教

福田隆志

Citridone 類は MRSA の黄色い鎧をはがす

交付額（万円）
95

30

300

第33回および第34回白金シンポジウム開催について
衛生化学教室
教授

今井浩孝

シンポジウムでは清
野 宏 先 生（ 前 東 京
大学医科 学 研究所
所長）
、末松誠先生
（前慶應義塾大学医
学 部 長 ）の 講 演も
行われました

北里大学薬学部では、学内の職員同士の研究理解と共同研究の推
進をかかがけて行う白金シンポジウム（第33回 2014年12月16日

東京大学医科学研究所からは清野宏・前所長が「共生と排除を担う

（火）
）と、学外の著名な研究者をお招きして開催する形式のシンポ

粘膜免疫」について、北里大学生命科学研究所大学院感染制御学府

ジウム（第34回 2015年2月28日（土）
）の2回を行いました。第

からは阿部章夫教授が「百日咳菌の感染戦略とワクチン創製」につ

33回ではこれまでの最高のポスター演題数が集まり大変盛況とな

いて、北里大学大学院医療系研究科からは馬嶋正隆教授が「脈管新

りました。また第34回白金シンポジウムは、今年度は北里大学薬

生を制御する生理活性脂質の役割」について、本学からは微生物薬

学部創設50周年記念として、
「北里柴三郎博士の研究魂を引き継ぐ

品化学教室の供田洋教授が「脂質代謝を制御する微生物由来化合物」

Greater Kitasato の世界」をテーマに行いました。

について講演をしていただきました。

Greater Kitasato とは北里柴三郎博士にゆかりある慶應義塾大学

当日は150名以上の参加者があり、藤井理事長、小林学長にも挨

医学部、東京大学医科学研究所、学校法人北里研究所のことを指し

拶をいただき、さらに北里一郎先生からも北里柴三郎先生の研究魂

ます。慶應義塾大学医学部からは末松誠・前医学部長が「がんの代

についてお話しを伺うことができ懇親会まで多いに盛りあがること

謝システム制御：先端質量分析によるブレイクスルー」について、

ができました。

サンディエゴでの研究留学を振り返って
微生物薬品製造学教室 助教

小山信裕

研究留学先：
University of California San Diego, California, USA
私は、2013年11月より、米国のカリフォルニア大学サンディエゴ

きたこと、さまざまなアイデアに触れて研究の考え方が柔軟になった
こと、そして海外の研究者や友人に出会えたこと、アメリカの雄大な
自然を体験できたことなど。いま振り返るとすべてが私にとって本当
に大切な財産です。このように思い出深い留学生活を生涯忘れるこ
とはないでしょう。今後、留学経験によって、自分が少しでも変わり、
北里での研究や教育、そして人生に活かしたいと思っています。

校（UCSD）の Pieter C. Dorrestein 教授のもとに、客員研究員とし

最後になりましたが、休職中ご迷惑をおかけしました供田教授お

て1年5ヶ月間の研究留学をしました。このグループは、微生物間の

よび各先生方、留学中にお世話になりました多くの方々、そしてア

相互作用を質量によって分子レベルで可視化することに初めて成功

メリカでの生活を支えてくれた妻に、心より感謝申し上げます。

し、多くの研究者から注目を集めていました。私は、このような技
術の重要性は今後いっそう高まると考え、そしてこれまでとは異な
る視点から研究をやってみたいという気持ちから、最先端の研究を
行っている Dorrestein 教授のもとに留学することにしました。
留学中は、文化の違いや言葉の壁により苦労することも多かった
ですが、それと共に、留学することでしか味わうことのできない数々
の貴重な体験ができました。最新の機器分析の技術を学ぶことがで

毎年、
ラ・ホーヤビーチの桟橋沿いで開催されている Pier Swim での写真
（最前列左側の帽
子を被っているのが Dorrestein 夫妻、
右側が Pieter C. Dorrestein 教授）

平成27年度日本学術振興会特別研究員に採用されて
分子薬理学教室
薬学研究科博士後期課程 1 年

森田茜

書類の作成に大変苦労しましたが、所属研究室の先生方の熱心なご
指導のおかげで、この度面接免除での採用を頂くことができました。
特別研究員の申請を通して、自分の研究内容を見つめ直し新たな
発見ができたこと、そして学生のうちに研究費獲得のプロセスを経
験できたことは、研究者としての道を歩む上で非常に貴重であった

私は、本年度より本学の博士後期課程へと進学し、学部4年次から
所属している分子薬理学教室で研究を行っています。
博士後期課程への進学を考え始めた学部4年次に日本学術振興会特
別研究員の制度があることを知り、実際に進学する際には応募して

と思います。この場をお借りして、所属研究室の先生方をはじめ、
これまで支えてくださった多くの方々に厚く御礼申し上げます。こ
れからも現状に甘んじること無く、自身の目指す研究者像に少しで
も早く近づけるよう、より一層日々の研究に精進して参ります。

みようと心に決めていました。昨年度の申請時には、より魅力的な
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News & Topics
教育トピックス
基礎系の教育トピックス

「生命創薬科学研究概説」の概要
科目担当者：
微生物学教室

教授

岡田信彦、衛生化学教室

教授

今井浩孝、生化学教室

講師

飯田直幸

本講義は、生命創薬科学科１年次後期に

発展への影響などについて調べます。これ

ることなく、自分自身で責任をもって学習

開講されています。講義の目標は、
「薬学

ら内容を要旨としてまとめ、発表スライド

している点は、この講義の良いところです。

部における研究のおもしろさや研究の本質

を作成しますが、仕上げの段階では薬学部

毎回の発表に対して半数以上の学生が、質

を知り、様々な分野での研究に興味を持つ

の教員がサポートをしており、要旨やスラ

問をしています。また、回数を重ねていく

ことができるようになるため、生命科学分

イドの修正点などアドバイスしています。

ごとに良い質問が多くなります。

野のノーベル賞受賞となった業績について

指定された部分を何度か修正する作業を経

この講義を通して、研究を成し遂げるた

の基礎知識とその領域の学問の発展過程を

て、各自の文章力やプレゼンテーション力

めに多くの困難があったことも理解できた

学ぶ。
」としています。学生は、一人につき

が向上していくことを期待しています。

と思います。自分で課題と答えを探し出す

１つのノーベル賞受賞研究をテーマとして

講義では、完成したスライドを用いて、

のが研究の面白さです。将来、生命創薬科

与えられ、受賞研究の時代背景、ブレイク

発表・質疑応答を行います。一人ひとりが

学科出身者がノーベル賞級の研究をするこ

スルーにつながるきっかけ、その後の研究

異なる研究テーマを発表するため、人に頼

とを期待しています。

「生命創薬科学研究概説」を受講して
生命創薬科学科 2 年

滝澤ひろみ
「生命創薬科学研究概説」
という講義では、
生命科学分野でノーベル賞を受賞した研究

調べてまとめることに苦労しました。だが

んありました。それだけでなく、発表方

少しずつ分かるようになると自分から新た

法の工夫から自分になかったアイデアが学

な疑問が持てるようになり、関連するほか

べ、刺激を受けました。

の領域にも興味が広がっていきました。さ

この講義を通じて様々な分野の基礎知識

らに調べたものを聞き手に分かりやすく伝

を学ぶことができました。さらに発見や原

えるためのまとめ方や、発表の仕方を考え

理の解明につながるまでの過程や研究者の

ることはすごく勉強になりました。

苦労を知り、研究の奥深さやだからこその

をテーマに一人ずつ調べ発表しました。

また様々なテーマの発表を聞いて、自分

自分の発表に向けて、最初はテーマの研

の知らなかった分野の研究を知ることがで

究の知識がほとんどない中、一から文献を

き、もっと知りたいと感じたものもたくさ

面白さを感じた良い機会となりました。

■平成27年度学会賞等受賞者

平成27年度笹川科学研究助成金

日本酸化ストレス学会学術奨励賞

医薬品化学教室

衛生化学教室
助教

受賞年月：平成 27年 4 月

法村勇佑

博士後期課程 2 年

今回、笹川研究助成に採択され、北里大学薬学部、そして医薬品化
学教室に貢献できたということに喜びを感じております。私は修士一年
から一貫してシアル酸の包括的合成法の開発というテーマのもと研究に
勤しんでおります。当初は糖の取り扱いに慣れず苦労しましたが、多く
の諸先輩方に助けられ、最近では着実に目標に近づいていると実感して
おります。今後も現状に満足することなく、先へ先へと邁進していきた
いと思っております。
最後に本助成金の採択に際して、
牧野先生、
山本先生、
嶋田先生、
特に、
日々一緒に苦労を共にしている研究室の友人に心から感謝致します。
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受賞年月：平成 27 年 6 月

坂本太郎
第 68 回日本酸化ストレス学会学術集会において、学術奨励賞
を受賞致しました。線虫における脂質酸化と寿命の関係について
発表を行いました。これまで多くの大学院生や学部学生が携わっ
てきた、表現型レベル、脂質分析レベル両面での詳細な解析が評
価されたことを大変嬉しく思っています。今回の受賞を励みに、
さらに教育、研究に精進して参ります。

臨床系の教育トピックス

新東病院のオープンと病院実務実習
臨床薬学研究・教育センター
（臨床薬学）薬物治療学Ⅱ
准教授

黒山政一

リニューアルした
リハビリテーショ
ンセンター

新東病院が今年 5 月 25 日にグランドオー

床）
、リハビリテーションセンター（40 床）
、

一体となって、実務実習を担当することと

プンしました。これによって、北里大学病

小児在宅支援センター（40 床）
、健康科学

しました。学生は、急性期医療と慢性期医

院と東病院の機能分担が明確に行われ、両

センターなどの新しい部門を立ち上げ、全

療の両方を経験することが可能となり、将

病院の更なる連携の強化と一体的運営が行

254 床の病院として再スタートしました。

来の有能な薬剤師として活躍するために、

われることになりました。新しい東病院は、

このように新東病院は、今後の我が国にお

より有意義な臨床経験を積むことができる

超急性期医療を推進する北里大学病院とは

ける医療の方向性を先取りした新しい病院

ものと考えています。

コンセプトが全く異なる病院で、予防医学

で、医療系総合大学である北里大学の特徴

から慢性期医療、在宅医療を継続的に提供

的な病院となりました。

新東病院はスタートしてまだ日も浅く、
またまだ多くの課題があります。より充実

し、全人的医療を組織的に推進することに

従来、薬学部 5 年生を対象にした病院実

した臨床教育・研究・診療が行えるよう努

なります。そして、従来からの精神神経疾

務実習は、東病院と大学病院でそれぞれ

力いたします。よろしくご指導お願い申し

患治療センター、神経内科疾患（神経難病）

別々に実施していました。今年度からは、

上げます。

センターに加え、
在宅・緩和支援センター
（25

両病院の教員・職員が協力して、両病院が

急性期から慢性期・在宅までのシームレスな医療を体感
薬学科 5 年

林華乃子

急性期から慢性期・在宅までの一連の流れ

指導を担当する地域の薬局と連携をとる在

を体感できる両病院での実習は大変貴重な

宅・緩和支援病棟の取り組みが印象に残り

経験と感じています。

ました。

新東病院における 4 日間の基礎実習では、

病棟実習では患者さんへの服薬指導や回

精神神経科、神経内科、在宅緩和の各診療

診・カンファレンスへの参加を通して医療

2015 年 5 月より、リニューアルオープン

科の特色と新たな試みを見学、研修し、さ

従事者の一員としての意識が芽生え、薬学

した東病院と大学病院にて病院実務実習を

らに症例検討を通して病院での薬学的管理

的知識や技術に加え態度、特に倫理観が向

させて頂いています。新東病院は、超急性

を学ぶことができました。なかでも、慢性

上したと感じています。ここで得られた経

期医療を担う大学病院と機能分担し、予防、

疾患を抱えている患者さんが長く安心して

験を活かすとともに、日々努力し、医療の

慢性期、在宅の医療をシームレスに行う、

より楽に服薬できるような工夫を提案する

充実と発展に貢献できる薬剤師になりたい

今後の医療の流れを先取りした病院です。

ことの重要性や、在宅患者の訪問薬剤管理

と思います。

■平成27年度生涯学習セミナー日程

期間 NO.
4
前期
5

テーマ

医薬品開発と研究倫理に
ついて考える

6

中期

7

平成 27 年  8 月   1 日（土）
［終了しました］
平成 27 年  8 月 29 日（土）
［申込終了しました］
平成 27 年  9 月 12 日（土）

明日から使える漢方薬
の服薬指導のポイント

8
後期

日時

9
未定
10

平成 27 年10 月 17 日（土）

平成 27 年11月   7 日（土）
平成 28 年  1 月 23 日（土）
平成 28 年  2 月 20 日（土）

平成27年6 月20日現在

講義

講師
薬剤師と研究倫理
講義 1：薬局薬剤師の研究の実際と倫理的配慮
宮崎長一郎先生
講義 2：薬剤師って、いったい何の専門家？
小野俊介先生
医薬品の臨床試験と倫理
講義 1：研究倫理の基本的な考え方
田代志門先生
講義 2：ランダム化比較試験の倫理
アレルギー疾患と精神神経科疾患における漢方薬の服薬指導
講義 1：アレルギー疾患における漢方薬の服薬指導 坂田幸治先生
講義 2：精神神経科疾患における漢方薬の服薬指導 室生真千子先生
妊婦、授乳婦、小児と高齢者に対する漢方薬の服薬指導
講義 1：妊婦、授乳婦、小児対する漢方薬の服薬指 須藤岳大先生
導講義 2：高齢者に対する漢方薬の服薬指導
高際麻奈未先生
婦人科疾患と消化器疾患における漢方薬の服薬指導
講義 1：婦人科疾患おける漢方薬の服薬指導
大里麻奈美先生
講義 2：消化器疾患における漢方薬の服薬指導
緒方千秋先生
未定
未定
未定
未定
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News & Topics
教育トピックス

附属病院採用の
平成27年度レジデントに聞く
薬剤師レジデントとして学ぶということ
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

創薬物理化学教室
薬学部薬学科６年

中山萌美

成島愛実

私は本学薬学部を卒業し、北里大学

れています。北里大学 4 病院薬剤師レ

病院でレジデントとして研修を行って

ジデント制度では、薬学部生の臨床薬

います。卒後研修制度であるレジデン

学教育を担当する点が特色のひとつで

トを志望したきっかけは、実務実習で

す。私自身が研修生という立場であり

ご指導くださったレジデント出身の先

ながら、学生を指導することには不安

生方の存在が大きいと感じています。

も感じますが、この経験から現在の自

当時、漠然と病院で働きたいと考えて

分に足りない点を見つけ、さらに有意

いた私にとって、幅広い知識を備え、

義な研修につなげたいと考えていま

患者さんのみならず同僚からの信頼も

す。

厚いその姿は、理想とする薬剤師像そ

今はまだ分からないことが多く、勉

のものでした。そのような薬剤師にな

強の連続です。1 年間の研修を通して、

るためのはじめの一歩として、質の高

病院薬剤師に必要とされる知識や経験

い研修を行えることが、レジデント志

を身につけ、多くの患者さんのサポー

望の大きな理由となっています。

トができる薬剤師になれるよう、日々

現在の日本のレジデント制度は公的

薬学科
卒業研究発表会
を終えて

努力していきたいと思います。

な規定がなく、各施設の特色が生かさ

私は、「新規ゴーシェ病治療薬の開
発を目指したグルコセレブロシダーゼ
阻害剤のイン・シリコスクリーニング」
というテーマで卒業研究を行いまし
た。ゴーシェ病とは、先天的に遺伝子
が変異していることによって、グルコ
セレブロシダーゼという酵素の構造が
不安定化し、酵素活性が低下すること
で引き起こされる病気です。この酵素
を阻害する化合物を少量加えると変異
酵素の構造が安定化し、阻害剤添加に

院生中間報告会を振り返って
微生物薬品製造学教室
薬学研究科修士課程 2 年

古川茶勲

今回私は 2 度目の院生中間報告会に参加
させていただきました。この中間報告会と

私は現在、微生物資源からの創薬シーズ

中間報告会のような多分野の研究を学べる

となるような新規生理活性物質の探索研究

場は研究者を目指す大学院生にとっては非

を行っておりますが、普段は他分野の研究

常に重要なものであり、貴重なものでもあ

に触れることがあまり多くありません。そ

ります。実際に私も中間報告会にて良い刺

の点、院生中間報告会では様々な分野の研

激を受け、自分の研究の発展にも繋げるこ

究について学ぶことができるため、新鮮み

とができました。

溢れるものであると思っております。

生命創薬科学科が発足し、今後は北里に

いうのは薬学部の研究室に所属する全ての

研究活動の中では必ず問題に直面し、乗

所属する大学院生の数は増加することが予

大学院生が一堂に会し、それぞれの研究の

り越えることが難しい局面を迎えることが

測されます。是非、そのような方々にも院

進捗状況を報告するものであります。この

多々あります。そのような際は、意外なこ

生中間報告会の重要性や意義を理解した上

報告会の特徴としては化学系、生物系、情

とに他の分野の研究ノウハウや技術を自分

で参加していただき、仲間と共に切磋琢磨

報系全ての分野の研究発表を聴くことがで

の研究に応用することによって、問題が簡

していただきたいと思います。

きるという点です。

単に解決することもあります。そのため、
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もかかわらず活性が復活することが報
告されていたため、化合物データベー
スの中からグルコセレブロシダーゼへ
の結合親和性が高い化合物の探索をコ

臨床薬学研究・教育センター
（臨床薬学）薬物治療学Ⅲ
薬学部薬学科 6 年

竹治優紀

こともありました。しかしその際には
研究室内で発表し、仲間や先生方から
意見をいただきました。それを参考に
して乗り越え、考察をまとめることが

ンピュータを利用して行いました。研

でき、卒業研究発表会のポスターを作

究では、初めて出会う作業ばかりでな

成することができました。

かなか結果が出ず、発想力や根気強さ

卒業研究発表会では、聴き手が理解

の必要性を感じました。

しやすいような説明のしかたを意識し

発表会当日は、聞き手が理解しやす

ながら発表しました。卒業研究発表会

い話し方を心がけて発表しました。と

私は、
「医療用漢方エキス製剤の併

で先生方から頂いたアドバイスをこれ

ても緊張しましたが、自分とは異なる

用に関する実態調査」というテーマで

から仕上げる卒業論文に反映させたい

視点からのご意見をいただき、考えを

卒業研究に取り組みました。漢方製剤

と思います。

深めることができました。これから仕

が複数処方されることにより、構成生

卒業研究に取り組むことで、物事を

上げる卒論に反映させたいと思います。

薬の重複が起こりえます。生薬の重複

ゼロから考える力や人に物事を伝える

1 年半の研究室生活では、自分自身

により副作用を生じた事例があり、特

力を得ることができました。この力を

で責任を持ち予定をたてて研究を進め

に甘草による副作用は投与量に依存し

今後の人生にも活かしていきたいと思

なければならないなど自分で考えるこ

て発現頻度が高まると言われていま

います。

とが増え、人間的に成長することがで

す。よって、甘草含有漢方製剤に焦点

約 1 年半の研究室生活では、卒業研

きました。また、研究室のメンバーと

を当て、漢方製剤の併用が甘草の過量

究をやっている中で辛いこともありま

は研究だけではなく様々な思い出を作

投与になりえるか、カルテを用いて実

したが、仲間や先生方に支えていただ

ることができ、とても充実した日々を

態調査を行いました。

き、仲間の大切さを改めて感じました。

送ることができました。ご指導くだ

私の研究は前任者がいないため、具

また、研究室旅行や新年会など楽しい

さった先生方、研究室のメンバーに感

体的な研究テーマを決めるところから

思い出もたくさん作ることができまし

謝申し上げます。

始め、研究方針やカルテ調査、特に研

た。丁寧にご指導してくださった先生

究結果の集計や考察では試行錯誤の繰

方、いつも優しく明るく接してくれた

り返しでした。研究の過程で息詰まる

仲間に深く感謝を申し上げます。

薬品製造化学教室
薬学研究科修士課程 2 年

大畠由伎

び研究概要の発表を行いました。また修士

ため、これについての簡単な概要について

課程２年と博士課程の学生については、質

発表しました。

疑応答の時間も設けられました。

当日は、１分と短い時間でしたが質問を

当日の様子といたしましては、本発表会

受け、自身の研究にとって非常に勉強にな

の運営から発表内容に関する討論に至るま

る機会であったと感じました。またその後

2015 年 5 月 9 日に、薬学部コンベンショ

で、すべて学生間で行われ昨年度よりも更

の懇親会で、他分野の院生と話をすること

ンホールにて大学院生中間発表会が開催さ

に院生の数が増えたことにより、とても活

が出来、来年度も今年度と同様にこのよう

れました。本発表会は、薬学研究科におけ

気のある有意義な場になったと感じまし

な交流の場が継続していくことを期待した

る各研究分野間での情報交換と院生間の交

た。私自身の発表につきましては、現在薬

いと思います。最後になりましたが、今回

流を深めることを目的に開催され、修士課

品製造化学教室に所属し、
「新手法で得ら

このような場を設けさせて頂いた先生方や

程ならびに博士課程の院生が集い、それぞ

れた特徴的な構造を有する天然有機化合物

職員の方々に深く感謝を申し上げ、本報告

れ１分から４分の持ち時間で自己紹介およ

の全合成研究」をテーマとして行っている

とさせていただきます。
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News & Topics
薬学部教員紹介

平成27年度

新任・昇任教員あいさつ

■新任教員から
臨床薬学研究・教育センター
（臨床薬学）
医薬品情報学 講師

岩澤真紀子
公衆衛生学教室
講師

浦口晋平
生命薬化学教室
助教

唐木文霞
臨床薬学研究・教育センター
（臨床薬学）
薬物治療学Ⅲ 助教

竹澤秀文

臨床薬学研究・教育センター
（臨床薬学）
薬物治療学Ⅰ 助教

田中（旧姓：村松）怜
微生物学教室
助教

西山啓太

私は東京薬科大学卒業後に大学病院勤

した。大学病院に拠点を置く本講座では、

務を経て渡米し、南カリフォルニア大学

臨床の環境を活かした教育・研究をして

で Pharm.D. を取得しました。帰国後就

いきたいと考えております。今後ともご

職した国立循環器病研究センターでは、

指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げ

医薬品適正使用の推進・研究に従事しま

ます。

平成 27 年 4 月より，公衆衛生学教室の

出身のため、薬学部は初めてとなります

講師に着任いたしました浦口晋平と申し

が、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い

ます。専門分野は、植物の元素輸送の分

申し上げます。

子メカニズムの解明と応用です。農学部

生命の神秘を、化合物を用いて解き明
かすこと、そして人の役に立つ物質を創

指しています。ご指導・ご鞭撻のほどよ
ろしくお願い申し上げます。

ることに興味があります。また、物事を
論理的に考え、伝える力を養う教育を目

2015 年 4 月より、薬物治療学Ⅲ（北里

きたいと思います。今後とも皆様のご指

研究所病院）の助教として着任致しまし

導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたしま

た竹澤秀文です。北里大学薬学部のさら

す。

なる発展のために、微力ながら貢献して

平成 27 年 4 月 1 日より薬物治療学Ⅰの

で薬剤師としては 2 年目になります。臨

助教に着任いたしました田中怜と申しま

床薬剤師の育成に少しでも貢献できたら

す。昨年度は北里大学病院薬剤師レジデ

と考えております。ご指導・ご鞭撻のほ

ントとして研修させていただき、今年度

どよろしくお願い申し上げます。

平成 27 年 4 月より微生物学教室の助教
に着任しました西山啓太と申します。学

すので，今後ともご指導とご鞭撻を賜り
ますようお願い申し上げます。

生にとって魅力ある教育や研究を展開し
ていけるよう全力を尽くしていく所存で

■昇任教員から
公衆衛生学教室
講師

髙根沢康一
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平成 27 年 4 月 1 日付けで、公衆衛生学

と存じます。今後とも皆様のご指導、ご

教室の講師に昇任いたしました高根沢康

鞭撻を賜りますよう、どうぞ宜しくお願

一と申します。これまで以上に気を引き

い申し上げます。

締めて、研究と教育に尽力して参りたい

薬剤学教室
講師

平成 27 年 4 月 1 日付で薬剤学研究室の

奈良輪知也
薬剤学教室
講師

藤原亮一

講師に昇任致しました、奈良輪知也と申

動に精進していきたいと思いますので、
今後ともよろしくお願いいたします。

します。本学の教員となって 12 年目とな
りますが、気持ちを新たに教育・研究活

平成 27 年 4 月 1 日付で薬剤学教室の講

フォルニア州サンディエゴで過ごした

師に昇進致しました藤原亮一と申しま

後、2012 年 4 月より本学薬剤学教室に着

す。私は 2004 年 3 月に本学薬学部を卒業

任致し、現在に至ります。今後とも指導

後、金沢大学大学院にて博士号（薬学）

ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げま

を取得しました。その後約 4 年間をカリ

す。

人事異動一覧

平成27年7月31日現在

教室・部門

職位

氏名

異動年月日

公衆衛生学

助教→講師

髙根沢康一

H27.4.1

異動事由
昇格

薬剤学

助教→講師

奈良輪知也

H27.4.1

昇格

薬剤学

助教→講師

藤原

亮一

H27.4.1

昇格

微生物学

助教

西山

啓太

H27.4.1

採用

公衆衛生学

講師

浦口

晋平

H27.4.1

採用

生命薬化学

助教

唐木

文霞

H27.4.1

採用

医薬品情報学

講師

岩澤真紀子

H27.4.1

採用

竹澤

H27.4.1

採用

薬物治療学Ⅲ

助教

薬物治療学Ⅰ

助教

田中（旧姓：村松）怜

H27.4.1

採用

嘱託助教

荒井きより

H27.4.1

採用

医療心理学部門

秀文

臨床薬学研究・教育センター（レジデント）

嘱託助教

大塚

駿太

H27.4.1

採用（レジデント）

臨床薬学研究・教育センター（レジデント）

嘱託助教

中山

萌美

H27.4.1

採用（レジデント）

早川

大地

H27.4.1

採用

創薬物理化学

特任助教

臨床統計学

特任助教

医薬開発学

特任助教

渡邉（旧姓：内田）めぐみ
髙山

茜

H27.4.1

採用

H27.4.1

採用

微生物薬品製造学

特任助教

大城

太一

H27.7.1

採用

臨床薬学研究・教育センター

特任教授

矢後

和夫

H27.3.31

退職

微生物学

嘱託助教

守屋

智草

H27.3.31

退職

嘱託助教

池谷

博美

H27.3.31

退職

臨床薬学研究・教育センター（レジデント）

嘱託助教

村松

怜

H27.3.31

退職

臨床薬学研究・教育センター（レジデント）

嘱託助教

粟屋

芳明

H27.3.31

退職

臨床薬学研究・教育センター（レジデント）

嘱託助教

土谷

祐一

H27.3.31

退職

臨床薬学研究・教育センター（レジデント）

嘱託助教

藤井

聡

H27.3.31

退職

臨床薬学研究・教育センター（レジデント）

嘱託助教

八木

千恵

H27.3.31

退職

臨床薬学研究・教育センター（レジデント）

嘱託助教

近藤

龍史

H27.3.31

退職

助教

三田

征治

H27.6.17

死亡退職

特任助教

三上

剛史

H27.6.30

退職

薬学教育研究センター

医療心理学部門

実験動物施設
臨床統計学

薬学部永年勤続教員の紹介
勤続年数
永年勤続30年

所属
臨床薬学研究・教育センター（臨床薬学）薬物治療学Ⅲ
薬学教育研究センター

学習支援室

職位

氏名

教授

松原

肇

准教授

西野

貴司

臨床薬学研究・教育センター（臨床薬学）薬物治療学Ⅱ

講師

平山

武司

永年勤続20年

薬学教育研究センター

教授

鈴木

順子

永年勤続10年

臨床薬学研究・教育センター（臨床薬学）保険薬局学

講師

川上

美好

薬学教育研究センター

講師

喜来

望

微生物学教室

講師

三木

剛志

臨床薬学研究・教育センター（臨床薬学）薬物治療学Ⅱ

助教

飛田

夕紀

社会薬学部門
学習支援室
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News & Topics
お知らせ

日本薬学会第136年会
（横浜）の最新情報（担当：北里大学薬学部）
開催日：平成 27 年 3 月 26 日（土）～3 月 29 日（火）
会場：パシフィコ横浜（横浜みなとみらい）

標語：
「次世代の薬学への羅針盤」～新しい薬学への出帆～
Toward the Next Generation of Pharmaceutical Sciences

特別講演（海外）

特別講演（国内）

Dr. William Fenical (Scripps Institution of Oceanography, UCSD)
“Marine Microbes Provide New Targets for the Treatment of Cancer”

井村 裕夫 氏（公益財団法人 先端医療振興財団理事長）
「（仮）これからの医療の展開と薬学が果たすべき役割」

Dr. Barry M. Trost (Stanford University Department of Chemistry)
藤吉 好則 氏（名大大学院創薬科学研究科特任教授、名大学細胞生理学研究センター特任教授）
“On the Impact of New Synthetic Methods for the Synthesis of Bioactive Targets” 「構造に指南された創薬基盤技術開発」
Dr. Timothy S. Tracy (University of Kentucky)
“Pharmacogenetics in Clinical and Translational Research”

吉田 潤一 氏（京都大学大学院工学研究科）
「フラッシュケミストリー：フラスコではできない合成化学をめざして」

Dr. Jane L. Sheridan (The University of Auckland)
“Social Pharmacy / Pharmacy Practice Research: Past, Present and Future”

清野 宏 氏（東京大学医科学研究所教授）
「（仮）腸管免疫：共生と排除の世界」

Dr. Michael J. Brownlee (University of Iowa)
“American Health-System Pharmacy Practice Now and For the Future”

長田 重一 氏（阪大免疫学フロンティア研究センター教授、京大大学院医学研究科医化学教授）
「（仮）アポトーシスにおける PS の eat me シグナル制御」
岡野 登志夫 氏（神戸薬科大学教授）
「（仮）ビタミンＫ研究の新展開 – 栄養素からホルモンヘのパラダイムシフト –」
末松 誠 氏（独立行政法人 日本医療研究開発機構理事長）
「（仮）メタボローム解析からみたがんの生存戦略」

平成27年度

指定校推薦入学試験

薬学部入学試験結果

募集学科
薬学科（６年制）
生命創薬科学科（４年制）

募集人員
70 名
5名

志願者数
86（77）名
5（2）名

受験者数
86（77）名
5（2）名

合格者数
86（77）名
5（2）名

倍率
1.0
1.0

（ ）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

大学入試センター試験利用入学試験（A方式）
募集学科
薬学科（６年制）
生命創薬科学科（４年制）

募集人員
30 名
5名

志願者数
765（500）名
151（77）名

受験者数
765（500）名
151（77）名

合格者数
101（70）名
25（9）名

倍率
7.6
6.0

配点
700
700

最高点
680
649

最低点
607
603

募集人員
150 名
25 名

志願者数
1,766（1,049）名
245（97）名

受験者数
1,695（1,010）名
240（96）名

合格者数
368（233）名
102（43）名

倍率
4.6
2.4

配点
300
300

最高点
262
232

最低点
157
144

募集人員
若干名
若干名

志願者数
5（3）名
1（0）名

受験者数
5（3）名
1（0）名

合格者数
3（1）名
0（0）名

倍率
1.7
−

募集人員
若干名
若干名

志願者数
10（6）名
3（1）名

受験者数
9（6）名
3（1）名

合格者数
3（1）名
0（0）名

倍率
3.0
−

一般入学試験
（B方式）
募集学科
薬学科（６年制）
生命創薬科学科（４年制）

社会人特別選抜入学試験
募集学科
薬学科（６年制）
生命創薬科学科（４年制）

編入学試験
（2年次編入）
募集学科
薬学科（６年制）
生命創薬科学科（４年制）

平成 28年度入試日程
薬学部

（薬学科・生命創薬科学科）
社会人特別選抜
１次 平成27年11月   7 日（土）
入学試験・編入学
試験（2年次編入） ２次 平成27年11月14 日（土）
指定校推薦入学試験

平成27年11月14 日（土）

大学入試センター試験 平成 28 年 1 月 16 日
（土）
〜 1 月 17 日（日）
利用入学試験（A方式）
一般入学試験（B方式） 平成 28 年 2 月   1 日（月）

※白金キャンパスにて実施

大学院修士課程
（

推薦（薬科学・臨床
平成 27 年 6 月 4 日（木）
統計学・医薬開発学）
社会人特別選抜 1 次 平成 27 年 9 月 18 日（金）
（臨床統計学・
2 次 平成 27 年 10 月 8 日（木）
医薬開発学）
一般（薬科学・ Ⅰ期 平成 27 年 8 月 25 日（火）
臨床統計学・
Ⅱ期※ 平成 27 年 10 月 10 日
（土）
医薬開発学）
外国人留学生特別選抜
（薬科学・臨床統計学・ 平成 27 年 10 月 10 日
（土）
医薬開発学）
※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。
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大学院博士後期・博士課程

）内は履修コース名

（

博
士
後
期
課
程

）内は履修コース名

社会人特別選抜
１次
（臨床統計学・
２次
医薬開発学）
社会人特別選抜
（薬科学）
一般Ⅰ期・外国人留学生
特別選抜（薬科学・臨床
統計学・医薬開発学）
一般Ⅱ期（薬科学・臨床
統計学・医薬開発学）

平成 27 年 9 月 18 日
（金）
平成 27 年 10 月 8 日
（木）
平成 28 年 2 月 15 日
（月）
平成 27 年 10 月 8 日
（木）
平成 28 年 2 月 15 日
（月）

推薦（薬学）
平成 27 年 6 月 4 日（木）
博
士 一般（薬学）
平成 27 年 8 月 25 日
（火）
課
程 社会人特別選抜（薬学・ 平成 28 年 2 月 15 日
（月）
医療薬学−がん領域−）

お悔やみ
平成27年6月17日、
三田征治さん
（薬学部実験動物施設・助教）
が
逝去されたことをお知らせいたします。
謹んでお悔やみ申し上げます。
ここでは親交の深かった方に
追悼の原稿をお願いしました。

三田征治さんを偲ぶ

三田征治君を悼む

北里大学名誉教授

北里大学同窓会副会長 鈴木達夫

元薬学部長 井村伸正

北里大学薬学部 実験動物施設の助手・
助教として長年にわたって薬学部の生物系
研究室の研究を支えてきた三田 征治さ
んが数年間の癌との壮絶な闘いの末、平
成27年6月17日に逝去された。本学獣医
畜産学部畜産土木工学科を昭和62年3月
に卒業以来、新設直後の実験動物施設の維
持・管理を一手に引き受け決して完璧な設
備とは言えない施設の運営に力を尽くした

鈴木由美子

平成27年6月17日、三田征治君が亡くなりま
した。51歳でした。
久しぶりに白金キャンパスで偶然に逢い、
「元
気？」と言うと「はい、元気です。
」と陽に焼
けたニコニコ顔であの独特な声で言っていたの
に・・・・・ 本当に悔しくてなりません。
思えば30年前、彼が十和田の学生だった時に
北里研究所病院バイオメディカルラボで管理し
ていた西館動物施設にアルバイトにみえました。
それが三田君との長いお付合いの始まりでした。

三田征治先生の
ご逝去を悼む
薬学部長・実験動物施設長
伊藤智夫
実験動物施設の三田征治助教が本年6月
17日にご逝去されました。
三田先生は北里大学獣医畜産学部畜産土
木工学科を昭和62年に卒業後、直ぐに北
里大学薬学部実験動物施設に助手として採
用されました。実験動物施設の管理者とし
ての重責を果たしながら、自分の研究も地
道に進められ、平成21年には博士の学位
を取得されました。

のみならず、自らも動物施設を利用する研

その頃は我々も若く、動物管理の仕事を完全

薬学部では研究や実習に様々な実験動物

究者達と積極的に交流して研究にも興味を

にこなす技術者育成に燃えていました。今でし

を使用しますが、三田先生は厳格な基準を

持ち、特に薬学部公衆衛生学教室のスタッ

たらすぐにパワハラと訴えられてしまう様な激

維持して、施設内の感染事故等が起きない

フとの共同研究を進め、
「金属結合タンパ
ク質メタロチオネインの生体免疫応答にお
ける新たな機能に関する研究」を見事にま
とめて平成21年2月に博士（薬学）の学
位を授与された。課せられた多忙な業務の
合間に実験して論文を書くという非常に厳

しい訓練の毎日にも仲間と一緒に耐え励んでい
ました。
薬学部教授大石幸子先生から薬学部動物舎管
理の人材を、とのお話があった時にすぐ三田君
を推薦いたしました。活き活きと仕事をこなし
ていたことは紛れもないことでした。

よう全ての実験動物を管理して下さいまし
た。一方、最近では多くの遺伝子改変動物
が研究に使用されてきておりますが、三
田先生は教員一人ひとりの要望に応えて、
我々が新しい研究を円滑に行うための環境

これから新しい校舎が出来、自ら設計した新

を整備して下さいました。我々が現在、安

しい生活を十数年続けられたのは、図書館

しい動物舎が出来る、わくわくする希望の時に

心して動物実験を行えるのは、三田先生の

の司書として夫を支えた尚子夫人の努力と

本人は無論のこと、ご家族皆様のお気持ちを思

ご尽力の賜物です。

誠実な三田さんの人柄に惹かれた教職員の

うと悔しくてなりません。

協力があったからであろう。地味ながら真
摯な仕事ぶりで薬学部に大きく貢献した三
田さんのご冥福を心から祈りつつ。

数年後には貴方が仲間と考えた立派な動物施
設が出来ることでしょう。そして仲間が遺志を
継いでいくことでしょう。

ここに三田先生の薬学部へのご貢献に感
謝を申し上げますと共に、謹んで哀悼の意
を表し、
心からご冥福をお祈り申し上げます。

どうぞ安心してお休みください。
心からご冥福をお祈りいたしております。
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「北里研究所創立100 周年・北里大学創立50 周年記念事業募金」のお願い
薬学部関係者の申込状況について（平成 27 年 3 月 31 日現在）

31,793,135 円（募金目標額 1 億円）

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、平成 27 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。

記念事業募金要項

寄付金に対する税制上の優遇措置

〔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
④キャンパスの整備
③大学施設の拡充
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（法人全体）
〕
50 億円
〔期間〕
2012（平成 24）年 4 月 1 日～2017（平成 29）年 3 月 31 日（5 年間）
〔寄付金額（任意）〕
個人 一口 1 万円 一口以上
法人 一口 50万円 一口以上
一口未満でもお受けできますので、ご賛同お願い申し上げます。
〔申込納入方法〕
銀行・郵便局（ゆうちょ銀行）
所定の払込取扱票（振込通知書）に所定事項をご記入のうえ、記載
されている銀行口座宛に窓口でお払い込みください。その際払込取扱
票（振込通知書）に記載されている指定銀行の本・支店からの振込手
数料は無料となっております。また、ゆうちょ銀行はすべて手数料は
無料となります。
現金自動預け払い機（ATM）でのお振り込みは、領収証の発行など
に支障が生じますのでご遠慮ください。
関係書類はご請求いただければ即日お送りいたします。
下記問い合せまで。
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
記念事業ホームページからお申込みください。ダイレクトにお手続き
されますと、領収証の発行などに支障が生じますのでご遠慮ください。
インターネット振込は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になります。
〔法人からのご寄付について〕
企業等法人からのお申し込みは、日本私立学校振興・共済事業団を
経由する受配者指定寄付金制度というものがあります。寄付金の金額
を事業年度の損失に参入できますので、法人本部総務部企画課までご
連絡ください。必要書類を郵送させていただきます。

〔個人の場合〕
下記の①または②のどちらかを選択して所得税法上の控除が受けら
れます。
①公益社団法人等寄付金特別控除（税額控除）
寄付金（年間総所得の 40％に相当する額が上限）が 2 千円（適用
下限額）を超える場合は、その超えた金額の 40％に相当する額（そ
の年の所得税額の 25％に相当する額が上限）が所得税額から控除
されます。
②寄付金控除（所得控除）
寄付金（年間総所得の 40％に相当する額が上限）が 2 千円（適用下
限額）を超える場合は、その超えた金額がその年の課税所得金額か
ら控除されます。
＊所得税控除の手続
本学が発行する寄付金領収証を寄付を行った翌年に所轄税務署に提
出して確定申告の手続をおとりください。①「税額控除に係る証明書」、
②「特定公益増進法人証明書」は寄付金領収証の裏面に監督官庁の了
承の上、写しを印刷してございます。
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・青森県及び北海道の
八雲町の条例で指定されている本学に対する寄付金について、2 千円
( 適応下限額 ) を超える場合、東京都民税・神奈川県民税・埼玉県民税・
新潟県民税・岩手県民税・青森県民税及び八雲町民税の税額控除の適
用が受けられます。
なお、東京都・神奈川県・埼玉県・新潟県・岩手県及び青森県の区
民税及び市区町村民税は、区市町村によって寄付金控除の適用が異な
りますので、各個人において確認していただくことになります。
〔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を選択していただけますと、寄
付金の全額を事業年度の損金に参入できます。
受配者指定寄付金のお申し込みには別途申込書がありますのでお申し
出ください。
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。

寄付に関する
お問い合わせ

編 集 後 記

学校法人北里研究所 法人本部総務部企画課
〒 252-0373 神奈川県相模原市南区北里 1 丁目 15 番 1 号

TEL：042-778-7857（企画課直通）
e-mail：kifu@kitasato-u.ac.jp
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じとじと毎日雨が降り、お日様を何日
も見ていないと思っていたら、一転連日

薬学部ニュース[No.10 ]
http://www.kitasato-u.ac.jp/pharm/

35度近い猛暑でいっきに梅雨から真夏になり、気分はもう夏休みで

□発行責任者／伊藤 智夫

す。今回の特集では、5月に出来上がった新2号館をたっぷり紹介

□編集責任者／供田 洋

しています。キャンパスナビゲーターにもご登場いただき、その様

〒108-8641

子が十分伝わったでしょうか。新しい校舎では学生さんたちもイキ

東京都港区白金5-9-1

イキしているように見えます。白金キャンパス整備工事は第Ⅱ期に

北里大学薬学部事務室総務課

入り、現在は北里本館の解体が終わり、高層棟と低層等の建設が進
んでいます。
出来上がった校舎を想像して、
楽しみな日々です。
（S.A）
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TEL 03-3444-6191
□発行日 2015年８月７日

