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白金キャンパスの新2号館に続き、平成29年には相模原キャンパスに学部・病院横断的な教育施設「臨床教育研究棟」
が完成予定

新2号館は1号館、
病 院 内の実習施
設とともに事前実
習などでも活用さ
れています
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学部長・研究科長就任あいさつ

本間 浩

薬学部長・薬学研究科長
生体分子解析学教室 教授
われ従来のような合格率に復帰しました。本学では、基礎専門

本年７月から、学部長・研究科長を務めさせていただくこと

科目から臨床系科目までの充実したカリキュラムと
「総合演習」

になりました本間 浩です。就任にあたり、ご挨拶を申し上げ
ます。

（6 年後期）を中心とした国家試験対策により常に高い合格率

私は、平成 12 年４月に、本学の薬品分析学教室に、故木下

を維持しております。昨年度からは学習支援室が増員され支援

俊夫教授の後任として着任いたしました（平成 17 年からは、

体制が強化されました。これまでの結果に慢心することなく、

薬品ばかりでなく生体分子も解析研究の対象にするという考え

引き続き指導に努めて参ります。

から、教室名を生体分子解析学教室と改めています）
。学部で

生命創薬科学科では、昨年度に第一期生が修士課程を修了い

の担当授業・実習は、
「分析科学Ⅰ , Ⅱ , Ⅲ」と「定量分析実習」で、

たしました（就職率 100％）
。本学科では、ほぼ全員が大学院

医薬品や生体分子の定量法、分離分析法、構造解析法、臨床分

進学を希望し、
ほとんどが本学大学院へ進学しています。今年、

析法などを、２、３年生に講義しております。これまで、伊藤

薬学会から発表された「４年制教育の参照基準」
（モデル・コ

智夫前学部長のもと、教育委員長を 6 年間務めさせていただい

アカリキュラムに相当するもの）を参考に、学部教育から卒業

ておりました。以下に、今後２年間の主な課題について、その

研究、大学院研究までを見通した、基礎科学力、問題発見・解

概略を説明させていただき、ご父母の皆様方、関係の方々のご

決能力、コミュニケーション力等の醸成のための本学科独自の

理解とご支援をお願い申し上げる次第です。

カリキュラムを整備したいと考えております。

薬学科では、昨年度の入学生から、全国の薬科大学・薬学部

教育面ではこの他に、国際化、海外研修先の拡大、初年次教

と同様に新しいモデル・コアカリキュラムでの教育体制がス

育の充実、成績不振学生への対応策、Institutional Research

タートしています。その大きな変更点は、実務実習体制にあり

の導入と活用などに取り組みたいと考えております。学部全体

ます。大学、薬局、病院との連携体制を強化し、より充実した

の課題としては、白金地区整備計画（薬学部新棟建設）
、私学

準備学習の確保、薬局実習と病院実習の連続性に配慮した実習

助成を含めた外部からの研究資金の獲得、薬学教育評価機構に

内容の整備と強化、指導と評価の体制の連携強化など、学習効

よる評価の受審対応、基礎研究と臨床研究との融合推進、同窓

果をより高めるための改訂が加えられています。平成 31 年度

会との連携強化など様々な課題が挙げられます。編集部から依

の新実務実習開始に向けて鋭意準備が進められております。

頼された字数を超過してしまいましたので、ご説明は別の機会

第 101 回薬剤師国家試験の合格率は、新卒 94.4%( 全校平均

にさせていただきますが、本学の発展のため様々な課題に取り

86.2%)、総数 90.1％（76.9％）でした。第 99、100 回の結果が

組みたいと考えておりますので、ご父母の皆様方、卒業生の皆

全国的に厳しいものでしたが、昨年度に合格基準の見直しが行

様方には益々のご支援とご鞭撻を宜しくお願い申し上げます。

略歴
本間 浩◎ほんま ひろし

［職歴］
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現在に至る。
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キャンパス整備と 実習の充実で、

特集

進化する「臨床薬学教育」

〈相模原キャンパス〉

平成29年9月完成予定の臨床教育研究棟について
臨床薬学研究・教育センター（臨床薬学）薬物治療学Ⅰ
北里大学病院薬剤部長

教授

厚田幸一郎
相模原キャンパスでは平成 29 年９月１日の完成

学習、５年次の病院実務実習ならびに特別実習（卒

を目指して臨床教育研究棟の建設が行われていま

業研究）
に利用されます。さらに、
スキルスラボやチー

す。臨床教育研究棟は、本学の臨床教育の中心施設

ム医療演習室などを活用した臨床教育の充実が期待

であり、本法人初の学部・病院横断的な教育施設と

されています。

なります。本棟の建設目
的は、卒前・卒後教育の
充実です。すなわち、①
本棟と大学病院を活用し
た卒前臨床実習の充実、
②チーム医療教育・研究
の推進、③卒後臨床教育
の充実、④スキルスラボ
を活用した臨床教育の充
実です。さらに、学部横
断的施設を活用した学部
間・他職種間交流の拠点
にもなります。
臨 床 教 育 研 究 棟 は、

臨床教育研究棟の外観イメージ

臨床教育研究棟の諸室構成

地 上 ５ 階 建、 延 床 面 積

5階

スキルスラボ、チーム医療演習室（A）

13,829㎡で大学病院本館

4階

図書館、新世紀医療開発センター所属医師居室他

の 北 側 に 建 設 さ れ、 大
学病院本館と３階で連絡
し、表に示す構成となっ

3階

臨床系医師居室、初期・後期研修医居室、研修統括部（臨床研修センター）
、マ
ルチメディア支援室、新世紀医療開発センター所属医師居室、チーム医療演習室
（B）
、コミュニケーションエリア、ワークステーション、多職種交流ラウンジ他

2階

医学部学生自習室・学習指導室、看護キャリアー開発・研究センター、医療衛生
学部多目的室、ホール（オーディトリウム）、多目的室（小）、ラウンジ他

1階

食堂・コンビニエンスストア、健康管理センター、薬学部教員居室・セミナー室、
守衛室他

ております。薬学部関連
の施設としては、１階に
薬学部教員居室と学生実
習セミナー室が設置され
ます。１年次の早期体験
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〈白金キャンパス〉

病院・薬局実習事前実習と新2号館の活用
臨床薬学研究・教育センター
助教
（臨床薬学）臨床薬学教育部門兼務

向井潤一

６年制薬学教育では、学生は薬剤師として基本的な
資質と能力を修得し社会貢献することが求められま
す。そのため、大学は学生が卒業時までに薬剤師とし
てふさわしい基本的な資質や能力を身に付けられる教
育を行う必要があります。
本学では、４年次前期から実務実習の事前学習とし
て「病院・薬局実習事前実習」を 15 項目に分類し実
施しており、その一部は昨年度にオープンした新２号
館の３階にある多目的ホールで実施しています。多目
的ホールのメリットは目的に応じたレイアウトの作成
が容易なことです。例えば、パーティションを利用す

必要に応じて空間を仕切り、自在に活用できる多目的ホール

ることで大小様々な空間に仕切ることができます。事

様になっていますので、学生も快活に実習に臨むこと

前実習では、学生が効果的に学習するためにスモール

ができます。

グループディスカッションが不可欠であり、同時にそ

現在、私たちはモデル・コアカリキュラムの改訂に

れに見合った空間が必要となります。また、効果的な

伴い、様々な事前実習項目を改訂薬学教育モデル・コ

事前実習を行うためには学生にとって効率のよいスケ

アカリキュラムの到達目標（SBOs）に合わせて再構

ジュールが重要な点となります。多目的ホールの使い

築しています。この多目的ホールを有効活用し、効果

勝手の良さは日程調整の際の一助となっています。

的で効率的な事前実習を実施し、５年次の実務実習の

多目的ホールは綺麗な３面ガラス張りの開放的な仕

成果につなげたいと考えています。

多目的ホールでの病院・薬局実習事前実習を終えて
臨床薬学研究・教育センター（臨床薬学）
臨床薬学教育部門
薬学科５年

島田佳織

ついて学びました。臨床現場を想像しながら患者さんとのやりと
りをシミュレートすることで、服薬指導では、患者さんの立場に
なって視線や相槌、仕草、さらには薬袋を置く位置などの細かな
点に配慮することが大切であることを実感しました。講義室の授
業だけではなく、学生主体の事前実習で実務経験のある先生方に

多目的ホールは、白を基調とした開放的な空間で、窓から取り

身近で指導していただいたことで、自然と臨床現場を意識できる

込まれる自然の光が印象的でした。普段の授業とは異なる明るい

ようになりました。5年次の実務実習では、事前実習で学習したこ

雰囲気であったためか、新たな気持ちで集中して実習に臨むこと

とを復習して私自身が臨床現場に適応するために必要なことにつ

ができたような気がします。多目的ホールでは、テーブルや教卓

いて積極的に学びたいと思っています。

を薬局のカウンターに見立てて、来局される患者さんとの接遇に
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〈演習〉

最適な薬物療法が提供できる薬剤師育成を目指す
『薬物治療学演習Ⅰ』
臨床薬学研究・教育センター
（臨床薬学）薬物治療学Ⅳ
教授

尾鳥勝也

薬学科６年生を対象に開講している『薬物治療学演

度の症例は、
「がん、高血圧症、糖尿病、心疾患、精

習Ⅰ』は、
「患者に安全・最適な薬物療法を提供する

神神経疾患」の５疾患を取り上げましたが、改訂薬学

ために、４年次までの講義・実習および５年次病院・

教育モデル・コアカリキュラムを考慮し、今後、疾患

薬局実習を生かし、適切に患者情報を収集・評価し、

数をさらに増やしていく予定です。

適切な医薬情報を基に、個々の患者に適した薬物療法

医療が高度化・複雑化し、少子高齢社会の進展など

を評価・提案できる能力を身につける。
」を目標とし

薬剤師を取り巻く環境が大きく変化している中、医療

て実施しています。症例を提示し、その症例から収集

の質の向上及び医療安全の確保の観点から、薬剤師に

した患者情報を適切に評価し、得られた医薬情報等を

は最適な薬物療法を提供する医療の担い手としての役

基に、その患者の薬物療法を評価していきます。効果

割が期待されています。そのような期待に応えていく

的な学習を期待し、学生たちは提示された症例の病気

ために、本演習が大学卒業時に薬剤師としてふさわし

やその薬物療法について事前に予習を行った上で演習

い基本的な資質や能力を身に付ける一助となることを

に臨みます。演習では、病院・薬局実習での経験も活

期待しています。

かし、各疾患ガイドラインなどを参考にしながら個人
またはグループで本症例の薬物療法における問題点を
検討します。そして、
その抽出された問題点に対して、
治療に必要な系統的アプローチと併せて、薬学的観点
から薬物療法に対する評価を行い、治療計画を立案し
ていく過程を SOAP ＊形式で学習していきます。今年

＊ SOAP とは；患者の問題（Problem）を、患者中心に、患者
の視点に立って解決していくシステム POS（Problem Oriented
System；問題志向型システム）の考え方に基づいて、その問題
解決過程を分析し記録する形式の一つで、問題ごとに「S（主観
的情報 Subjective date）
」
「O（客観的情報 Objective date）」
「A（評
価 Assessment）
」
「P（計画 Plan）
」の項目に分けて記述する方法

3 日間で集中して行わ
れる「薬物治療学演習
Ⅰ」の様子。疾患のガ
イドラインや医薬品添
付文書などを参考に、
例として取り上げた症
例に適した薬物治療を
検討します

5

薬剤師国家試験の結果と次回への対策
第101回薬剤師国家試験を振り返って
平成27年度6年生学年主任
薬学総合演習委員会委員長
臨床薬学研究・教育センター（臨床薬学）保険薬局学
教授

吉山友二

1. 第101回薬剤師国家試験実施状況
第 101 回薬剤師国家試験は、平成 28 年２月 27 日、28 日の両
日に実施され、全体では受験者総数 14,949 名（前年度 14,316
名）
、
合格者総数 11,488 名（前年度 9,044 名）
、
合格率 76.9%（前
年度 63.2％）という結果でした。

きている点は評価できます。さらに、一部の報道ですが、入学
者数に対する合格率が 90％を超えたのは本学だけであるとい
うデータも示されています。

2. 薬剤師国家試験の傾向と展望
昨年度の第 100 回薬剤師国家試験は、過去最低だった第 99

本学では、平成 27 年度 6 年生 250 名と既卒生 68 名が６年

回と同様に相当低い合格率（全体で 63.17％、新卒で 72.65％）

制学生として受験し、平成 27 年度６年生は、236 名（合格率

でした。第99回と第100回薬剤師国家試験は、
基礎力、
考える力、

94.4%）
、既卒生は 51 名（合格率 75.0%）が合格し、総合的に

医療現場での実践力を問う問題が多く、単なる丸暗記だけでは

合格率 90.1% を達成しました。平成 27 年度薬剤師国家試験は

回答できなくなっており、６年制薬剤師国家試験としてのある

6 年制となってからは第 5 回目であり、過去２回は急激に平均

べき姿に近づいてきたように思われます。

合格率の落ち込みが見られましたが、今年の新卒合格率はとて
も高い結果となりました。

今後もこの傾向は続くことを勘案し、６年間の総仕上げとな
る薬学総合演習講義の開始前に教員向けガイダンスを開催しま
した。最近の薬剤師国家試験の傾向を把握して、薬学総合演習

第101回薬剤師国家試験から合格基準が改正されました。１）

講義の対策に役立てるよう工夫しています。

問題の難易を補正して得た総得点について、平均点と標準偏差
を用いた相対基準により設定した得点以上であること、２）必

今後は人材育成の質的強化の中間指標としての国家試験を見

須問題について、全問題への配点の 70％以上で、かつ、構成

据え、合格率向上はもとより、各領域における得点率向上を目

する各科目の得点がそれぞれ配点の 30％以上であることです

指す必要があります。６年次は薬学教育の完成の時期であり、

が、当分の間、全問題への配点の 65％以上であり、かつ、必

薬剤師国家試験についてはトレーニングの時期ともいえ、６年

須問題に対する基準を満たしている受験者は合格となっていま

次教育のみで上記の問題点を解決することは難しくなります。

す。

薬学教育カリキュラムが改訂され、病態・薬物治療領域におけ

今回の不合格者は合格基準のボーダーライン上にあることか

る教育体系強化、実務実習の成果の確定・固定ができるような

ら、模擬試験などの結果を活用して対策することが課題と考え

６年前期科目導入も考慮する必要があります。知識レベルの決

ています。
これまでも、
不幸にして国家試験をクリアできなかっ

定力、実践レベルの応用力における弱点克服は参加型学習によ

た学生の半数以上が、得点率 63％までの間に存在することか

る説明力の養成、問題解決型学習による実践力養成など、低学

ら、全体として 10 問程度の底上げができれば、近年の難易度

年時からの教育方法論の改善も望まれます。

の高い問題水準でも 85～90％以上の学生を薬剤師として送り
出すことは可能と思われます。

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

昨年から、従来公表されていた受験者数および合格者数に加

を行っております。

え、卒業予定者人数となる出願者数が公表されています。出願

特別実習や就職活動という多忙な状況の中で薬学総合演習に

者数と受験者数の差は、卒業延期者の数を反映していると考え

熱心に取り組む優秀な学生に加え、北里大学 PPA（Parents

られますが、本学では他の私立大学薬学部に比較して、出願者

and Professors' Association）であるご家族のご理解とサポー

数と受験者数の差が極めて小さいことが特徴としてあげられま

トが重要であると確信しています。薬学部教職員も、
全員卒業・

す。従来からの方針である「極力留年者を出さない教育を心が

全員合格を掲げて 1 人でも多くの薬剤師を送り出すため、工夫

け、その上で国家試験合格率としては新卒平均合格率に対して

を重ねていきたいと考えております。

５～10 ポイントのアドバンテージを確保すること」を達成で
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第102回薬剤師国家試験に向けて
平成28年度6年生学年主任
薬学総合演習委員会委員長
医薬品化学教室
教授

牧野一石

薬学総合演習講義

薬剤師国家試験の難易度
ここ数年難化していた薬剤師国家試験ですが、第 101 回薬剤

９月から薬学総合演習講義が開講されます。この講義は６年

師国家試験では本学及び全国の新卒者合格率（本学 94.4%、全

間の総まとめの学習をしてもらうとともに、科目ごとに身に付

国 86.2%）が大幅に回復し、内容も全体として易化しました。

けてきた細切れの知識を結びつけ、医療の現場で求められる総

薬学部が６年制になり５回の薬剤師国家試験が実施されたわけ

合的な知識として定着してもらうための講義です。限られた時

ですが、問題の難度が年によって大きく変化しており、第 99

間のなかで、物理・化学・生物などの基礎科学から臨床までの

回薬剤師国家試験では全国の新卒者合格率が70.5％に落ち込ん

広範な分野の講義が開講されますので、基本的な知識が不足し

でいます。したがって、第 102 回薬剤師国家試験が昨年度と同

た学生は講義についていけないということになります。そのた

様なレベルの問題で実施されるかは不明であり、むしろ難化す

めにも、学力に不安のある学生は夏休みに総復習をする必要が

ると考えたほうがよいと思います。

あります。

薬剤師国家試験の合格基準

薬剤師国家試験に向けての勉強法

薬剤師国家試験は２月末に２日間にわたり実施され、必須問

現在の学力の到達レベルや各自の性格によって、効果的な勉

題 90 問、一般問題 255 問（うち、薬学理論問題 105 問、薬学

強法というのは異なると思います。しかし、薬剤師国家試験に

実践問題 150 問）の計 345 問が出題されます。第 101 回の試験

合格するためには特定の分野に偏ることなく、満遍なく得点す

から合格ラインは相対基準となりましたが、当面は 65％以上

る必要があります。したがって、限られた時間のなかで、効率

正解することが必要であると考えてください。つまり、345 問

良く、すべての分野にわたり学習できるような勉強の仕方や計

のうち 225 問を少なくとも正解しなくてはなりません。

画を立ててください。成績が振るわない学生のなかには、努力

注意が必要なのは、
「必須問題において全体で 70％以上を得

しているにも関わらず、明らかに誤った勉強法をしている者が

点し、科目ごとに 30％以上を得点しなくてはならない」
、いわ

います。チューターに勉強法について相談したり、友人に意見

ゆる「足切り」が設定されています。したがって、総合得点が

を求めたりすることも客観的な良い方法であると思います。

65％を超えていても、苦手分野があると不合格になることが

私から国家試験を受験する皆さんに８月中に必ず行って欲し

あります。問題内容は基礎科学から臨床までの幅広い知識が求

いことがあります。後期の薬学総合演習講義が開講される前に、

められますので、すべての分野で偏りなく得点することが必要

過去３年分の薬剤師国家試験を必ず解いておいてください。こ

となります。

の際、問題の正解を覚えるという学習法ではなく、過去の問題を
題材として関連事項を調べながら幅広く学
一般問題

物理・化学・生物

15 問

45 問

30 問

15 問

60 問

態、病理や関連する疾病、類似の作用を示

衛生

10 問

30 問

20 問

10 問

40 問

す医薬品、薬物治療法などを調べながら学

薬理

15 問

25 問

15 問

10 問

40 問

習していくことで、応用力を身に付けなが

薬剤

15 問

25 問

15 問

10 問

40 問

病態・薬物治療

15 問

25 問

15 問

10 問

40 問

法規・制度・倫理

10 問

20 問

10 問

10 問

30 問

実務

10 問

85 問

―

20 問 + 65 問

95 問

出題総計

90 問

255 問

105 問

150 問

345 問

薬学理論問題 薬学実践問題

出題総計

習することが大切です。例えば、薬理の１

必須問題

つの問題であっても、化学構造式や薬物動

ら全体を効率よく把握することができます。
２月の薬剤師国家試験までには、体調を
崩したり、精神的に不安定になることもあ
るかと思いますが、時には息抜きもしなが
ら、学ぶことの楽しさを実感してもらえれ
ばと思います。
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平成28年度白金祭の準備状況について（実行委員会活動報告）
北里大学白金祭実行委員会委員長
薬学科3年

第37回 白 金 祭 実 行
委員会のメンバー

伊藤大智

こんにちは。第37回北里大学白金祭実行委員会委員長の伊藤大智
と申します。
白金祭の宣伝をさせていただ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。
今年の白金祭は10月22日
（土）
と23日
（日）
の２日間開催が予定され、
テーマは『unite』です。白金祭の運営は、当校の学生の方々、御来

下さっている地域の方々との交流も目指しています。その感謝の気持
ちを込めて白金商店街の清掃、夏祭りや区民祭などにも屋台を出させ
ていただき、微力ながら地域活性にも尽力させていただく予定です。

場して下さる方々、白金祭を支えて下さっている皆様、地域の方々と

今年の白金祭では、毎年幅広い年齢層に喜んでいただける香水作り

の“団結”によって成り立っています。それらの目に見えないけれど

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

大切な“団結”を今年は、より意識していこうという思いを込めてこ

ト、女装コンテスト、ライブや模擬店など、学園祭ならではの企画が

のテーマを掲げました。

盛りだくさんです。

今年の５月に新２年生の実行委員を27名迎え、３年生13名と合わ

今年のテーマにちなんで作られた第37回白金祭オリジナルキャラ

せて40名という例年より多い人数で運営していきます。人数が多い

クターである、クマがモチーフの「ユニクマ」が、１号館入口にて皆

分まとめるのも大変ですが、皆一人一人明るく懸命に活動に取り組ん

様をお迎えします。その堂々とした風貌、しかしどこか愛嬌のある姿

でくれているのでとても頼もしいです。現在、よりよい白金祭にする

は、足を運んできてくださる皆様を心から魅了することでしょう。是

ため当日に向けて学年にとらわれることなく、素直な意見を出し合い

非ご覧ください。

着々と準備を進めています。
白金祭の実行委員会は学祭に向けての準備に加え、白金祭を支えて

白金祭実行委員会一同お待ちしております。是非、白金祭にお越し
ください。

平成27年度卒業生および修了生の就職・進学状況（2016年6月現在）
平成27年度修士課程修了者進路状況について
薬学部就職委員会
委員長

平成27年度の卒業生・
修了生の主な就職先

岡田信彦

薬学部では、平成22年４月、４年制薬科学科を生命創薬科学科と改称、定員35名とし、
６年制薬学科（定員250名）との分離入試を開始しました。平成26年３月、生命創薬科
学科第１期生が卒業、同年４月には、卒業生30名全員が進学し、そのうち23名が本学の
薬学研究科修士課程に進学いたしました。平成28年３月、生命創薬科学科からの修士課
程進学者が２年間の修業年限を終え、それぞれの進路に進んでいます。今回のレポートで
は、生命創薬科学科第１期生の大学院修了後の進路について、ご報告いたします。
平成27年度の就職活動は、前年の ｢修士１年12月に採用情報の解禁、修士２年４月か
ら採用面接・試験開始｣ という日程が、｢修士１年３月に採用情報の解禁、修士２年８月

● 生命創薬科学科・薬科学科
【主な進学先】 北里大学大学院／東京大学
大学院／千葉大学大学院／九州大学大学
院／東京医科歯科大学大学院
【就職】 資生堂 他
大学院進学者
37 名
その他
1名
2名
就職者
（卒業者 計 40 名）

から採用面接・試験開始｣ と大きな変更がありましが、本学においては、大きな混乱もな
く修了時までにはほぼ全員の進路が決定いたしました。具体的には、平成27年度修士課
程修了者24名のうち、就職希望者20名全員が就職し（就職率100％）
、４名は進学・その

その他

3%

他という結果でした。就職先の主な内訳は、研究職、治験・臨床開発関連企業、情報系企

就職者

5%

業、医薬情報担当者（MR）
、検査分析 ･ 解析 ･ 調査等関連企業などとなっています。主
な就職先企業の詳細については、別表をご覧ください。
大学院生の進路支援プログラムは、今年度も引き続き実施しております。薬学部就職委
員会では、今後とも就職率100％を維持できるよう継続的な支援を行い、学生 ･ 大学院生
ともども円滑な就職活動ができるよう努めていきたいと考えております。
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進学
92%

職員中心の部活である北里華道部で、学生も活動中
薬学科6年

浅野由貴
こんにちは。北里華道部の浅野由貴と申します。

切にした花をいけています。

皆さんは、白金キャンパスの１号館プレールや食堂にいけ花が飾ら
れているのを目にしたことがあるでしょうか。北里華道部では毎回の
部活でいけた花を大学構内の随所に飾っています。

毎週の活動では、日常生活ではなかなか触れることのない季節の草
木や花々に触れることで癒されます。
お花が好きな人、お花に癒されたい人、新しく趣味を見つけたい人、

北里華道部は北里大学の職員の方の部活で、北里大学・病院職員の

一緒にお花をいけてみませんか？

方を中心に現在十数名の部員が在籍し、職員の方に混じって学生も参
加しています。私も薬学部に華道部がなかったため、４年生の２月か
ら北里華道部に入部して活動を続けています。
北里華道部の活動は月３回、毎週月曜日の夕方18時から１号館１
階の学生ラウンジにて、講師の先生をお招きして活動しています。年
１回華展を開催し、お正月やクリスマス等に合わせたいけ花をするこ
ともあります。
華道は日本古来の伝統芸能のひとつです。四季折々の樹枝・草花を
切って花器に挿し、その姿の美しさ、命のはかなさを表現します。華
道には様々な流派があり、私たちは草月流を学んでいます。草月流は

北里華道部にて指導にあたってい
る草月流一級師範顧問 萩原先生
との作品完成後のワンショット

「花は、私になる」を合言葉に、型にとらわれることなく、個性を大

● 大学院薬学研究科修士課程
【主な進学先】 北里大学大学院
【研究職】 富士製薬工業／富士カプセル／アク
ティブファーマ／オーピーバイオファクトリー／トー
アエイヨー／全薬工業／大正製薬／サティス製薬
／伊那食品工業
【CRC・SMO・CRA】 シミック／メディサイエ
ンスプラニング／ MIC メディカル／新日本科学
PPD ／パレクセル・インターナショナル／クイン
タイルズ・トランスナショナル・ジャパン
【MR・MS】 富士フィルム RI ファーマ
【検査分析・解析・調査】 日本食品分析センター
【その他】 医歯薬出版／エクサ／東洋クオリティ
ワン
就職者
進学者
その他
（修了者
その他
進学

20 名
3名
1名
計 24 名）
4%
13%

技術系総合職他
13%

研究職
37%

検査分析・解析・
調査 4%
MR・MS

4%

CRC・SMO・CRA

25%

● 薬学科
【主な進学先】 北里大学大学院／東京大学大学院
【公務員】 東京都庁／神奈川県庁／埼玉県庁／厚生労働省 地方厚生局 麻薬取締部
【病院】 北里大学病院／北里大学メディカルセンター／北里大学東洋医学総合研究所／国立大学
法人 高知大学・信州大学・秋田大学・神戸大学・群馬大学・山梨大学医学部附属病院／国家公
務員共済組合連合会 平塚共済・横須賀共済病院／埼玉医科大学病院／東京女子医科大学病院／
国際医療福祉大学熱海病院／聖マリアンナ医科大学病院／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／杏林大学医学部付属病院／東京医科歯科大学医学部附属病院／国際医
療福祉大学三田病院／東海大学医学部付属病院／順天堂大学医学部附属病院／戸田中央総合病
院／東京臨海病院／千葉西総合病院／がん研有明病院／東京西徳州会病院
【製薬企業】 日本新薬／ヤンセンファーマ／興和／ミノファーゲン製薬／ファイザー／佐藤製薬／ノ
ボノルディスクファーマ
【MR・MS】 日本イーライリリー／武田薬品工業／大塚製薬／中外製薬／協和発酵キリン／ノバルティ
スファーマ／ MSD ／中外製薬／大日本住友製薬／ Meiji Seika ファルマ株式会社／ヤンセンファー
マ／塩野義製薬／第一三共／日本ベーリンガーインゲルハイム
【CRC・SMO・CRA】 エイツーヘルスケア／シミック／クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパ
ン／メディクロス／ MIC メディカル
【ドラッグストア・調剤薬局】 アインファーマシー
進学 1%
ズ／アイセイ薬局／クオール／サンドラッグ／望
教育 2%
星薬局／ウェルシア薬局／イオンリテール／スギ
その他 6%
医薬品卸 2%
薬局グループ／ココカラファイン／マツモトキヨシ
その他の企業 3%
／富士薬品／クリエイトエス・ディー／総合メディ
病院
製薬企業 3%
カル／くすりの福太郎／シーエスグループ
30%
公務員

就職者
238 名
3名
大学院進学者
13 名
その他
（卒業者 計 254 名）

6%

CRC・SMO・
CRA 6%
MR・MS

調剤薬局
23%

6%

ドラッグストア

13%
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研究トピックス

平成27・28年度年度公的研究費の獲得状況について
■平成28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）
：16 件（内継続14件） ④新学術領域研究：２件（内継続１件） ⑤挑戦的萌芽研究：５件（内継続１件）
平成28年7月1日現在
（単位：万円）
⑥若手研究（B）
：14件（内継続８件） ⑦研究活動スタート支援：１件（内継続１件） ⑧特別研究員奨励費：３件（内継続３件）
研究種目

所属

研究代表者
職位

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

②基盤研究（B）

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

190（継続）

微生物薬品製造学

講師

内田龍児

カイコ感染症モデルを基盤とした微生物資源からの新しい抗生物質の開拓

770（新規）

③基盤研究（C）

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

交付決定額
（直接経費）

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

550（継続）

薬品製造化学

教授

長光亨

衛生化学

教授

今井浩孝

分子薬理学

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

110（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）

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

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

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

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

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

創薬物理化学

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

80（継続）
110（継続）

80（継続）
80（継続）
120（継続）
70（継続）

分子薬理学

客員教授

分子薬理学

講師

坂本謙司

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

130（継続）

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

130（継続）

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

130（継続）

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

微生物学

講師

三木剛志

抗菌レクチンに依存した腸内細菌による感染制御機構の解明

170（新規）

疼痛の制御機構における生体膜上の糖、シアル酸の機能解析

110（新規）

網膜変性疾患の発症における microRNA の発現変動の意義

120（継続）
130（継続）

80（継続）

薬理学

助教

渡辺俊

④新学術領域研究

衛生化学

教授

今井浩孝

衛生化学

教授

今井浩孝

⑤挑戦的萌芽研究

微生物薬品製造学

教授

供田洋

公衆衛生学

講師

浦口晋平

有害元素と栄養元素の選択的な長距離輸送を達成する分子育種

微生物薬品製造学

講師

内田龍児

微生物資源からの難病「進行性骨化性繊維異形成症 (FOP)」予防治療薬の探索研究

110（新規）

公衆衛生学

教授

清野正子

新奇メチル水銀選択的阻害薬によるメチル水銀細胞傷害性分子標的の解析

170（新規）
140（新規）

⑥若手研究 (B)

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（継続）
酸化リン脂質代謝フラクソーム解析を用いたオキシリポクオリティ制御機構の解析
酵素による軸不斉を有する二量体化合物創製法の確立

380（新規）
60（継続）
150（新規）

先端免疫治療学

特任教授

岡本正人

新規癌抗原 CDCA5 を標的とした免疫治療医薬品の開発

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

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（継続）

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

130（継続）

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

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

90（継続）

40（継続）

第89回日本薬理学会年会について
分子薬理学教室
教授

中原 努

ご講演中の大村先生と
感謝状・花束の贈呈の様子

第89回日本薬理学会年会は、平成28年３月9日
（水）
から11日
（金）
まで
の３日間、パシフィコ横浜 会議センターにおいて、薬学部分子薬理学
教室の前教授 石井邦雄先生
（北里大学名誉教授）のもと開催されました。
石井先生は、本年会のテーマを未知の領域への果敢な挑戦によってまだ見
ぬ新たな薬理学像を創造していかなければならないという方向性を示すも
のとして“Voyage beyond the Horizon”としました。大村智先生
（北里
大学特別栄誉教授）
によるプレナリーレクチャーをはじめ、特別講演、教
育セミナー、シンポジウム、ワークショップ、若手研究者キャリア支援プ
ログラムなど、大変充実した内容で行われました。大村先生にはノーベル
生理学・医学賞の受賞に至ったエバーメクチンの発見・開発の経緯のみな
らず、若手研究者へのメッセージとして、これまでの研究人生から得られ
た研究哲学をお話しいただけました。最終的には総演題数は990演題とな
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り、2,280名もの方々が参加し非常に活気のある学会となりました。
翌日の３月12日
（土）
には、薬学部コンベンションホールにおいて、
「薬
の過去・現在・未来〜その役割の変遷〜」と題し市民公開講座を開催いた
しました。池谷裕二先生
（東京大学教授）
と本田一男先生
（昭和大学客員教
授）
に薬の歴史とその役割の変化に加えて、製薬企業における医薬品開発
の手法の変遷、さらには未来の薬の役割への展望について、薬剤師やコメ
ディカルなどの医療に関わる方々ばかりでなく、一般市民の皆様にも分か
りやすくご講演いただきました。
本年会・市民公開講座の開催に当たり、多大なるご助力を賜りました関
係各位と共催企業の皆様、広報活動にご協力いただきました皆様、ならび
に会場整備や受付、映像オペレーションなどの業務をお手伝いいただきま
した皆様に厚く御礼申し上げます。

研究種目

所属

⑥若手研究 (B)

研究代表者
職位

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（継続）

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

180（継続）
190（継続）

微生物学

助教

伊藤雅洋

乳酸桿菌による自然免疫賦活化メカニズムの解明

特任助教

早川大地

計算化学によるセルロース誘導体の光学特性のダイアグラム化と複屈折予測装置の作成

医薬品化学

助教

嶋田修之

有機ホウ素触媒による官能基および位置選択的分子変換

分子薬理学

助教

微生物薬品製造学

助教

創薬物理化学

90（新規）
120（新規）

牛久保裕子 新規糖尿病網膜症治療戦略の開発を目指した網膜血管伸長方向の調節機序解明

150（新規）

大城太一

微生物資源を用いた中性脂質生成制御からの創薬へのアプローチ

190（新規）
150（新規）

生命薬化学

助教

唐木文霞

立体的かつ構造改変が容易な創薬候補化合物群を効率的に得る手法の開発

生命薬化学

助教

平山重人

鎮痛耐性能の低いμ - δヘテロダイマー受容体選択的な作動活性を示す新規鎮痛薬の創出

助教

西山啓太

ビフィズス菌の糖質分解酵素を介した新規定着メカニズムの解析

100（継続）

網膜血管形成のプログラム破綻がもたらす血管パターン異常と網膜症リスクとの関連

110（継続）

⑦研究活動スタート支援 微生物学
⑧特別研究員奨励費

交付決定額
（直接経費）

研究課題

氏名

分子薬理学

特別研究員 (DC1)

森田茜

微生物薬品製造学 特別研究員 (PD)

小林啓介

天然資源からの中性脂質代謝を制御する低分子化合物の作用機序解析

病態解析学

中村正彦

ヘリコバクター属による胃マルトリンパ腫および胃癌に対するイソチオシナネートの効果

准教授

70（新規）

90（継続）
110（継続）

■平成27年度厚生労働科学研究費補助金
事業名

職位

医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス
社会薬学部門
政策研究事業

客員教授

氏名

研究課題

松田利夫 アジア諸国における血漿分画製剤の製造体制の構築に関する研究

交付額（万円）
（直接経費）
（分担）40（継続）

■平成27年度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

職位

公益財団法人 武田科学振興財団／ 2015 年度薬学系研究奨励

助教

氏名

研究課題

交付額（万円）
（直接経費）

福田隆志 Citridone 類は MRSA の黄色い鎧をはがす

200（新規）

平成27年度その他の府省庁、独立行政法人（JSPS 等）、国立研究開発法人（JST、AMED、NEDO 等）、地方公共団体
事業実施機関 ( 団体 ) 名／事業名
日本医療研究開発機構／Ａ－ＳＴＥＰ産学共同
促進ステージハイリスク挑戦タイプ
日本医療研究開発機構／医療分野研究成果展開事
業 産学連携医療イノベーション創出プログラム
日本医療研究開発機構／Ａ－ＳＴＥＰ産学共同
促進ステージハイリスク挑戦タイプ
日本医療研究開発機構／医薬品等規制調和・評
価研究事業
日本医療研究開発機構／医薬品等規制調和・評
価研究事業
沖縄科学技術振興センター／知的クラスター形
成に向けた研究拠点構築事業
日本医療研究開発機構／創薬基盤推進研究事業

職位

生命薬化学

教授

藤井秀明 情動系を調節するオピオイドδ受容体作動薬の創製

240（新規）

生命薬化学

教授

藤井秀明 情動系を調節するオピオイドδ受容体作動薬の開発

199（新規）

創薬物理化学

教授

広野修一 強力なゴルジ体機能阻害能を発現する新規分子標的抗がん剤の開発

451（新規）

医薬開発学

教授

臨床統計学

教授

微生物薬品製造学

教授

生薬学

教授

日本医療研究開発機構／医薬品等規制調和・評
臨床統計学
価研究事業
日本医療研究開発機構／再生医療の産業化に向
臨床統計学
けた評価基盤技術開発事業
日本医療研究開発機構／感染症実用化研究事業
臨床統計学
肝炎等克服実用化研究事業ⅰ

教授

氏名

成川衛

研究課題

交付額（万円）
（直接経費）

所属

医薬品リスク管理計画制度の効果的な実施と一層の充実のための基盤研
究

竹内正弘 機能遺伝子多型に係る人種差に関する研究
研究開発項目①「細胞スクリーニングを用いた抗菌薬候補の探索」／研
供田洋
究開発項目① - ２「抗菌活性物質のアッセイ、単離・同定」
新技術による生薬の生産と臨床応用を指向した品質評価に関する研究
小林義典
（再委託）
東アジア地域での薬剤応答性における民族差と国際共同治験や医薬品使
竹内正弘
用の実態に関する調査研究（再委託）

教授

竹内正弘 再生医療等の産業化に向けた評価手法等の開発（再委託）

教授

多施設共同研究による肝移植後肝炎ウイルス新規治療の確立と標準化
竹内正弘
（再委託）

290（新規）
86（新規）
630（新規）
150（新規）
83（新規）
182（新規）
15（新規）

日本プロテオーム学会2016年度学術大会を開催して
同大会（JHUPO第14回大会）／JPrOS2016
生化学教室
教授

大会長

服部成介

日本プロテオーム学会（Japanese Proteomics Society, JPrOS）の
2016年度学術大会を、７月28日
（木）
（金）に薬学部白金キャ
〜７月29日
ンパスにて開催しました。今大会のテーマを「トランスオミクスが拓く地
平」と題し、本学会の中心的研究領域であるプロテオミクスに加え、ゲノ
ミクス、トランスクリプトミクス、メタボロミクスからの知見を統合的に
俯瞰することにより、新たな生命像を捉えることを狙いとしました。
招待講演者として、Richard J. Simpson 教授（La Trobe 大学、豪州）
、
菅野純夫教授（東京大学）
、Akhilesh Pandey 教授（Johns Hopkins 大、
米国）
、Kwang Pyo Kim 教授（キョンヒ大学、韓国）
、Yu-Ju Chen 博士
（Academia Sinica、台湾）の多彩な5名の講演者を招き、さらに進境著
しい分野に焦点をあてた７つのシンポジウムを開催しました。大学、研究
所、企業から約400名の研究者が参加し、活発な討論が行われ、学術的に

同大会の
ホームページ

意義の深い大会となりました。講演会場を提供して下さり、さらに大会に
様々な便宜を諮って下さいました北里大学薬学部に深く感謝致します。
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日本薬学会第136年会を終えて
ています。約１万名の参加者のうち 3,500 名程度が

第136年会組織委員長
教授

学生でしたので、若い世代の参加が多かったことは

伊藤智夫

喜ばしいことと思っています。
第 136 年会では新たに、国際化に向けて参加証を

日本薬学会第 136 年会は、本学が当番校となって

日本語と英語の併記へ変更、日病薬病院薬学認定薬

平成 28 年３月 26 日～29 日にパシフィコ横浜で開催

剤師制度・認定シールの配付、中高生向けの市民講

されました。特別講演は、海外から４名、国内から

演会を行いました。国際化の点では、年会における

７名に加えて、ノーベル賞受賞記念特別講演として

国際創薬シンポジウムも定着しましたので、３日間

本学特別栄誉教授である大村 智 先生にご講演いた

とも英語による講演等が行われるようにプログラ

だきました。大村先生の講演では、大ホールと中継

ムを編成しました。結果として、中国から約 60 名、

４会場を含めて 2,000 名以上の座席を用意しました

台湾から約 20 名の参加がありました。また、若い

が、全ての会場が立ち見となりました。一方、受賞

世代を薬学に取り込むことを目的として、中高生向

講演として薬学会賞４名、創薬科学賞２名、学術貢

けの市民講演会を実施しました。横浜市次世代育成

献賞３名、学術振興賞４名、奨励賞８名、教育賞 1 名、

事業の支援を得て、横浜市内の中・高等学校へ 15

佐藤記念国内賞１名の講演がありました。また、一

万枚のチラシを配布し、参加申込みはインターネッ

般シンポジウム 67 件、大学院生シンポジウム５件

トを介して行い、市民講演会参加者はノーベル賞受

に加えて、国際交流シンポジウムとしてドイツ薬学

賞記念特別講演や機器展示ツアーへの参加を可能と

会代表者講演（２名）と FIP フォーラムが開催され、

しました。その結果、当初の想定を遥かに上回る

一般口頭発表は 1,040 題、ポスター発表は 2,510 題

249 名の申込みがありました。今後も、継続的に中

でした。さらに、ランチョンセミナー25 件と、各

高生向けの企画を実施することが望まれます。

種教員会議 21 件も実施されました。４日間の参加

最後になりましたが、第 136 年会の開催に当たっ

者は 9,800 名を超え、その内訳は一般会員 4,276 名、

ては薬学部教員、事務職員、学生の皆様に、言葉で

非会員 1,667 名、学生会員 2,123 名、４年次以下の

は表せないほどお世話になりました。この場を借り

学生 1,312 名、その他非会員シンポジスト等となっ

てお礼申し上げます。

日本薬学会
第136年会の様子

横浜市みなとみ
らいのパシフィ
コ横浜が会場

横浜市次世代育成事業の支援を得て、中高生向けの市民講演会も実施
日本薬学会会頭講演

物理系薬学部会シンポジウム
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国際創薬シンポジウム

ポスター発表会場も盛況

懇親会での伊藤組織委員長のあいさつ

日本薬学会第136年会優秀発表賞の受賞者
ポスター発表の部
衛生化学研究室
薬学研究科修士課程２年

小林 祈

だけでは、粗雑さがいずれ綻びを生み、目標完遂が困難となる。
そこで２つ目として、一貫した計画と丁寧で綿密な情報共有が
必要だと考える。しかし、この正確性のみでは爆発力に欠け、
競争が激化する研究社会においては成功に結びつく機会が減少

私は「丁寧な挑戦」ができる研究者を志している。既存の枠
組みを溶解させるような躍動感と超域性のあるチャレンジ精神
薬剤学教室
薬学研究科修士課程１年

三ツ木諒

する。それ故、私はいずれの要素をも兼ね備えることを目標と
し、日々勉学に励んでいる。
果を発表させていただきました。初めての学会発表でしたが、
多くの方々に自分の研究内容を理解して頂き、喜びを感じまし
た。また、研究者は研究を行うだけではなく、自分の結果を外
で発表し、他人に伝えていくことが重要だということを実感し

薬学会では、重篤な肝障害を引き起こす薬物であるトロバフ

ました。今回の受賞を励みとし、より良い研究成果を挙げ、社

ロキサシンの肝障害発症メカニズムの解明を目的とした研究結

会へ発信して行きたいと思います。

生薬学教室
平成27年3月

臨床薬学研究・教育センター
平成27年3月 薬学科卒業

髙橋 純

薬学研究科修士課程修了

保険薬局学

上田祥貴

口頭発表の部
生薬学教室
薬学研究科博士後期課程１年

小西成樹

本研究では、生薬由来のオンジサポニンから糖鎖の切れたアグ
リコン (tenuifolin) の効率的な単離に成功し、誘導体の合成等
に活路を見出せました。反応ツールとして単離実験で応用した
例のないフローリアクターの扱いに苦労しましたが、後輩との

天然配糖体の単離・全合成は含有量の低さや構造の複雑さの
点から難しく、
医薬品としての実用化例は少ないのが現状です。
分子薬理学教室
薬学研究科修士課程２年

中野歩希

議論等で試行錯誤し工夫した条件設定を結果に反映できる点が
興味深かったです。
模倣した新規実験動物モデルを作製し、血管が異常に形成され
るメカニズムを解析してきました。今回の研究では、血管を異
常に形成する因子を産生する細胞を脱落させることで、血管の
異常が抑制されることを見出しました。今後は、より詳細なメ

私は、小児失明原因第一位である未熟児網膜症という疾患に
ついて研究を行っています。これまでの研究では、この疾患を

カニズムの解明と、臨床研究にも応用できるような治療薬の探
索も行っていきたいと思います。

大村先生の講演は満席で、中継会場では入りきれずに
立ち見も出るほど

講演後、
講演を聴講した中高生の
代表者から花束の贈呈
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News & Topics
薬学部教員紹介

平成28年度 昇任教員あいさつ
分子薬理学教室
教授

中原 努

ア大学サンフランシスコ校の Donald M. McDonald 教授のもとで、
腫瘍血管の異常性に関する研究を行う機会を得ました。帰国後は、
分子薬理学教室の中心テーマである眼薬理学に腫瘍血管の研究を通
じて得た知識と技術を応用させながら「血管異常性と血管周囲環境
変化との関連」に関する研究を展開しております。

平成28年４月１日から、石井邦雄先生の後任として分子薬理学教
室を担当することになりました、中原努と申します。
私は、平成3年3月に静岡県立大学薬学部を卒業後、同大学大学院
薬学研究科の修士課程さらに博士課程に進学しました。平成８年３

現在、未熟児網膜症、糖尿病網膜症及び緑内障における病態の進
行と網膜血管構成細胞・グリア細胞・神経細胞の変化との関連につ
いて精力的に研究を進めており、創薬研究の新機軸を創成すること
を目標としております。

月博士課程を修了し同年４月より国立循環器病センター研究所で循

これからも微力ではありますが、次世代を担う人材育成に尽力し

環生理学に関する研究に従事しました。平成９年９月に前教授であ

ながら北里大学薬学部の発展に寄与していきたいと考えております

る石井邦雄先生より薬学部分子薬理学教室の助手として赴任する機

ので、今後とも皆様のご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げま

会をいただき、その後、平成14年に講師、平成19年に准教授に昇任

す。

しました。平成15年７月から平成17年３月までの間、カリフォルニ

臨床薬学研究・教育センター
（臨床医学）医薬開発学
教授

成川 衛

平成28年４月１日から、医薬開発学研究室の教授を拝命しました
成川衛です。

にも効果と効率性の評価が求められます。
私は、
平成３年に東京大学薬学部を卒業後、
厚生省（当時）に入省し、
新薬の承認審査業務のほか、薬事法改正やガイドライン作成といっ
た医薬品に関連する政策の企画立案、医薬品規制の国際調和、診療
報酬や薬価制度といった仕事に携わってきました。その後、縁あっ
て本学にお世話になり早９年になります。教育の重要さと研究の面
白さを実感する日々を送っています。

医薬開発学研究室は、平成18年に新設（竹内正弘教授）された比

近年、新薬の臨床開発は急速に国際化が進んでいます。優れた医

較的新しい研究室です。私は、19年４月に准教授として着任以来、

薬品は、日本のみならず世界の国々で病に苦しむ患者の方々に一刻

この分野における教育・研究に携わってきました。薬学部の中にあ

も早く届けられるべきであり、新薬創出国の一員として、日本がそ

りながら、動物実験や化合物の合成研究をするわけでなく、いわゆ

の役割と責任を果たしていけるよう努力していきたいと考えます。

る「ドライ・ラボ」として、
新薬の研究開発の最終段階に位置する「臨

今後も、ご関係の皆様のご指導、ご助言をいただきながら、学生

床試験」による医薬品の効果と安全性の評価、審査・承認、市販後

の教育に力いっぱい取り組むとともに、本学薬学部の発展と日本の

の安全対策に関する手法や仕組みなどを研究対象としています。優

医薬品開発の活性化に貢献していく所存です。どうぞよろしくお願

れた医薬品が速やかに医療の場に届けられるよう、薬に関する規制

いいたします。

臨床薬学研究・教育センター
（臨床薬学）薬物治療学Ⅳ
教授

尾鳥勝也

の薬剤部長を兼務しております。
薬学という専門的な領域から医療現場に山積している薬物療法に
関わる諸問題について、その問題解決に取り組み、必要なデータを
作成し、臨床にフィードバックすることは、医薬品を取り扱う薬剤
師として、安全かつ適正な薬物療法の実施に貢献することにつなが

平成28年７月１日から、臨床薬学研究・教育センター臨床薬学大

ると思っています。引き続き、医療現場での様々な薬物療法に関わ

講座 薬物治療学Ⅳの教授に昇任いたしました尾鳥勝也と申します。

る問題点を抽出し、その問題解決を中心とした研究を行っていきた

出身は福井県の「若狭」という自然環境に恵まれたところで、ご

いと考えております。

く普通の田舎です。北里大学薬学部を卒業後、北里大学病院薬剤部

また、本学の特徴である附属病院薬剤部に薬学部教員が常駐して

に入職し、平成12年４月に薬学部病院薬局部門（現在の薬物治療学

いることを最大限に生かし、時代とともに変化している医療、病院

教室）へ移籍いたしました。薬学部に移籍後も北里大学病院と北里

薬剤師業務など、最新の情報を講義・実習に盛り込みながら、大学

大学東病院の薬剤部で病院薬剤師の仕事を兼務しながら学生教育に

卒業時には学生たちが「薬剤師として求められる基本的資質」をしっ

携わってきました。平成28年５月末まで約30年間相模原の病院で勤

かりと修得できるよう取り組んでいきたいと考えております。今後

務しておりましたが、この６月から埼玉県北本市にある北里大学メ

とも、皆様のご指導・ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

ディカルセンターへ異動となり、現在は北里大学メディカルセンター
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人事異動一覧

平成28年7月1日現在

教室・部門

職位

氏名

異動年月日

異動事由

分子薬理学教室

教授

中原 努

H28.4.1

昇任（再任）

医薬開発学

教授

成川 衛

〃

昇任（再任）

臨床薬学研究・教育センター

助教

向井潤一

〃

部内異動（臨床薬学教育部門から）

医薬研究施設

助教

長井賢一郎

〃

部内異動（化学系共有機器室から）

学習支援室

助教

倉持有香

〃

部内異動（薬物治療学Ⅰ）

嘱託助教

佐藤倫子

〃

再雇用

助教

大城太一

〃

新規

助教

竹平理恵子

〃

新規

助教

中山萌美

〃

新規

化学系共有機器室
微生物薬品製造学教室
薬学教育研究センター

医療心理学部門

薬物治療学Ⅰ
臨床薬学研究・教育センター（レジデント）

嘱託助教

丸山 修

〃

新規

臨床薬学研究・教育センター（レジデント）

嘱託助教

松野咲紀

〃

新規

臨床薬学研究・教育センター（レジデント）

嘱託助教

福田恵佑

〃

新規

臨床薬学研究・教育センター（レジデント）

嘱託助教

相良有里

〃

新規

臨床薬学研究・教育センター（レジデント）

嘱託助教

岡﨑沙織

〃

新規

臨床薬学研究・教育センター（レジデント）

嘱託助教

佐野裕司

〃

新規

臨床薬学研究・教育センター（レジデント）

嘱託助教

能登圭史

〃

新規

薬物治療学Ⅳ

准教授

尾鳥勝也

H28.6.1

部内異動（薬物治療学Ⅰから）

嘱託助教

福井泰久

〃

新規

薬物治療学Ⅳ

教授

尾鳥勝也

H28.7.1

昇任

薬物治療学Ⅰ

講師

平山武司

H28.7.1

部内異動（薬物治療学Ⅱから）

生化学教室

薬物治療学Ⅳ

教授

小宮山貴子

H28.3.31

退職

准教授

猪腰淳嗣

H28.3.31

退職

薬理学教室

講師

松尾由理

H28.3.31

退職

生化学教室

助教

佐藤龍洋

H28.3.31

退職

病態解析学

助教

髙橋哲史

H28.3.31

退職

微生物薬品製造学教室

薬学教育研究センター

助教

田辺記子

H28.3.31

退職

臨床薬学研究・教育センター（レジデント）

医療心理学部門

嘱託助教

中山萌美

H28.3.31

退職

臨床薬学研究・教育センター（レジデント）

嘱託助教

大塚駿太

H28.3.31

退職

薬学教育研究センター

嘱託助教

荒井きより

H28.3.31

退職

医療心理学部門

薬学部永年勤続教員の紹介
勤続年数

所属

職位

氏名

教授

尾鳥勝也

准教授

篠崎公一

薬品製造化学教室

助教

有馬志保

生薬学教室

講師

白畑辰弥

30年

薬物治療学Ｉ

20年

薬物動態学

10年

薬学教育研究センター

准教授

西端芳彦

微生物薬品製造学教室

情報薬学部門

講師

内田龍児

微生物薬品製造学教室

助教

小山信裕
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News & Topics
教育トピックス

平成28年度に配属されたレジデントから
平成 28 年度は、北里大学 4 病院薬剤師レジデントとして、大学病院・東病院に 3 名、北里研究所病院に 2 名、
メディカルセンターに 2 名が配属されました。そのうちの 2 名に抱負を語ってもらいました。

レジデント制度と正規職員の違い
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

福田恵佑

レジデントとしての１年間
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

松野咲紀

近年、医療の高度化、細分化が進む中で薬剤師に求められる

私は昭和大学薬学部を卒業し、北里大学病院で薬剤師レジデ

業務や知識は拡大傾向にあります。そういった背景から、病棟

ントとして研修を行っています。レジデント制度を取り入れる

において存在感を発揮し、高度な業務を行える質の高い薬剤師

病院が増えている中で、私が北里大学病院のレジデントを志望

を育成することがレジデント制度の目的です。しかし、そもそ

したのは、急性期から回復期、慢性期あるいは在宅へと４病院

も薬剤師は生涯にわたり常に研鑽することで社会に貢献するこ

が連携して患者様を支援しており、そのような医療体制の整っ

とが求められており、現場の薬剤師は常に積極的に自己研鑽を

た環境で研修したいと思ったからです。それぞれの病院で、患

行っています。

者様の健康のため、疾病の回復、自立支援のために薬剤師とし

では、レジデントと正規職員の違いはなんなのか。現在、私
は総合手術センターを中心に研修を行っていますが、知識を持っ

て求められることが何かを学び、それらを実践していくために
必要な知識、技能、精神力を身に付けたいと考えています。

ていることとそれを活用できることは全く違う、ということを

また、薬学部卒前教育にも携われるという点もレジデントを

強く感じます。レジデントの場合、正規職員と比べ病棟研修の

志望したきっかけの一つです。自分が今までに学んだことを教

期間が長いため実践の機会が多く、学部教育にも関わるため知

授することで自分自身の理解がより深まるため、積極的に臨床

識を改めて理解する、勉強する機会が多く与えられています。

薬学教育に貢献していきたいです。

この利点を最大限活用し、一刻も早く一人前の薬剤師となるべ
く今後も精進してまいります。

まだ研修が始まったばかりで慣れないことも多いですが、こ
の１年間多くのことを吸収し、幅広い視野から患者様に寄り添
うことのできる薬剤師に成長していきたいです。

発表経験者に聞く、大学院中間発表の魅力
平成 28 年度大学院薬学研究科中間発表会は、5 月 7 日
（土）9:15 〜 15:45、薬学部 1 号館コンベンションホールにて行われ、
修士課程 61 人・博士課程 15 人が研究の途中経過を発表しました。

微生物学教室
薬学研究科修士課程 2 年

竹村桃

意義な時間を過ごすことができました。私自身は、
「サルモネラ
Ⅲ型エフェクターの機能解析」というテーマのもと行ってきた
研究について３分程度で発表しました。発表後には質疑応答の
時間も設けられており、自身の研究にとって貴重な機会となり
ました。また、発表会後には懇親会も行われました。他研究室

大学院中間発表会は、各研究分野間での情報交換と大学院生
間の交流を目的に、薬学部研究室に所属する全ての大学院生が
集い、各々の研究の進捗状況について発表するものです。
当日は、様々な分野の研究報告を聞くことができ、非常に有
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の大学院生と話す良い機会となり、多くの刺激を受けることが
できました。
今回、このような発表の機会をいただけたことに深く感謝し
ています。是非、来年度も継続していただきたいと思います。

薬学科研究発表会を終えて
平成 28 年度の薬学科の卒業研究発表会は、7 月 2 日（土）に薬学部 1 号館 1 階の学生ホール、1603 講義室、
2302 多目的ホールを利用して行われました。その発表を終えたばかりの 6 年生に研究テーマや感想を聞きました。
生命薬化学教室
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Ⅳ
薬学科６年

田山 薫

長谷川芽萌

私は「運転注意喚起薬剤に対する薬剤師の指導現状と情報提

私は『κ受容体を志向した C- ホモモルヒナンを基本骨格と

供体制の充実」というテーマで卒業研究に取り組みました。疾

するオピオイドリガンドの合成』というテーマで研究を進めま

患や薬剤により運転のパフォーマンスが低下することがあり、

した。κ受容体選択的作動薬は薬物依存性等の副作用が少ない

実際に関連する交通事故も多く報告されています。このことか

鎮痛薬になりうるとして研究が進められています。

ら、患者の安全性向上に繋がる薬剤師の積極的な関わりが求め

発表会当日は、初めて聞く方でも分かりやすいように説明す

られています。薬剤部の先生方と協力し、院内の対象薬剤の情

ることを心掛けました。また、他分野の発表を聞くことで見聞

報整備を行い医療従事者への認識を向上させる、さらに患者へ

を広げることができ、基礎研究と臨床との繋がりを感じること

わかりやすい指導を行うことができるような指導ツールの導入

が出来る良い機会となりました。

について検討を進めました。臨床現場の意見を反映させる上で

配属直後は有機合成ができるか不安でしたが、先生方や先輩

は、必要とされていることを理解し迅速に対応することが求め

方にご指導頂きながら、最終的には自分自身で実験を進めるこ

られました。卒業研究発表会では聞き手が理解しやすく、さら

とが出来るようになりました。実験を通して、計画を立て効率

に興味を持ってもらえるように説明することができ、自身の成

的に作業を進める考え方や、誰がいつ見ても実験を再現できる

長を実感しました。

ように記録を残すことの重要性を学びました。これらのことは

１年半の研究室生活は毎日試行錯誤の繰り返しで、友人や先

今後の生活でも生かすことが出来ると思います。１年半ご指導

生たちのサポートにより根気強く研究を続けることができまし

頂き、支えてくださった先生方、研究室のメンバーに感謝申し

た。またご指導くださった薬剤部の先生方は私の目標ともなり

上げます。

ました。このようなかけがいのない場を与えてくださった皆様
に深く感謝を申し上げます。

臨床薬学研究・教育センター
（臨床薬学）薬物治療学Ⅰ／薬剤学教室
薬学研究科博士課程 4 年

朝倉充俊

今年度の大学院生中間発表会には、様々な研究分野で研鑽を

るため大変良い機会となります。
さらに、研究室の枠を越えた交流が活発に行われる懇親会も
魅力のひとつです。私の研究は、博士課程１年次の懇親会で研
究内容に関する議論をしたことがきっかけで他の研究室との共
同研究に繋がり、大きく発展させることができました。その結
果、これまでに２型糖尿病治療薬ビルダグリプチン（エクア®）

積む約 80 名の大学院生が参加しました。大学院生は熱心に研

のヒト体内における主要な代謝酵素を明らかにすることがで

究に取り組むために研究室に閉じこもりがちですが、本発表会

き、
論文投稿や国際学会での発表を経験することができました。

に参加することで仲間を作り交流することや、様々な分野の研

北里大学の研究環境の素晴らしさを実感することのできる有意

究発表を聴き研究者としての視野を広げることができます。ま

義な行事ですので、大学院生の方々には来年度以降も積極的に

た、私のように他大学から大学院に進学した場合にも、多くの

参加していただきたいと思います。

先生方や大学院生に顔と研究内容を覚えていただくことができ
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News & Topics
教育トピックス
基礎系の教育トピックス

微生物学実習Ⅱについて
微生物薬品製造学教室
講師

内田龍児

「微生物学実習Ⅱ」は3年生の前期に行われる微生物系の学生実習
です。この実習では、微生物薬品製造学教室の研究内容の一部を含
んでおり、学生の皆さんにとっては、研究室配属の前に当研究室の
研究内容に触れて貰える良い機会にもなっています。

生物学的検定
法によるスト
レプトマイシ
ンの抗菌活性
の測定

実習は大きく3つの項目から構成されています。項目Ⅰの「土壌か

トレプトマイシンの精製」では、放線菌 Streptomyces griseus の培

らの放線菌および真菌の分離・培養」では、抗生物質のスクリーニ

養によってアミノ配糖体系抗生物質のストレプトマイシンを生産さ

ングを実体験してもらいます。学生の皆さんが自ら採取してきた土

せ、その培養液中からイオン交換樹脂を使って精製する、つまり混

から、抗生物質を作り出す能力を持つ微生物（放線菌や真菌）を純

合物の状態から目的の化合物だけを取り出す技術の一つを習得しま

粋培養し、最終的に自分が分離した放線菌が抗生物質を生産してい

す。これまでにノーベル賞に貢献した抗生物質は３つあります。記

るかどうかを観察できる内容にしてあります。項目Ⅱの「生物学的

憶に新しいエバーメクチン（大村智北里大学特別栄誉教授：2015年）
、

検定法」では、抗生物質の検定方法の一つであるペーパーディスク

ペニシリン（フレミング博士ら：1945年）
、そして実習で扱うスト

法やカップ法を使って、ストレプトマイシンの抗菌活性を測定しま

レプトマイシン（ワックスマン博士：1952年）です。

す。実際に抗生物質の効果を阻止円とういう形で観察できます。ま

微生物はイメージとしてあまり良くないかもしれませんが、悪さ

た、教科書で度々登場する抗生物質の効力を示す値、最小生育阻止

をするものばかりではありません。実は、私たちの日々の生活に恩

濃度（MIC 値）の測定方法を学びながら、求めた MIC 値から配布

恵を与えてくれるものも沢山あります。そんな微生物の良い面を体

された抗生物質を判断するクイズ形式にしてあります。項目Ⅲの「ス

験できる実習でもあります。

臨床系の教育トピックス

グローバル人材育成を目指したアイオワ大学薬学部との
双方向国際交流について
アイオワ大学薬学部での研修
で脈拍と血圧測定を経験

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

アイオワ大学薬学部６年生の研修
終了後の懇親会（白金キャンパス）

薬学部では学術国際交流協定に基づき、2011年から６年生の希望
者計45名が、米国アイオワ大学薬学部で、２週間の臨床研修を行っ
てきました。米国の医療システムや患者ケア、日本では薬剤師が実
施していないワクチン接種などについて理解を深めました。プログ
ラムが軌道にのり定着した本年は、より臨場感をもった研修を目指
した内容に変更しました。学生が最も印象に残ったのは、大学病院
及び大学提携の薬局で、臨床研修中のアイオワ大学薬学部６年生に
１日同行して薬剤師の仕事を体感する「Shadowing」や、医療チー
ムの回診同行でした。アイオワの学生が薬剤師の指導のもと、責任

修期間中、附属病院、薬局、東洋医学総合研究所の見学に加え、本

を持って臨床現場で研修していること、また医療チームに溶け込ん

学学生（対象は２～６年生希望者）とのクリニカルミーティングな

で意見交換している様子に大変驚くとともに、自分達ももっと頑張

どの懇談の機会を設けました。本学学生とコミュニケーションをと

らなくてはならないと刺激を受けました。

る機会を多く持て、日本の友人が増え貴重な経験となりました。

また国際交流では双方向交流が重要とされ、相互理解の増進及び

国際交流は、勉強だけでなく文化や人と人との交流も重要です。

グローバルな人材育成を目指しています。そこで昨年から、アイオ

今後も学生間の交流を大事にしながら、継続的に双方向交流を進め

ワ大学薬学部６年生２名が日本での4週間の研修を開始しました。研

ていきたいと考えています。
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■平成28年度生涯学習セミナー日程
期間 NO.
夏期

4

5
期間 NO.
中期
6
7
8

日程・テーマ
講義
第１回 平成28年7月30日（土） 講義１：最近の医療費と薬剤費を巡る議論
薬剤師の立場から明日の医療費に 講義２：後発医薬品とバイオ後続品について知る
ついて考える
【終了しました】
（土） 講義１：化学的視点に基づいた医薬品の考え方と薬学部６年制における化学教育
第２回 平成28年9月10日
薬剤師の立場から大学における化 講義２：生薬の品質管理の重要性～特に、いわゆる健康食品の品質と有効性・安
学教育の重要性を考える
全性について
日時
第１回 平成28年 9月24日
（土）
第２回 平成28年10月15日
（土）
第３回 平成28年11月 5日
（土）

期間 NO.
後期
9
10

日時
第１回 平成29年 1月21日
（土）
第２回 平成29年 2月18日
（土）

講師
中井清人先生
成川 衛先生
牧野一石先生
小林義典先生

当初予定から日程等に一部変更があります。
会 場 は 薬 学 部 1 号 館 1501 講 義 室 又 は
1603 講義室

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
（いのちのみらい募金）
薬学部関係者の申込状況について（平成 28 年５月 31 日現在） 38,166,265 円
（募金目標額 1 億円）
平成 28 年度は周年記念事業募金期間の最終年度です。ご協力お願いいたします。

記念事業募金要項
〔目的〕
北里研究所創立 10 0 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
③大学施設の拡充
⑤研究の充実
⑦病院施設・設備の充実
⑨感染症の教育・研究等の充実

②学生支援の充実
④キャンパスの整備
⑥国際化の推進
⑧北里精神の継承・発展

〔目標額（法人全体）〕
50 億円
〔期間〕
平成 24 年 4月1日～平成 29 年 3月31日（5 年間）

〔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、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。

〔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

寄付金に対する税制上の優遇措置
〔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
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

記念事業ホームページ h t t p : / / w w w . k i t a s a t o . a c . j p / 1 0 0 × 5 0 /
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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

97（85）名

97（85）名

97（85）名

1.0

5名

5（3）名

5（3）名

5（3）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

808（502）名

808（502）名

102（67）名

7.9

700

673

603

5名

185（83）名

185（83）名

25（11）名

7.4

700

666

602

志願者数

受験者数

倍率

配点

最高点

最低点

150 名

1,672（979）名

1,605（943）名

380（219）名

4.2

300

278

186

25 名

293（108）名

286（103）名

118（36）名

2.4

300

256

182

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

5（3）名

5（3）名

1（0）名

5.0

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

11（8）名

11（8）名

1（0）名

11.0

生命創薬科学科（４年制）

若干名

0（0）名

0（0）名

0（0）名

—

平成 29年度入試日程
薬学部

大学院修士課程

（薬学科・生命創薬科学科）
社会人特別選抜
１次 平成28年11月 5 日（土）
入学試験・編入学
試験（2年次編入） ２次 平成28年11月12 日（土）
指定校推薦入学試験

※白金キャンパスにて実施

平成28年11月12 日（土）

大学入試センター試験 平成 29 年 1 月 14 日
（土）
利用入学試験（A方式）
〜 1 月 15 日（日）
一般入学試験（B方式） 平成 29 年 2 月 1 日
（水）

（

）内は履修コース名

推薦（薬科学・臨床
平成 28 年 6 月 2 日（木）
統計学・医薬開発学）
社会人特別選抜 1 次 平成 28 年10 月 8 日（土）
（臨床統計学・
2 次 平成 28 年 10 月 20 日
（木）
医薬開発学）
一般（薬科学・ Ⅰ期 平成 28 年 8 月 23 日
（火）
臨床統計学・
Ⅱ期※ 平成 28 年10 月 8 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 28 年10 月 8 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。

編 集 後 記

薬学部ニュースの担当を平成26年3月
発行の第7号からやらせていただきました

□発行責任者／本間 浩
□編集責任者／供田 洋

からないまま薬学部ニュースを担当することになり、ちゃんとできる

〒108-8641

か不安の中、薬学部ニュース編集委員の先生方をはじめたくさんの

東京都港区白金5-9-1

方にご協力いただき、毎号発行することができました。本当にありが

北里大学薬学部事務室総務課

20

（S.A）

博
士
後
期
課
程

TEL 03-3444-6191
□発行日 2016年８月12日

）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）
推薦（薬学）

平成28年10月 8日
（土）
平成28年10月20日
（木）
平成29年 2月15日
（水）
平成28年10月 8日
（土）
平成29年 2月15日
（水）

平成28年 6月 2日
（木）
博
士 一般（薬学）
平成28年 8月23日
（火）
課
程 社会人特別選抜（薬学・ 平成29年 2月15日
（水）
医療薬学−がん領域−）

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

後の薬学部ニュースとなりました。育休から復帰したばかりで何もわ

とうございました。また、これからも薬学部ニュースをよろしくお願

（
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が、とうとう担当が変わることになり、私にとって今回が担当する最

いいたします。

大学院博士後期・博士課程

