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特集

第二の完成年度を迎えた
生命創薬科学科７年間の軌跡

薬科学科設置、一括入試の時代を経て、
現在の生命創薬科学科となるまで
研究推進委員会 委員長
薬品製造化学教室 教授

長光 亨
薬学部の責務は、薬学に関するあらゆる学問を教育

22
（2010）
年度には、薬科学科を生命創薬科学科
（入学

し、1）
高度化した医療現場で活躍できる薬剤師を養成

定員 35 名）
へ名称変更するとともに、分離入試を行う

し社会に輩出すること、および 2）創薬・生命科学分

ことにした
（同時に薬学科の入学定員を 250 名へ変更

野の研究者や教育者など、薬学関連領域で活躍できる

した。なお、平成 29
（2017）年度より 260 名に変更）
。

人材を養成し社会に輩出することである。

これ以降、教育内容をより一層それぞれの学科に特化

平成 15 年度までは、薬学部は 4 年制であり、上記 2
つの目的を遂行するために特に学科を分けることなく
教育がなされていた
（卒業研究配属教室の違いにより、

した必修及び選択科目や実習を増やし、教育が展開さ
れている。
このように、
生命創薬科学科が正式に誕生して以来、

薬学科か製薬学科の卒業とされていた）
。しかしなが

2017 年４月時点で 7 年が経過した訳であるが、この

ら平成 16
（2004）年に学校教育法及び薬剤師法が改正

間、平成 26
（2014）年３月の生命創薬科学科１期生の

されたことから、平成 18
（2006）年度入学生から薬剤

卒業を始め、４期生
（平成 29 年３月）
までが卒業した。

師養成教育が 6 年制になったことに伴い、本学部にお

いずれの期も当初の目的どおり、卒業後、創薬・生命

いては、1）
高度化した医療現場で活躍できる薬剤師の

科学分野の研究者や教育者になることを目指して、さ

養成を目的とした薬学科
（６年制、定員 260 名）
と、2）

らなる研鑽を積むために大学院修士課程へと進学する

創薬・生命科学分野の研究者や教育者など、薬学関

ものが多く、その進学率は 90〜100%と非常に高いも

連領域で活躍できる人材の養成を目的とした薬科学

のであった。さらに生命創薬科学科 1 期生は、平成 28

科
（４年制、定員 20 名）の２学科を設置し、それぞれ

年３月に、修士課程も修了し、一部はより高度な知識

に特化した選択科目や実習も増やし、教育することに

や経験を得るために博士課程へと進学したものもいる

なった。

が、その多くが創薬・生命科学分野の研究者等として

本学部では当初は一括入試で学生を入学させ、４年

社会へと羽ばたいたばかりである。

次進級時に学科を選択させる方式をとっていたが、本

まさに本学部の生命創薬科学科の歴史は始まったば

制度ではどうしても薬剤師免許取得希望者が入学して

かりであり、卒業生全員が本学部や大学院で得た知識

くる割合が多く、薬剤師免許を取得できない薬科学科

や経験を生かして力を発揮し、創薬・生命科学分野で

への進学者は年々減少する傾向にあった。そこで、最

社会に貢献する人材となることを切に願い、彼ら彼女

初から創薬・生命科学分野の研究者や教育者になる高

らの今後の活躍を期待するばかりである。さらに、現

い志を有している学生を募集し、創薬・生命科学分野

在生命創薬科学科に在籍している学生も研鑽を積み、

で活躍できる人材を養成し社会に輩出するという薬学

諸先輩方に続いて歴史を引き継いでいってもらいた

部の責務の一つを遂行することを目的として、平成

い。
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生命創薬科学科1 期生から
あるところに私とサポニンがいた―６年間の軌跡
2016年 薬学研究科修士課程終了（生薬学教室）
現在：薬学研究科博士後期課程１年（生薬学教室）

小西成樹
薬学に関心を持ったルーツを辿ると、入院生活で喘息薬を服

ン」がいました。構造を簡略化し活性を維持したサポニンの誘

用した時の『薬はどのようにできるのか？』という疑問に始ま

導体を合成する毎日。反応に失敗したら
『次は活性化剤や温度、

ります。北里大学薬学部を選んだのは北里柴三郎先生の実学精

原料の当量数を変えるか？』と条件を考える帰路。根気良く実

神や基礎研究の伝統（北里生命科学研究所、東洋医学総合研究

験し、指導した後輩分も合わせ 10 個のサポニンを合成でき、8

所など）があり、当時新設された生命創薬科学科への入学を決

回の学会発表の機会に恵まれました。より高い研究成果を貪欲

めました。

に求める充実感にハマって『もう少し続けよう』と純粋に感じ、

１年の授業（創薬科学への招待）で初めて製薬企業を見学し、
研究者の活躍や最新の設備に刺激を受け、
『将来こんな場所で

英語論文の執筆や語学力の向上を目指して博士課程へ進学しま
した。

薬を創りたい！』と感じました。学生実習では不器用で失敗も

天然サポニンは古くから洗剤などに利用されますが、医薬品

多く、腐った時期もありましたが、薬の種を自らの手で創る有

としての数は少なく実用化はあまり進んでいません。その分や

機合成と鑑定試験で直に触れた生薬に魅力を感じ、3 年次に生

りがいもあり、今後自分の合成した新規サポニンが少しでも創

薬学教室の門をたたきました。

薬に役立つことを期待します。

その中には、免疫増強作用を有する「オンジ（遠志）サポニ

夢に近づいた北里大学での６年間
2016年 薬学研究科修士課程終了（衛生化学教室）
現在：株式会社サティス製薬勤務

松川ふみ
私は中学のころより、
「化粧品会社の研究開発に携わりたい」

科の全員で、製薬会社とワクチンの製造工場に訪問し、実際に

という夢がありました。そのため、高校では理系を選択し、大

働いている方々に直接質問をしたり、製造工場に入って見学し

学では薬学部生命創薬科学科を志望しました。多くの方が知っ

たりしました。自分たちが授業で学んだことの延長線上に、多

ている通り、化粧品を作るには、人の皮膚のことや細胞の働き

くの方に役立つような仕事が繋がっていることに感動したこと

などの「生物学」周辺の知識と、化粧品の配合成分や、有効成

を覚えています。

分を知るのに必要な「化学」周辺の知識を身に着ける必要があ

今振り返ると、
薬学科ではなく生命創薬学科だったからこそ、

ります。そのどちらにも偏らず、両方の知識を得るためにも薬

希望職種に自分で枠組みを作らず、色んな企業に挑戦出来たよ

学部、そして生命創薬科学科を選択しました。

うに思えます。今後の生命創薬科学科では、多種多様な個性を

学生時代、一番印象的だったのは、1 年生の夏休みに行った
特別授業（現在の『創薬科学への招待』
）です。生命創薬科学

持った学生が育ち、一人ひとりが夢に近付けることを祈ってい
ます。
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第二の完成年度を迎えた
生命創薬科学科７年間の軌跡

特集

薬学部4年制学科に思うこと
薬学部長
生体分子解析学教室

教授

本間 浩
北里大学薬学部では、平成 18
（2006）年の６年制薬

薬学会と連携して、
「４年制教育の参照基準」として

学教育の導入にともない薬学科
（６年制）と薬科学科

発表していますが、他学部の教育内容や文部科学省が

（４年制）
の２学科が設置され、入学時に一括して入学

纏めた薬学部６年制教育の改訂モデル・コアカリキュ

者選抜が行われ、４年次への進級時に志望に基づいた

ラムの内容とは異なっています。薬学部 4 年制教育に

学科分けが行われていました。平成 22
（2010）
年には、

特徴的な科目は、
本学では例えば「薬理学」や「薬剤学」

薬科学科から生命創薬科学科へ改称され、薬学科とは

などで、
くすりがどのようにして効果を発揮するのか、

分離した入学試験を行って入学者を選抜することにな

また、くすりがどのように体内へ吸収され分布し、代

りました。今年度
（平成 28 年度）で、薬科学科の設置

謝されて排泄されるのかなどを扱う科目です。他学部

から 11 年、生命創薬科学科への改称からは７年が経

では、主要な科目としては扱われていません。また例

過したことになります。

えば、
「薬事行政」や「薬事関係法規」などのくすり

全国の薬学部 4 年制学科は、さまざまな学科名で呼

にまつわる「社会科学」的な科目も薬学部ならではの

ばれています。薬科学科が標準的ですが、
創薬科学科、

科目であり、他学部とは違って専任教員により授業が

生命薬科学科、生命創薬科学科、健康生命薬科学科、

行われています。実は、物理・化学・生物系の基礎専

創製薬科学科、創薬・生命薬科学科、動物生命薬科学

門科目も薬学部らしい切り口で講義が行われていて、

などがあり、すべて「薬科学」の名前が挿入されてい

他学部の内容とは一味違っています。

ます。国公立大学の薬学部では、現在のところ
（平成

もう一つ、生命創薬科学科には他学部、他学科とは

28 年度）すべてに４年制学科が設置されていますが、

違う特徴があります。
入学後４年次の教室配属までに、

私立大学の薬学部では、56 大学
（57 薬学部）
中 15 大学

情報系、物理系、化学系、生物系、生理・薬理系とい

のみです。これらの４年制学科では、６年制の薬学科

うさまざまな領域の講義・演習や実習のカリキュラム

が薬剤師養成を主眼としているのとは異なり、多くが

が組まれていることです。例えば、理学部生物学科の

薬学研究者や技術者、公務員など幅広い人材養成を目

カリキュラムでは、生物学を中心に講義・実習や演習

的としています。
北里大学薬学部生命創薬科学科の
「人

を履修することになっていて、これがこの学科の特徴

材の養成に関する目的」
は以下のようになっています：

になっていますが、薬学部では物理化学から薬理学ま

「生命創薬科学科は、薬学関連領域における多様な人

での非常に幅広い科目の講義・実習や演習を履修する

材需要に応えるため、薬剤師としてではなく、薬学の
基礎的な知識・技能を基盤に、社会の多様な分野で活
躍できる人材の育成を目的とする。
」

ことになっています。
薬学部生命創薬科学科のカリキュラムには、このよ
うに、他学部・他領域には無い特徴があります。学生

この目的を達成するための科目内容は、
他の学部
（理

の皆さんには、特徴あるカリキュラム内容に誇りを持

学部、農学部や工学部など）とは大きく異なっていま

ち、この点を活かして社会の多様な分野で活躍してい

す。薬学部 4 年制教育の内容は、日本学術会議が日本

ただきたいと思います。
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海外研究機関から薬学部の皆さんへ−海外での研究と暮らし、経過報告

留学の折り返し地点を迎えて

留学先：The Scripps Research Institute, Department of Chemistry
薬品製造化学教室
講師

大多和正樹
この度 2 年間の海外留学という大変貴重な機会を頂き、

Prof. Shenvi と研究室にて

分だったかと考えると疑問が残ります。当然ながら本業に

現在アメリカ西海岸の最南端、カリフォルニア州サンディ

は全力を尽くしつつ、こちらでしか出来ない事にも挑戦し

エゴにあります Scripps 研究所、Shenvi 研究室にて研究

ていきたいと思います。

生活を送っております。成長と挑戦を目的に始まった留学

［英語力：40 点］ Scripps 研究所には多数の日本人研究者

も瞬く間に 1 年近くが経過し、折り返し地点を迎えたとこ

が所属しているため、普通に過ごしていると日本語を話す

ろで現時点での自己採点を行ってみようと思います。

時間の方が長いこともあります。今後は英語力向上のため

［研究：90 点］ テーマに恵まれたこともあり、早い段階

に更なる努力と工夫が必要と考えています。

で最初の仕事を終えることが出来ました。何より北里で

以上の結果を踏まえ、残り 1 年、悔いの無いよう充実し

培った知識や技術を駆使して達成できたことには大きな意

た時間を過ごしたいと思います。そして最後に留学を快く

義があったと思っております。現在は 2 つ目のテーマを 2

許可して頂きました薬品製造化学教室 長光教授をはじめ

人の大学院生と共に進めています。

として、スタッフの先生方に心より感謝申し上げます。

［生活：60 点］ この 1 年、アメリカでの家族サービスが充

Guest Professor としてドイツへ

長期出張先：University of Tübingen、Dr. Margarete Fischer-BoschInstitute of Clinical Pharmacology（IKP）
薬剤学教室
講師

藤原亮一
私は 2017 年 1 月下旬より、ドイツ南西部に位置する

テュービンゲン地域を流れる
ネッカー川（結氷中）と街並み

きますが、ドイツにはドラッグストアは存在しません

Stuttgart（シュトゥットガルト）にある University of

し、コンビニエンスストアで薬は販売されていません。

Tübingen（テュービンゲン大学）に、
Guest Professor（招

従って、頭痛薬等の薬であっても、薬局に出向き薬剤師

聘教授）として長期出張しております。まず、このような

と対面しなければ購入することができません。ドイツで

長期出張の機会を得るに至った経緯について簡単に説明し

の薬学教育に興味を示した私にドイツ薬学会会頭である

たいと思います。

Laufer 教授が声を掛けて下さり、1 月よりテュービンゲ

私 は 2015 年 9 月 に ド イ ツ 薬 学 会 よ り 招 待 さ れ、

ン大学で活動することになりました。

Düsseldorf（デュッセルドルフ）で開催された年会におい

こちらでの仕事は大学院生に対しての授業、研究の指

て研究の発表を行いました。年会参加者と交流を深め、ド

導、そして私自身の研究です。研究に関しては大学の連

イツにおける薬学教育や薬剤師の役割について多くを学び

携施設である臨床薬理研究所（IKP）で既に開始してい

ました。特に日本と比べ違う点は、薬剤師の地位が非常に

ます。新しい研究手法の習得のみならず、様々な専門家

高いことです。例えば、アメリカや日本ではドラッグスト

とのネットワークの構築に努めたいと考えております。

アやコンビニエンスストアにおいて薬を購入することがで
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新学年を迎える在学生の皆さんへ、学年主任のからのメッセージ
６年生学年主任
微生物学教室
教授

とになります。８月には、チーム医療病院実習もあり、北里大学４
病院における実習体験は意義のあるものと考えます。５年次から始
めた「卒業特別実習（卒業研究）
」は、研究発表と卒業論文の作成

岡田信彦

が義務づけられています。後期から始まる「薬学総合演習」は、基
礎から臨床までの知識を体系的に学び、実践的な薬剤師としての能

新６年生の皆さん、進級おめでとうございます。最終学年となっ

力を養成するための科目となっています。演習講義においては、ぜ

た皆さんは、卒業後の進路について真剣に考え、就職活動あるいは

ひ単なる知識の暗記にとどまらず、論理的に物事を理解し、体系的

進学準備を進めていることと思います。進路については、いろいろ

に知識を結びつけていく学習態度で臨んでください。

な人に相談し、アドバイスしてもらうことは大切ですが、最終的に

最終学年の皆さんには、進路決定、卒業研究、演習試験、さらに

決定するのは自分自身です。自分自身の考えをしっかりと持って決

その先には薬剤師国家試験が待ちうけています。困ったことがあれ

定してください。

ば、学年主任を中心に皆さんを支援するためにいろいろなサポート

さて、６年次には、３つの必修科目が配置されています。
「チーム医療演習」は、本学の特色ある教育の1つであり、全学

体制が準備してありますので、遠慮なく活用してください。どうぞ
充実した1年をお過ごしください。

的な取り組みの中でおこなうチーム医療教育の実践的演習というこ

2 年生学年主任
臨床薬学研究・教育センター 臨床薬学
薬物治療学Ⅲ 教授

（2）規則正しい生活リズムを構築してください。一度乱れたら、リ
ズムを取り戻すことは容易ではありません。
（3）健康に問題がある場合には、我慢・無理をせず、早めに保健室

松原 肇

を利用してください。
（4）卒業までにはいろいろな悩みもあると思います。このような場

新2年生の皆さん、進級おめでとうございます。平成29年度か
ら学年主任を担当します薬物治療学Ⅲ教室の松原肇です。
北里大学薬学部に入学されて１年が経過し、大学生活に慣れたこ

合には、親友、チューターや学年主任の教員、あるいは学生
相談室を活用してください。
などに留意してください。

とと思います。すでに１年次から薬学専門科目の講義も始まってい

生命創薬科学科では３年生の後半、薬学科では４年生後半から卒

ますが、相模原キャンパスでの1年間は、一般教養ということで人

業特別実習があります。
まだ２年生だから早いと思っていると、
あっ

間形成の基礎科目、基礎教育科目などを中心に学んできました。２

という間に配属希望研究室を決める時期になってしまいます。薬学

年次以降は、白金キャンパスでより専門性の高い『薬学』に関する

部には基礎から臨床まで多岐にわたる研究室がありますので、各研

様々な講義を学び、
実習等でも学びそして経験することになります。

究室について、先輩あるいは教員から情報を得て、自分の興味の対

このため，これからの３年間あるいは５年間は、１年次よりかなり

象・適正・希望などを併せ、じっくりと考えてはいかがでしょうか。

ハードになりますが、自分自身の将来の糧とすべく、計画的にそし

最後に、最近モラルの低下が社会問題になっています。安易に

て継続的に努力していただきたいと願っております。

SNS へ書き込むなどの行為もその一つです。倫理
（医療倫理）
に則っ

とはいえ、心身の健康が保てなければ計画的・継続的な努力もで
きません。心身の健康を保つためには、

た自覚ある行動が求められる『医療業界』そして『薬学』の世界で
は，軽率な行動は致命的です。このような意味から、
『薬学』だけ

（1）大学生生活を謳歌してください。学生時代の友人・人間関係は
一生の宝です。

ではなく『一般教養』
、
『一般常識』も身に付けてください。
皆さんが、実り多き1年を過ごされることを祈念しております。

学年主任一覧
平成29年度学年主任

平成29年度1年次クラス主任・副クラス主任

学年
1 年次

生薬学教室

2 年次

臨床薬学（薬物治療学Ⅲ）

教授

松原 肇

3 年次

薬理学教室

教授

田辺光男

副クラス主任

臨床薬学（薬物治療学Ⅰ） 講師

平山武司

4 年次

薬品製造化学教室

教授

長光 亨

5 年次

生物分子設計学教室

教授

志鷹真由子

副クラス主任

臨床薬学（薬物治療学Ⅰ） 講師

小林昌宏

6 年次

微生物学教室

教授

岡田信彦

副クラス主任

医薬品情報学

岩澤真紀子
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担当教員
教授

小林義典

クラス
A・B・C・D・S
薬用植物園
クラス主任

担当教員
准教授

講師

福田達男

白金キャンパスの整備状況−2017年1月
白金キャンパスの整備計画については第Ⅰ期工事（新2号館竣工）

北里柴三郎記念館、PPA・同窓会事務局が入り、さらに第Ⅲ期工事

を完了したことを昨年本ニュースでお知らせしましたが、第Ⅱ期工事

として、体育館アリーナを含む全体整備の完了を2019年３月に予定

として、北里本館と薬学部校舎の建替工事が進んでおり、新校舎は既

しています。

存校舎との接続を考慮した低層と高層の2棟構成で、高層棟は上空に
伸びる「成長」をイメージして設計されております。
高層棟は地下2階・地上14階、薬学部の研究室・講義室・事務室、
法人本部等が入る建物であり、2017年８月に竣工することにより、

しかしながら、この整備計画により、
「薬学部3号館（旧 E 号館）
」
、
「薬学部2号館（旧 H 号館）
」が2017年９月より取り壊され、白金キャ
ンパスは開学以来の建物が全て入れ替わり、1999年に建替えた北里
研究所病院が一番古い建物となります。

薬学部の教育・研究環境が飛躍的に良くなります。また、高層棟の竣

1965年に竣工した薬学部 E 号館は、薬学部１回生からの教育・研

工にあわせ、薬学部1号館は薬学臨床教育を中心に行う施設に改修い

究を担っており、多くの卒業生が思い出深く、そして懐かしい建物で

たします。

あり、教育・研究環境が飛躍的に良くなるものの、取り壊されること

2017年10月には、地下2階・地上２階の低層棟も竣工予定であり、

は少し寂しいと思います。
写真左／ 2017 年 8 月竣工予定の高層棟
写真右／キャンパス入口側から高層棟と
低層棟を見たイメージ

平成28年度白金祭の報告
（実行委員会より）
北里大学白金祭実行委員会委員長
薬学科 3 年

伊藤大智

2016年10月22日、23日に行われた第37回白金祭は、両日ともに
天候にも恵まれ、たくさんの方々に足を運んで頂きました。
今年は「Unite」をテーマに様々な企画が行われました。特に香水
作りは、私達薬学部生が普段実験で使用している器具を用いて好みの

と実行委員の触れ合いの場を増やすことが出来ました。来場して下
さった方々と直接関わることで、今年の学祭としての課題や持ち味を
確かめることができ、まだまだ白金祭は大きくできるだろうとわくわ
くしました。
白金祭に関わって下さった、たくさんの方々のお力添えで、第37
回白金祭は大成功に終わることが出来ました。この場をお借りして皆
様に御礼申し上げます。誠にありがとうございました。来年度の白金
祭も、ご期待下さい。

香りを組み合わせて香水を作ることができる企画
であり、理科大の学生さんにもお手伝い頂き、多
くの方に北里大学薬学部の学生生活の雰囲気を感
じて頂くことができました。
また、毎年好評を頂いている企画に加えて、今
年の白金祭実行委員が例年より多いことを利用
し、実行委員で綿あめの屋台を出したり、縁日企
画を増やしたりすることで、来てくださった方々
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薬学部・薬学研究科のガイダンス
■就職ガイダンスの主なポイントについて
【2017年】

学就職手帳の配布および使用方法について説明します。

4月3日
（月）5年次学生は、初日のオリエンテーションの中で就職

12月12日
（水）OG、OB を招いて企業キャリア教育（職種説明会）

委員長からガイダンスを行います。内容は平成28年度卒業生の就職

を開催します。企業情報を直接吸収できる機会です。さらに就職活

状況結果・全般的就職活動での注意点・新社会人への展望などです。

動を終えた学部生、大学院生による KJA も参加し、自らの経験値を

さらに、就職サイト（マイナビ・リクナビ・J ブロード・UNIV・エ

もとにアドバイスします。また相模原キャンパスでも企業による合

ムスリーキャリア・ディスコ・ネオリッチ〔進路支援システム〕
）に

同企業説明会を14・15日に実施します。
【2018年】

よるエントリー申込について、ガイダンスを行います。
4月22日
（土）就活スタートアップ講座を実施します。一般的な就活

2月17日
（土）3月の就職会社説明会スタートを見据え、就職サイト

スケジュールを確認し、OB、OG の進路先（成功談・失敗談）など

が担当して就職対策講座全般に対する直前講座を行います。午後は

の提示から就活をスタートする方法を解説します。

実際の企業による面接対策講座＆模擬面接等を実施します。

5月27日
（土）午前中は就職サイトによるインターンシップガイダン

3月27日
（火）約50社ほどの企業が来校し、業界ごとに企業研究会

スを実施します。午後からは、就職センターが平成29年度の北里大

を開催します。

■就職ガイダンスの流れ
２０１７年

開催日時

本ガイダンスは全学科及び薬学研究科共通日程です。
2016 年 2 月 27 日現在

場所

4月 3日
（月）
4月 6日
（木）
4月 7日
（金）
4 月 22 日
（土）
5月 9日
（火）
5 月 13 日
（土）
5 月 27 日
（土）
6 月 10 日
（土）
6 月 17 日
（土）

対象学年

内容

1402・1501
1402・1501
1501
2201
1402
1501
1501
1501
1201、1202
1501
6 月 19 日
（月）
・23 日（金）1202
6 月 27 日
（火）
1202

生命創薬科学科4年 薬学科4年、5年
生命創薬科学科3年 薬学科3年、6年
修士1年
生命創薬科学科2年、3年 薬学科4年、5年、修士1年
修士1年 博士（薬科学）2 年、博士（薬学）3 年
生命創薬科学科2年、3年 薬学科4年、5年 修士1年
生命創薬科学科2年、3年 薬学科4年、5 年 修士1年
薬学科4年、5年、6年
希望者
生命創薬科学科2年、3年 薬学科4年、5年 修士1年
生命創薬科学科2年、3年 薬学科4年、5年 修士1年
薬学科4年、5年、6年

7 月 24 日
（月）

1501

生命創薬科学科2年、3年

薬学科4年、5年

修士1年

7 月 25 日
（火）
8 月 30 日
（水）

生命創薬科学科2年、3年
生命創薬科学科2年、3年
希望者

薬学科4年、5年
薬学科4年、5年

修士1年
修士1年

10 月 21 日
（土）

1603
1501
1202、1203

12 月 4 日
（月）

1501
1501

12 月 13 日
（水）

新2号館

12 月 14日
（木）
・15日
（金） 相模原キャンパス

生命創薬科学科2年、3年 薬学科4年、5年 修士1年
生命創薬科学科2年、3年 薬学科4年、5年 修士1年
生命創薬科学科2年、3年 薬学科4年、5年 修士1年
感染制御科学府 コンソーシアム
希望者

12 月 18日
（月）

生命創薬科学科2年、3年

1501

就職ガイダンス
就職ガイダンス
就職ガイダンス
就活スタートアップ講座
就職ガイダンス
薬学生のための業界研究講座
インターンシップまるわかり講座
病院志望者向け講座
TOEIC IP テスト
開発元が語る SPI 理解講座
インターンシップ個別相談会
麻薬取締官（職業）ガイダンス
先輩体験談から学ぶ各業種の理解及び
インターンシップマナー講座
グループディスカッション講座
TOEIC IP テスト

２０１８年

薬学科4年、5年

修士1年

1501
生命創薬科学科2年、3年 薬学科4年、5年
1401、1402、1603 生命創薬科学科2年、3年 薬学科4年、5年
3 月 6日
（火）
～16日
（金） 相模原キャンパス
希望者
生命創薬科学科2年、3年 薬学科4年、5年
3 月 27日
（火）
新2号館
感染制御科学府 コンソーシアム

修士1年
修士1年

2 月 17日
（土）

修士1年

この時期にやっておきたい就活の進め方講座
適性検査模擬試験
企業キャリア教育（職種説明会）
北里大学合同企業説明会Ⅰ
適性検査模擬試験（12 月 4 日分）
解説講座
就職活動直前講座
面接対策学内講座
北里大学合同企業説明会Ⅱ
企業研究会

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

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

日時：月曜12:00〜16:00		

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

平成29年度生命創薬科学科キャリア支援プログラム「北里キャリアスタディ」
薬学部就職委員会
委員長

力」を養成すること、さらに、コミュニュケーション力やチームワー
クの大切さを学び、社会における働き方を理解することで、
「採用さ

岡田信彦

れるための力」や「ビジネス社会で活躍できる力」を修得すること
をゴールとしています。

－社会で活躍できる力を身に付ける－

平成29年度は、１年生は「大学入学時よりキャリアについて考え

薬学部では、生命創薬科学科の学生を対象に、大学生活、就職活

る意識付け」
、２年生では、
「インターンシップを通してキャリアに

動及び人間力の養成を支援する「北里キャリアスタディ」
（以下

ついて実践的に考える」
、３年生では、
「業界やチームワークについ

略称：キャリスタ）を開講しています。キャリスタでは、学生たち、

て触れ、社会で働く自分の姿を具体的にイメージできるよう学び」
、

一人ひとりのキャリアについて、深く研究・検討・調査し、納得の

４年生では、
「キャリア理解や自己分析を通じて主体的に大学院進学

いくキャリアを選択してもらおうという趣旨のプログラムになって

をめざせる」内容となっています。

います。

「北里キャリアスタディ」は、自分発見のためのきっかけとなるよ

各学年に応じて必要なスキルを学び、４年間でキャリアを積み重
ねることにより、単なる就職力だけではなく、
「研究者としての人間

う支援するためのプログラムです。大学生活をより良いものにする
ためにも、ぜひ参加し自分磨きを始めましょう。

■「北里キャリアスタディ」の講座趣旨

■「北里キャリアスタディ」の講座手法

大学生活（学問・課外）支援 ＋ 就職活動支援 ＋ 人間力（人との
関係性の中で自己成長する力）の養成
⇒就職力（豊かな人生を選択する力）
   ＋ 就活遂行力（豊かな人生を
手に入れる力）
⇒時代の求める 自律 ＋ タフさ（感謝する心 ＋ 謙虚さ ＋ 課
題解決力 ＋ 粘り強さ）を身につける
⇒時代をつくる フロンティア人財を目指す（グローバルコミュニケー
ション ＋ 高度な思考スキル）
⇒時代や業界の変化、最近のトピックスに対応する、フレキシブルな講
座運営

＊アクティブラーニング
自
 ら主体的に学ぶように促していく、参加型授業教師がガイドをする
授業方法
＊ピアラーニング
対
 話を通して学習者同士が互いの力を発揮し協力して学ぶ学習方
法
＊アクションラーニング
グ
 ループで現実の問題に対処し、実際の行動とそのリフレクションを
通じて、個人・グループ・組織の学習する力を育成する問題解決とチー
ム学習方法

■生命創薬科学科北里キャリアスタディの流れ
1 年生
狙い

目標

2 年生

3 年生

4 年生

大学入学時より「キャリア」について
考える意識付けをする

インターンシップを通して「キャリア」 業界やチームワークについて触れ、社
について実践的に考える
会で働く自分の姿を具体的にイメージ
できるようになる

キャリア理解や自己分析を通して、主体的に大学院進学を目
指せるようになる

1.
【自己理解、他者理解】学生生活を充
実させるために「自己理解」
「他者理
解」が必要なことを理解する

1.
【キャリアを知る】学生生活において 1.
【専攻が活かせる業界研究】一つの業 1.
【進路・キャリアを考える】主体的に進路を選択できるよう
目の前のことに真剣に取り組む意欲
界に固執せず、関連する業界にも興
になる（大学院進学についても考える機会を持つ）
を高める
味を持てる

2.
【自己理解とコミュニケーション】自 2.
【社会で必要な力を知る】社会人基礎 2.
【プロジェクト体験】チームワークの 2.
【自己分析】これまでの人生を振り返り、何気なく過ごして
分はどんなタイプの人間なのかを考
力について理解し、学生時代に身に
大切さ、PDCA の重要性を理解する
いた毎日から様々な学びを得ていたことを自覚する
え、周囲とのコミュニケーションの
付けたいと考えるようになる
3.
【マーケティング思考体験】正解がない問題にも臆せず取り
取り方の特徴を理解する
組めるようになる
4.
【キャリア・就職を考える】大学院での 2 年間が、その後
のキャリアに続いていることを理解する

内容

1. アイデンティティとは
これからの学生生活で大事なこと
自分の持ち味、仲間の持ち味を知る

1.キャリアとは何か〜山登り・いかだ 1. 先輩がエントリーした業界 Top3
Top3 の業界について学ぼう
下りの考え方〜実際に働く社会人映
関連する業界にも目を向けてみよう
像〜いかだ下りの事例 ※ VTR 使用
偶発的なキャリア形成理論

1.『働く』
について知る〜薬学部出身の先輩の働き方を知る〜
 分自身を振り返る〜 SPI 性格検査（簡易版）を使って自己分析
自
してみよう
進路選択の目標設定

2.簡易ワークで自分のタイプを理解する
タ イプごとにコミュニケーションの
特徴をグループワークで考える
タ イプごとにグループワークの結果
を共有し、それぞれの違いを味わう

2.企業が学生に求めるもの〜専門性と
基礎力〜就職ジャーナル掲載記事を
見ながら、実際に必要とされる力を
考える
将来のために今から心がけたいこと

2. 自己分析が必要な理由とは
これまでの人生を振り返り、モチベーション曲線を描いてみよう
自分の強みと弱みを整理しよう

2.プロジェクト①ストロータワーゲーム
プロジェクト②マシュマロチャレンジ
プロジェクトを進める上で大切なこと

3. 例題①東京都内にあるマンホールの蓋の数は？
フェルミ推定について解説
例題②スクールバスにゴルフボールは何個入るか？
4. 皆さんを取り巻く就職環境
薬学生が選択できる進路について
大学院進学後に意識してほしいこと

薬学部 KJA
（Kitasato Junior Adviser）を募集
薬学部事務室学生課では、就職活動を終え

薬学部KJA メンバー（内定者
による何でも相談会にて）

PP5 年生、
修士 1 年生の指導や相談を行います。

た PL4 年生・PP6 年生、大学院生を対象に薬

是非薬学部 KJA に参加したいという方は、10

学部 KJA を募集しています！主に 12 月に開催

月頃から募集をしますので学生課にて登録をし

される「企業キャリア教育」と「内定者による

てください。

何でも相談会」にて就職活動中の PL3 年生・
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「白金セミナー」での新しい取り組み
公衆衛生学教室
教授

清野正子
「白金セミナー」の主旨および目的は二つあります。

研究者であり、海外でご活躍されているお姿を身近に

一つめは、外部から最先端の領域でご活躍の著名な研

拝見し、学内の教員、学生には「よし、自分ももっと

究者を招聘し、学部内の研究の活性化をはかることを

頑張ろう」という気持になったと感じられました。二

目的としています。二つめは、学部内で優れた研究を

つめは、学内セミナーの担当研究室が薬剤学、生薬

展開している教員および院生も発表できる場とし、各

学、生命薬化学、分子薬理学、衛生化学、生物分子設

研究室の研究内容について相互理解を深めることを目

計学、医薬品化学、微生物学といった多分野にわたっ

的としています。

て広い領域をカバーするものであり、さらに、そこに

平成 28 年度の白金セミナーの開催履歴については、

所属する若手研究者８名（教員および大学院生）の最

外部招聘セミナーが第21回、
第22回、
第25回、
第26回、

新のデータを見聞きし、
皆で活発な討論ができました。

第 28 回白金セミナーとして５回、学内セミナーが第

この二つめに関しましては、今年度からスタートしま

23 回、第 24 回、第 27 回、第 29 回白金セミナーとし

した白金セミナーの新しい取り組みであり、北里大学

て４回それぞれ実施されました。

薬学部の研究推進の今後ますますの発展が期待されま

今年度の白金セミナーの特徴は二つあります。一つ

す。今後も学内研究推進の向上を目指し、活発に白金

めは、外部招聘の研究者５名のうち２名がフランス、

セミナーが開催される予定です。以下に今年度 3 月末

ドイツでそれぞれポジションをとっておられる日本人

までの活動報告をまとめます。

第21回白金セミナー 平成28年7月13日
「Drosophila antiviral immunity: New potential of IMD/TNF-R
signaling pathway」田島
（後藤）
彰 フランス国立保健医学研究所
（フランス） パーマネント主任研究員
第22回白金セミナー 平成28年7月19日
「 オ ー ル ラ ウ ン ド 科 学 者： 薬 剤 師！」Dr. Keiko Assenheimer
Central Apotheke pharmacy（ドイツ）Chief pharmacist
第23回白金セミナー 平成28年7月29日
「UDP- グルクロン酸転移酵素によるビリルビン代謝制御とその生
理的意義」藤原亮一
（薬剤学教室）
「1H-NMR を活用した生薬のメタボリックプロファイリング」白
畑辰弥
（生薬学教室）
第24回白金セミナー 平成28年9月20日
「光化学的に誘起される炭素―炭素結合形成反応」伊藤謙之介（生
命薬化学教室）
「網膜血管パターン異常と網膜疾患発症リスクとの関連」森田 茜
（分子薬理学教室）
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第25回白金セミナー 平成28年10月4日
「グアニジンアルカロイド類の合成と活性」長澤和夫 東京農工大
学大学院工学研究院生命工学専攻 教授
第26回白金セミナー 平成28年11月1日
「オレキシン受容体作動薬 YNT-185の開発」斉藤 毅 筑波大学国
際統合睡眠医科学研究機構 助教
第27回白金セミナー 平成28年11月24日
「酸化リン脂質依存的に発現誘導される遺伝子群の同定と新規細胞
死に対する機能の解析」熊谷 剛
（衛生化学教室）
「水和情報に基づいたタンパク質複合体立体構造予測」清田泰臣
（生
物分子設計学教室）
第28回白金セミナー 平成29年3月7日
「植物の巧みな知恵 ーその謎解きー 」繁森英幸 筑波大学生命環
境系 教授
第29回白金セミナー 平成29年3月9日
「触媒反応を利用した生体分子の環境調和型化学合成」嶋田修之（医
薬品化学教室）
「ビフィズス菌の消化管への定着に関わる菌体表層タンパク質の機
能解析」西山啓太（微生物学教室）

第37 回及び第38 回白金シンポジウム開催について
薬理学教室
教授

田辺光男
第 37 回白金シンポジウムを 2016 年 12 月 20 日（火）

援材料として期待されるヒト iPS 細胞」
、
エーザイ
（株）

に、第 38 回白金シンポジウムを 2017 年 2 月 28 日（火）

グローバル CV 評価研究部の澤田光平先生には「創薬

に開催しました。第 37 回は学内の職員同士の研究理

研究におけるヒト iPS 細胞由来分化細胞の利用」
、東

解と研究室間の共同研究の推進をかかげて行う“学内

京大学大学院薬学系研究科薬品作用学教室の関野祐子

版”で、第 38 回は主に学外の著名な研究者をお招き

先生には、
「ヒト iPS 細胞由来の心筋細胞と神経細胞

して開催する“学外版”です。

を用いた薬理学試験法開発の最新動向」というタイト

第 37 回は白金シンポジウムとしては初めて新 2 号

ルでそれぞれご講演いただきました。これらは iPS 細

館 3 階の多目的ホールを使用しました。昨年までの 1

胞を用いた再生医療という医学的観点にスポットライ

号館プレール前での開催とは異なり会場が広くなった

トを当てたテーマではなく、創薬や医薬品の評価とい

一方、会場仕切りの関係から４会場に分断された感が

う我々が日々土俵としている薬学的観点からの iPS 細

ありましたが、昨年とほぼ同様の 60 演題が集まり概

胞の応用という点で共通しています。

ね盛況で、それぞれのポスター前で熱心に語り合う姿

また学内から、
公衆衛生学教室の中村亮介先生に
「低

が多々見られました。教員は異動による入れ替わりも

濃度メチル水銀の免疫への影響及び抗メチル水銀薬の

あるため、情報のリニューアルとしても学内版白金シ

開発」
、分子薬理学教室の坂本謙司先生に「網膜色素

ンポジウムは機能しています。

変性症に対する新規治療薬探索の試み」というタイト

第 38 回は、
「創薬と薬効・安全性評価における iPS

ルでご講演いただきました。これらも薬学の普遍的

細胞活用の最前線」をメインテーマに、学内から 2 名

テーマである創薬と安全性に直結しており、将来的に

の先生、学外から 4 名の先生にご登壇いただきました。

iPS 細胞を用いた応用研究へとつながる可能性を秘め

大阪大谷大学薬学部臨床薬剤学講座の池田賢二先生に

ています。第38回も新2号館で行われ、
教員、
大学院生、

は「iPS 細胞を用いた in vitro 医薬品胎児移行性評価

学部学生など多数の参加者のもと盛況下に終了しまし

系の構築に関する検討」
、名古屋市立大学大学院薬学

た。また、37 回、38 回共にシンポジウム後の懇親会

研究科臨床薬学分野の松永民秀先生には「創薬研究支

でも多くの意見交換が行われました。

シンポジウム当日の講演風景

講演された学内外の先生方と、本間学部長（左）を含む本学部教員
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「薬理学実習Ⅰ」の概要

実習
（Ⅰ）
」
、分子薬理学教室が担当する「薬理学実習
（Ⅱ）
」の順で行

薬理学教室
教授

われます。薬理学教室担当分の基礎生物実習では、ラットの解剖と

田辺光男

臓器の観察やマウスの扱い方と薬物投与法の習得などを行い、動物
実験を行うための基礎知識を身に付けます。引き続いて行われる薬
理学実習
（Ⅰ）
では、麻酔薬、鎮痛薬、抗うつ薬などの中枢神経作用

「薬理学実習」は薬学科・生命創薬科学科３年次後期に開講してい

薬の効果、骨格筋や平滑筋の収縮に対する薬物の効果、また血液凝

ます。夏休みが終わって後期になるとすぐに開始となります。学生

固系に作用する薬物の効果を観察します。一部実習においては、ビ

にとって初めて実験動物を扱う実習であるため、前期の期末試験終

デオ学習・観察も取り入れています。

了に合わせて動物実験講習会を開催し、３年生全員の受講を義務付

薬剤師や研究開発に関わる研究者など将来医薬品と関わることに

けています。これは北里大学薬学部で動物実験を行う場合に必須で

なる薬学生にとって、教科書で得た知識を実際に自分の目で確かめ

す。
「動物実験の3R」
（Reduction 使用動物数の削減、Refinement 苦

ることは理解を深める上で非常に重要であり、それこそが薬理学実

痛の削減、Replacement 代替）の重要性も説明しています。

習の目指すことに他なりません。同時に、動物の貴重な生命の上に

実習は大きく３つの項目に分かれており、薬理学教室と分子薬理
学教室が担当する「基礎生物実習」
、薬理学教室が担当する「薬理学

「薬理学実習Ⅱ」の概要

医薬品が存在することも理解し、実習に真摯に取り組んで欲しいと
願います。

薬理学実習 II では、教育目標を「薬理学で学ぶ代表的な薬物の作
用機序を理解し、講義で得た知識をより深く掘り下げるために、各

分子薬理学教室
教授

種薬理学的実験を体験する」とし、実際の臨床の場で使用されてい

中原 努

る循環器系作用薬、局所麻酔薬、解熱薬の作用を実験動物（マウス、
ラット、モルモット）で観察し、その機序を考察します。また、か
らだ中のほとんどすべての臓器の組織標本を観察し、各組織の形態

本学における薬理学実習は、薬学科・生命創薬科学科3年次の9月

と機能についても学習します。特に、病態時における組織の変化に

から10月中旬にかけて実施されます。約1ヶ月半という実習期間の

ついては、緑内障と網膜色素変性症モデル動物の網膜で生じる微細

長さは、全国の国公私立薬学部における薬理学実習としては、トッ

構造の変化を観察します。臨床の場で使用されている薬物の作用と

プクラスの長さであり本学の特徴と言えます。薬理学実習は薬理学

組織標本の観察は、薬理学実習Ⅱの特色であり、薬学部生にとって

教室担当のⅠと分子薬理学教室担当の II から構成されていますが、

貴重な経験になるものと信じています。生理学と薬理学で学んでき

ここでは、分子薬理学教室が担当するⅡについて簡単に説明させて

た知識を深く掘り下げるために、是非、積極的に薬理学実習に取り

いただきます。

組み、この貴重な機会を活かすようにして欲しいと思います。

■平成29年度生涯学習セミナー日程
期

前期

NO.

1

※平成29年３月時点での予定です。今後の講座内容の詳細などは『薬友会報』をご覧ください

日程
平成 29 年５月 27 日（土）14:30 ～17:45
テーマ「薬剤師が知っておきたい泌尿器疾患・性感染症治療の最前線」
講義 1「泌尿器科診療における最近の話題」
講師：北里大学医学部泌尿器科教授・北里研究所病院泌尿器科部長 入江 啓

泌尿器科診療において大きく変化してきた領域のひとつは、排尿機能にかかわる分野と考えられます。近年、過活動膀胱が高頻度に見られ
る症状群であることが認識され、多くの薬剤が開発されてきています。夜間頻尿についても、その病態研究が進んできています。もうひと
つの変化の大きな領域として、泌尿器科癌診療も、分子標的薬をはじめとした新規薬剤が数多く開発され、診療の流れも変化してきています。
これらの領域を中心に概説したいと思います。

講義 2「尿路感染症と性感染症」
講師：北里大学医学部泌尿器科学診療准教授

松本和将

感染症は抗菌薬、抗ウイルス薬により、飛躍的に改善が見込まれるようになりましたが、高齢化社会に伴い依然として重要な疾患であるこ
とに変わりはありません。性感染症は、HIV・梅毒症例の増加、若年者の罹患、それに伴う不妊など改善されない点も多い現状です。本講で
は尿道カテーテルの管理を含む尿路感染症および泌尿器科関連の性感染症について概説します。
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臨床系の教育トピックス

改訂モデル・コアカリキュラムに対応した薬物治療学と関連科目
臨床薬学研究・教育センター センター長
同センター 臨床薬学 薬物治療学Ⅰ 教授

厚田幸一郎

１）薬物治療学（3年～4年）
現状の薬物治療学Ⅰ～Ⅲを薬物治療学Ⅰ～Ⅳに拡大し、3年生前期
～4年生後期にかけて実施します。なかでも、臓器ごとに分散してい
たがん領域および感染領域をがん薬物療法として7コマ、感染症とし

改訂モデル・コアカリキュラム（改訂コアカリ）では、
【E 医療薬学】
は、
「薬理、薬物治療、医薬品情報、患者情報、薬物動態、製剤」に
ついて基本的な知識、技能、態度を修得するためのカリキュラムです。

て4コマにそれぞれ独立させました。
２）臨床検査学（3年生前期）
選択科目である「臨床生理学」
「
、臨床生化学」に加えて、
新たに「臨

改訂の方針としてはコアカリとして必要なものに整理しつつも、医

床検査学」を必須科目と再編成しました。

療の進歩を反映し重要なものは追加するという方針となっています。

３）薬物治療学演習（6年生）

薬理、病態・薬物治療については、従来別々の項目として扱ってい

実務実習後のまとめとして、代表的な疾患について臨床医学、薬

ましたが、今回は学生の思考プロセスに沿う形で器官別にこれらの3

物治療、実務関連を網羅した横断的な内容で講義・問題解決型の演

項目をまとめています。

習を実施します。

改訂コアカリに対応するために、本学では臨床系カリキュラム検

医療の進歩はめざましく、薬剤師に対する社会の要請は年々多様

討プロジェクトを組織し関連科目を検討し、以下のように改訂しま

化しております。医療現場に従事しながら、薬学教育にも携わって

した。

いる本学の臨床薬学研究・教育センター教員ならではの新たなカリ
キュラムが創生できたと考えております。

「地域医療薬学」の概要
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

学的管理・指導、24時間対応・在宅対応、医療機関等との連携など
が提示されています。また地域包括ケアの中で、薬局を地域に密着
した健康情報の拠点として、一般用医薬品等の適正な使用に関する
助言や健康に関する相談、情報提供を行う等、セルフメディケーショ
ンの推進のために薬局・薬剤師の活用を促進する健康サポート薬局
制度も開始されています。

「地域医療薬学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」は、新しいモデル・コアカリキュラム

当科目では、それらの社会的ニーズの変化を学部授業に反映し、

における薬学科（必修）
・生命創薬科学科（選択）３年後期、
４年前期、

地域における薬剤師・薬局の役割と今後について基本的な知識を学

４年後期に続けて開講される新しい科目です。旧カリキュラムの「医

びます。患者の症例を多く提示し、実務実習前の学生が実務をイメー

療薬学Ⅰ（４年前期）
」
、
「OTC 治療学（４年後期）
」を再編、拡大し

ジしながら興味を持って学べるように工夫します。
今後の薬剤師に求められる、問題を総合的に評価し、解決方法を

ました。
近年、患者本位のかかりつけ薬局の推進が求められています。
「薬
局の求められる機能とあるべき姿」や「患者のための薬局ビジョン」

提案できる実践的能力を、当科目と薬局での実務実習を通して身に
付けて欲しいと思います。

などが公表され、服薬情報の一元的・継続的把握とそれに基づく薬

期
前期

夏期

中期

NO.

日程

期

NO.

日程

2

平成29年 ６月 17 日（土）

中期

8

平成 29 年 11 月 18 日（土）

3

平成29年 ７月 １日（土）

9

平成 30 年 1 月 20 日（土）

4

平成 29 年 7 月 29 日（土）

10

平成 30 年 2 月 17 日（土）

5

平成 29 年 8 月 5 日（土）

6

平成 29 年 9 月 30 日（土）

7

平成 29 年 10 月 21 日（土）

後期

■会場（全日程）
：
1号館1501講義室又は1号館1603 講義室
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教育トピックス

平成28年度のレジデント経験者に聞く
臨床薬学研究・教育センター
臨床薬学 薬物治療学Ⅲ
北里大学北里研究所病院薬剤部 レジデント

相良有里

北里研究所病院でレジデントを経験して

では経験できないことも学ぶことができ、視野を広げる貴重な経験
となったと感じています。さらに薬学部４年生の事前実習の指導に
も携わらせていただきました。人に伝えるためには自分自身が十分
に理解し、手本を示すことができなければなりません。だからこそ
自分自身を見直すきっかけにもなり勉強になることが多かったです。
北里研究所病院は日本において初めて薬剤師レジデント制度が始

私は平成28年３月に本学薬学部を卒業し、北里研究所病院薬剤師

まった病院です。そのため薬剤部にはレジデントを経験された先生

レジデントとして入職しました。研修内容としては前半に調剤室・注

方が多く、また全員が「患者さんのために」という気持ちを強く持っ

射管理室・製剤室・DI（医薬品情報）室等のセントラル業務を一通

て仕事をなさっています。そういった目標とすべき先生方から指導し

り経験し、後半では各病棟での研修を行うことで病院薬剤師として

ていただける恵まれた環境の下、
日々研修させていただいております。

の業務を1年間で経験することのできるプログラムとなっています。

１年間という短い期間で学ぶべきことが膨大であるため大変なこと

症例報告など研修内容を発表する機会も多くあるため、身につけた

もありますが、１日１日多くのことを吸収し、薬剤師としての基盤を

ことを整理し発表することで知識の定着にもつながりました。また、

作るための濃密な時間を過ごすことができていると感じております。

４病院のレジデントが合同で行った北里研究所病院での TDM（薬物

今年４月からは北里研究所病院薬剤部の正職員として勤務する予

治療モニタリング）研修、北里大学病院での ICU（集中治療室）
・救

定です。１年間で築いたものを今後の業務に生かすとともにこれか

急の研修、４病院の見学、そしてそれぞれの施設での研修内容の報

らも薬剤師として成長を続けられるよう努力を重ねていきたいと考

告会など病院の垣根を越えた研修も行われました。１つの施設だけ

えています。

臨床薬学研究・教育センター
臨床薬学 薬物治療学Ⅳ
北里大学メディカルセンター レジデント

佐野裕司

KMC におけるレジデント研修について

から処方薬の服薬指導、インスリン手技指導、低血糖症状及びその
対処法の説明などを行っています。
患者さんの大半が高齢者であり、
インスリン手技が苦手な方も多くいます。独居の方も多く、退院後
は自分で手技を行う必要があり、入院中に手技を覚えてもらう必要
があります。そのような患者さんにはできるだけ毎日、手技の指導
を行い、
説明に用いる資料の重要な箇所（空打ちの単位数等）にマー
キングを行うなど、試行錯誤を重ねながら分かりやすい説明に努め

私は平成28年3月に本学薬学部を卒業し、
4月より北里大学メディ

ています。コンプライアンス不良で再入院してくる患者さんも多く

ルカルセンター（KMC）の薬剤師レジデントとして研修を行って

います。糖尿病のような慢性疾患に対して、患者さんの生活パター

います。これまで、KMC において調剤研修・製剤研修・病棟研修、

ンに応じた服薬指導が必要であると思います。また、退院後のケア

北里大学病院において ICU 研修、研究所病院において TDM 研修

も重要であり、地域の薬局や訪問看護、介護施設などと連携して支

を行い、大学において薬学科4年生を対象とした事前実習指導（調

えていく必要があると感じています。

剤・注射剤調剤・医療面接）を担当しました。
現在は、KMC の内科系病棟で主に糖尿病患者さんの持参薬確認

この一年間で学んだこと、身につけたことを今後に活かしていき
たいと考えています。

北里大学薬学部４病院 薬剤師レジデントプログラムについて
臨床薬学研究・教育センター
臨床薬学 薬物治療学Ⅲ
教授

松原 肇

北里大学北里研究所病院では平成14年度から日本で初めて、

病棟業務を実践しており、レジデントも実践を通して薬剤管理
指導業務等を修得できることも特色の一つです。病院薬剤師の
基本となる調剤業務、薬品管理業務、医薬品情報業務、特殊院
内製剤業務、TPN
（中心静脈
栄養）
や抗がん剤の混合調製

修士課程修了者またはこれに準ずると認められた者を対象に「薬

なども修得でき、医師、看

剤師レジデントプログラム」を導入しました。現在は北里大学附

護師、その他コメディカル

属4病院での薬剤師レジデントプログラムとして、各病院2名ず

のスタッフとの相互理解も

つ、合計最大8名のレジデントを受け入れ、臨床経験を有する優

深め、将来より良いチーム

秀な人材を輩出しています。北里大学北里研究所病院薬剤部で

医療を実践するための基本

は全病棟に病棟専任薬剤師を配置し、チーム医療の一員として

的姿勢も身につけられます。
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レジデント受入数
年度

人数

年度

人数

Ｈ14（2002） 1

Ｈ22（2010） 6

Ｈ15（2003） 2

Ｈ23（2011） 6

Ｈ16（2004） 4

Ｈ24（2012） 4

Ｈ17（2005） 2

Ｈ25（2013） 4

Ｈ18（2006） 4

Ｈ26（2014） 6

Ｈ19（2007） 4

Ｈ27（2015） 4

Ｈ20（2008） 4

Ｈ28（2016） 6

Ｈ21（2009） 5

生命創薬科学科の卒業研究発表会を終えて
公衆衛生学教室
生命創薬科学科 4 年

原田遼平

会までの時間は短く感じられ、とても充実した日々を過ごすこ
とが出来ました。一番大変に感じた時期は、実験が難航し、失
敗と再検討を繰り返した時でした。しかし、行き詰まった時は、
研究室内のイベントを通して気持ちを一新することが出来まし

私は「オートファジー関連分子 p62が介在するメチル水銀防
御機構」というテーマで卒業研究を行いました。公衆衛生学教

た。また、毎月催される実験ゼミは、実験の進捗報告を兼ねて、
実験結果と考察を整理する良い機会であったと感じました。

室では、水俣病で知られるメチル水銀をはじめとした重金属の

卒業研究発表会では、早い時期から先生方に発表原稿の添削

毒性機構及び浄化について研究を行っています。私はメチル水

をして頂き、発表の構成や必要なデータの取捨を、聴者に伝わ

銀の細胞内応答機構の解明を目的として、オートファジーの活

り易いような工夫を施せました。また、手厚い発表練習を重ね、

性化、そしてオートファジーに重要な分子である p62に着目し、

十分に備えて本番を迎えることが出来ました。

その役割を調べました。
本研究を通して、細胞を扱う上で様々な生物工学的な実験手
法を習得することが出来ました。研究室配属から卒業研究発表
生命薬化学教室
生命創薬科学科 4 年

本城綾香

今後は大学院に進学し、学部生の間で得られた経験を活かし
て、メチル水銀防御機構について更に探究していきたい所存で
す。
私はこの一年間自身の研究やセミナーなどを通して有機化学
について学んできましたが、薬理学的な背景や評価方法につい
ては正直あまり勉強していませんでした。そこで、私の発表の
質問教室が薬理学教室であったことから質問に備えて論文を読

私は ｢モルヒネ非感受性オピオイドμ受容体スプライスバリ

んだり先生方に教えていただいたり自分なりに勉強をしまし

アント選択的作動薬を志向したモルヒナン誘導体の合成｣ とい

た。講義で学んだことはほんの一部にすぎず、新しい概念など

うテーマで卒業研究を行いました。モルヒネはオピオイドμ受

知らないことばかりだと感じました。当日の質問に対しては納

容体に作用し鎮痛作用を示しますが、代表的な副作用として依

得のいく応答はできませんでしたが、
とても勉強になりました。

存性が挙げられます。ところが、モルヒネ非感受性スプライス

また、有機化学だけでなく薬理学などについても勉強しなくて

バリアントに作用すると依存性を示しにくいことが報告されて

はいけないと痛感しました。今後は多面的な観点からの化合物

います。このことからモルヒネ非感受性スプライスバリアント

設計もできればと考えています。

は鎮痛薬の有望なターゲットになると考え、モルヒネ非感受性
スプライスバリアントに選択的に作用する化合物の創出を目指

私は大学院に進学するので、今回の経験を今後の学会発表等
に活かしたいと思います。

して研究に着手しました。

生命創薬科学科卒業研究発表会に寄せて
4 年生学年主任
生物分子設計学教室
教授

志鷹真由子
生命創薬科学科の卒業研究発表会が、平成29年1月25日に、

います。また、会場からの様々な質疑に対しても、真剣に応答
している態度に頼もしさを感じました。4年間の集大成にふさわ
しい発表会でした。
本薬学部には多様な研究分野があり、卒業研究発表会では自
分と異なる分野の研究に接することができます。4年生の皆さん

薬学部コンベンションホールにおいて行われました。今年度は

にとっては、自分自身の成果発表の場であると同時に、同級生

生命創薬科学科第4期生の発表会で、朝9時に始まり、閉会予定

の発表から多くを学び、薬学研究の貴重な交流の場となったの

の17：30を超える大変活発で充実した発表会となりました。ど

ではないでしょうか。本発表会を通して得た知識・経験を今後

の発表もプレゼンテーションに工夫が凝らしてあり、熱心に取

に活かし、ますます充実した日々を過ごされますよう祈念いた

り組んできた研究の成果を十分に伝えることができていたと思

します。
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薬学部教員紹介

平成28年度 新任・昇任教員あいさつ
臨床薬学研究・教育センター
臨床薬学 薬物治療学Ⅰ
講師

域は感染症（抗菌化学療法）と臨床薬物動態学です。抗菌薬の
不適切な使用を背景として、薬剤耐性菌が世界的に増加する一
方、新たな抗菌薬の開発は減少傾向にあり、国際社会でも大き

小林昌宏

な課題となっています。抗菌薬の適正使用を推進し、薬剤耐性
対策に貢献できる薬剤師の育成を目指しています。

平成 28 年 11 月１日付で臨床薬学研究・教育センター臨床薬
学大講座 薬物治療学Ⅰの講師に着任しました小林昌宏と申し

現在は大学病院を拠点とし、病院薬剤師の業務を兼任してい

ます。今回、このような機会を与えていただきましたことを御

ます。北里大学および病院における実務・教育・研究の橋渡し

礼申し上げます。

が、私に課せられた重要な任務と認識しております。時代の変

私は東京都立国立高校を卒業後、本学部を平成 13 年、薬学

化に対応する最先端の実務、臨場感と緊張感に溢れた教育、医

研究科修士課程を平成 15 年に卒業しました。大学病院薬剤部

療現場に貢献する質の高い研究の実践を目指し、日々努力して

に 13 年間勤務し、その間に厚田幸一郎教授の御指導のもとで

まいりますので、今後とも御指導および御鞭撻の程、宜しくお

博士（医療薬学）の学位を取得させていただきました。専門領

願い申し上げます。

分子薬理学教室
准教授

網膜色素変性症のマウス遺伝学的研究を行う機会をいただきま
した。帰国後の平成20年10月に講師に昇任し、
これまで行なっ

坂本謙司

てきた緑内障に関する研究に加えて、私が米国留学中に解析し
た網膜色素変性症モデルマウスを用いた、桿体・錐体細胞死に
関する研究を新たに開始いたしました。私が研究の対象として

平成 28 年 10 月 1 日に分子薬理学教室の准教授に昇任いたし

いる眼疾患は、我が国における失明原因の上位に位置しており

ました、坂本謙司と申します。
私は、平成 6 年 3 月に東京大学薬学部を卒業後、同大学大学

ます。将来的には、我々の研究成果が、これらの眼疾患に伴う

院薬学系研究科の修士課程ならびに博士課程に進学いたしまし

網膜神経細胞死を防ぐ、あるいは遅延させることができる薬物

た。平成 11 年 3 月に博士課程を修了し、博士（薬学）の学位

の開発につながり、患者様の QOL を向上するための一助とな

を得ました。平成 11 年 4 月より、前任教授の石井邦雄先生に

ればと考えております。

分子薬理学教室の助手として働く機会をいただき、以来 18 年

これからも微力ではございますが、皆様のご指導、ご助言を

以上にわたって、薬理学や薬物治療学の教育と、主に緑内障モ

賜りながら、次世代の薬学ならびに医療を担う人材の育成につ

デル動物における網膜神経細胞死に関する研究を精力的に行

とめ、北里大学薬学部のさらなる発展のために尽くしたいと考

なってきました。その間、平成 18 年 4 月から 2 年間、米国ジャ

えております。今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

クソン研究所の Patsy M. Nishina 教授の元で、眼疾患、特に

人事異動一覧
教室・部門
分子薬理学
薬理学
薬物治療学Ⅰ

平成29年2月1日現在

職位

氏名

異動年月日

異動事由

准教授

坂本謙司

H28.10.1

昇任

講師

岩井孝志

H29.2.1

昇任

講師

小林昌宏

H28.11.1

職種変更移籍

病態解析学

嘱託助教

児玉洋介

H28.11.1

身分変更

臨床統計学

助教

朴 慶純

H28.12.1

身分変更

医薬開発学

助教

金子真之

H29.1.1

身分変更

薬物治療学Ⅲ

助教

竹澤秀文

H28.7.31

退職

薬物治療学Ⅳ

嘱託助教（レジデント）

能登圭史

H28.8.14

退職

助教

河野鮎美

H28.8.31

退職

特任助教

高山 茜

H29.1.31

退職

放射性同位元素
医薬開発学
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お知らせ

平成28年度の各助成採択
及び各賞受賞者から

（2016年12月現在）

森 麻美

助教（分子薬理学教室）

鈴木謙三記念医科学応用研究財団
平成28年度調査研究助成に採択

1,000千円

糖尿病網膜症は主な後天性視覚障害の原因疾患であり、その発症

供田 洋

や進行に網膜循環不全が関与しています。本研究では、私たちが独

教授
（微生物薬品製造学教室） 50,000千円

武田科学振興財団 2016年度特定研究助成に採択
今回、
「微生物資源からの生体内アシル化を制御する機能分子の開
拓及び基盤研究」というテーマで、2016年度武田科学振興財団特定
研究助成に採択された。私学薬学部では研究を活性化させるために
は外部から大型予算を獲得することが重要と考えている。薬品製造
学教室と薬剤学教室の協力も頂きながら、これから３年間で脂質異
常症領域での創薬につながる研究を推進していく所存である。

今井浩孝

病網膜症と類似した網膜血管障害モデルの確立を目指します。これ
を機により一層研究に精進し、糖尿病網膜症等の病態解明と予防・
治療薬開発に繋げていきたいと思います。

田中庸一

助教（臨床薬学研究・教育センター
臨床薬学 薬物治療学Ⅳ）

日本白血病基金

臨床医学特別賞

1,000千円

これまでに私達が行ってきた小児急性リンパ性白血病に対する薬
物治療の毒性に関連する遺伝要因の検討が評価されたものと思いま
す。今回、私達の研究成果を評価し、本賞に推薦頂いた日本血液学

教授
（衛生化学教室）

飯島藤十郎記念食品科学振興財団研究
平成27年度学術研究助成に採択

自に見出した知見を基盤とし、げっ歯類では生じにくいヒトの糖尿

会に御礼申し上げます。今後も小児白血病の薬物療法の個別化に向

3,500千円

けて、より一層研究を発展させていく所存です。

日本血液学会学術奨励賞を受賞

本研究では当研究室で世界ではじめて作成した心臟の脂質酸化状

対象となった研究は小児急性リンパ性白血病で用いられる6- メル

態をモニターできるマウス“ギリギリマウス”を用いて、どのよう

カプトプリンの毒性とNUDT15 およびABCC4 遺伝子多型の関連性に

な状態の時に心臟に脂質酸化が亢進するのかについて明らかにしま

関するものです。複数の関連する遺伝子多型を組み合わせてリスク

す。具体的にはドキソルビシンによる副作用、過度の運動疲労や産

分類をすることで、治療の個別化に繋がるものと考えます。今回の

総研大石グループと共同で体内時計かく乱モデルについて解析し、

受賞を励みに、治療個別化の実現に向けて、研究に精進して参ります。

米糠トコトリエノール投与の有効性を検証します。

福田隆志

藤原亮一

助教
（微生物薬品製造学教室）

第28回SGHがん研究助成に採択

講師（薬剤学教室）

平成28年度日本薬物動態学会奨励賞を受賞
1,000千円

私は北里大学薬学部の学生だった頃に、薬物代謝酵素による薬物

本研究助成は、
「がん」に特化したテーマで研究を行う若手研究者

の代謝反応に一番の興味を持ちました。その後、横井毅先生（金沢

を対象としたものです。平成28年度は私を含む15名が受賞し、その

大院）
、Tukey 先生（カリフォルニア大）
、また北里大学に教員とし

内訳はほぼ医師であり、また私大所属は私のみでした。近年、基礎

て戻ってからは伊藤智夫先生と共に、UDP- グルクロン酸転移酵素を

系の研究内容で助成を頂くのは非常に困難となっている中で、幸運

中心とした薬物代謝酵素に関する研究を行いました。これまでの研

にも助成いただきましたので、しっかりと研究結果に反映させてい

究成果が評価され、このような非常に名誉ある賞を受賞でき、大変

きたいと思います。

嬉しく思います。

浦田沙梨（医薬品化学教室）薬学研究科修士課程２年

一ノ瀬 栞（衛生化学教室）薬学研究科修士課程２年

中村優生（医薬品化学教室）薬学研究科修士課程１年

大栗宝子（生命薬化学教室）薬学科６年

第46回複素環化学討論会で、Chemical and Pharmaceutical
Bulletin 賞（優秀ポスター発表賞）を受賞

第60回日本薬学会関東支部大会で、優秀口頭発表賞を受賞

盛岡一輝（医薬開発学教室）薬学研究科修士課程２年
第６回レギュラトリーサイエンス学会学術大会で、
優秀発表賞を受賞

寺田拓人（生薬学教室）生命創薬科学科 4 年

日本薬学会 フォーラム2016 衛生薬学・
環境トキシコロジー学会で、優秀若手研究者賞を受賞

第134回日本薬理学会関東部会で、
優秀発表賞（ポスター発表の部）を受賞

朝倉充俊

（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

平成28年度長井記念薬学研究奨励支援事業に採用

第63回日本生薬学会年会 優秀発表賞
（ポスター発表の部）
を受賞
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News & Topics
お知らせ

中学校出前授業を終えて

—学際生命科学東京コンソーシアムによる産学地域連携事業―
公衆衛生学教室
助教

中村亮介

見学させて頂きました。私はそのあと
を受け、
「湿度」をテーマに、測定方

学際生命科学東京コンソーシアム（お茶の水女子大学・学習院大学・東

法とその原理や我々の感じる暖かさ・

京医科歯科大学・北里大学4大学連携）では、社会協働部会の事業の一環

寒さとの関係について、実際に測定器

で、理科授業において科学に対する興味・関心を喚起し、理解を深めるこ

具を用いながら説明しました。

とを目的として、４大学の教員が出向して理科教育（授業）を行っていま

中学生に対して授業を行うのは初め

す。私は平成29年2月6日に、港区立港陽中学校の2年生を対象とした出

ての経験で、どれだけ理解してもらえ

前授業の機会を頂きました。

るか不安もありましたが、できるだけわかりやすい言葉でシンプルに話す

授業の前半は、季節風に代表される大気の動きを理解することを目的と
した、気温と気圧を変化させることで生じる空気の動きを観察する実習を

ことを心掛けました。前半では活発に元気よく実習をしていた中学生が、
後半では皆私の話に静かに耳を傾けてくれていたことが印象的でした。

学際生命科学東京コンソーシアム主催
第11回市民講演会の報告
分子薬理学教室
教授

中原 努

言われています。そのた
め視機能の低下は著しい
Quality of Life（QOL）
の低下を招くことになります。視機能を脅かす代表的な疾患には、
緑内障、

平成29年1月28日（土）に学際生命科学東京コンソーシアム（東京医

糖尿病網膜症、加齢黄斑変性症、白内障などがありますが、いずれの場合

科歯科大学、お茶の水女子大学、学習院大学及び北里大学の4大学連携）

も発症と進行に加齢や生活習慣病が大きく関わっています。
「高齢化が進

の第11回市民講演会が東京医科歯科大学において開催されました。今回

み飽食の時代に生きる私たちはどのように自分の目をまもり、QOL を維

のテーマは「大切な命を守る科学～環境・疾患を考える～」であり、本学

持することができるのでしょうか？」この問題について、私たちの基礎薬

からは私が「加齢と生活習慣病から目をまもる」という題目で講演をしま

学的な研究データを紹介しながら話を進めました。ご高齢な方々も多数聴

した。私たちは、視覚を介して外界からの情報の 80% 以上を得ていると

講されており、熱心にメモを取られているのが印象的でした。

北里大学とノルウェー科学技術大学との学術協定に向けて
臨床薬学研究・教育センター
臨床医学 病態解析学
准教授

中村正彦

北里大学とノルウェー科学技術大学（NTNU）の間の学術協定を結ぶ

き、北里大学名誉教

予備交渉のため、昨年10月に 医学部長の Björn Gustafsson 教授、癌分

授（元薬学部教授）

子医学部門の Duan Chen 教授ご夫妻が北里大学を訪問されました。この

の壇原宏文先生には

協定締結に関しては、病態解析学講座研究員、JSPS 研究員として在籍し

History of Kitasato University and current Kitasato University という

ていた Anders Øverby 君、NTNU に在籍している児玉洋介先生と小林

ご講演をいただきました。北里柴三郎が1910年にハンセン病の研究に対

弘祐理事長（学長時代）と御相談、さらに NTNU の Chen 教授と協議を

する功績から授与されたノルウェーの文化勲章にあたるサン・オラフ勲章

重ねてきた経緯があります。

を示されたことは特にノルウェー関係者に深い感銘を与えたようでした。

10月3日に伊藤智夫学長、本間浩薬学部長を含め関係者で薬学部で会

最後に小林弘祐理事長からの祝辞が述べられました。

議が持たれました。翌4日には、午後から半日にわたり、
“NTNU and

すでに薬学部、医学部だけでなく、看護学部との交流も開始に向け協議

Kitasato University – Collaboration for future”という会が南麻布に

がはじまっております。ここまでご協力、ご支援いただいた方々に深謝す

ある駐日ノルウェー王国大使館で開催されました。Knappskog ノルウ

るとともに、今後全学的に両校の関係が深まることを期待しております。

エー大使からは、歓迎のご挨拶と Norway の歴史についてお話いただ
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薬学部卒業生の皆様へ

薬友会主催 白金キャンパス見学会のお知らせ
白金キャンパス整備計画により、2017
（平成29）
年８月、北里本

層棟に移し、平成29年９月より取り壊しとなります。そこで卒業

館の跡地に高層棟
（地上14階・地下2階）
が竣工することに伴い、
「薬

生の皆様を対象に、両館が取り壊される前の白金キャンパス見学

学部 E 号館（現３号館）
」
、
「薬学部 H 号館
（現２号館）
」
は機能を高

会を薬友会主催で開催いたします。

■日時：平成29年５月20日
（土） 14:30〜16:00
（受付開始 14:00）
■受付：北里大学白金キャンパス 新２号館２階
■会場：薬学部 新２号館 2201・2202・2301講義室
（テレビ中継あり）
※詳細は『薬友会報』をご覧ください。

■当日スケジュール（予定）
14:30〜14:40 薬友会会長挨拶
14:40～14:50 薬学部長挨拶
14:50～15:00 白金キャンパス概要説明・地図配布等
15:00～16:00 白金キャンパス自由見学

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）

周年記念事業募金は 3月31日迄受付ます。更なるご協力をお願い致します。
薬学部関係者の申込状況について（平成 29 年 1 月 20 日現在） 43,844,265 円
（募金目標額 1 億円）
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 ttp://www.kitasato.ac.jp/ 1 0 0 × 5 0 /
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平成29年度 薬学部暦
主な学部予定
内容
入学式
オリエンテーション
及びガイダンス

対象学年
日程
1年
4 月 5 日（水）
1年
4 月 1 日（土）
～7 日（金）
2 年、6 年
4 月 6 日（木）
3年
4 月 7 日（金）
4 年、5 年
4 月 3 日（月）
1年
4 月 8 日（土）
前期授業開始
2 年～4 年
4 月 10 日（月）
5年
4 月 6 日（木）
6年
4 月 3 日（月）
オール北里チーム医療演習 6 年
4 月 30 日（日）
～ 5 月 1 日（月）
病院実習Ⅰ期・薬局実習Ⅰ期 5 年
5 月 8 日（月）
～7 月 23 日（日）
卒業研究発表会
6年
7 月 8 日（土）
研究室紹介
1 年～4 年
1 年（生命創薬）
8 月 9 日（水）
前期授業終了
1 年（薬学）
8 月 10 日（木）
2 年、4 年
7 月 7 日（金）
3年
8 月 4 日（金）
5 年、6 年
7 月 31 日（月）
1年
7 月 25 日（火）
～8 月 2 日（水）
前期試験
2 年～4 年
7 月 10 日（月）
～21 日（金）
6年
7 月 19 日（水）
～22 日（土）
1 年（生命創薬）
8 月 10 日（木）
～22 日（火）
夏期休業
1 年（薬学）
8 月 11 日（金）
～22 日（火）
2 年、4 年
7 月 22 日（土）
～8 月 27 日（日）
3年
8 月 5 日（土）
～27 日（日）
5 年、6 年
8 月 1 日（火）
～27 日（日）
1年
8 月 23 日（水）
～26 日（土）
前期追再試験
2 年～4 年
8 月 28 日（月）
～9 月 2 日（土）
6年
8 月 28 日（月）
～30 日（水 )
薬学総合演習予備試験 6 年
8 月 31 日（木）
～9 月 1 日（金）
後期授業開始
1 年～6 年
9 月 4 日（月）
病院実習Ⅱ期・薬局実習Ⅱ期 5 年
9 月 4 日（月）
～11 月 19 日（日）
薬学総合演習試験Ⅰ
6年
10 月 10 日（火）
～11 日（水）
薬学総合演習試験Ⅱ
6年
12 月 7 日（木）
～8 日（金）
1年
12 月 22 日（金）
後期授業終了
2 年、3 年、4 年（薬学）12 月 11 日（月）
4 年（生命創薬）
、5 年 12 月 15 日（金）
6年
12 月 22 日（金）
1年
12 月 23 日（土）
～1 月 4 日（木）
冬期休業
2 年、3 年、4 年（薬学）12 月 12 日（火）
～1 月 4 日（木）
4 年（生命創薬）
、5 年 12 月 16 日（土）
～1 月 4 日（木）
6年
12 月 23 日（土）
～1 月 4 日（木）
1年
1 月 5 日（金）
～18 日（木）
後期試験
2 年～4 年
1 月 5 日（金）
～15 日 ( 月）
病院実習Ⅲ期
（附属病院） 5 年
1 月 9 日（火）
～3 月 22 日 ( 木）

平成29年度
薬学研究科暦
主な学部予定

内容
入学式
オリエンテーション及びガイダンス
前期授業開始
博士論文発表会①
中間発表会
前期授業終了
夏期休業
後期授業開始
冬期休業前授業終了

行事名

第１回薬学部
オープンキャンパス
第２回薬学部
オープンキャンパス

その他の関連予定
内容
対象学年
白金ガイダンス（パソコン配付）1 年
開校記念日
相模原キャンパス総合防災訓練
球技大会
白金祭
北里研究所創立記念日
北里祭
薬学共用試験 OSCE 本試験 4 年（薬学）
薬学共用試験 CBT 本試験 4 年（薬学）
薬学共用試験 OSCE 追再試験 4 年（薬学）
薬学共用試験 CBT 追再試験 4 年（薬学）

内容
チーム医療演習のため
白金祭のため

日程
5月
1 日（月）
10 月 27 日（金）

祝日等

内容
開校記念日
北里研究所創立記念日

日程
4 月 20 日（水）※ 5 月 2 日（火）に振替
11 月5 日（土）※振替日なし

内容
昭和の日
憲法記念日
みどりの日
こどもの日
海の日
山の日
敬老の日
秋分の日

日程
4 月 29 日（土）
5 月 3 日（水）
5 月 4 日（木）
5 月 5 日（金）
7 月 17 日（月）
8 月 11 日（金）
9 月 18 日（月）
9 月 23 日（土）

白金キャンパス
立入禁止日

相模原
キャンパス

日時

7 月 22 日（土）１2時〜１6時3０分
（予定）
8 月 26 日（土）１2時〜１6時3０分
（予定）
第１回薬学部進学相談会 10 月 21 日（土）１３時〜１６時
※白金祭
10 月 22 日（日）１３時〜１６時

編 集 後 記

内容
博士論文発表会②
冬期休業
冬期休業後授業開始
後期授業終了
修士論文発表会
修了判定会議
修了判定発表
学位記授与式

日程
12 月 5 日
（火）
～12 月 7 日
（木）
12 月 23 日（土）
～1 月 3 日（水）
1 月 4 日（木）
1 月 27 日（土）
2 月 21 日（水）
～22 日 ( 木）
3 月 1 日（木）
3 月 2 日（金）
3 月 23 日（金）

日時

8 月 5 日（土）１0 時〜１6 時（受付 15：30 迄）
8 月 6 日（日）１0 時〜１6 時（受付 15：30 迄）

第１回全学進学相談会

10 月 1 日（日）１0 時〜１6 時（受付 15：30 迄）

第２回全学進学相談会
※北里祭

11 月 4 日（土）１0 時〜１6 時（受付 15：30 迄）
11 月 5 日（日）１0 時〜１6 時（受付 15：30 迄）

平成30年 第１回全学
オ−プンキャンパス

3 月 18 日（日）１0 時〜１6 時（受付 15：30 迄）

8 月 27 日（日）１0 時〜１6 時（受付 15：30 迄）

薬学部ニュース[No.13 ]
http://www.kitasato-u.ac.jp/pharm/
□発行責任者／本間 浩
□編集責任者／供田 洋

創薬科学科を特集しています。生命創薬科学科から修士課程に進学

〒108-8641

し、昨春卒業された1期生の方にも寄稿いただきました。ぜひご覧

東京都港区白金5-9-1

ください。

北里大学薬学部事務室総務課
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日程
10 月 9 日（月）
11 月 3 日（金）
11 月 23 日（木）
12 月 23 日（土）
1 月 1 日（月）
1 月 8 日（月）
2 月 11 日（日）
3 月 21 日（水）

内容
日程
OSCE 共用試験実施のため 12 月 9 日（土）
・10 日（日）
センター試験実施のため 1 月 13 日（土）
・14 日（日）
一般入学試験実施のため 1 月 31 日（水）
・2 月 1 日（木）

行事名

月日が経つのは早いもので、今年度も残すところあと僅かになり

様に心より御礼申し上げ、編集後記とさせていただきます。
（T.Y）

内容
体育の日
文化の日
勤労感謝の日
天皇誕生日
元日
成人の日
建国記念の日
春分の日

第2回全学
オープンキャンパス
第3回全学
オープンキャンパス

ました。さて、今号では、平成28年4月に7年目を迎えました生命

最後に、薬学部ニュース発行にご協力いただきました関係者の皆

日程
4 月 22 日（土）
4 月 20 日（木）※振替休日…5 月 2 日（火）
5 月 22 日（月）※予備日…5 月 29 日（月）
6 月 4 日（日）
・6 月 11 日（日）
10 月 28 日
（土）
～10 月 29 日
（日）
11 月 5 日（日 ) ※振替日なし
11 月 4 日（土）
～11 月 5 日（日）
12 月 10 日（日）
1 月 23 日（火）
2 月 20 日（火）
2 月 23 日（金）

休講について

日程
4 月 5 日（水）
4 月 7 日（金）
4 月 11 日（火）
4 月 25 日（火）
～27 日（木）
5 月 13 日（土）
7 月 29 日（土）
7 月 30 日（日）
～8 月 31 日（木）
9 月 1 日（金）
12 月 22 日（金）

平成29年度 北里大学
オープンキャンパス・進学相談会日程
白金
キャンパス

内容
対象学年
日程
病院実習Ⅲ期・薬局実習Ⅲ期 5 年
1 月 9 日（火）
～3 月 26 日 ( 月）
卒業研究発表会
4 年（生命創薬）
1 月 24 日（水）
1年
2 月 5 日（月）
～8 日（木）
後期追再試験
2 年～4 年
2 月 9 日（金）
～16 日（金）
6年
1 月 9 日（火）
～11 日（木）
4 年（生命創薬）
3 月 1 日（木）
卒業判定会議
6 年（薬学）
2 月 5 日（月）
4 年（生命創薬）
3 月 2 日（金）
卒業発表
6 年（薬学）
2 月 6 日（火）
進級判定会議
1 年～5 年
3 月 1 日（木）
進級発表
1 年～5 年
3 月 5 日（月）
学位記授与式
4 年（生命創薬）、6 年（薬学） 3 月 23 日（金）
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