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E 号館（現３号館）での講義風景
◆ 1976（昭和51）年の卒業アルバムより

1986（昭和61）年に完成した H 号館（現２号館）
。屋上
には旧本館をモチーフにした塔が設けられました
◆北里大学薬学部創設50周年記念誌より
E 号館（現３号館）での実習風景
◆ 1982（昭和57）年の卒業アルバムより

1970年 代 の E 号 館
（現３号館） ◆当時
の卒業アルバムより

北里研究所本館越しに見える E 号館（現３号
館）。この本館は 1980（昭和55）年に明治村
に移築保存され、その後に使用された北里本
館も今回の整備計画で取り壊されました 
◆ 1979（昭和54）年の卒業アルバムより

H 号館（現２号館）の１階にあったピロティ
◆ H 号館竣工時の資料写真より
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50年の役割を終え、次の世代へ。

薬学部 2・3 号館の思い出を綴る

E号館（３号館）
、H号館（２号館）

そして、
「ありがとう」
、
「さようなら」
北里大学名誉教授（微生物学教室，前教授）
北里柴三郎記念室客員研究員

檀原宏文

定年退職から８年目の今、私は E 号館講義室に臨時に設

部創設から現在に至るまでこの建物では総計300人に及ぶ

けられた北里柴三郎記念室にいて、学祖が100年以上前に

教員や職員がそれぞれ30以上のセクション（研究室、研究

書いた論文を読む静かな日々を送っています。そして、こ

部門、生物系共有機器室、電子顕微鏡室、実験動物施設、

れに疲れると隣の H 号館の屋上に出て休みます。ここに登

環境管理センター、学習支援室、図書館など）において教

ると少し前まではこの秋に完成する新棟建設の力強い槌音

育と研究に取り組んできました。この人たちの汗もここに

が聞こえていました。新棟は上へ上へと伸び続け、今は竹

は沁み込んでいます。

の皮が一枚一枚剥げ落ちるように囲いが外されています。

北里大学薬学部には開設初期から他大学には見られない

この作業が終わるとE号館とH号館は取り壊され、
白金キャ

４つの研究室が E 号館に置かれてきました。北里研究所か

ンパスにあった A、B、C、D、E、F、G、H 号館の全てが

らの寄付講座、微生物学教室、微生物薬品製造学教室、生

姿を消します。今回は特に E 号館と H 号館に感謝と惜別の

物薬品学製造学教室、薬品治験学教室でした。これらの研

気持ちを送りたいと思います。

究室は研究所の部長が大学の教授を兼任して、感染症や臨
床の問題に関するユニークな研究で学部を活性化してきま

E 号館
（３号館）

した。また、これらの先生方によって学祖北里柴三郎の精

北里大学薬学部50年の歴史を見守ってきた E 号館の建設
は学部開講の1964年
（昭和39年）
末から始まり翌年に完成
しました。ここで講義を受け、
また実習を行った第一期から、

神が学生そして教員や職員にも伝えられ、北里大学発祥の
地に学部を置く責任を全員が自覚してきました。
薬学部教授会は教育と研究には予算を惜しまず、先見性

ここでの実習を既にすませた現役諸君を合わせた１万5,496

のある綿密な計画のもとに良好な環境を整える努力をして

人全員の軌跡がこの建物には刻まれています。また、薬学

きました。しかしその一方で、生活環境としての設備は極
めて質素でした。たとえば、E 号館では男子トイレが奇数
階にしかなく、また地下1階から地上10階までの移動手段
としてのエレベーターは一基しかありませんでした。これ
は今も変わっていません。
「定期点検」
の札が架かって止まっ
ているエレベーターを見た夏の日に９階の研究室までフラ
フラになってたどり着いた時のこと、また、破損した床の
タイルは当然のこととして自分たちで張り替えていたこと
などが懐かしく思い出されます。
学生への対応は総じて悠長だったように思います。たと

竣工時の E 号館と尖塔を載せ
た北里研究所の旧本館。２本
の椎の木と掲示板の見える空
き地にＨ号館が建った（椎は
移植された）。◆写真は北里
大 学 薬 学 部 創 設50周 年 記 念
誌より
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えば、E 号館の屋上に出るドアに錠は架けませんでした。
研究や勉強に疲れた学生は
（教員も）柵のない屋上で寝そ
べって休んでいました。夜、ここから神宮球場の花火を楽
しむ者もいました。このようなことは過剰気味の管理下に

置かれている現在の学生には考えられないことかも知れま
せん。学生の自律性を尊重する風潮がまだ残っていた良き
時代でした。

Ｈ号館（２号館）屋上の尖塔に
は北里研究所発祥の地を継承
する決意が示され、ここから
は永久の鐘のメロディーが流
れた。◆写真は北里大学薬学
部創設50周年記念誌より

H 号館
（２号館）
E 号館の東側に残されていた狭い空き地に地下１階、地
上６階のスリムなH号館は完成しました。1986年
（昭和61年）
のことです。そしてこれを待ちわびていたかのように、こ
こからは臨床薬学教育が全国に先駆けて本格化的にスター
トしました。既に始まっていた臨床薬学教育活動へのホー
ムグランドがやっと与えられたのでした。
北里大学の臨床薬学教育への取り組みは私の20年前当時
の体験と重なりました。
その頃、
まだ学生であった私
（1966

「尖塔」
と
「永久の鐘」

年，富山大学薬学部３年生）
は、大胆にも自治会の要望
（期

H 号館は間もなく姿を消しますが、どうしても無くした

待）
として化学一辺倒であった薬学教育に臨床科目を加え

くないものがあります。それは屋上にある八角形の「尖塔」

るよう教授会にお願いしたことを感慨深く思い出していた

と以前はそこから流れていた「永久の鐘（とわのかね）
」です。

のです。

「尖塔」は博物館明治村に移築保存された北里研究所旧本

1996年
（平成11年）
、
このH号館にはもう一つ極めてユニー

館を飾っていた尖塔を模したものです。これは X 字形の破

クな研究室が誕生しました。臨床統計部門です。これは生

傷風菌マークと共に北里研究所を継承する北里大学のシン

物統計学の専門家を養成する社会的ニーズに応えるために

ボルと言えます。一方の「永久の鐘」は H 号館建設の責任

社会人向けの大学院コースとして始まったものですが、学

者であった小林凡郎先生
（1926-1997, 第４代薬学部長、第

術協定を結んだハーバード大学教授による集中講義やジョ

12期学長）
の作曲によるものでした。毎９時、尖塔からは

イントシンポジウムの開催なども加え、高質で密度の濃い

美しいメロディーが流れ＊、学生にはこう語りかけました。

教育研究体制を有する研究室に発展しました。現在では北

「活力に満ちよ
（ECG）
」
、
「特色をもて
（CGE）
」
、
「才智豊かな

里大学の学部学生や大学院生の研究指導も行われています。

れ
（GEC）
」
。前者が北里大学の魂なら、後者は薬学部の魂に

H 号館には視聴覚室と実験動物施設もありました。視聴

思えるのです。何とか残す工夫は出来ないものでしょうか。

覚室は映像と音響を売り物にし、現在のコンベンションホー

中瀬安清先生
（微生物学教室、
前教授）と森口郁生先生（製

ル（大村記念ホール）をイメージしていたと思われますが

剤学教室、前教授）
はそれぞれこの「尖塔」と「永久の鐘」

実際は大講義室として使われました。実験動物施設では遺

について、胸中をこう吐露されています（『北里大学薬学部創

伝子改変 SPF 動物も飼育され研究者の需要を満たしまし

設50周年記念誌』
）
。

た。しかし、創設以来これに献身的に関わってきた三田征
治先生
（1963-2015, 助教）を病気で亡くしたことは残念で

「尖塔」への思い；
「未来への道標として史的建物や緑は尊
重したいものです。
」
（中瀬安清）

なりません。三田先生には3年次に行う微生物学実習で実

「永久の鐘」への思い；
「この“永遠の鐘”は何らかの形で

験動物総論の名講義して頂いたことを懐かしく思い出して

是非残して頂けるよう、お願い申し上げる。
」
（森口郁生）

います。

私たちはこの地、白金において共に、喜び、苦しみ、泣き、

H 号館の生活環境も決してよくありませんでした。研究

笑い、そして学んできました。お世話になった E 号館（３

室には常にマウスの臭いが立ち上ってきたそうです。しか

号館）
、H 号館
（２号館）よ、
「ありがとう」
、そして、
「さよ

し、これは「パストゥールの偉大な研究は立派な建物がで

うなら」

きる前に完成していた（施設は研究をしない）
」という言葉

＊：→ ECG CGE BEC →９音繰り返し 18 音のメロディーは、今井一夫先生指
揮のもと、頌栄女子学院ハンドベルクワイヤー部によって演奏されたものである。
1986 年５月 10 日録音。
（H 号館竣工パンフレットより）

を思い出させてくれます。
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北里大学白金図書館の変遷
北里大学白金図書館課長

阿部京子

＜現図書館について＞
薬学部３号館に移転した当初は、すりガラスの出入口の向こ
うにはグレーの書架が立ち並び、全体がグレーを基調とした配

北里大学白金図書館（以下「本図書館」という。
）の前身は、

色で、どんよりとした暗いイメージの図書館だったと聞いてい

大正 3（1914）年 11 月、北里研究所の創設と同時に開設され

る。時代がそうさせたのか、図書館職員がおとなしかったのか

た図書室時代に遡る。

は定かではないが、時を経て、木を基調としたキャレルが配置

昭和 37（1962）年４月、北里研究所創立 50 周年の記念事業

され、次第にイメージも明るくなっていったそうである。そこ

として北里大学が設立された。その後、研究所図書室所蔵資料

に働くメンバーも世代交代し、今はとても明るく、笑い声が響

の全てが大学に移管され、本図書館は大学、研究所およびその

きすぎ、騒がしすぎなかったかと、ときに反省するほどである。

附置機関の教育・研究のための共同利用施設として運営されて

閲覧室と事務室の境界ドアを閉めることになってしまったのも

きた。当初は北里大学図書館本館として業務を行ってきたが、

世代交代が原因かもしれない。

相模原キャンパス等で学部の増設が相次ぎ、
昭和 51（1976）年、
北里大学白金図書館と名称を変更した。現在では、
本大学には、
７学部と一般教育部を含め６図書館があり、その中の１分館と

＜新図書館について＞
薬学部校舎・北里本館建替に伴い、2017（平成 29）年９月
低層棟の地下１階と地下２階（全完成は 2019（平成 31）年３

して機能している。
本図書館は白金キャンパス内の薬学部３号館（旧 E 号館）

月頃）
へ移転する。50年に一度の大事業である新図書館建設は、

に位置し、１階に閲覧室、地下１階に書庫がある。また、東洋

「都心にありながら森の揺らぎを感じる図書館」というコンセ

医学総合研究所内に、漢方・鍼灸などの東洋医学関係に特化し

プトで、木を基調とし、地下ではあるが、両サイドがガラス張

た資料を収集した図書室を持ち、北里本館地下１階には約 10

りで採光が取れ、明るいイメージである。

万冊を収容する書庫を備えていた（平成 27（2015）年北里本

地下１階にはアクティブラーニングスペースも設けており、

館解体）
。平成 23（2011）年３月 11 日、東日本大震災発生時

利用者が能動的に利用する空間に対し、地下２階は資料を集約

には、本図書館の地下書庫にある約 22,000 冊の製本雑誌書架

した電動書架を設置し、静寂な学習スペースを用意した。地下

が将棋倒しとなり倒壊したが、
同年８月には復旧作業が終了し、

１階は明るく、地下２階は落ち着いた配色とし、地下 1 階を動、

９月には利用を再開した。
その安堵の思いは今も忘れられない。

地下２階を静としたテーマに分けているのも特色である。

さて、ここでは、今の図書館とこれからできる新しい図書館
への期待をお届けする。

図書館は1965
（昭和40）
年に完成した 3 号館
（当時は E 号館）
1 階に設けられた※

完成した際には来館して、是非自らの目で確かめていただき
たい。私たち職員も完成が待ち遠しい。

1973（昭和48）年当時の図書館の様子※

※の写真は『Kitasato 100 × 50』（北里研究所創立 100 周年・北里大学創立 50 周年記念事業 記念誌）より
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2017（平成29）年の図書館の様子
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薬学部 2・3 号館の思い出を綴る

卒業生を対象にした白金キャンパス見学会の実施報告
薬学部事務長

池本 尚

19PT（昭和62年

薬学部製薬学科卒）

〔白金キャンパスの校舎増改築等の変遷等〕

〔白金キャンパス見学会の開催〕

北里研究所創立 50 周年事業として、1962
（ 昭和

特に 1965
（昭和 40）年に竣工した「E 号館（現３号

37）年４月に北里大学が設置され、この白金キャン

館）
」は、薬学部１回生から北里大学薬学部生の教

パスに衛生学部（化学科・衛生技術学科）
が開設、２

育研究を担っており、多くの卒業生にとって思い出

年後の 1964（昭和 39）年４月に薬学部
（薬学科、翌年

深く、そして懐かしい建物といえます。新たな教育

度に製薬学科）が開設されました。

研究環境の整備が進むとはいえ、取り壊されること

当時既に 1957
（ 昭和 32）年４月に北里衛生科学専
門学院が開設
（平成８年閉校）されており、校舎とし

は寂しく、このたび薬友会が主催（薬学部協力）し
て「白金キャンパス見学会」を開催しました。

てA号館はありましたが、
大学学部設置にともない連

当日
（平成 29 年５月 20 日
（土）
）は、卒業生 72 名が

続して B,C,D,E
（現３号館）
,F,G 号館が建設、
1986
（昭

参加し、酒井薬友会長代行・本間薬学部長挨拶・白

和 61）
年には H 号館
（現２号館）
が建設されました。

金キャンパス概要説明の後、自由見学会が行われ、

そ の 後、 白 金 キ ャ ン パ ス 整 備 計 画 に よ り、

参加者は懐かしさに歓喜するとともに、校舎増改築

A,B,C,D,F,G 号館が取り壊され、薬学部１号館
（平成

等の変遷を経たキャンパスに驚きを隠せなかったよ

13 年）、薬学部新２号館
（平成 27 年）が建設されると

うです。

ともに、整備計画の第２期として、2017
（ 平成 29）

今後も第３期
（最終）工事が行われ、2019（ 平成

年８月北里本館の跡地に、高層棟
（地上 14 階・地下

31）年４月には白金キャンパス整備計画が終了し、

2 階）が竣工する予定です。また「E 号館」
「H 号館」
、

ハード面としては教育研究環境が整備されることに

は機能を高層棟に移すため、平成 29 年 9 月から取

なります。併せて薬学部では教育研究内容の整備・

り壊されることになっています。

充実を継続して推進してまいります。

白金キャンパス見学会開催概要
日時：平成 29 年 5 月 20 日
（土） 14:30〜16:00
14:30〜14:40
14:40～14:50
14:50～15:00
15:00～16:00
16:00〜

薬友会会長代行挨拶
薬学部長挨拶
白金キャンパス概要説明
白金キャンパス見学
懇親会

2001（平成13）年に完成した薬学部１号館を見学。
奥は北里生命科学研究所とつながっています

2017（平成29）年９月から取り壊し
が始まる３号館では、図書館や研究
室などを見学していただきました。
見学会後は新２号館１回の学生食堂
で懇親会も開催
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薬剤師国家試験の結果と次回への対策
第102 回薬剤師国家試験を振り返って
平成28年度６年生学年主任
特別実習演習小委員会委員長
医薬品化学教室
教授

牧野一石

1. 第102 回薬剤師国家試験実施状況
第 102 回薬剤師国家試験が平成 29 年２月 25 日、26 日の

10％を上回ること」を目標としております。平成 28 年度
の本学の新卒者合格率は全国平均に対して 4.86 ポイント
上回るに留まりましたが、6 年次在籍者 239 名のうち 238

両日に実施され、全体では出願者総数 14,701 名、受験者

名が本学を卒業して薬剤師国家試験を受験しております。

数 13,243 名、合格者数 9,479 名、合格率 71.58%、新卒者

他の私立大学薬学部が多くの卒業延期者を出さざるを得な

のみの合格率 85.06% でした。

い現状を鑑みますと、卒業延期者が非常に少ない点は本学

本学では 6 年次在学者 239 名、既卒者 35 名が出願し，そ
のうち新卒者として 214 名（合格率 89.92%）
、既卒者 17
名（合格率 51.61％）の方が合格されました。したがっ
て新卒者と既卒者を合わせた合格率は 85.24％に達しまし

の 6 年制薬学教育の特筆すべき点であると思います。

2. 薬剤師国家試験の傾向と展望
第 102 回薬剤師国家試験の全国の合格率が第 101 回と同

た。これは新卒者の合格率では全国合格率を4.86ポイント、

様に 85％程度となったことから、薬剤師国家試験の難易

さらに既卒者を含めた合格率では 13.66 ポイント上回る結

度は安定してきたものと考えられます。第 102 回の問題の

果になりました。

特徴は、基礎的事項を問う必須問題は易化しましたが、薬

第 102 回薬剤師国家試験では昨年度と同じ合格基準、す

学理論問題や薬学実践問題はやや難化しました。
とりわけ、

なわち１）問題の難易を補正して得た総得点について、平

論理的な思考力やグラフや表からデータを読み取る能力を

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

問うといった良問が多く出題されており、単なる暗記では

であること、２）必須問題について、全問題への配点の

対応できないという方向性が強くなっています。加えて、

70％以上で、かつ、構成する各科目の得点がそれぞれ配

医療現場での実践力を問う問題に関しても、現場で行われ

点の 30％以上であるとされていますが、第 101 回と同様

ていることを理論的に理解しているかが問われる問題が多

に第 102 回についても 65％以上正解することが合格の条

く見受けられます。

件となったものと考えられます。

このような傾向に対応するためには、
「多くの知識を断

本学では
「６年次の卒業延期者を出さない教育を心掛け、
その上で国家試験合格率として全国新卒者合格率を５～

出願者総数
受験者数

合格者数
（率）

新卒者のみの
合格者数
（率）
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北里大学
総数

北里大学
総数

第102回

第101回

第100回

274名

334名

14,701名

片的に記憶する」のではなく、
「知識を体系化して身に着
ける」ことが重要となります。したがって低学年のうちか
第99回

第98回

337名

ー

ー

16,658名

16,546名

ー

ー

271名

322名

327名

299名

282名

13,243名

14,949名

14,316名

12,019名

11,288名

北里大学

231名
290名
252名
220名
248名
（85.24%）（90.06%）（77.06%）（73.58%）（87.94%）

総数

9,479名
11,488名
9,044名
7,312名
8,929名
（71.58%） （76.85%） （63.17%） （60.84%） （79.10%）

北里大学

214名
236名
211名
208名
248名
（89.92%）（94.40%）（81.47%）（78.20%）（90.51%）

総数

7,052名
7,108名
6,136名
6,219名
8,826名
（85.06%） （86.24%） （72.65%） （70.49%） （83.60%）

ら物事を論理的に捉える学習が大
切であり、このような学びの姿勢
が 5 年次での病院・薬局実習を実
り豊かなものとし、さらに 6 年次
に学力を飛躍的に伸ばすことに繋
がるものと考えます。今後も本学
は基礎薬学と臨床薬学の両分野に
力を入れ、それらを融合した薬学
研究・薬剤師教育を進めてまいり
ます。

第103 回薬剤師国家試験に向けて
平成29年度６年生学年主任
特別実習演習小委員会委員長
微生物学教室
教授

岡田信彦

1. 薬剤師国家試験の合格基準と合格率
薬剤師国家試験は、薬学全領域（物理、化学、生物、衛

られる知識・技能・態度を十分に修得した上で卒業し、薬
剤師国家試験に臨むことになります。また、学生の学修支
援を充実させ、
留年生対策を実施してきました。その結果、

生、薬理、薬剤、病態 ･ 薬物治療、法規・制度・倫理、実

年次ごとの留年率を最低限に抑え、多くの学生が６年間で

務）を対象として、
必須問題（90 問）と一般問題（255 問）

大学を卒業しています。さらに、その成果として、６年制

の計 345 問とし、さらに一般問題を薬学理論問題（105 問）

薬学部以降の薬剤師国家試験における「入学から６年後に

と薬学実践問題（150 問）に区分して出題されます。薬剤

卒業して国家試験に合格する学生の割合」
は、
常に全国トッ

師国家試験における「必須問題」は、医療の担い手である

プレベルを維持しています。これからも、この「ストレー

薬剤師に必要不可欠な基本的資質を確認する問題であり、

ト合格率」の向上に向けて、学年ごとのきめ細かな学修支

一般問題は、薬剤師が臨床の現場で直面する一般的課題を

援を続けて行くことが必要と考えています。

解釈 ･ 解決するための資質を確認するための問題となりま

3. 薬剤師国家試験の合格に向けて

す。
薬剤師国家試験の合格基準は、第 101 回以降、絶対基準

これまでに、
「薬剤師国家試験対策ガイダンス」
（平成

から相対基準へと変更されました。第 101 回第及び 102 回

29 年４月実施）を通して、第 103 回薬剤師国家試験の出

の合格基準における全問題の得点率は、それぞれ、65.0%

題傾向とその対策について解説しました。ポイントは、
１）

及び 63.6% 以上という結果です。

国家試験対策は既出問題からスタート、２）物理 ･ 化学 ･

６年制課程移行後の薬剤師国家試験の全国平均合格率

生物 ･ 衛生 ･ 薬理の取り組みは早めに、３）計算問題の対

は、年度によって大幅な変動が生じているものの、本学部

策をしっかりと、ということです。また、図表やイラスト

においては、新卒者の全国平均合格率の５～10 ポイント

を用いての出題が増えてきており、着目すべき点を画像と

以上を常に確保している状況となっています。

してとらえるトレーニングも必要です。

2. 薬剤師国家試験合格に向けて
北里大学薬学部がめざすもの

後期からの「薬学総合演習」は、これまでに学んだこと
を応用できる能力を身につけるための科目です。したがっ
て、
「薬学総合演習」をしっかり取り組むことが国家試験

それでは、国家試験合格率を評価する上で重要なことは

合格への近道となると思います。また、基礎科目の問題も

何でしょうか。北里大学薬学部では、
「全員卒業、
全員合格」

臨床との関連性で学ぶことが強く要求されています。知識

を目指して、いわゆるストレート合格率（入学から１度も

の丸暗記だけでは国家試験に合格することは難しくなって

留年せず、修学期間６年間で卒業し、国家試験に合格する

いますので、総合的に考え、解決を導き出せるよう常に意

割合）
にこだわっています。本学部は、
「基礎と臨床を両輪」

識しておいてください。

として、基礎薬学と臨床薬学の両分野に力をいれ、両者の

国家試験の合格は、薬剤師として活躍するための第一歩

融合した新しい薬学教育を進めています。初年次から６年

です。当日は平常心で受験できるよう、夏休み前からしっ

時まで、一年一年を大事に積み重ね、医療人としての倫理

かり準備していきましょう。

観、広い視野、高い見識を持ち、さらに薬剤師として求め
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平成29年度白金祭の準備状況について（実行委員会活動報告）
第38回白金祭実行委員会委員長
薬学科３年

西方大貴

はじめまして、第38回白金祭実行委員会委員長の西方大貴です。

たり、市民公開講座も今年は復活する予定となっております。模擬店

白金祭の宣伝をさせていただけるこのような機会を設けて頂き、誠

も今年は例年より多くの団体が出店予定となっており、ますますの盛

にありがとうございます。

り上がりが予想されます。

今年の白金祭は10月28日（土）と29日（日）の２日間の開催が予
定されており、テーマは「Diamond」となっております。白金祭は、

白金祭実行委員会一同、皆様のご来場を心よりお待ちしております。
是非、白金祭へお越しください。

北里大学の学生や来場者の方々、ご協力頂く方々が持つ、輝く個性の
一つひとつが連なり合うことにより最大級の“輝き”を放つことに
なります。そのイメージにもっとも近いものとして、今回のテーマを
「Diamond」といたしました。
現在、２年生３年生総勢41名の委員とともに白金祭に向けての準備
を進めております。例年より人数が多く、全員の志を一つにするのは
とても難しいですが、全員の責任感が強くしっかりと仕事に取り組ん
でくれているため、円滑に動いております。
そして、白金祭では今年も多くの企画を実施する予定となっており、
例年行われている香水つくり体験やお笑いライブ、ミスターコンテス
トやミスコンテストに加え、他の大学のアカペラサークルをお招きし

第38回白金祭実行委員会メンバー

平成28年度卒業生および修了生の就職・進学状況（2017 年４月現在）
平成28年度薬学部卒業生・修士課程修了者の進路状況について
薬学部就職委員会委員長
薬理学教室
教授

剤薬局16.4% など細かい変動はあるもののほぼ例年通りでした。詳
細は別表を御覧ください。

田辺光男

生命創薬科学科は41名が卒業し、５名が就職、34名が進学（その
内21名が本学大学院薬学研究科）
、２名がその他という結果でした。

平成28年度の薬学部薬学科（６年制）と生命創薬科学科（４年制）

大学院修士課程は26名が修了しました。本修了者は、本学が４年

の卒業生および大学院修士課程修了者の平成29年３月31日現在の進

制生命創薬科学科の分離入試を開始して以降、生命創薬科学科を卒

路状況についてご報告いたします。

業後に修士課程へと進学した２期目の学生が多くを占めます。修了

薬学科は244名が卒業し、229名が就職、４名が大学院進学（その

者のうち、24名が就職、１名が進学（本学博士後期課程）
、１名がそ

内２名が本学大学院薬学研究科）
、11名がその他という結果でした。

の他という結果でした。製薬会社、治験・臨床開発関連企業、食品・

薬学科卒業生の進路内訳は、病院34%、ドラッグストア19.3%、調

飲料製造業で50% を超えますが、それ以外の業種も40% 弱でした。

● 生命創薬科学科

● 大学院薬学研究科修士課程

【主な進学先】 北里大学大学院／東京大学大学院／京都大学大学院／筑
波大学大学院／東京医科歯科大学大学院
【製薬会社】 アッヴィ合同会社／キッセイ薬品工業株式会社
【CRO】 PAREXEL China
その他業種 4.9％
Co. Ltd.
その他 4.9％
【その他の業種】 富士ソフ
CRO 2.4%
ト株式会社
34 名
大学院進学者
5名
就職者
その他
2名
（卒業者 計 41 名）
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製薬会社
4.9%
進学
82.9%

【主な進学先】 北里大学大学院
【製薬会社】 日本製薬／協和発酵キリン／アステラス製薬／ Meiji Seika
ファルマ
【CRO】 CAC クロア／イーピーエス／エイツーヘルスケア／シミック
【食品・飲料製造業】 日本水産 その他 3.8%
製薬会社
15.4％
【その他の業種】 医薬品医療 進学 3.8%
機器総合機構／富士ソフト株
式会社
その他の業種
24 名
就職者
1名
大学院進学者
1名
その他
（修了者 計 26 名）

38.5%

食品・飲料
製造業 3.8%

CRO
34.6%

白金キャンパスの整備状況-2017年7月
薬学部長・薬学研究科長
生体分子解析学教室
教授

本間 浩

白金キャンパス整備工事の第Ⅱ期工事は、本年中にいよいよ完成す

北里柴三郎記念館の正面入り口側から

ることになります。前号の薬学部ニュースでお知らせしましたように、
地下２階、地上14階の高層棟は８月に竣工予定で、現在（７月）内装
工事が着々と進められています。また、低層棟は、正式に北里柴三郎
記念館と命名されました。地上２階部分の１階では、北里柴三郎博士

正 面 入り口 横 に
は、 旧 北 里 研 究
所本館をデザイン
したグラフィックコ
ンクリートが設置さ
れます

に纏わる記念品などが展示されるほか、大村智先生のコーナーも設置
される予定です。２階部分には、PPA や同窓会の事務室などのほか、
ラウンジスペースも設置される予定で、来場者の憩いの場となると期
待されます。地下１・２階は白金図書館となります。現在よりもゆっ
たりとしたスペースが確保されており、本年10月の竣工が待たれます。
９月には、現３号館から高層棟への引越しが行われ、その後３号館
は取り壊されます。５月20日（土）には、白金キャンパス見学会が催

の事務室の場所には新しい模擬薬局が設置されるほか、椅子と机が固

され、卒業生の方々にお集まりいただき、思い出深い３号館（E 号館

定されている中講義室が、床がフラットで多目的に使用可能な部屋へ

と呼ばれていました）を懐かしんでいただきました。

と改修される予定です。白金キャンパスは、いよいよ生まれ変わろう

薬学部１号館の改修工事は、本年７月下旬から開始されます。現在

詳細は別表を御覧ください。
就職支援プログラムは今年度も引き続き、薬学科、生命創薬科学
科および大学院の学生を対象に実施しております。キャリアを意識
することの重要性から、低学年対象のプログラムも多く用意してい
ます。薬学部就職委員会では、今後とも100% に近い高い就職率を
維持できるよう継続的な支援を行い、学部学生・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。

● 薬学科
【主な進学先】 北里大学大学院／東京大学大学院／京都大学大学院
【公務員】 東京都庁／埼玉県庁／茨城県庁／旭川市役所／特別区衛生（衛
生監視）
【病院】 北里大学病院／北里研究所病院／いわき市立総合磐城共立病院／
メディカルトピア草加病院／愛知医科大学病院／横須賀共済病院／横浜旭
中央総合病院／横浜市立大学附属病院／横浜労災病院／記念総合病院／
慶應義塾大学病院／原宿リハビリテーション病院／戸田中央総合病院／国
際医療福祉大学熱海病院／国立国際医療研究センター病院／国立病院機
構関東信越グループ／佐久市立国保浅間病院／山梨県立病院機構／自治医
科大学附属病院／順天堂大学医学部附属浦安病院／順天堂大学医学部附
属順天堂医院／小澤病院／昭和大学病院／湘南鎌倉総合病院／湘南厚木
病院／湘南藤沢徳洲会病院／上尾中央総合病院／信州大学医学部附属病
院／新潟県立病院／新葛飾病院／新百合ヶ丘総合病院／聖隷福祉事業団
／静岡済生会総合病院／静岡赤十字病院／千葉西総合病院／全国農業協
同組合連合会岐阜県本部／太田総合病院／長崎大学病院／帝京大学医学
部附属溝口病院／帝京大学医学部附属病院／東京女子医科大学病院／東

としています。

京大学医学部附属病院／東京逓信病院／東京都立病院／東京北医療セン
ター／栃木県立がんセンター／平塚市民病院／名古屋大学医学部附属病院
【製薬企業】 Meiji Seika ファルマ／ MSD ／アステラスファーマテック／エー
ザイ／協和発酵キリン／全薬工業／第一三共／武田薬品工業／中外製薬／ノ
バルティスファーマ／バイエル薬品／ファイザー／ブリストル・マイヤーズスク
イブ
【CRO】 DOTインターナショナル／ MIC メディカル／エイツーヘルスケア／
クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン／シミック／パレクセル・インター
ナショナル／メビック
【ドラッグストア・調剤薬局】 イオンリテール／ウエルシア薬局／杏林堂薬局
／クスリのナカヤマ／クリエイトエス・ディー／スギ薬局／ツルハホールディン
グス／トモズ／マツモトキヨシホールディングス／アイングループ／アカツキ
薬局／太田中央薬局／クオール／クラフト／総合メディカル／日本アポック／
日本調剤／日本メディカルシステム／パル・オネスト／阪神調剤ホールディン
グ／ファーコス／ファーマホールディング／ファーマライズホールディングス／
ブルークロス／望星薬局
【食品・飲料製造業・卸売業】 ヤクルト本社／養命酒製造／メディセオ
【その他の業種】 日本医薬情報センター／日本赤十字社関東甲信越ブロッ
ク血液センター／東レ／日本
進学 1.6%
食品分析センター／日本赤
その他の業種 2.5%
十字社関東甲信越ブロック
その他 4.5%
卸売業 0.8%
血液センター／オリンパス／
食品・飲料製造業
医薬品医療機器総合機構
1.2%
公務員

229 名
就職者
4名
大学院進学者
その他
11 名
（卒業者 計 244 名）

CRO

3.3%
7.4％

製薬会社

9.0%

調剤薬局

16.4%

病院
34.0%

ドラッグ
ストア
19.3%
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News & Topics
研究トピックス

平成28・29年度公的研究費の獲得状況について
■平成29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）：１件（内継続１件） ③基盤研究（C）：19 件（内継続 10 件） ④新学術領域研究：２件（内継続１件） 			
⑤挑戦的萌芽研究：２件（内継続２件） ⑥若手研究（B）：16 件（内継続 10 件） ⑦特別研究員奨励費：１件（内継続１件）
平成29年6月1日現在
（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

540（継続）

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

150（継続）

③基盤研究 (C)

微生物薬品製造学

講師

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

110（継続）

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

④新学術領域研究
⑤挑戦的萌芽研究
⑥若手研究 (B)

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

70（継続）
60（継続）

分子薬理学

准教授

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

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

150（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

110（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

100（継続）

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

110（継続）

薬理学

助教

渡辺 俊

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

160（継続）

医薬品化学

助教

山本大介

空気中の酸素分子を酸素源とする酸化的分子変換法の開発

150（新規）

医薬品化学

教授

牧野一石

ヒドロキシ基の求核性を向上させる有機ボロン酸触媒の開発と糖鎖合成への応用

130（新規）

衛生化学

教授

今井浩孝

抗生物質による腸内細菌変化を介した脂質酸化依存的心不全突然死の新規抑制機構の解析

130（新規）

薬品製造化学

助教

有馬志保

Atpenin A5 を基盤とした寄生虫選択性を有する新規抗寄生虫薬の創製

160（新規）

薬剤学

教授

伊藤智夫 経口バイオアベイラビリティを代謝経路に依存せず予測する手法の確立

150（新規）

生体分子解析学

助教

関根正恵

精神疾患患者における脳内活性アミノ酸類の血中濃度測定

120（新規）

医療心理学部門

准教授

有田悦子

ヒューマニティ教育をベースとした参加型研究倫理教育プログラムの構築

公衆衛生学

講師

病態解析学

90（継続）

高根沢康一 脳神経変性疾患に対する有害金属の影響とオレアノール酸配糖体リード治療薬研究

80（新規）
170（新規）

准教授

中村正彦

ピロリ菌除菌後のハイルマニイ菌感染の新興再興感染症としての意義

140（新規）

衛生化学

教授

今井浩孝

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

380（継続）

衛生化学

教授

今井浩孝

脂質酸化依存的新規細胞死 ( リポキシトーシス ) 実行因子の細胞及び個体での機能解析 360（新規）

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

140（継続）

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

110（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

講師

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

50（継続）

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

50（継続）

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

90（継続）

分子薬理学

助教

微生物薬品製造学

講師

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

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 130（継続）

生物分子設計学

助教

森 義治

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

160（継続）
120（継続）

タンパク質合成におけるアミノ酸の高精度選択機構の解明

70（継続）
60（継続）

日本薬学会第137年会
（仙台）
学生優秀発表賞
（口頭発表の部）
（ポスター発表の部）
■口頭発表の部
微生物薬品製造学教室
薬学研究科修士課程 2 年

八木瑛穂

３度目の薬学会、集大成として
本気で賞を獲りにいきました。３
年間の探索研究を経てやっと見つ
けた新規化合物について、内容的
にも自信を持って発表できたこと
が今回の受賞に繋がりました。今
後もこれを励みとして、一流の研
究者となれるように日々努力して
いきます。
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微生物薬品製造学教室
薬学研究科修士課程 1 年

関 怜子

医薬品化学教室
薬学研究科修士課程 1 年

中村優生

薬品製造化学教室
薬学科 6 年

李 大葵

今回微生物から発見した新規化合

本受賞内容の特徴は、糖の特定の

私は、進行性骨化性線維異形成症

物について発表しました。珍しい骨

ヒドロキシ基のみに化学修飾を行う

という難病の治療薬となりうる天然

格のために構造決定に１年の時間と

ことが可能な、世界で最も効率の高

有機化合物の全合成研究を行なって

労力がかかった思い入れのある化合

い人工触媒の開発に成功したことに

いました。この研究が難病治療薬の

物だっただけに、この賞は大きな励

あります。触媒の分子設計と反応溶

開発の礎となればと思い、日々研究

みになりました。同時に、残りの研

媒の選択が本研究の成功の鍵となり

を行なっていたので、優秀賞に選ん

究室生活を悔いなく過ごさなければ

ました。

でいただくことができ、とても嬉し

と気が引き締まります。これからも

く思います。これからもさらに精進

より一層真摯に研究に取り組んでい

し、また良い研究成果を報告できる

きたいと思います。

よう一生懸命頑張りたいと思います。

所属

研究代表者
職位

生命薬化学

助教

水口貴章

EGF レセプターの二量体化アームを基盤とした新規抗がん薬リードの創製研究

150（継続）

生物分子設計学

助教

清田泰臣

水和構造評価も可能なタンパク質立体構造評価のための新規評価指標の開発

100（新規）

薬剤学

講師

微生物学

助教

西山啓太

乳酸菌におけるシグナル配列非依存的なタンパク質の分泌機構の解明

公衆衛生学

助教

中村亮介

オレアノール酸グルコシドをリード化合物とした新規抗メチル水銀薬の開発

研究種目
⑥若手研究 (B)

⑦特別研究員奨励費

奈良輪知也 葉酸の吸収過程における飲料物による相互作用に関する研究

薬物治療学Ⅳ

助教

安藤 航

生体分子解析学

助教

宮本哲也

特別研究員 (DC1)

森田 茜

分子薬理学

交付決定額
（直接経費）

研究課題

氏名

160（新規）

非アルコール性脂肪性肝炎における間質細胞由来因子による線維化の解明と治療への応用 100（新規）
細菌における非標準的 D- アミノ酸合成酵素の同定及び生理機能の解明

160（新規）

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）

■平成28年度厚生労働科学研究費補助金
事業名
厚生労働行政推進調査事業費補助金
厚生労働科学特別研究事業

社会薬学部門

90（新規）
190（新規）

平成29年6月1日現在

職位

氏名

教授

鈴木順子

交付額（万円）
（直接経費）

研究課題

危険ドラッグ等の乱用防止のより効果的な普及啓発に関する特別研究
（分担）100
（新規）
〔井村伸正、公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター〕

■平成28年度その他助成財団等からの助成金・補助金

平成29年6月1日現在

所属

職位

公益財団法人武田科学振興財団／ 2016 年度特
定研究助成
公益財団法人飯島藤十郎記念食品科学振興財団／
平成 27 年度学術研究助成金
脂溶性ビタミン総合研究委員会／平成 28 年度
プロジェクト研究助成金
公益財団法人加藤記念バイオサイエンス振興財団
／第28回（平成28年度）加藤記念国際交流助成金
公益財団法人ＳＧＨ財団／第 28 回ＳＧＨがん
研究助成
公益財団法人鈴木謙三記念医科学応用研究財団
／平成 28 年度調査研究助成金
特定非営利活動法人白血病研究基金を育てる会
／平成 28 年度研究助成金
公益財団法人薬学研究奨励財団／第 37 回（平
成 28 年度）研究助成金

微生物薬品製造
学

教授

衛生化学

教授

衛生化学

教授

今井浩孝 初代培養細胞系を利用したビタミン類の新規機能解析

薬剤学

講師

藤原亮一

微生物薬品製造
学

助教

福田隆志 未知の可能性を秘めた海洋微生物資源からの抗がん剤シーズの探索

分子薬理学

助教

薬物治療学Ⅳ

助教

分子薬理学

助教

氏名

交付額（万円）
（直接経費）

事業実施機関 ( 団体 ) 名／事業名

研究課題

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
4500（新規）
究
脂質酸化依存的心臓突然死の発症機序解明と米糠トコトリエノールによ
350（新規）
今井浩孝
る予防効果
供田 洋

森 麻美

45（新規）

76th FIP World Congress ofPharmacy and
PharmaceuticalSciences 2016（学会名）

30（新規）
90（新規）

糖尿病網膜症の予防・治療薬の探索を飛躍的に効率化する網膜血管障
害モデルの確立

90（新規）

田中庸一 小児急性リンパ性白血病における遺伝要因による治療の個別化
森 麻美

90（新規）

網膜における神経―グリア―血管連関を創薬ターゲットとした緑内障治
療薬開発の新機軸

90（新規）

■平成28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 平成29年6月1日現在
事業実施機関 ( 団体 ) 名／事業名

所属

日本医療研究開発機構／医療分野研究成果展開
生命薬化学
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
創薬物理化学
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・
臨床統計学
評価研究事業
日本医療研究開発機構／創薬基盤推進研究事業
日本 医 療 研 究 開 発 機 構／医 薬 品 等 規 制 調 和・
評価研究事業
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／感染症実用化研究事業 肝炎
等克服実用化研究事業 肝炎等克服緊急対策研究事業
日本医療研究開発機構／医療技術実用化総合
研究事業（臨床研究・治験推進研究事業）

受賞者一覧

職位

氏名

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

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

教授

成川 衛

教授

小林義典

准教授

有田悦子

臨床統計学

教授

竹内正弘

臨床統計学

教授

竹内正弘

臨床統計学

助教

道前洋史

生薬学
医療心理学部門

交付額（万円）
（直接経費）

研究課題

153.9（継続）
413.1（継続）

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
184.6（新規）
研究
安心・安全・高品質な漢方薬原料生薬の持続的利用を指向した薬用植物バイオナーサ （分担）150
リーの構築とブランド生薬の開発に関する研究
〔吉松嘉代、医薬基盤・健康・栄養研究所〕
（継続）
患者に対してセンシティブな内容（性交渉や避妊等）を説明する医療従事者向 （分担）54.0
け教育プログラムの策定に関する研究〔鈴木憲史、日本赤十字社医療センター〕
（新規）
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 （分担）66.9
使用の実態に関する調査研究〔頭金正博、名古屋市立大学〕
（継続）
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 （分担）15.3
〔前原喜彦、九州大学〕
（継続）
進行卵巣癌・卵管癌・腹膜癌に対する腹腔内化学療法確立のための研 （分担）代表者
究〔藤原恵一、埼玉医科大学〕
一括計上
（継続）

※所属は受賞当時のもの

■ポスター発表の部
生命薬化学教室
生命創薬科学科 4 年

本城綾香

私は依存性の少ない鎮痛薬の創
出を目的としたモルヒナン誘導体
の合成を行っています。学会で発
表するにあたり薬理学に関する知
識が必要であると感じ、勉強しま
した。その甲斐あって質疑応答で
答えることができ、自身の理解も
深まりました。

創薬物理化学教室
薬学研究科修士課程 1 年

市村博信

新たな創薬標的として注目さ
れているタンパク質間相互作用
（PPI）界面を、in silico アミノ酸
マッピング法を用いて予測するこ
とを試みました。利用する構造の
選別や標準化に苦労しましたが、
より高い精度で予測できるように
今後も改良していきたいと思いま
す。

薬剤学教室
薬学研究科修士課程 1 年

薬剤学教室
薬学科 5 年

肝障害発症薬物であるトロバフ
ロキサシンの肝毒性発症機序の解
明を目的とした研究結果を発表さ
せていただきました。今回、優秀
発表賞受賞という形で研究室の皆
様に恩返しできたことを非常に嬉
しく思います。

私は、Crigler-Najjar 症候群 I
型の致死性回避について発表しま
した。学会発表の機会を頂き、ま
た名誉ある賞を受賞でき、光栄に
思います。発表に際し、先生方や
院生から多くのご支援を頂き、無
事発表できたことを感謝致しま
す。

三ツ木 諒

植村明日香
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「定量分析実習」の概要
生体分子解析学教室
准教授

片根真澄

的な医薬品および生体関連化合物の正確な定性・定量が実施
できるようになるために、各種の分離・分析に用いる試薬調
製法や器具・機器の操作法などの基本的技能を修得する」と
して、主に滴定を行う「容量分析法」と、光分析と分離分析

「定量分析実習」は、薬学科・生命創薬科学科2年次の前期

を行う「機器分析法」の大きく 2 つの項目に分けて、視聴覚

に開講しています。本学薬学部では、臨床検査技師国家試験

教材を取り入れつつ実習を進めています。
「定量分析実習」で

の受験資格を取得しようとする学生のために臨床検査技師過

の体験を、医薬品成分や生体分子の分離・検出・解析に関す

程を設置しておりますが、
「定量分析実習」は臨床検査技師養

る新規な原理を創造し、質の高い実用的な分析法を確立する

成科目の 1 つでもあります。

ために欠くことのできない分析科学という学問分野への理解

「定量分析実習」では、教育目標を「日本薬局方収載の代表

を深める貴重な機会・経験にしていただきたいと思います。

「有機分析実習」の概要
生命薬化学教室
教授

藤井秀明

有の値である融点を測定して行います。実習の最終段階では、
未知化合物の分離・精製・同定を行い、それまでの実習内容
がしっかり理解できているか、実験手技が習得できているか
が試されることになります。

「有機分析実習」は、薬学科・生命創薬科学科2年次前期に

「有機分析実習」は２年次に進級して初めて受ける、本格的

実施されます。物質の分離・精製と同定を通して、化学にお

な実習です。
“最初が肝心”との考えから、安全面やレポート

ける基本操作を身につけてもらいます。具体的には、酸・塩

の書き方などの全ての実習や研究に通じる基礎についても丁

基反応を利用して酸性物質、塩基性物質、および中性物質を

寧に説明しています。実習内容はもちろん、実習や研究に取

分離し、再結晶により精製します。液体化合物は固体化合物

り組む基本的な態度もしっかりと身につけ、今後の実習に生

に誘導体化し、再結晶を行います。化合物の同定は、物質固

かしてほしいと思います。

「創薬科学への招待」について
微生物薬品製造学教室
教授

供田 洋

流れに弁理士がどのように関わっているのか、さらに研究機
関における知的財産権の現状と将来の展望について説明して
いただいた。この講義を通して研究現場での特許の重要性を
理解し、弁理士の資格取得や特許庁に興味を抱いた学生も見

生命創薬科学科（PL）１年生の必修科目として８月第１週

受けられた。理化学研究所からは、加藤直樹先生（環境資源

目（今年度は８/ ３〜８/ ９まで）に「創薬科学への招待」

科学研究センター・天然物生合成研究ユニット）に講義して

が配置されている。この授業は研究者を目指す PL の学生に

いただいた。理化学研究所の歴史や現況について、さらには

対する早期体験学習の１つとして企画されているものであ

最近の話題として、「新しい元素ニホニウムの発見」や「ア

り、国公立あるいは企業の研究所を訪問する。

ンモニアの新規合成法の開発」などの社会的インパクトのあ

例年の武田薬品工業（湘南研究所）の他に今年度は特許庁

る成果についてもご紹介いただいた。

と理化学研究所（和光市）を訪問する予定になっている。こ

今回のこれらの講義を聞いて、８月に予定されている研究

の新しい訪問先の説明を薬学概論の中で２人の先生にしてい

所訪問がさらに楽しみになったという学生も大勢いた。実地

ただいた。特許庁の説明は、特許出願の手続き業務などを行

見学を通じて、学生には見聞を広めてもらい、自分の将来像

なっている弁理士の柑子山浩一先生（小池国際特許事務所）

を考える契機となることを期待する。

にしていただいた。特許庁の役割や特許申請から取得までの
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「薬と仕事Ⅰ
（早期体験学習）」の概要

入学後早期の臨床現場体験で、医療の担い手に必要な心構えを養います
臨床薬学研究・教育センター
（臨床薬学）
薬物治療学Ⅰ
准教授

平山武司

本学では、１年次前期定期試験終了後（８月上旬）
に、必修科目として「薬と仕事Ⅰ（早期体験学習）」を
開講しています（学習目標、スケジュール参照）。初日
は、学習目標を再確認した後、外部講師によるマナーの
講義・演習で見学時の基本態度を学びます。つぎに９～
10名で行うグループ討論 SGD1は、自己紹介から始まり、
マナーを守ってより多くを学べるように「見学の際に心
がけること」
「見学施設で見聞してくること」をまとめ、
６～７グループでの発表会で討論します。
病院見学は北里大学関連４病院で行い、現場の薬剤師
による調剤、製剤、医薬品情報、治験、病棟業務などの
見学や実際に薬（内服薬と注射薬）に触れ、一部業務を
模擬体験します。保険薬局の見学は、白金近郊の薬局で
調剤、服薬指導、在宅医療、OTC 薬の販売などの現場
を見学します。そして、最終日のグループ討論 SGD2 で
医療現場の見学・体験により学習したことを共有し、「病
院・薬局薬剤師の仕事内容（見聞してきたこと）とその

「薬と仕事Ⅰ」の学習目標
教育目標
薬学生としてこれからの学習に対するモチベーションを高めるため
に、卒業生の活躍する現場などを体験するとともに社会性を身に
つける。

到達目標
1. 受け入れ施設の方々に適切な態度で接することができる。
2. 集団行動を意識し、周りに配慮した行動をとることができる。
3. 病院薬剤師および保険薬局薬剤師の業務・社会において果た
している役割について見聞する。
4. 医療に関わる者として、地域の保健・福祉における役割を知る。
5. 見学施設で見聞したこと、感じたことを討議し、発表できる。

スケジュール（平成29年度の場合）
期 間 ：平成29年８月３日
（木）
～８月10日
（木）
場 所 ：相模原校舎、各見学施設
その他：終了後は報告書を提出
3日
（木） 4 日
（金） 7 日
（月） 8 日
（火） 9 日
（水）10日
（木）
講義、
グループ
グループ 病院（北里関連病院）および保険薬局の
討論
見学・体験（各 1 日）
討論
SGD2
SGD1
※ SGD：small group discussion

つながり」
「見学を通じて学んだこと」をまとめ、SGD1
と同様に発表会で討論します。

す。「薬と仕事Ⅰ（早期体験学習）」は、入学して間もな

以上のように、グループ討論で個々の意見をまとめ、

い１年生が、医療現場で働く薬剤師を目指すためのモチ

６～７グループで発表し、他のグループと意見交換する

ベーションを高めるとともに、医療の担い手に必要な基

ことにより、多くの情報、体験を共有することができま

本的な心構えを身につけることを期待しています。

病院見学（北里大学メディカルセンター）

グループ討論 SGD

各グループによる発表会
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恵まれた環境の中で、医療チームでの薬剤師の
アプローチを学びたい（平成29年度レジデントから）
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レジデント

吉澤八洲子

本年４月より、北里大学病院薬剤部レジデントプログラム

はありません。調剤や混注、医薬品管理などのセントラル業

において研修・勉強しております。本プログラムの特徴は、

務、TDM 研修などを通じ、薬剤師としての基礎も身に付け

病棟業務について深く学べることです。

ることができます。他にも週に１回程度行われる新薬勉強会

入職後２ヵ月間は眼科病棟において研修をしました。眼科
病棟はクリニカルパス適用の入院が多く、患者さんの出入り

にも参加させて頂くことで、日々進歩していく医療を肌で感
じています。

が特に激しい病棟です。病棟薬剤業務の中でも重要な患者面

学生時代からの目標である「チーム医療に貢献できる薬剤

談や退院時指導を多数こなし、丁寧な患者接遇を学ぶことが

師」となるために、大学病院ならではの症例にたくさん触

出来ました。

れ、医療チームにおける薬剤師のアプローチの仕方を学ぶこ

そして、現在は婦人科病棟において化学療法を受ける患者

とを、心から楽しみにしています。これからもこの素晴らし

さんへのケモチェックや副作用モニタリングなど、病棟薬剤

い環境においてレジデントプログラムの強みを生かし、興味

師としての能力が発揮できると同時に多大な責任を伴う業務

のあることについて積極的に学ぶことで、充実した１年間を

を中心に学んでいます。

過ごすことが出来ると確信しております。

もちろん、レジデントプログラムの内容は病棟業務だけで

異分野からの質問も非常に有意義だった大学院生中間報告会
分子薬理学教室
薬学研究科修士課程 2 年

曽根康平

大学院生中間報告会は、薬学部の研究室に所属している大

感じています。

学院生がこれまでに行ってきた研究の進捗やこれからの研究

今 回、 私 は、「NMDA 誘 発 網 膜 神 経 傷 害 に お け る

について発表を行う場です。私は、これまでも学会に参加し

microRNA 発現変動の影響」というテーマで発表をさせてい

たことがありました。しかし、そこでは自分の専門領域に近

ただきました。私は“専門外の人たちにもわかりやすく”と

い発表しかありませんでした。今回の中間報告会は、薬理や

いう心掛けで発表に臨みました。そのおかげか、異なる分野

合成、微生物、in silico スクリーニングに関するものなど様々

の方からも大変鋭い質問がなされ、実に有意義な発表にする

な研究テーマの発表に触れる良い機会となりました。

ことができました。中間報告会終了後は、懇親会がおこなわ

また今回の報告会のユニークで良いと感じた点は、発表時

れました。ここでは、他の研究室や異なる学年の大学院生と

間が非常に短く設定されていたという点です。如何にして短

交流することができ、大変良い刺激を受けることができまし

い時間で自分の研究をわかりやすくプレゼンするか、多くの

た。最後に、このような有意義な機会を設けてくださった院

発表者が頭を悩ませたと思います。しかし、この経験は様々

生会ならびに薬学部事務室の皆様方に感謝を申し上げます。

な場面で役に立ち、プレゼン能力を磨く良い機会になったと
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薬学科６年生による卒業研究発表会について
薬学科６年
薬理学教室

佐川眞美

薬学科6 年
臨床薬学研究・教育センター（臨床薬学）
保険薬局学

小泉優莉

私は「シアル酸分解酵素による炎症時の皮膚神経線維につ

私は「骨粗鬆症リエゾンサービスにおける二次骨折予防の

いて」というテーマで研究を行いました。シアル酸分解酵素

ためのリーフレットの作成」というテーマで卒業研究を行い

が鎮痛効果を発揮するメカニズムを解明するため、炎症性疼

ました。骨粗鬆症の治療率は非常に低く、とりわけ一度骨折

痛における皮膚内の神経線維に着目して、
実験を行いました。

を経験しており、骨粗鬆症の発症が疑われる患者の骨粗鬆症

発表会は卒業研究の集大成となるイベントの一つであり、

治療率が低いことが大きな問題となっています。そのような

これまでの成果を聞き手に分かりやすく伝えられるよう、努

患者の二度目の骨折を予防していくために、保険薬局で行う

力しました。また、今回の発表会を通じて、私が行っている

情報提供に用いるリーフレットの作成を行いました。研究発

基礎研究が臨床へどのように貢献できるかを深く考える良い

表当日は、伝えたい内容を簡潔にわかりやすく伝えられるよ

機会となりました。

う、心がけました。

研究室生活では、失敗したり試行錯誤を繰り返したりと苦

研究活動では、幅広く必要な情報を集める方法を身につけ

しい時期もありましたが、その分、結果が出た時の喜びは大

るとともに、臨床における状況や問題点を知り、どのような

きく、継続した日々の積み重ねが大切であると感じました。

ことが求められているのかを深く考えることの難しさを感じ

また、実験をより効率的に進めるために自分で考えたことを

ました。また、臨床への関わり方を想像しながら研究を進め

実践できる場でもありました。このように研究室で学んだこ

る中で、患者へのアプローチ方法は一つではなく、どのよう

とを、今後はまた別の場でいかしていきたいと思います。

な方法をとることが患者にとって最善なのかを考えることの

実験を行うにあたり、様々な方にサポート頂きました。２

重要性を学びました。これらの経験は、薬剤師になってから

年半、ご指導いただいた先生方、お世話になった先輩方、同

も活かしていくことのできるとても良い経験になりました。

期、後輩に深く感謝申し上げます。

1 年半にわたりご指導いただいた先生方をはじめ、支えて
くださった皆様に感謝申し上げます。

平成29年度薬学部薬学科卒業研究発表会を終えて

発表会当日の様子

６年生学年主任
微生物学教室
教授

岡田信彦
薬学科卒業研究発表会が平成 29 年７月８日（土）に開催

のこと、質疑応答に対し

され、６年生 244 名が卒業研究の成果をポスター発表いたし

ても的確に答えるなど、

ました。各会場は、参加した学生と教員の活気であふれ、盛

ここ数年で６年生のプレ

況のうちに、発表会は終了しました。

ゼンテーション能力の向上には目を見張るものがあります。

会場では、発表者一人ひとりが、評価項目にしたがって評

今年度も卒業発表会を、無事成功裏に終えることができま

価を受け、また、評価者のほか、教員や学生による質疑応答

したことを、６年生の皆さんだけでなく、会場を盛り上げて

をありました。ポスターの構成、研究成果の説明はもちろん

くださった参加者の方々に、改めて御礼申し上げます。
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第30回白金セミナー開催について
公衆衛生学教室
講師

ラチン合成酵素という分子が、様々な有害元素によって特異的に活
性化されるメカニズムの解明に加え、植物の分裂組織（幹細胞群）

浦口晋平

を有害元素の毒性から保護するという新たな機能を備えていること
を紹介しました。
薬理学教室の渡辺先生は、スフィンゴ糖脂質と「痛み」の関連性

第30回白金セミナーは、学内の研究推進を目的とした「学内版白

に着目した一連の研究成果を紹介されました。炎症性疼痛にとって、

金セミナー」の第5回として、2017年5月19日に開催されました。

スフィンゴ糖脂質の糖鎖が重要な因子であることが明らかとなり、

今回は、
「植物の有害元素耐性と輸送におけるファイトケラチンの役
割」
（公衆衛生学教室・浦口晋平）と「疼痛におけるスフィンゴ糖脂
質の機能」
（薬理学教室・渡辺俊）という趣の異なる生物系の2演題

「痛みの緩和」へ向けてスフィンゴ糖脂質の研究が新たな展開を迎え
つつあることが紹介されました。
今回のセミナーには、生物系・化学系の教室を中心として40名を

の発表となりました。

超える方々にご参集いただきました。異分野の発表にも研究テーマ

私（浦口）は、
「人の健康を支える植物の健康」をテーマに、モデ

の本質を突くような質問が多く寄せられ、発表者にとってはもちろ

ル植物の有害元素の解毒や輸送に関する最新の知見を紹介しました。

んのこと、参加された方々にとってもサイエンスに集中した有意義

植物において有害元素の無毒化に中心的な役割を果たすファイトケ

な時間になったことと思います。

生命創薬科学科「公募制推薦入試」導入にあたって
入試委員長
医薬品化学教室
教授

ておりますが、医薬品業界のみならず食品や化粧品、農薬、化成品、
情報分野、行政で活躍する卒業生を幅広く輩出しております。
2017年9月に地上14階、地下2階の薬学部高層棟が竣工するにあ

牧野一石

たり、研究施設が一新されます。そこでさらなる薬学基礎研究の充
実を目指すべく、高い研究意欲をもった優れた学生を全国から募集

2018（平成30）年度から新たに生命創薬科学科において「公募制

するために生命創薬科学科において「公募制推薦入試」を導入いた

推薦入試」を実施することが決定いたしました。選抜方法は第1次試

しました。薬学部生命創薬科学科では物理、化学、生物などの幅広

験として数学、化学、英語の基礎学力を問うマークシート形式の試

い領域にわたる生命科学に関する教育を受けたのちに、自分の適性

験を行なったのち、第2次試験として面接を行います。本学は北里柴

にあった学問分野から研究室を選択することができます。これは理

三郎博士の「実学の精神」を受け継ぎ、広く社会に貢献する研究者・

学部や工学部のように専門性が入学時に決まってしまう学部にはな

薬剤師を育成してまいりました。最近では2015年に本学薬学部教授

い特徴です。加えて、大学院薬学研究科の修士課程（2年）および博

も務められた大村智特別栄誉教授がノーベル生理学・医学賞を受賞

士後期課程（3年）も設置されており、北里生命科学研究所や東洋医

され、あらためて研究を重視した本学の気風が世に広められました。

学研究所、大学病院と連携を取りながら、最先端の研究を行う体制

生命創薬科学科は、生命科学・創薬科学分野における研究者を始

が整っております。

めとして、薬学に関連する多様な分野で活躍できる人材の育成を理

北里大学 PPA ならびに関係各位のご子息、ご息女の方で本学薬学

念として創設されました。2006（平成18）年に薬科学科4年制を設

部生命創薬科学科の受験をお考えの方がおられましたら、
「公募制推

置し、2010（平成22）年に生命創薬科学科と改称して11年目を迎え

薦入試」を積極的に利用して頂きますようお願い申し上げます。

■生命創薬科学科
出願受付期間
平成29年
11月1日（水）～ 7日（火）
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平成30年度公募制推薦入試の概要
試験日
［第１次試験］
平成29年11月11日（土）
白金キャンパス
［第２次試験］
平成29年11月18日（土）
白金キャンパス

合格発表
［第１次試験］
平成29年11月16日
（木）
13時
［第２次試験］
平成29年11月24日
（金）
13時

入学手続期限
平成29年12月1日
（金）

薬学科の研究室配属時期の変更について
研究推進委員会 委員長
薬品製造化学教室
教授

長光 亨

次の７月頃に希望研究室のアンケートを取り始め、②８月に
は配属研究室が決まり、③９月に正式配属となります。これ
により正式配属が３ヵ月前倒しとなりますが、９月に入って
すぐに卒業研究が始まるわけではなく、研究自体はこれまで
通り翌年以降からの開始になります。

これまで６年制の薬学科（PP）の学生は、以下の様な流

本制度変更の目的は、これまでよりも早めに学生を研究室

れで、卒業研究を実施する配属研究室が決まっていました。

に配属させ、教員と学生間の連携を密にし、OSCE や CBT

それは①４年次の 10 月頃から希望研究室のアンケートを取

といった共用試験に向けて学生の生活面や学習面等の指導を

り始め、② 12 月には配属研究室が決まり、③翌年の１月に

より充実させることにあります。残念ながら近年制度の充実

正式配属するというものでした。

を行う必要性が出てきていることは否めず、本新制度により

本制度が、本年度より変更することとなりました。①４年

種々の面で改善されることを願っています。

“北里大学薬学部SP（模擬患者）会”の活動について
薬学部 OSCE 実施小委員会 SP 担当
薬学教育研究センター医療心理学部門
准教授

有田悦子

欠けてしまいます。そこで現在多くの医療系大学では、患者
役として SP（Simulated Patient:; 模擬患者）を養成し、学
生教育にご協力いただいています。SP は医療関係者ではな
い一般ボランティアの方で、学習目標に合わせて設定された
演技と学生の気づきにつながるフィードバックが大きな役割

近年の医療を巡る社会情勢の変化により、薬剤師も適切な

となっています。

服薬支援のために患者さんと直接お話する機会が増えてきま

北里大学薬学部 SP 会は平成 21 年に創設され、現在、58

した。それに伴い薬学部教育においても、患者さんの気持ち

名の方が在籍しています。本学の実習や OSCE にご参加い

を理解しコミュニケーションをとるための“対人”教育の

ただくほか、本学が連携している近隣４大学（慶應義塾大学、

重要性が謳われ、患者心理やコミュニケーションの知識を

昭和大学、東京大学、星薬科大学）の OSCE にもご協力い

学ぶ講義や実習が開講されるようになりました。更に、薬

ただいています。

局や病院などの実習に出る前に学部 4 年生が受験する OSCE

SP の募集は年間を通して行っておりますので、ご興味

（Objective Structured Clinical Examination；客観的臨床能

のある方が身近におられましたら SP 会事務局（yakusp@

力試験）でも“医療面接”の課題が実施されています。
患者さんへの対応を学ぶためには座学だけではなく体験的
な学習が必要ですが、学生同士や教員相手ではリアリティに

pharm.kitasato-u.ac.jp）までご連絡をお願い致します。
より良い医療人養成のために、今後共どうぞよろしくお願
い申し上げます。

出願資格

及び数学・理科・外国語の 3 教科の評定平均値の両者が3.5以

次のすべてに該当する者で、学校長が責任をもって推薦できる者

上に達する者）

（1）平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までに卒業した者
及び卒業見込みの者
（2）薬学を意欲的に勉学する意志を有する者

（5）次の科目を履修（含見込）した者
【数 学】数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ａ、数学Ｂ (「確率分布と統計的
な推測」を除く )

（3）人物優秀で、勉学意欲と協調性のある者

【理 科】化学基礎・化学、物理基礎または生物基礎

（4）成績優秀にして大学専門教育に適する者（全体の評定平均値

【外国語】英語
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薬学部教員紹介

平成29年度新任・昇任教員あいさつ
生体分子解析学教室
准教授

片根真澄

簡単ではございますが、教育と研究に対する抱負を述べさせていただき、ご挨拶とさせていただ
きます。私は、当教室が担当している分析科学に関する講義や実習等を通じて、新しい原理や現象
などを目的に応じて活用していく柔軟性と、新規技術の創出を可能とする独創性や開発能力を教育
することに努めていく所存です。また、研究に関しましては、既に流行となっている研究を追い求
めることなく、何を明らかにすることが重要であるかを明確にし、的確で独自性の高い研究活動を
実践していく所存です。今後とも、皆様のご指導ご鞭撻のほど、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

薬理学教室
講師

岩井孝志
中枢疾患の新しい治療薬開発に向けた基礎研究や、薬物の全身へ
の影響を総合的に理解できる様な薬理学の教育に励むことで、医療
の発展に貢献したいと考えております。ご指導ご鞭撻のほどよろし
くお願いいたします。

微生物薬品製造学教室
講師

大城太一

平成29年４月１日付けで、微生物薬品製造学教室の講師に昇任い
たしました大城太一と申します。これまで以上に、
「研究」と「教育」
に尽力して参りたいと思います。今後とも皆様のご指導、ご鞭撻を
賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

生体制御学教室
助教

高橋 遼

平成29年４月より、生体制御学教室の助教に着任いたしました高
橋遼と申します。専門分野は、腎臓一般になります。医学部出身の
ため、薬学部は初めてとなりますが、ご指導ご鞭撻のほどよろしく
お願い申し上げます。

微生物薬品製造学教室
助教

大手 聡

９年ぶりに白金に戻ってきて、懐かしい反面、色々なことが変わっ
ていて戸惑っています。なんとか早く慣れて、教育・研究とも頑張っ
て行きたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
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臨床薬学研究・教育センター（臨床薬学）
薬物治療学Ⅰ
准教授

平山武司

私の担当は「薬物療法における実践的能力」に関わる科目が中心です。特に実習・演習
系科目では「薬物治療の適正化、個別化医療を目指した薬学的管理」の教育に努めていま
す。現在、北里大学病院を兼務しており緩和ケアチームで活動し、日本緩和医療薬学会の
理事として認定委員会も担当しています。微力ではありますが、卒業生が患者さんおよび
医療スタッフから信頼され高い評価を得られるよう、臨床経験を生かした教育に尽力いた
します。今後とも、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。

臨床薬学研究・教育センター（臨床薬学）
薬物治療学Ⅳ
講師

田中庸一

北里大学メディカルセンターで病院実務実習の指導やがん領域の
業務にかかわりながら、患者の持つ要因に基づいた治療の個別化に
関する研究を行っています。将来、この研究成果を患者さんの治療
へ応用できることを目指しています。

微生物薬品製造学教室
講師

小山信裕

平成29年４月１日から、微生物薬品製造学教室の講師に昇任いた
しました小山信裕と申します。引き続き、天然物研究に、そして薬
学教育に邁進していく所存です。今後とも、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。

薬理学教室
助教

尾山実砂
平成29年４月より薬理学教室の助教に着任いたしました尾山実砂
と申します。学生が興味を持ち、楽しみを感じられるような教育・
研究に励みたいと考えております。今後ともご指導ご鞭撻のほどよ
ろしくお願いいたします。

微生物薬品製造学教室
助教

小林啓介

私は薬学部６年制課程１期生卒で大学院まで進学した変わり者（?）
ですが、薬剤師免許と博士号を共に取得していることはこれからの
自分の強みだと思っています。これからも貪欲に自己研鑽に励み、
教育だけではなく研究面でも、若い力で本学を盛り上げていければ
と考えています。

放射性同位元素研究室
助教

病態解析学教室
助教

髙瀬ひろか

友廣彩夏

生体機能の解明を目指した研究を行うとともに、学生の皆さんと
学ぶ楽しさを共有しながら、広い視野を持った医療人の育成に少し
でも貢献できるよう努めてまいります。ご指導ご鞭撻の程、宜しく
お願い申し上げます。

樹木にとって最も大切なものは果実ではなく、実際には種である。
研究・教育を通じて、多くの学生のこころに薬学・科学の「種」を
撒けるよう励みます。よろしくお願いします。

生命薬化学教室
助教

生物分子設計学教室
助教

水口貴章

森 義治

現在、オピオイド受容体などの細胞膜受容体を標的とした独創的な医薬
品シードの創製に挑戦しています。その中で実応用可能な新しい有機化学
反応に出会えるよう日々研鑽を積んでいきます。教育活動では、有機化学
を中心に分析化学・薬理学など多方面の考え方をバランスよく取り入れて
いきます。研究活動の中で養うことのできる薬剤師として必要なスキルは
数多くあります。自らの経験を踏まえながら学生指導に臨む所存です。

人事異動一覧
教室・部門

計算機を使用したタンパク質立体構造予測や分子シミュレーショ
ンの技術を生かし、将来の創薬に貢献していきたいと思います。ま
たこれらの技術がどのように創薬に役立つのか、ということを伝え
ていく教育にも邁進していきたいと思います。

平成29年４月１日現在

職位

氏名

異動年月日 異動事由

生体分子解析学

准教授

片根真澄

H29.4.1

昇任

薬物治療学Ⅰ

薬学部永年勤続
教員の紹介

平成29年4月1日現在

准教授

平山武司

H29.4.1

昇任

勤続年数

職位

氏名

薬理学

講師

岩井孝志

H29.2.1

昇任

30年

ＲＩ

講師

坂本 光

薬物治療学Ⅳ

講師

田中庸一

H29.4.1

昇任

20年

微生物学

教授

岡田信彦

微生物薬品製造学

講師

大城太一

H29.4.1

昇任

薬品製造化学

教授

長光 亨

微生物薬品製造学

講師

小山信裕

H29.4.1

昇任

生体制御学

助教

高橋 遼

H29.4.1

新規

薬理学

助教

尾山実砂

H29.4.1

微生物薬品製造学

助教

大手 聡

H29.4.1

微生物薬品製造学

助教

小林啓介

放射性同位元素研究室

助教

髙瀬ひろか

病態解析学

助教

生命薬化学
生物分子設計学

所属

生物分子設計学

教授

志鷹真由子

生薬学

教授

小林義典

新規

医薬開発学

教授

成川 衛

新規

生化学

教授

服部成介

H29.4.1

新規

生命薬化学

教授

藤井秀明

H29.4.1

新規

薬用植物園

准教授

福田達男

友廣彩夏

H29.4.1

新規

薬品製造化学

講師

大多和正樹

助教

水口貴章

H29.4.1

新規

薬物治療学 III

講師

井上 岳

助教

森 義治

H29.4.1

新規

生化学

講師

飯田直幸

10年

吉澤八洲子

H29.4.1

新規

薬物治療学 II

助教

川野千尋

生体制御学

助教

梅田智子

H29.3.31

退職

分子薬理学

助教

森 麻美

病態解析学

嘱託助教

児玉洋介

H29.3.31

退職

保険薬局学

助教

宮﨑智子

創薬物理化学

特任助教

早川大地

H29.3.31

退職

薬物治療学 IV

助教

青木学一

微生物薬品製造学

講師

内田龍児

H29.3.31

退職

薬物治療学Ｉ

助教

春日井公美

微生物薬品製造学

助教

福田隆志

H29.3.31

退職

嘱託助教

三城恵美

H29.3.31

退職

講師

寺師玄記

H29.3.31

退職

寄附講座「先端免疫治療学 （テラ（株））」 特任教授

岡本正人

H29.3.31

退職

臨床薬学研究・教育センター（レジデント） 嘱託助教

佐野裕司

H29.3.31

退職

臨床薬学研究・教育センター（レジデント） 嘱託助教

福田恵佑

H29.3.31

退職

臨床薬学研究・教育センター（レジデント） 嘱託助教

松野咲紀

H29.3.31

退職

臨床薬学研究・教育センター（レジデント） 嘱託助教

丸山 修

H29.3.31

退職

臨床薬学研究・教育センター（レジデント） 嘱託助教

岡﨑沙織

H29.3.31

退職

臨床薬学研究・教育センター（レジデント） 嘱託助教

相良有里

H29.3.31

退職

臨床薬学研究・教育センター（レジデント） 嘱託助教

生化学
生物分子設計学
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News & Topics
平成 29年度

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

83（71）名

83（71）名

83（71）名

1.0

5名

2（1）名

2（1）名

2（1）名

1.0

生命創薬科学科（４年制）

志願者数

受験者数

備考
指定校推薦

大学入試センター試験利用入学試験（A方式）
募集学科

募集人員

薬学科（６年制）

志願者数

受験者数

合格者数

倍率

配点

最高点

最低点

30 名

640（405）名

640（405）名

102（64）名

6.3

700

677

614

5名

113（62）名

113（62）名

26（15）名

5.3

700

660

601

志願者数

受験者数

倍率

配点

最高点

最低点

150 名

1,570（927）名

1,490（892）名

395（255）名

3.8

300

254

174

25 名

222（84）名

216（82）名

107（38）名

2.0

300

250

150

受験者数

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

薬学科（６年制）

若干名

0（0）名

0（0）名

0（0）名

—

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

4（2）名

4（2）名

0（0）名

—

生命創薬科学科（４年制）

若干名

0（0）名

0（0）名

0（0）名

—

平成30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29 年11月11 日（土）
入学試験・編入学
試験（2年次編入） ２次 平成29 年11月18 日（土）
公募推薦入学試験

１次 平成29 年11月11 日（土）
２次 平成29 年11月18 日（土）

指定校推薦入学試験

平成29 年11月18 日（土）

大学入試センター試験
利用入学試験

平成 30 年 1 月 13 日
（土）
〜 1 月 14 日（日）

一般入学試験

平成 30 年 2 月 1 日
（木）

※白金キャンパスにて実施

大学院修士課程
（

大学院博士後期・博士課程

）内は履修コース名

推薦（薬科学・臨床
平成 29 年 6 月 1 日（木）
統計学・医薬開発学）
社会人特別選抜 1 次 平成 29 年10 月 7 日（土）
（臨床統計学・
2 次 平成 29 年 10 月 19 日
（木）
医薬開発学）
一般（薬科学・臨床統
平成 29 年10 月 7 日（土）
計学・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 29 年10 月 7 日（土）
医薬開発学）

（

）内は履修コース名

一般Ⅰ期・
１次
社会人特別選抜
（臨床統計学・
２次
博 医薬開発学）
士
社会人特別選抜
後
（薬科学）
期
課 外国人留学生特別選抜
程 （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29年10月 7日
（土）
平成29年10月19日
（木）
平成30年 2月14日
（水）
平成29年10月 7日
（土）
平成30年 2月14日
（水）

平成29年 6月 1日
（木）
博
士 一般（薬学）
平成29年10月 7日
（土）
課
程 社会人特別選抜（薬学・ 平成30年 2月14日
（水）
医療薬学−がん領域−）

編 集 後 記

薬学部ニュース[No.14 ]
http://www.kitasato-u.ac.jp/pharm/

白金キャンパスでは、薬学部2、3号館から高層棟への引っ越し

□発行責任者／本間 浩

が9月に迫り、厳しい暑さの続く中で準備が進められています。今

□編集責任者／供田 洋

回の特集は、引っ越し後に取り壊される薬学部2、3号館の思い出

〒108-8641

です。表紙には、30年以上前の卒業アルバムからも写真をいくつ

東京都港区白金5-9-1

か掲載しました。

北里大学薬学部事務室総務課

次回以降は、これまで施工状況やイメージをお伝えしてきました
高層棟について、詳しくご紹介していけたらと思います。 （T.Y）
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