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今回は巻頭特集として、2018 年 7 月から新たに薬学部長、薬学研究科長を務める
岡田信彦教授（微生物学教室・写真中央）を招き、薬学部ニュース編集部員との座談会を行いました。
写真は座談会終了後、白金キャンパスの北里柴三郎記念館前で参加メンバーを撮影したものです。
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学部長・研究科長
就任あいさつ
薬学部長・研究科長
微生物学教室 教授

岡田信彦

座 談 会

新学部長を

今回の特集では、2018 年７月から薬学部長・薬学研究科長
に就任された岡田信彦先生を迎え、薬学部ニュース編集委員３
名および白金キャンパス大学事務室事務長を交えた座談会を行
いました。やがて完成する新たな白金キャンパスで教育・研究
の環境が充実する中、どのような薬学部を目指していくのかを
詳しく伺いました。

少子化問題や新設校の増加など
薬学部は大きな転換点にある
本年７月より学部長・研究科長を務めさせていただく

松原 本日はお忙しい中お集まりいただき、ありがとうござい

ことになりました。就任にあたり、
ご挨拶を申し上げます。

ます。現在、本学部のある白金キャンパスは 2012 年から進め

私は、1997年４月に、本学薬学部微生物学教室に、檀

てきた白金キャンパス整備計画も終盤を迎え、2017 年には地

原宏文教授のもと助教授として着任、その後、2010年４

下２階・地上 14 階建ての高層棟「北里研究所／北里大学 プラ

月より檀原教授の後任として当教室、第６代目の教授に

チナタワー」も完成するなど、教育・研究の環境がさらに充実

昇任いたしました。

してきました。そうした中で、本年７月から薬学部長・薬学研

薬学部ニュース
［No.15］
でも詳しく取り上げております

究科長に就任された岡田先生に、任期の２年間でどのような取

が、白金キャンパスでは、2018年８月プラチナタワーが

り組みを考えておられるのかを伺いたいと思います。

竣工し、新しい講義・実習室や研究室での教育・研究が

岡田 学部長の任期である２年間というのは大変短い期間で

スタートいたしました。2019年５月には、
プラチナアリー

す。このため新たな取り組みをスタートさせるというより、既

ナ（体育館）やソフィアプラザ（キャンパス広場）が完

に現在動いているいくつものプロジェクトをしっかりと進めて

成する予定となっています。また、昨年度は、新しいモ

いく。そうした継続性が第一と考えています。松原先生が言わ

デルコア・カリキュラムによる事前実習の実施に向けて

れたように白金キャンパスの整備は進みましたが、一方で本学

薬学部１号館を改修し、一階に模擬薬局を移設するなど、

部を取り巻く環境は今後厳しさを増すのは間違いありません。

今年度から新たな臨床薬学教育が展開されています。

すでに2018年から18歳人口の本格的な減少期に入っています。

このように教育研究環境が整備されていくなか、薬学

にもかかわらず、薬学部の新設が未だに続いている状況で、全

科ではストレート卒業率や薬剤師国家試験合格率のさら
なる向上、改訂モデルコア・カリキュラムでの教育体制の
整備、生命創薬科学科では、キャリア教育の充実、学部
から大学院までの一貫した教育システムの構築などさま
ざまな課題に取り組んで行きたいと考えています。それぞ
れの課題についての具体的な内容につきましては、本誌
特集「新学部長に聞く薬学部の今と未来」をご覧ください。
これからの２年間においては、本学の伝統を継承しつ
つ、さらなる発展のために多くの課題に取り組んでいこ

座談会参加者

うと考えています。ご父母の皆様方、卒業生の皆様方に
は引き続きご支援ご鞭撻のほど宜しくお願いいたします。

岡田信彦／薬学部長・薬学研究科
長 微生物学教室 教授

岡田 信彦 教授

松原 肇／薬物治療学Ⅲ 教授
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2010年
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学部長・研究科長就任
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清野正子／公衆衛生学教室 教授
西端芳彦／情報薬学部門 准教授
池本 尚／白 金キャンパス大学事
務室 事務長

迎えて
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新学部長に聞く薬学部の今と未来

国の薬学部の定員は増加しています。そのような大きな転換点
にあることを十分認識し、北里薬学のブランドを継承しつつ、
変化を先取りした対応が必要だと思っています。
池本 具体的にはどういった点が挙げられますか？
岡田 例えば 2015 年度から導入された薬学教育モデル・コ
アカリキュラム、いわゆる新コアカリに対応した実務実習が
2019 年度に始まりますが、その円滑な実施に向け、今年度の
実務実習を「先行実習」という位置づけで、いち早く対応させ
ました。また本学部の教育の質を担保し、対外的にアピールす
るためにも、教育成果の総合的な評価の仕組みは順次整備した
いと思います。
清野 新コアカリの件では、
「薬剤師として求められる資質」
を修得するという到達目標に合わせて、本学部では基礎系科目
の履修単位数を維持しつつ、臨床系科目をさらに充実させると
いったカリキュラム改訂を行いました。
西端 本学部は基礎と臨床の両方を重視して教育・研究を行っ

多様な学生を受け入れて
生命創薬科学科を充実させる

てきた伝統があります。単に薬剤師国家試験の合格のみを目指

岡田 本学部の特色の一つに４年制の生命創薬科学科がありま

すのではなく、
「基礎にも臨床にも強い」という本学部らしい

す。薬学部にあって、薬剤師としてではなく「薬学の基礎的な

薬剤師を育て、社会で活躍してもらうことが重要だろうと思い

知識・技術を基盤に社会で活躍する人材育成」を目標として

ます。

います。近年の生命創薬科学科の入試倍率は、一般入試で 2.5

岡田 基礎と臨床のどちらかが優先なのではなく、本来は互い

倍前後となっています。また 2018 年度入試から試験的に公募

に支え合い、連携して前に進んでいくものです。こうした意識

制推薦入試も導入しました。2019 年度入試では、生命創薬科

の統一を教員全員に再度徹底することも必要でしょう。
今年は、

学科の公募制推薦入試の募集人員を若干名から 10 名に増やし、

薬学教育評価機構による第三者評価を受審することになってい

指定校推薦枠も生命創薬科学科専願として６名追加するなど、

ます。そうした外部評価も踏まえ、本学部独自の特徴ある薬学

入試の選択を多様化して、いろいろな能力を持った学生が入学

教育をさらに強化したいと考えています。

できるように進めていきたいと考えています。
松原 薬学科でも 2019 年度から公募制推薦入試が導入されま
すが、どのような学生が受験してくるとお考えですか。
岡田 本学部の公募制推薦入試は、
専願となっています。また、
11 月に試験を行うことで、ここで合格できなくても２月の一
般入試も受験できることになります。これは予想ですが、北里
大学薬学部に入学したいという強い思いのある高校生が多く受
験するのではないかと考えています。ただ公募制推薦入試につ
いては、薬学科では初めての試みですので、生命創薬科学科と
併せて、オープンキャンパスなどの説明会を利用して、パンフ
レットを配布するとともに、相談会の中で詳しく説明するよう
にしたいと思います。生命創薬科学科では、さらには高校に説
明に行くなど、広報活動が必要になるでしょう。
西端 これまで本学部が実施する大学説明会や高校からの出張
講義の依頼などでは、やはり６年制の薬学科が注目される傾向
にあります。
清野 私は生命創薬科学科の教育のアドバンテージについて、
入学前はもちろん、入学した学生にもうまく伝わっていないと
ころがあるように感じています。生命創薬科学科の魅力は、薬
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学の基礎となる分野を幅広く学修し、さらに、人の体と薬との
関係まで深く学べることだと思います。
松原 そうですね、
薬が医療現場でどのように使われ、
どういっ
た課題を抱えているのかを知っている学生は、製薬企業や関連
する業界を目指す場合に大きな強みになるはずです。
岡田 生命創薬科学科の学生は学部卒業後、大学院に進学する
ことが通常の流れになっているため、学部のうちに自分たちの
キャリアを意識する機会が少ないように思います。そのため、
生命創薬科学科で学ぶことのメリットに気づかないのではない
でしょうか。全学で行っている「北里キャリアスタディ」だけ
でなく、低年次から生命創薬科学科の学生向けのキャリア教育
を行い、自分のキャリアに対して意識を向けるような教育も必
要だと思います。
西端 学生も創薬に必要な化学、生物、物理などの基礎科目だ
けでなく、薬物や治療の知識まで幅広く学べるといった生命創

松原 肇

清野正子

薬物治療学Ⅲ 教授
北里大学薬学部卒業、同大学院
薬学研究科修了。 北里大学病院
に 29 年 間 薬 剤 師として勤 務 後、
薬学部教員となり現職。

公衆衛生学教室 教授
岡山大学大学院薬学研究科中
退。 摂南大学薬学部研究員、助
手を務めた後、北里大学薬学部講
師、准教授を経て現職。

薬科学科の強みをしっかりと理解して、講義や実習に臨んでも
らいたいですね。

卒業まで責任持って送り出す
薬学部の教育・研究レベルは高い

は大いに評価できます。
清野 手厚いといえば、薬学部の 1 年次にノートパソコンを配
布するという支援策は、他の薬学部では聞いたことがないので
すが。
西端 他大学でも学部としての推奨機種を学生に提示していま

清野 生命創薬科学科の議論が先になりましたが、私は本学部

すが、大学から学生に無償配布することは行っていないはずで

の教育や研究は非常に高水準であると思っています。基礎から

す。

臨床までどの分野も隙がなく、講義、実習ともに、これほど時

岡田 教員側も学生全員が同じ機種を持っていれば、パソコン

間をかけてやっているところは聞いたことがありません。
また、

を使う講義・実習も効率的に教えられるメリットもありますね。

本学部では、教職員がすべての学生に対して手厚くサポートし

清野 本学の医療系学部の学生が参加する「チーム医療演習」

ています。

では、学生が所属学部に応じて薬剤師や看護師といった医療専

池本 本学部の進級率は非常に高く、生命創薬科学科、薬学科

門職役を務め、救急医療、がん医療、在宅療養といったテーマ

ともに、全学年で概ね 90％台後半を維持しています。留年者

でグループディスカッションを行うのですが、ここでも薬学生

や退学者がこれ程少ないのは、入学した学生一人ひとりに対し

への評価は高いですよ。本学部の学生は、実務実習を経験した

て、きめ細かなサポートをしている結果だと思います。すべて

６年生が参加しているということもあって、グループ内で中心

の学生を卒業まで丁寧にサポートしていくことが、本学部の強

的な役割を担っています。多くのグループで、薬学部の学生が

みですね。また、薬剤師国家試験の合格率も全国平均を常に上

リーダーシップをとってディスカッションを進めている様子を

回っています。6 年生から、ほとんど留年者を出さず、ほぼ全

よく見かけます。とても頼もしいですね。

員が国家試験を受験して、このような好成績を維持している点

岡田 臨床分野では「北里大学薬学部」のブランドイメージは、
関東地方中心にほぼ確立されていると考えています。しかし、
全国的なところでの本学部のイメージは、まだ十分確立されて
いるとはいえず、改善の余地は多く残されています。今後は生
命創薬科学科、薬学科ともにその魅力を全国にアピールする必
要があります。

国際化をさらに促進
教育研究設備の充実は計画的に
池本 ここまで基礎と臨床、生命創薬科学科と薬学科といった
視点で話が進んできましたが、学部全体の課題となる国際化に
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いる研究器機が必要な場合もあり、
共用することも多いですね。
岡田 現在は研究に使う器機も常に進化していて、３年から５
年経てば次の購入を検討するような流れになっています。
ただ、
大学の会計上は減価償却期間が 7 年と聞きますが、その辺は対
応できるのでしょうか。
池本 大学は継続して教育・研究を行うという前提があり、設
備関係の減価償却期間は企業と比べると７年間と長めです。と
はいえ減価償却云々に関わらず、必要なら買い替えや新規購入
などの整備を進めなくてはいけません。特に国から補助金が出
る場合は会計上のやり繰りもしやすくなります。

西端芳彦

池本 尚

情報薬学部門 准教授
東京大学薬学部卒業、同大学薬
学系大学院中退。 国内の製薬企
業研究部門に勤務後、現職。

白金キャンパス大学事務室 事務長
北里大学薬学部卒業後、北里大
学に入職。 薬学部事務室、教学
センター事務室（相模原キャンパス）
などを経て、現職。

学生が自ら学び、
考える姿勢を養う教育を
松原 最後にこれから学生や新キャンパスに期待することをお
願いします。

ついてはどうお考えでしょうか。本学部では約 30 年前からケ

岡田 学生には、自ら学び、考える姿勢をさらに向上してもら

ンタッキー大学薬学部と、2010 年からはアイオワ大学と協定

いたいですね。近年は、自宅での自習時間も短く、また、自分

を結び、現地での海外研修を含む教員・学生の相互派遣を続け

で考える習慣が身についてない学生も増えていると感じます。

ています。しかしながら本学部在学中や卒業後、それぞれの大

西端 ただ本学部は毎日遅くまで授業があり、それから自宅に

学に留学した学生はあまり多くないのが現状です。

戻って自主的に勉強するのはかなり大変でしょう。

西端 以前は学部卒業後、アメリカ（米国）をはじめ海外の大

清野 薬学部に限らず、昔の大学教育は、教員が独自の指導内

学院に留学するといった進路選択も多かったのですが、最近は

容で講義を進めていました。
「わからないのは学生の自己責任」

減っていますね。

といった意識も強かったと思います。現在は、教員側もシラバ

岡田 それは本学部に限らず、日本の大学生全体が長期留学を

スにしたがって、しっかりと講義の準備をしたうえで、わかり

避ける傾向にあることも影響しているでしょう。また本人の意

やすく丁寧に教えることが求められます。その結果、講義が受

欲だけでなく、留学費用を準備するのが難しいといった現実問

け身的になり学生自身が考える習慣が身につかないのだと思い

題もあるのかもしれません。この場合には、研究テーマなどの

ます。

条件によっては海外留学助成金も受けられますから、研究を充

岡田 だからこそ、アクティブラーニングによる教育を低年次

実させることで海外留学への道を開いてほしいですね。

から採り入れるなど工夫が必要になってきますね。

池本 留学すると本学部では休学扱いとなりますが、今後は留

松原 ところで、先ほど生命創薬科学科についてもっとアピー

学中の休学費用を年間 10 数万円程度にして、経済的な負担を

ルする必要があるという話も出ていましたが。

減らす方向で検討が進んでいます。そうした変更も後押しにな

岡田 もちろん、受験生に限らず一般の方にも生命創薬科学科

るといいですね。できれば基礎分野だけでなく臨床分野の学生

の特色や魅力について知ってもらうため、もっと外部への情報

にも留学してほしいのですが、難しいですか？

発信力を強化しなくてはいけませんね。まずは、薬学部ホーム

松原 日本の薬剤師の資格では現地で医療行為はできませんか

ページのリニューアルを進めているところです。

ら、どうしても留学先では基礎研究が中心となります。そのた

池本 白金キャンパスの整備計画は 2019 年 5 月に完成予定で、

め、臨床系から多くの学生が留学するとは少し考えにくいです

建て替えによりアリーナやソフィアプラザなども新たな姿に生

ね。また国内での研究は「前向き研究」が主で、多くの時間と

まれ変わります。

マンパワーが必要となるため、海外に出る余裕がなかなかない

岡田 白金キャンパス整備計画は、第Ⅰ期、第Ⅱ期、第Ⅲ期と

でしょう。

順調に進められてきましたが、工事期間中には、教職員も学生

岡田 ところで、臨床分野の研究に必要な機材は十分そろって

も何かと不便を感じてきましたから、完成のときを迎えてホッ

いるのでしょうか？

としています。ただ、冒頭にお話ししたように今は大きな転換

松原 ええ、臨床系の研究室による連絡会議で話し合い、必要

の時期で、新キャンパス完成も一つの通過点です。本学部が先

に応じて要望を出していますし、最近では，化学系研究室と共

んじて進めている教育・研究の強みを存分に発揮し、北里大学

同で LC/MS を申請いたしました。また、基礎分野で保有して

薬学部のブランドを全国に広めたいですね。
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薬剤師国家試験の結果と次回への対策
第103回薬剤師国家試験を振り返って
2018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. 第 103 回薬剤師国家試験実施状況

上で、かつ構成する各科目の得点がそれぞれ配点の 30％以上、
となりました。配点は１問２点（690 点満点）との説明もあり、

103 回薬剤師国家試験が 2018 年２月 24 日と 25 日の両日に実

１）については、正答率 62.9％となり、合格基準が変更されて

施され、全体で出願者数 14,876 名、受験者数 13,579 名、合格

以降、最も低い値となりました（第 101 回 65.0％、第 102 回

者数 9,584 名、合格率 70.58％、また新卒者では、出願者数 9,555

63.6％）
。さらに今回から、
「解なし」とされた問題は、
「全員

名、受験者数 8,606 名、合格者数 7,303 名、合格率 84.87％と

を正解として採点する」こと、また「複数の正解がある」場合

いう結果でした。

には、
「複数の選択肢を正解として採点する」ことが明記され

本学においては、新卒者では、出願者数 244 名、受験者数
244 名、合格者数 228 名、合格率 93.44％、既卒者では、出願

ています。
合格率等については前述した通りですが、新卒者の分野ごと

者数 41 名、受験者数 39 名、合格者数 27 名、合格率 69.23％、

の得点状況をみますと、本学新卒者の総合得点率は、72.43％

全体では、合格者数 255 名、合格率 89.74％となり、新卒者合

（全体 70.22％）
、必須問題得点率 84.56％（全体 82.34％）
、理

格率において全国平均を 8.57％、全体の合格率では 19.16％上

論問題得点率 63.53％（全体 60.82％）
、実践問題 71.38％（全

回る結果となりました。

体 69.52％）であり、いずれの分野においても平均を上回る得

2. 第 103 回薬剤師国家試験結果

点率を得ることができました。
今回の国家試験を終えて、過去 3 回（第 101 回〜第 103 回）

第 103 回薬剤師国家試験の合格基準は、１）全問題の得点が
434 点以上、２）必須問題について，全問題への配点の 70％以

の薬剤師国家試験の状況を比べてみると、新卒者の合格率
85％、合格者数 7,000 名と安定してきたように思えます。

3. 総評
■ 過去３回における新卒者の薬剤師国家試験結果
100

94.40

合格率（％）

86.24

85.06

なっています。必須問題は基礎的な「平易」な問題が多くみら
れましたが、理論問題や実践問題では難易度が高い傾向にあり

93.44
89.92

第 102 回に比べると第 103 回薬剤師国家試験は難易度が高く

ました。理論問題では、このところの出題傾向となっている実
北里大学

84.87

験データからの考察問題、グラフや図を用いた問題、計算問題
など多く出題され、与えられた情報を正しく理解する総合的な
能力が必要となっています。また、実践問題では、生物と衛生

80

を実務でつなげた 4 連問や薬理や薬剤の中での 4 連問が出題さ
れるなど、科目の領域を超えて総合的、複合的な理解力が求め
られるようになってきています。

0

今後も、基礎科学とその応用としての医療を関連付けた出題
101回

102回

が多くなることが予想され、知識をもとに論理的に考え、臨床

103回

出願者数
（名） 受験者数
（名） 合格者数（名）
第101 回

9.625

8,242

7,108

第102 回

9,417

8,291

7,052

第103 回

9,555

8,606

7,303
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へと応用する能力を身につけることが重要となります。このこ
とは、本学の伝統である「基礎薬学」と「臨床薬学」を両輪と
して、教育・研究に力を入れてきたことが社会から求められる
ことと強く合致したものといえます。これからも優秀な薬剤師
を一人でも多く社会に送り出すため、教職員一同ますます尽力
していきたいと考えています。

第104回薬剤師国家試験に向けて
2018 年度 6 年生学年主任
生物分子設計学教室
教授

志鷹真由子

象とし、必須問題 90 問と一般問題 255 問（薬学理論問題 105

薬学科での教育

問および薬学実践問題 150 問）に区分した計 345 問が出題され

北里大学薬学部では、北里の伝統である「実学の精神」にも

ます。
「必須問題」は医療の担い手である薬剤師に必要不可欠

とづき基礎薬学（研究）と臨床薬学（医療）の両分野に力を入れ、

な基本的資質を確認するための問題として、
「一般問題」は薬

それらを融合した新しい薬学教育を進めています。講義・実習

剤師が臨床の現場で直面する一般的課題を解釈・解決するため

などでは、
医療人として必要な知識、
技能、
倫理観、
コミュニケー

の資質を確認するための問題として出題されます。薬剤師国家

ション能力を習得し、配属研究室における卒業研究では、問題

試験の合格基準は、第 101 回以降、絶対基準から相対基準とな

発見能力、問題解決能力、論理的思考能力を習得します。この

りました。従って、問題の難易度により合格基準における全問

ような北里独自のカリキュラムにおける学生の皆さんのたゆま

題の得点率が調整される場合もありますが、やはり 65% 以上

ぬ努力が、毎年の本学部の薬剤師国家試験の高い合格率ならび

正解することを意識しておく必要があります。

に卒業生の皆さんの社会での活躍につながっているものと思い

第104回薬剤師国家試験を目指す皆さんへ

ます。

７月に卒業研究が終わった後は、薬剤師国家試験に向けて勉

薬剤師国家試験

強に専念する時期となります。８月末からは「薬学総合演習」

薬剤師国家試験は
「物理・化学・生物」
「
、衛生」
「
、薬理」
「
、薬剤」
、
「病態・薬物治療」
、
「法規・制度・倫理」
、
「実務」の科目を対

が開講されます。本演習の目的は、６年次前期までに履修した
薬学必修科目をまとめ、総合力、応用力を身に付けることです。
したがって本演習の形式は、これまで学んだ学習内容の復習を
行う講義形式や、過去の薬剤師国家試験問題などを利用した演

■ 薬剤師国家試験の科目、問題区分、出題数

習形式となります。物理・化学・生物などの基礎科目から臨床

問題区分
科目

必須問題 一般問題 薬学理論 薬学実践
問題
問題

出題数計

までの広範な分野の演習が開講され、これまでに身につけた知
識を体系的に学び直すことで、実践的な薬剤師としての能力を
養います。単なる知識の暗記にとどまらず、論理的に物事を理

物理・化学
・生物

15問

45問

30問

15問
60問
（複合問題）

衛生

10問

30問

20問

10問
40問
（複合問題）

薬理

15問

25問

15問

10問
40問
（複合問題）

「薬学総合演習」にしっかり取り組むことも国家試験合格への

薬剤

15問

25問

15問

10問
40問
（複合問題）

非、夏休みを利用して苦手領域の見直しを行ってください。過

25問

10問
40問
15問
（複合問題）

は、全体を効率よく把握することができ、これまでに習得した

20問

10問
30問
10問
（複合問題）

病態・
薬物治療

15問

法規・制度
・倫理

10問

実務

10問

出題数計

90問

85問
255問

−

105問

20問
＋
95問
65問
（複合問題）
150問

345 問

解し体系的に知識を結びつけていく学習態度が大切です。
効果的な勉強法は一人ひとり異なると思います。自分に合っ
た勉強法を見つけ、
計画的に学習を行うことが重要です。また、
重要なポイントとなります。従って、演習開講に先立って、是
去３年間に実施された薬剤師国家試験の問題を実際に解くこと
知識の見直しにつながります。
２月の薬剤師国家試験までは、大切な時期となりますので、
体調面の管理にも十分気を付けてください。学年主任やチュー
ターをはじめ、教職員一同、常にみなさんの支援を考えていま
すので、困ったことがあればどうぞ遠慮なくご相談ください。
「全員卒業、全員合格」を目指して、ともに頑張っていきましょ
う。
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2018年度白金祭の準備状況について（実行委員会活動報告）
第39 回白金祭実行委員会
薬学科３年

委員長

大石幸樹

はじめまして、第39回白金祭実行委員会委員長の大石幸樹です。
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
にありがとうございます。

りますが、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

今年の白金祭は10月27（土）と28日（日）の２日間の開催が予定

るため、順調に進んでおります。

されており、テーマは「Story」となっております。私達だけでは未熟

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、

な雛ですが、皆様のご協力で、青い鳥の話のように幸せを届けたいと

例年行われている香水づくり体験や市民公開講座、お笑いライブ、ミ

いう願いを込めました。白金祭実行委員会一同、当校の学生、来場者

スターコンテストやミスコンテストに加え、去年から行っております

の方々、周辺地域の皆様、企業の皆様と一つの物語（Story）を紡いで

オリンピック企画は今年も行う予定です。オリンピック企画は白金祭

いきたいと考えています。

の二年生がいちから作り上げます。ぜひご参加ください。

現在、２年生３年生総勢34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。去年より人数が少なく、仕事量が増え大変ではあ

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。

白金キャンパスの整備状況（2018年６月時点）
生体分子解析学教室
教授

本間 浩

第Ⅲ期工事の様子と
完成予想図。いずれ
も左手はプラチナタ
ワーがあり、同方向
から見た風景

白金キャンパス整備計画は、2017年10月から最終第Ⅲ期の工事が始

は、１階の学生食堂の横や２階部分にテラススペースも作られます。

まっています。工期は2019年３月までの予定でしたが、旧２・３号館

また、２号館からはプラチナアリーナの横を通ってプラチナタワーへ

の解体におけるアスベストの撤去や汚染残土の処理などのため、2019

通じる通路が１階と２階のレベルに作られ、それぞれプラチナタワー

年５月半ばまで延長になりました。現在（2018年６月20日）
、写真の

の１階と２階へ連結する予定です。したがって、１号館から２号館を

ように、西側の壁の一部を残して旧２・３号館の解体がほぼ終わり、

経てプラチナタワーへとスムースに繋がり、薬学部としての一体感が

瓦礫などの運び出しを行っています。第Ⅲ期工事では、図書館地下１

強まると期待されています。

階の残り部分とプラチナアリーナ（体育館）
、ソフィアプラザ（広場）

竣工後は、ソフィアプラザを中心に開放的な雰囲気が醸し出される

が施工されます。ソフィアプラザは地下１階のレベルに作られるので、

と思われ、学生の皆さんには新しい環境の中で学生生活を大いに楽し

地下１階まで掘り下げて生じた土壌の運び出しも行われる予定です。

んでほしいと思います。学生の皆さんとともに、教職員一同も、完成

完成予想図にも描かれているように、２号館のソフィアプラザ側で

を心待ちにしています。

2017年度薬学部卒業生・修士課程修了者の進路
● 生命創薬科学科（4 年制）

● 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／東京医科歯科大学大学
院／名古屋大学大学院
【IT 関連】ビジュアルアンドエコー・ジャパン
【化粧品・化学】ホルスグループ
【その他の業種】オアシスライフスタイルグループ
その他の業種
2.7%
化粧品・化学
2.7%

大学院進学者
33 名
就職者
3名
その他
1名
（卒業者 計 37 名）
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IT 関連
2.7%

その他
2.7%

進学
89.2%

【主な進学先】北里大学大学院
【化粧品・化学】アイビー化粧品／トキワ／富士化学工業／ライオン
【製薬会社】アステラス製薬／全薬工業／武田薬品工業／ノボノルディスク
ファーマ／Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａファルマ／富士製薬工業／ロート製薬
【CRO】エイツーヘルスケア／オルトメディコ／クインタイルズ・トランスナショ
ナル・ジャパン／シミック／新日本
その他 11.4%
科学
【IT 関連】三菱ケミカルシステム／
製薬会社
進学
20.0%
野村総合研究所
8.6%
【食品関連】ホクト／雪国まいたけ
大学院進学者
28 名
就職者
3名
その他
4名
（卒業者 計 35 名）

その他の業種
31.4%
食品・飲料
製造業 8.6%

CRO
20.0%

2017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

田辺光男

2017年度の薬学部薬学科（６年制）と生命創薬科学科（４年制）の
卒業生および大学院修士課程修了者の2018年４月10日現在の進路状
況についてご報告いたします。
薬学科は244名が卒業し、236名が就職、５名が進学（４名が大学

就職活動をサポートする就職カウンセラーから
相談内容で多いのは、実際に就活が始まってからの履歴書・
ES 添削、面接対策ですが、就活前から今後の進路について、

院進学でその内３名が本学大学院薬学研究科）
、３名がその他という結

就活の仕方や心がまえについての相談も受けることがありま

果でした。薬学科卒業生の進路内訳は、病院30.7％、ドラッグストア

す。
「何をしたらいいかわからない」
「長所が浮かばない」
「文

29.1％、調剤薬局19.3％などとなり、昨年に比較してドラッグストア

章が苦手」という声も聞きます。自分の将来像について具体的

就職者数が増加しました。詳細は下図を御覧ください。

に考えなければいけなくなると、落ち着かなくなること不安に

生命創薬科学科は37名が卒業し、３名が就職、33名が進学（その内
27名が本学大学院薬学研究科）
、１名がその他という結果でした。
大学院修士課程は35名が修了しました。修了者のうち、28名が就職、

なることは普通のことです。また、見ないふりをしてしまうこ
ともあるでしょう。しかし、キャリアを考えることは仕事をと
おして生き方を考えることでもあります。

３名が進学（本学博士後期課程）
、４名がその他という結果でした。製

それは今までの自分を振り返り・検討する作業で、よく言わ

薬会社20.0％、治験・臨床開発関連企業20.0％、食品・飲料製造業8.6％、

れる「自己分析」です。そして、一人で行うには骨が折れます。

それ以外の業種も31.4％でした。詳細は下図を御覧ください。

キャリア相談室では、様々な背景や何かしらの経験を積んだ皆

就職支援プログラムは、薬学科、生命創薬科学科および大学院の学

さんに対して、しっかりと耳を傾け、皆さん自身オーダーメイ

生を対象に、厳選し充実した内容のものを実施しています。キャリア

ドの「自己分析」とそれに根差した就活対策を一緒に考えてき

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

ます。是非一度扉をたたいてみてください。

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
【公務員】厚生労働省／東京都庁／群馬県庁／防衛省（海上自衛隊）
【病院】北里大学病院／北里大学メディカルセンター／東京都立病院／独
立行政法人 国立病院機構／神奈川県立病院機構／国立がん研究センター
／埼玉県立病院／自治医科大学付属埼玉医療センター／聖マリアンナ医科
大学／順天堂大学医学部付属順天堂医院／慶應義塾大学病院／東京医科
大学病院／筑波大学附属病院／東海大学医学部付属病院／筑波大学附属
病院／順天堂大学医学部付属順天堂医院／聖マリアンナ医科大学病院／
順天堂大学医学部付属順天堂医院／岩手医科大学付属病院／聖路加国際
病院／横須賀共済病院／国際医療福祉大学 三田病院／杏林大学医学部
付属病院／国際医療福祉大学グループ／虎の門病院／亀田総合病院／新
百合ヶ丘総合病院／戸田中央総合病院／ IMS 春日部中央総合病院／ IMS
横浜新都市脳神経外科病院／東京都保健医療公社／厚生中央病院／一宮
市立市民病院／伊那中央病院／柏厚生総合病院／春日部中央総合病院／
圏央所沢病院／厚生中央病院／小張総合病院／佐久総合病院／市立甲府
病院／新久喜総合病院／聖母病院／聖隷富士病院／総合上飯田第一病院
／総合守谷第一病院／高砂西武病院／高島平中央総合病院／玉川病院／
千葉西総合病院／東京都済生会中央病院／函館五稜郭病院／日立総合病
院／藤田保健衛生大学病院／富士病院／平成立石病院／大和市立病院／
大和徳洲会病院
【製薬会社】アステラス製薬／ノバルティスファーマ／ MSD ／中外製薬／ブ
リストル・マイヤーズ スクイブ／富士フィルム RI ファーマ／北里第一三共ワ
クチン
【CRO】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

／パレクセル・インターナショナル／リニカル／イーピーエス／ CAC クロア
／ icon Japan
【ドラッグストア】スギ薬局／ウエルシア薬局／マツモトキヨシ／イオンリテー
ル／富士薬品／クリエイト・エスディー／ココカラファイン／くすりの福太郎
／千葉薬品／サンドラッグ／キリン堂／トモズ／セキ薬品
【調剤薬局】アインホールディングス／日本調剤／クオール／アイセイ薬局／
日本メディカルシステム／ファーマホールディング（なの花薬局）／望星薬
局／徳永薬局／薬樹／みよの台薬局グループ／田辺薬局／日本メディカルシ
ステム／クラフト／ファーマシィ／トライアドジャパン（かもめ薬局）／総合
メディカル／ファーマライズホールディングス／ヤマグチ薬局／サエラ薬局／
たんぽぽ薬局／玄和堂薬局／エスシーグループ
【医薬品卸】メディセオ／アルフレッサ
【その他の業種】／ EP ファーマライン／キーエンス／船井総合研究所／ワー
クスアプリケーションズ／日本血液製剤機構／大協精工

その他の業種 2.4%
卸売業 0.8%
公務員 2.9%
CRO

236 名
就職者
5名
大学院進学者
その他
4名
（卒業者 計 245 名）

7.8%

製薬会社

3.7%

調剤薬局

21.6%

進学

2.0%
その他
1.6%

病院
30.2%
ドラッグ
ストア
26.9%
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News & Topics
研究トピックス

2018年度公的研究費の獲得状況について
■文部科学省科学研究費助成事業採択状況

①基盤研究（A）：1 件（内継続 1 件） ②基盤研究（B）：1 件（内継続 0 件） ③基盤研究（C）：22 件（内継続 11 件）

④新学術領域研究：1 件（内継続 1 件） ⑤若手研究（B）：14 件（内継続 10 件）
研究種目

所属

研究代表者
職位

2018年４月２日現在（順不同）
（単位：万円）
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

500（継続）

②基盤研究 (B)

公衆衛生学

教授

清野正子

レアメタル回収を指向した金属輸送体の重複発現制御による金属複合汚染浄化植物の開発

720（新規）

③基盤研究 (C)

微生物学

教授

岡田信彦

マクロファージ細胞死に誘導されるサルモネラ腸炎発症機構の解析

伊藤謙之介 2- アザアリルラジカルカチオンと多重結合性分子との付加環化反応の創出

110（新規）

生命薬化学

准教授

180（新規）

分子薬理学

准教授

坂本謙司

microRNA のプロファイリングによる網膜変性疾患治療戦略構築のための基礎研究

110（新規）

生体分子解析学

准教授

片根真澄

心疾患に関連する新奇生理活性物質 D- グルタミン酸の合成酵素に関する研究

130（新規）

公衆衛生学

講師

浦口晋平

根端メリステムを有害元素から防御する分子メカニズムの解析

120（新規）

微生物薬品製造学

講師

小山信裕

微生物資源からの抗酸菌症治療薬リードの開拓

100（新規）

微生物薬品製造学

講師

大城太一

中性脂質蓄積制御からの脂肪肝 / 脂肪肝炎の予防治療薬の開拓

140（新規）

薬品製造化学

講師

薬物治療学Ⅳ

講師

分子薬理学

助教

森 麻美

公衆衛生学

助教

曽根有香

微生物由来 Mer 輸送体の有害金属及び希少金属輸送活性の環境浄化への展開

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（継続）

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（継続）

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（継続）

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（継続）

大多和正樹 新規天然有機化合物を基盤としたアムホテリシン B 活性増強剤の創製研究
田中庸一

小児白血病におけるメルカプトプリンによる治療の DNA 中代謝物濃度による個別化
糖尿病網膜症における神経 ‐ グリア‐ 血管連関破綻機序の解明とグリア標的治療薬の創出

120（新規）
140（新規）
90（新規）
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（継続）

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（継続）

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

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（継続）
170（継続）

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

④新学術領域研究（研究領域提案型） 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（継続）

⑤若手研究 (B)

医薬開発学

助教

金子真之

抗がん剤の治療効果の再評価：RMST を指標としたメタアナリシス

190（新規）

衛生化学

助教

坂本太郎

重水素型リン脂質を用いた脂質酸化依存的新規細胞死に関わる酸化脂質代謝物の同定

160（新規）

創薬物理化学

助教

生体分子解析学

助教

齋藤康昭

寿命制御因子としての D- アミノ酸

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）

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

70（継続）

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）

受賞者一覧

小澤新一郎 低分子量の PPI 阻害剤開発のためのインシリコ・フラグメントマッピング法の確立

140（継続）

100（新規）
180（新規）

※所属は受賞当時のもの

■第71回日本酸化ストレス学会
2018年度 学会賞を受賞

■公財 飯島藤十郎記念食品科学
振興財団 平成29年度学術研究
助成金に採択

■第33回二宮善基記念賞を
受賞

衛生化学教室
教授

衛生化学教室
講師

医薬品化学教室
助教

この度、
「GPx4欠損による脂質酸化依存的新
規細胞死メカニズムとその疾患に関する研究」に
て、日本酸化ストレス学会 学会賞をいただきま
した。本学会にて若手の学術賞をもらってから10
年。北里大学薬学部衛生化学研究室の学生、院
生たちと行ってきた研究で、学会の最高の賞をい
ただくことができました。研究に携わった皆さん
に感謝いたします。これからも益々、研究室が発
展していけるよう頑張っていきたいと思います。

酸化リン脂質に起因した細胞死の研究は精力
的に行われており、ガンや腎疾患など様々な疾
病との関連が明らかになっています。本研究で
は酸化リン脂質依存的に発現誘導される遺伝子
群の細胞死における機能と、遺伝子発現の制御
を介した食品成分による細胞死抑制機構の解明
を目指します。得られた成果は酸化リン脂質が
関連する疾患治療のための創薬開発につなげて
いきたいと思います。

本受賞研究は大気中の酸素分子を直接利用し
た触媒的酸化反応の開発に関するものであり、
この成果が、環境低負荷型の新しい分子変換法
として広く利用されることを期待しておりま
す。今回、
北里研究所の伝統ある「二宮善基賞」
を賜りましたことを励みに、より一層、研究に
邁進して参る所存でございます。

今井浩孝
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熊谷 剛

山本大介

研究種目
⑤若手研究 (B)

所属

研究代表者
職位

交付決定額
※直接経費

研究課題

氏名

生物分子設計学

助教

森 義治

生物分子設計学

助教

清田泰臣

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

60（継続）

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

薬物治療学Ⅳ

助教

安藤 航

生体分子解析学

助教

宮本哲也

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

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

160（継続）

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（継続）

厚生労働行政推進調査事業費補助医薬品・医療機
社会薬学部門
器等レギュラトリーサイエンス政策研究研究事業
厚生労働行政推進調査事業費補助金
医薬開発学
厚生労働科学特別研究事業
厚生労働行政推進調査事業費補助医薬品・医療機
社会薬学部門
器等レギュラトリーサイエンス政策研究研究事業

職位

氏名

教授

鈴木順子

教授
客員教授

交付額（万円）
※直接経費

研究課題

危険ドラッグ等の濫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
〔井村伸正、公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター理事長〕
（新規）
注射用抗がん剤等の適正使用と残液の取扱いに関するガイドライン作 （分担）90
成川 衛
成のための研究〔加藤裕久、昭和大学薬学部教授〕
（新規）
血漿分画製剤の安定的確保・製造供給体制のあり方に関する研究〔河 （分担）50
松田利夫
原和夫、東京医科歯科大学大学院教授〕
（新規）

■その他助成財団等からの助成金・補助金交付状況
所属

公益財団法人武田科学振興財団／ 2017 年度
薬学系研究奨励継続助成
一 般 社団法 人日本血 液学 会／平成 29 年日本
血液学会研究助成
公益 財団法 人 薬学研究奨 励財団／平成 29 年
度研究助成金
公益財団法人飯島藤十郎記念食品科学振興財
団／平成 29 年度学術研究助成金

160（継続）
2018年４月２日現在

所属

事業実施機関 ( 団体 ) 名／事業名

90（継続）
190（継続）

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

■厚生労働科学研究費補助金
事業名

100（継続）

職位

生命薬化学

助教

薬物治療学Ⅳ
生体分子解析学

講師
准教授

衛生化学

講師

2018年４月２日現在

氏名

交付額（万円）
※直接経費

研究課題

水口貴章 EGF 受容体二量体化阻害性ペプチドを基盤とした創薬研究

270（新規）

小児白血病患者における L- アスパラギナーゼによる重症膵炎発現因子
田中庸一
の解明
心疾患に関連する新奇生理活性物質 D- グルタミン酸の分解酵素に関
片根真澄
する研究
米糠トコトリエノールによる酸化リン脂質依存的誘導遺伝子の発現制
熊谷 剛
御を介した細胞死抑制機構の解明

27（新規）
90（新規）
126（新規）

■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 2018年４月２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
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／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／革新的がん医療 実用
化研究事業
日本医療研究開発機構／革新的先端研究開発
支援事業
日本医療研究開発機構／創薬基盤推 進研究事
業

職位

氏名

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

146.2（継続）

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

216.2（継続）

医薬品開発学

教授

成川 衛

生薬学

教授

小林義典

准教授

有田悦子

※要確認

講師

田中康一

衛生化学

教授

今井浩孝

微生物薬品製 造
学

教授

供田 洋

医療心理学部門

■138回日本薬理学会関東部会 優秀発表賞を受賞
（口頭発表の部）
（ポスター発表の部）
分子薬理学教室・薬学
研究科博士課程３年

森田茜

今回は、小児失明原因第一位で
ある未熟児網膜症の新規実験動物
モデルを作製し、モデルの特性に
ついて発表しました。学生生活最
後の学会で優秀賞をいただけたこ
とを大変嬉しく思います。
今後も、
より一層日々の研究に精進して参
ります。

交付額（万円）
※直接経費

研究課題

生命薬化学教室・
薬学科５年

染谷僚人

私の行っているオピオイド薬研究
は、これまでのオピオイド薬にない
性質を持つ新薬を開発しようとする
ものです。それが今回の受賞に繋
がったと嬉しく思っています。毎日
の実験では、予想した結果が出ず、
心折れることもありましたが、今日
「受賞」という結果を得られ毎日の
実験を認められた気がしました。

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
214.6（継続）
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 （分担）166
従事者向け教育プログラムの策定に関する研究
（新規）
（分担）50
小児急性リンパ性白血病に対する標準的治療法の確立
（新規）
（分担）1800
酸化脂質をターゲットとした疾患メカニズム解明及び創薬基盤研究
（新規）
微生物由来の非結核性抗酸菌症治療薬の探索

360 （新規）

■日本薬学会第138年会 学生優秀発表賞を受賞
（ポスター発表の部）
（口頭発表の部）
微生物薬品製造学教室・
生命創薬科学科４年

医薬品化学教室・薬学
研究科修士課程２年

真菌が生産する天然化合物が示
す中性脂質蓄積阻害活性の作用機
序解析について発表しました。新
しい方法を取り入れた研究内容で
あったため、試行錯誤が必要で苦
労しました。その甲斐あって、優
秀発表賞をいただくことができ、
とても嬉しく思います。

私は有機ホウ素化合物とパラジ
ウム錯体を組み合わせることで、
糖鎖化合物を簡便に合成する手法
の開発に成功しました。この研究
成果は、糖を含む医薬品の創出に
寄与する新たな分子変換技術とし
て注目されています。

奥畑颯眞

中村優生
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「微生物学実習Ⅰ」の概要
微生物学教室
教授

岡田信彦
微生物学教室が担当いたします「微生物学実習Ⅰ」は、３

体による殺菌作用の観察、となっています。実習を始めるにあ

年次前期の基礎実習の１つで、プラチナタワー５階 3501 及び

たっては、無菌操作の重要性をよく理解して、厳密な無菌操作

3502 実習室で実施しています。本実習の特徴は、肉眼で見る

ができる技術を修得したのち、病原細菌を取り扱うことになり

ことができない微生物を対象としていること、また、ヒトに感

ます。実習では、
「ブンゼンバーナー」
、
「白金耳」
、
「コンラー

染し病気を起こす能力を有する感染病原体も取り扱う、という

ジ棒」
、
「シャーレ」など、当時、北里柴三郎先生が使われてい

ことです。したがって、
「微生物学実習Ⅰ」においては、無菌

た実験器具と同じ形状のものを使用しています。また、微生物

操作を徹底し、バイオハザードの防止には細心の注意を払う必

観察に必須の光学顕微鏡は、最新のものを使用し、視野も広く

要があります。

解像度は格段に良くなっています。

「微生物学実習Ⅰ」を実施する上で必要な知識は、
「微生物学

微生物学実習Ⅰでは、病原微生物の基本を学び、安全に取扱

Ⅰ」
、
「微生物学Ⅱ」及び「免疫学」で学んだ内容となっていま

うことができること、すなわち、無菌操作が確実に実施できる

す。実習項目は、グラム染色、グラム陰性細菌及びグラム陽性

ことを目標としています。また、本実習で学んだことは、臨床現

細菌の分離・同定、病原真菌の培養と形態観察、インフルエン

場においても役立つことが多く含まれていますので、学生の皆

ザウイルスの鶏卵培養と血液凝集反応によるウイルス定量、補

さんには、積極的に実習に取り組んでいただきたいと思います。

「衛生化学実習」の概要
衛生化学教室
教授

今井浩孝
「衛生化学実習」は薬学科・生命創薬化学科ともに必修科目

実習項目に化学物質の安全性評価と適正使用（態度）が加わっ

で３年次後期に開講しています。昨年度からプラチナタワーの

たことから、新たな実習項目として、現在食品に使用されてい

完成に伴い、４階の新しい 3403・3404 実習室で実施しました。

る農薬の構造、使用状況、残留農薬の問題点を各自が調査し、

衛生化学実習では衛生薬学領域の栄養・食品衛生を題材にし

適正使用とリスクコミュニケーションについて、１チームごと

て、身近な食材を利用して４つの班に分かれて実習を行ってい

に討議する、いわゆる PBL 型講義（課題解決型講義）をはじ

ます。

めました。

１つ目は、お米の品種の同定で、お米１粒からゲノム遺伝子

さらに本実習に対して GC–MS を導入し、農薬の一斉分析法

を抽出し、PCR によりコシヒカリ等の品種を同定します。２

を体験してもらい、各チームのサンプルにどのような農薬が含

つ目はジュースなどに含まれるビタミン C や B 1 の定量、３つ

まれているのかを同定する内容の実習を始めました。衛生化学

目はポテトチップ等から脂質を抽出し、過酸化脂質がどれくら

の実習ではできるだけ、学生自らが自分の実習のコンセプトを

いできているかの定量、４つ目は、食品添加物である合成着色

自分で考え、それを実施して結果を考察し、何が問題となった

料の分離と食品の腐敗について調べています。

のかを理解させるような実習を試みて行っています。

また昨年より新コアカリキュラムが始まり、衛生薬学領域の

12

臨床系の教育トピックス

改定モデルコアカリキュラムに対応した病院・薬局実習事前実習
臨床薬学教育部門
准教授

久保田理恵
５年次に病院と保険薬局で行われる実務実習の準備として、
４年次に「病院・薬局実習事前実習」が行われます。今年度は、

実習で対応すべき８疾患のうち、がん、心疾患、高血圧症、糖
尿病、
精神神経疾患の薬物治療へのアプローチを習得するため、

改定薬学教育モデルコアカリキュラムに準拠したはじめての実

「症例に基づく薬物治療の評価と処方提案」の実習を充実させ

習となるため、実習担当者間でディスカッションを重ね、新た

たのも特徴です。評価についても学生のパフォーマンスを適切

なカリキュラムを構築してきました。昨年までと比べて実習期

に評価するため「ルーブリック評価」を導入しました。学生は

間が延長となり、項目も増加しています。また従来からの多く

目標とするアウトカムを確認しながら、自己のパフォーマンス

の実習項目についても、より充実した内容となるよう見直しを

を評価し、点検することができます。これは教員による評価に

図りました。実習は４年生の４月から開始され、12 月初めま

も一部導入し、知識・技能・態度を多角的に評価できるように

での約７か月間で、17 項目が実施されます。新しい事前実習

しました。
また実習終了後の振り返りとして、
学生にポートフォ

では、前期から調剤と監査、注射剤の調製、保険薬局や病棟で

リオを記載させるのも、新たな試みです。総合実習と OSCE

の患者応対などの基本的な実習が開始され、後期にはよりアド

練習を経て、12 月の OSCE、そして４年次２月より開始され

バンスな実習が配置されました。近年の薬剤師業務の変化に対

る実務実習に向けて段階的に、効率的に学べる内容となってい

応するために、在宅患者への対応や、病棟での医師への情報提

ます。今後もより充実した実習となるよう、工夫をしていきた

供のシミュレーション実習、フィジカルアセスメント実習も充

いと考えています。

実させました。更に改定モデルコアカリキュラムにおける実務
前期（4 月～ 7 月）
① 医薬品情報（２日）
② 患者心理とコミュニケーション
（２日）
③ 自己注射・外用薬の手技指導（１日）
④ 調剤と調剤監査（５日）
⑤ 注射剤の調製（３日）
⑥ 処方監査と疑義照会（２日）
⑦ 保険薬局での患者応対と服薬指導（２日）
⑧ 病棟での患者情報収集と患者応対（４日）
⑨ フィジカルアセスメント（１日）

後期（9 月～ 10 月）

後期（11 月～ 12 月）

⑩ TDM（３日）
⑮ 薬剤師としての心構え～医療
⑪ 薬局での来局者応対と一般用医薬品・要指
倫理とリスクマネージメント～（３
導医薬品の情報提供（２日）
日）
⑫ 在宅患者への応対と服薬指導（１日）
⑯ 総合実習（５日）
⑬ 保険薬局での患者・来局者応対と服薬指導 ⑰ OSCE 練習（２日）
＜応用編＞（２日）
⑭ 症例に基づく薬物治療の評価と処方提案

12 月
OSCE

（11日）
太字の下線：2018年度からの変更点

フィジカルアセスメント（採血・静脈注射のシミュレーション）

病棟での医師への情報提供（左が学生、右が医師役を務める教員）
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レジデントの経験を振り返って

薬剤師レジデントとして学ぶもの

北里大学北里研究所病院
薬剤部

薬物治療学Ⅰ
北里大学病院薬剤部レジデント

相良有里

私は 2016 年に北里大学薬学部を卒業後、１年間北里大学北

木村悠人

2018 年に本学薬学部を卒業し、４月から北里大学薬学部薬

里研究所病院の薬剤師レジデントとして研修しました。
その後、

剤師レジデントとして研修を行っています。今回、現状報告と

2017 年４月より北里大学北里研究所病院薬剤部の正職員とし

いうことで、機会を頂きましたことお礼申し上げます。

て入職し、注射管理室に配属されました。現在は注射調剤、抗

「北里大学薬学部薬剤師レジデント制度」の主な内容は、病

がん薬の混合、薬品管理などの業務に加え、手術室業務を行っ

院での基礎・病棟研修、薬学部の臨床薬学教育です。研修は、

ています。

まず、４月から５月下旬にかけて薬学部４年次の事前実習の指

研修期間では、薬剤部内全ての部署で研修した上で、全診療

導をさせて頂きました。指導者という立場でしたが、私自身学

科について病棟研修を経験しました。その中で日々壁にぶつか

ぶことが多く、この期間で学んだ相手の立場を考慮した情報発

りながらも、調べ、考え、学ぶという時間を十分に与えていた

信の仕方は、患者接遇、医療従事者への情報提供、プレゼン等、

だくことができたこと、指導にあたってくださる薬剤部の先生

様々な場面で応用できるものと感じております。

方に助言をいただき少しずつ成長することができたことを、改

指導終了後は消化器内科病棟で研修をさせて頂いています。

めて貴重な経験であったと感じています。現在正職員として業

病棟に入ってまだ間もないですが、各消化器系のがんに対する

務を行っている中で、まだまだ自分の未熟さを痛感することは

化学療法について学ぶ機会が多くあり、充実した日々を過ごし

多いのですが、薬剤師の第一歩としてそのような時間を過ごす

ています。今後、病院薬剤師としての知識・経験を積み、医療

ことができたことで、疑問点が出た時などにどう考え、どう対

の向上に貢献すべく精進していく所存です。

処すべきかという基盤は築くことができたように思います。
今後もレジデントの経験を軸として、日々努力を怠らずに邁
進していく所存です。
また、専門領域としては現在 NST（栄養サポートチーム）
領域に興味があるので、
勉強を進めていきたいと考えています。

同科内での研究の多様性を実感した
「大学院薬学研究科中間報告会」
公衆衛生学教室
薬学研究科修士課程２年

大塚裕登

響を哺乳類の培養細胞、マウス、微生物、モデル植物であるシ
ロイヌナズナを使って研究しています。私は、
「シロイヌナズ
ナにおけるフェニル水銀毒性の分子機構」というテーマについ
て、この１年で行ってきた研究結果の報告をさせていただきま

2018 年度「大学院薬学研究科中間報告会」は、６月 16 日、

した。３分間という短い時間で、異分野の方々にも研究のエッ

薬学部１号館大村記念ホールにて行われました。
中間報告会は、

センスと意義を伝えられるように心がけて発表をしました。質

異なる研究分野での情報交換や大学院生の交流を目的に毎年行

疑応答では、これまで気づかなかった視点からのご指摘・ご質

われています。修士１年生は、自己紹介と今後修士課程で行っ

問をいただき、来年の修士論文発表会に向けて貴重な経験とな

ていく研究テーマについて、修士２年生と博士課程の方々は、

りました。

この１年の研究の進捗状況について発表しました。中間報告会

報告会終了後には、学生食堂にて懇親会が催されました。懇

当日は、有機合成から始まり、天然物、衛生、薬理といった薬

親会では、各教室の先生方や大学院生と交流することができま

学の様々な分野からの発表を聞くことができ、研究科で行われ

した。今回、このような有意義な機会を設けていただいた院生

ている研究内容の多様性を感じられる機会となりました。

会並びに、白金キャンパス大学事務室の方々に深く感謝申し上

私が所属する公衆衛生学教室は、生物に対する有害金属の影
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げます。

私たちが薬学部薬学科卒業研究発表会で得たもの
生物分子設計学教室
薬学科６年

臨床薬学教育部門
薬学科６年

荒井冬馬

私は「CATH データベースを用いた HHblits の配列アライ

米山桃子

私は「薬局実務実習におけるルーブリック評価の活用―学生

メントの評価と解析」というテーマで卒業研究を行いました。

自己評価と指導薬剤師評価の比較検討―」というテーマで研究

配列アライメントの精度向上は、タンパク質立体構造予測の精

を行いました。パフォーマンスの評価方法として期待されてい

度向上につながります。本研究では作成された配列アライメン

るルーブリック評価を、薬学教育において有効に活用するため

トの誤りがどの程度の頻度で発生するのか、誤りが発生しやす

の一助とすべく、独自に作成したルーブリック評価表を薬局実

い領域があるのかに注目して研究を進めました。

務実習に導入し、その有用性や活用方法を検討しました。

発表会当日は、初めて聞く方にも分かりやすい説明を心がけ

発表会当日は、研究内容をわかりやすく聞き手に伝えること

ました。また今回の発表会では基礎研究だけでなく臨床研究の

を心がけると同時に、質問者の皆さんから多様な考え方や意見

発表を聞く機会ともなったので、薬学に関する幅広い研究分野

を伺い、勉強させて頂こうと臨みました。様々な観点からアド

間の繋がりを感じることが出来ました。

バイスを頂き、発表会ならではの貴重な経験ができたと思いま

配属直後は、研究についての知識や必要な技術が不十分だっ

す。

たので研究を進めることに不安もありました。ですが先生方の

わからないことが多くあり、不安な気持ちで始めた研究活動

分かりやすい指導のおかげで研究に必要な知識や技術をスムー

でしたが、議論して試行錯誤を繰り返しながら結果にたどり着

ズに身につけられ、自身で考えながら研究を進められました。

くことができ、とても嬉しく思います。また、薬局実務実習の

また先生方や同期と活発な議論を行えたので、自分一人でやる

現状や課題、学生・指導者の心理について学んだことは、薬局

よりも深い考察をしながら研究を進められました。

薬剤師を志している私にとって、今後に活かすことのできると

研究を行うにあたり、ご指導いただいた先生方、支えてくれ
た先輩方や同期に深く感謝を申し上げます。

ても良い経験になりました。
１年半にわたりご指導いただいた先生方をはじめ、ご支援く
ださった皆様に深く感謝申し上げます。

薬学部薬学科卒業研究発表会を終えて
2018 年度６年生学年主任
生物分子設計学教室
教授

志鷹真由子

2018 年７月７日に、薬学科の卒業研究発表会が白金キャン

スカッションとは異なる視点のものもあり、大変刺激になった

パスで開催されました。朝９時の大村記念ホールでの開会式に

のではないでしょうか。本発表会を通して得た知識・経験は、

始まり、閉会の 16 時 30 分まで、３つの会場いずれにおいても

将来社会人になってからも役に立つことと思います。

大変活発で充実した発表会となりました。どのポスタープレゼ

今年度の卒業研究発表会を無事成功裏に終えることができま

ンテーションも工夫が凝らしてあり、４年次１月から取り組ん

したことを、参加者の皆様、発表会を支えてくださった皆様に、

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いま

心より感謝申し上げます。

す。
他の研究室の教員や学生との質疑応答は、
研究室内でのディ
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地域・社会・国際関連トピックス

ハサヌディン大学（インドネシア）との国際交流
微生物薬品製造学教室
講師

大城太一

長年、医学部藤村講師（皮膚科学）らは、ハサ
ヌディン大学医学部から数多くの医師や学生を受
け入れ、ハンセン病や結核を中心に感染症の研究
を行なってきております。そして、2009年２月に

2018年２月にハサヌディン大学の教員
と学生が訪問（相模原キャンパスの北里
インドネシアの多様な微生物資源に興味をもち、 柴三郎先生像前。一番左が Elyzaさん）

両大学間で学術交流協定を締結しました。我々も

2017年９月に供田教授（左から３人目）、藤村講師（医学部、
左から２人目）、私（右から４人目）でハサヌディン大学に
訪問

藤村講師らに同行し、ハサヌディン大学薬学部と研究・教育交流を

Nur Aiman さんを受け入れ、この４月から修士課程の大学院生とし

はじめ、毎年、オープンレクチャーなどを行なっております（写真

て、微生物薬品製造学教室で研究に励んでおります。現在、この交

右）
。また、ハサヌディン大学の教員や学生が白金キャンパス（研究

流をさらに発展させるべく、地球規模課題対応国際科学技術協力プ

室や北里柴三郎記念館など）や相模原キャンパス（IPE 棟のスキルス

ログラム SATREPS などの大型予算の獲得を目指しており、将来的

ラボなど）を見学したりしております（写真左）
。さらに、2017年10

には、教育・研究交流や若手の人材育成だけでなく、両大学からの

月より文部科学省からの助成のもと国費外国人留学生として Elyza

研究成果も期待しております。

２年間の留学を終えて思うこと
薬品製造化学教室
講師

ラボメンバーと
の“Good-bye
lunch”, 筆者の奥
が Prof. Shenvi

大多和正樹
この度アメリカの西海岸、青い空と海が広がるカリフォルニア州サ

有機化学の基礎とな

ンディエゴにあります Scripps 研究所への留学を終え、この４月より

る「ものづくり」の

薬品製造化学教室に復職致しました。幸いな事に２年間で最低限の

重要性を認識することができ、今後はその楽しさと難しさを低年次

成果は得られ、またトップレベルの環境において北里で培った技術

の学生には講義や実習を中心に、配属学生や大学院生には研究を通

や知識が十分に通用したことは大きな自信となりました。有機化学

じて伝えていければと思っております。そして近い未来に間違いな

の研究領域は多岐に渡りますが、アウトプットに関わらず全ての基

く訪れる AI 時代を生き抜くためにも「ものづくり」の技を更に磨き、

本はミクロなレベルでの「ものづくり」であると言え、
その技術をツー

有機化学が切り拓く多様な研究を進めていきたいと考えております。

ルとして用いることで、分野を跨った幅広い研究領域（創薬やケミカ
ルバイオロジーなど）の発展を可能とします。今回の留学では改めて

最後に、この留学を快諾して下さった長光教授をはじめとして、
北里大学薬学部の関係者の皆様に深く感謝申し上げます。

北里薬学ブランド向上プロジェクト寄附者一覧
このたびは「北里薬学ブランド向上プロジェクト」の募
金活動にご賛同、ご理解をいただき、多大なご支援を賜り
まして、心より感謝申し上げます。
貴殿から寄せられました温かいご芳志につきましては、
2015年ノーベル生理学・医学賞を受賞されました大村 智
特別栄誉教授のご功績を末永く顕彰し、次世代の北里薬学
に繋げることを目的とした支援事業に活用させていただく
こととしております。
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【寄附者様】
厚田幸一郎 伊藤裕子 伊藤寿和子 大林達子 小田英昭
菊地えり子 小山紀夫 竹下幸雄 竹本浩司 谷岡晴彦 鶴井恵実
寺田拓人 長光 亨 成松由紹 樋口美和 平田智久 藤本孝一
堀口雅巳 三科進吾 安永章二 山本隆一 （株）
望星薬局
※掲載承諾の方・敬称略・五十音順、2018.2.1～2018.6.28事務処理分

【募金開始時からの累計寄附件数59件、寄付額148万5,000円】

第39 回白金セミナーのご報告
微生物薬品製造学教室
助教

大手 聡

第39回白金セミナーは、学部内の各研究室の研究内容についての

説および本手法の STAT3阻害剤スクリーニングへの応用について、

相互理解を深めることを目的とした「学内版白金セミナー」の第７

私（大手）は BMP シグナル関連疾患（多発性骨癒合症症候群および

回目として2018年３月６日に開催されました。今回は、
「STAT3の

進行性骨化性線維異形成症）についての基礎研究および微生物薬品

二量体形成阻害剤の in silico フラグメントマッピング法による検索」

製造学教室で発見された BMP シグナル阻害物質について発表しま

（創薬物理化学教室 小沢新一郎先生）と「BMP シグナル関連疾患

した。薬学部各研究室から40名ほどのご参加をいただき、質疑を含

とシグナル阻害剤の探索研究」
（微生物薬品製造学教室 大手聡）の

め大変有意義なセミナーであったと思っております。ご参加いただ

２演題の発表でありました。小沢先生は創薬物理化学教室で開発し

いた先生方に改めて感謝申し上げます。

た計算機的創薬手法である in silico フラグメントマッピング法の概

港区民大学の講師を終えて
生薬学教室
教授

Kiss ポ ー ト 財 団（ 公
財 港区スポーツふれ
あい文化健康財団）と
の共催で行われた港区
民大学の講義風景

小林義典
今年度５～６月にかけて、Kiss ポート財団と北里大学薬学部との

て私は、受講者の性別、年齢構成、学習意識、基礎知識などを把握

共催で港区民大学「暮らしに役立つ医療の知識と健康で豊かな人生

しながら講義にメリハリをつけることができますし、受講者は、他

のための基礎知識」
（定員60名、計５回）が開講されました。私は

の受講者の意識や考えを知り、クイズに解答することで、集中力が

初回を担当し、
「食と運動を見直して未病を防ぐ養生法」というテー

アップします。ここで、思いがけない正解をいくつか仕込み、反応

マで、東洋医学的な健康観である「養生」
「未病」とは何かを理解し、

を引き出すことができれば成功です。

生活習慣の改善に活用できることを目標として、最近の研究で得ら
れたエビデンスを交えながらお話しました。
この際、私の問いかけに対する受講者の答えが瞬時にスクリーン

講義の初めにクリッカーで「高齢化社会」に対するイメージを６
段階で評価していただくと８割の方が負のイメージを持っておられ
ましたが、帰り際に多くの方々が笑顔で「楽しかった」
「太極拳ど

に映し出され、１対多のコミュニケーションを可能にする本学部所

こで習えますか」と声をかけて下さいました。準備は大変でしたが、

有のレスポンスデバイス「クリッカー」を活用しました。これによっ

まあまあ上手くいったのではないかと思っております。

キャンパス近くの

あの店
この店

健所に行った際、北里大学
薬学部卒業生の職員から、

嵯峨

僕よく「嵯峨」で食べてた
よと声がかかり、昔話に花
を咲かせて、スムーズな事
務手続きが出来たと、店の
お母さんが言ってました。
昼は常に満員であり、ボ

今回紹介する「嵯峨」
（さが）は、白金キャンパス正門から恵比

リュームある定食を提供し、夜は築地魚河岸で仕入れた新鮮な魚

寿駅方向に向かって80m 先にあり、中谷さんご夫婦と息子さんが

と季節の食材を使った料理があり、安く酒とつまみを楽しむ方で

切り盛りする昼は定食屋・夜は居酒屋のお店です。

満員です。

開業は、1987（昭和62）年7月17日（石原裕次郎さんの命日）

白金地区に住んでいる芸能人もたまに来ますよ、皆さん、昼夜

で、店舗がすぐに入れ替わってしまう「白金北里通り」にあって、

問わずぜひ行ってくださいね。

30年以上、学生・卒業生・教職員の皆様のお腹を満足させてくれ

追伸：筆者が、大学職員になったのが「嵯峨」開業の年であり、

ています。

常に焼酎のボトルキープをしているのは、
社会人としての性（さが）

30年間白金キャンパス近くで営業していることから、港区の保

か。

取材・文 池本 尚（白金キャンパス大学事務室）
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薬学部教員紹介

2018年度新任、昇任教員あいさつ
生化学教室
教授

保険薬局学
助教

奧脇 暢

園部尭仁

2018年4月1日付けで薬学部生化学教室の教授を拝命した奧脇暢と申します。私
は宮城県仙台市の出身で、1999年に東京工業大学で学位取得後、理化学研究所、
Cancer Research UK で博士研究員として研究を行いました。2003年より筑波大学基
礎医学系の講師、2007年より准教授として筑波大学医学群医学類、医療科学類でウイ
ルス学と分子生物学関連の講義、実習を担当してきました。研究活動においては、一貫
して染色体構造や遺伝子発現制御機構に興味をもって研究を行ってきました。これまで
の基礎研究から、細胞のがん化の仕組み、免疫応答や炎症応答における遺伝子発現制
御の仕組みの一端を明らかにしてきました。今後も基礎研究を通して、疾患の原因解明
や治療法開発、創薬に貢献していきたいと思っています。
研究においては、
何か解決しうる
「なぜ？」
という疑問を持つことが研究のモチベーショ
ンとなると考えています。ごく簡単な「なぜ？」でも研究を通してその疑問を解決した時、
他では味わえない達成感があります。同時に次の「なぜ？」が必ず出てきて研究が回る
ようになります。一人でも多くの学生さんと「なぜ？」を共有できるように講義、実習、
研究指導に取り組み、研究志向を持つ薬剤師の養成に尽力していきたいと思います。
これからも教育、研究、学内運営活動にバランスよく、最大限取り組み、北里大学薬
学部の一層の発展に微力ながら貢献していきたいと思います。ご指導、ご鞭撻、よろし
くお願い申し上げます。

薬学部附属薬用植物園
准教授

2018年4月1日付で臨床薬学研究・教育センター（臨床薬学）保険薬局学
の助教に着任しました園部尭仁と申します。
私は、2013年に北里大学薬学部を卒業後、西東京市内に複数の調剤薬局を
構える株式会社田無薬品に入社しました。初年度は総合病院前の門前薬局に
勤務して幅広い疾患に対する処方箋調剤について経験し、2年目からは市内で
も在宅医療の実績のある店舗に異動となり、3年に渡り外来調剤と在宅医療を
並行して業務を行いました。そして、小児科門前薬局の管理薬剤師として勤務
した後、現在に至ります。前職では、
「日々の業務や1件1件の在宅患者さんへ
の継続した対応を行う中で、患者さんのために自分ができること・すべきこと
は何か」を考え、悩み、行動する毎日でした。私はそこでロールモデルとなる
上司の下で、また、一緒に悩み・挑戦する同期と仕事をする中で、
「自分がそ
の地域の薬局薬剤師として、必要があるときは医療介護関係者の方々とも協力
しながら、患者さんとその家族に対してできること、すべきことは何か」とい
う問いへの答えと信念を徐々に築き上げていくことができたと感じております。
この度、教育に携わる貴重な機会をいただけましたので、講義や実習など
学生さんと関わる中で実務の体験・経験をしっかりと伝えることで、学生さん
の薬剤師としての将来に少しでも多く役立つことができればと考えております。
今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

生体制御学
助教

古平栄一

寺井秀樹

2018年4月1日付で薬学部附属薬用植物園の准教授に着任しました古平
栄一と申します。今回、このような自己紹介の機会をいただき厚く御礼申
し上げます。幼少期より父親の転勤にともない全国を転々としました。新
潟県立新潟南高校を卒業後、香川大学農学部、大阪府立大学大学院農学研
究科へと進みました。大学院を修了後に京都府農業上級職として採用され、
我が国の総合植物園として一番の歴史を有する京都府立植物園に配属され
13年間の勤務、この間に博士（農学）の学位を取得させていただきました。
その後、農業改良普及センターでの農業行政経験を挟み、前職の武田薬品
工業株式会社京都薬用植物園では11年間の研究生活を送ってまいりました。
本学では薬学部1年次のクラス主任として学生生活全般へのフォローアッ
プを行うとともに、
「薬用植物学」の講義を通して薬物を学ぶことの楽しさ
を伝えることで、白金キャンパスにおける2年次以降の学習につながるよ
う送り出していきたいと考えています。また、これまで培った専門領域で
のスキルと実務経験を活かし、各種局方基原植物の生育習性を解明し、栽
培法の確立に取り組んでまいります。このような研究は、我が国における
生薬の国産化に向けた基礎ともなり、本学が目指している「農医連携教育」
にも微力ながらお役に立てるのではないかと考えています。今後ともご指
導およびご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。

2018年4月より、生体制御学教室の助教に着任いたしました寺井秀樹
と申します。専門分野は、肺癌の分子標的治療薬に対する薬剤耐性です。
2004年に慶應義塾大学医学部を卒業後、研修医として臨床経験を積みな
がら、2008年より慶応義塾大学医学部の呼吸器内科に入局。大学では肺
癌グループに所属して、肺癌の薬剤耐性に注目した基礎研究を開始しまし
た。2014年から2017年までボストンの Dana Farber がん研究所に留学
して研究を行っていました。2017年7月1日に帰国、北里研究所病院呼吸
器内科で臨床医として勤務しながら、慶応義塾大学呼吸器内科の共同研究
員として、慶應大学での研究を進めています。
今回、生体制御学の助教という立場を拝命致しましたので、兼任である
北里研究所病院呼吸器内科での臨床医師としての業務を遂行しながら、北
里大学薬学部での教育と研究にも尽力していきたいと思います。留学先で
学んだ CRISPR/Cas9を使用した遺伝子編集技術や次世代シークエンサー
を用いた解析を応用して色々なプロジェクトを進めることが出来ればと考
えています。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。

人事異動一覧
教室・部門
生化学

職位

2018年４月１日現在

氏名

異動年月日

異動事由

教室・部門

職位

氏名

教授

奧脇 暢

2018.4.1

採用

薬物治療学Ⅲ（レジデント）嘱託助教 稲葉文香

薬用植物園

准教授

古平栄一

2018.4.1

採用

生薬学

保険薬局学

助教

園部尭仁

2018.4.1

採用

薬物治療学Ⅰ

生体制御学

助教

寺井秀樹

2018.4.1

事業所間移籍

（北里研究所病院から）

分子薬理学

嘱託助教

森田 茜

2018.4.1

採用

情報薬学部門

分子薬理学

嘱託助教 浅野大樹

2018.4.1

採用

社会薬学部門

微生物薬品製造学

特任助教 細田莞爾

2018.4.1

採用

生化学

薬物治療学Ⅰ（レジデント）嘱託助教 木村悠人

2018.4.1

採用

薬用植物園
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臨床薬学教育部門

異動年月日

異動事由

2018.4.1

採用

准教授

白畑辰弥

2018.4.1

昇任

講師

毛利順一

2018.4.1

准教授 久保田理恵 2018.4.1

昇任
部内異動

（薬物治療学Ⅳから）

若杉昌輝

2018.4.1

部内異動（臨床
薬学教育部門から）

嘱託助教 深町伸子

2018.4.1

再雇用

助教

教授

服部成介 2018.3.31

退職

准教授

福田達男 2018.3.31

退職

分子薬理学教室
助教

微生物薬品製造学教室
特任助教

森田 茜

細田莞爾

2018年4月1日より分子薬理学教室の助教に着任いたしました森田茜と申します。
私は、2013年3月に本学薬学部薬科学科を卒業後、薬学研究科の修士課程
さらに博士後期課程に進学しました。博士後期課程在学中には、日本学術振
興会 特別研究員（DC1）として研究を行ってきました。そして、2018年3月
に博士後期課程を修了し、博士（薬科学）の学位を得て、現在に至ります。
私は、学部4年次に卒業研究生として分子薬理学教室に配属されて以来、
「胎
仔期・新生仔期マウスにおける血管形成の一過的な抑制が、その後に生じる
血管形成と成長した後の臓器機能に及ぼす影響」について、特に網膜の血管
と機能について重点を置き検討を行ってきました。現在は、これまでの研究
を継続・発展させるとともに、これまでの経験を活かして、未熟児網膜症、
糖尿病網膜症や加齢黄斑変性症で生じる異常な血管新生の機序解明や新規治
療薬の探索研究にも取り組んでおります。将来的には、私の研究成果をそれ
らの眼疾患の新規治療薬の開発につなげたいと考えております。
これまでは学生として研究に携わってまいりましたが、これからは研究の
みならず教育にも尽力し、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。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。

分子薬理学教室
助教

浅野大樹
2018年4月より分子薬理学教室の助教に着任致しました浅野大樹と申
します。私は北里大学薬学部生命創薬科学科（1期生）を卒業後、同大学
大学院薬学研究科に進学し、
「ラット網膜血管形成における神経細胞及び
グリア細胞の意義」に関する研究を行い、
修士（薬科学）を取得しました。
現在は本テーマを発展させたものを研究しています。
ヒトが得る情報量の8割以上は視覚からと言われており、私達人間が
QOL を高く、不自由なく日常を過ごすためには、眼は非常に重要な役割
を演じています。科学の発達により人類の寿命が延伸し、人生100年時代
のライフプランについて思案するようになった近年、
“健康寿命”の延伸
は大きなテーマです。そのような背景から、網膜研究は社会に還元できる、
極めて意義のあるものだと考えています。
学位取得後は2年間、出版社にて編集者として勤務していました。私は
この研究とは全く異なる領域での経験を通じて感じたことは、研究を実施
するにあたり当然のように行われる、前例調査、仮説構築、最適実験の思
案及び実行、結果検証、反例の追求及び発展系の熟考という一連の行為は、
あらゆる場面において通用するということです。学生さん達がどのような
進路を選択しても、その道にてプレゼンスを発揮できるよう、サポートし
ていきたいと思います。最後に私自身、研鑽に励みますので、今後ともご
指導ご鞭撻のほど、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

2018年4月1日付で微生物薬品製造学教室の特任助教として着任しまし
た、細田莞爾（ほそだかんじ）と申します。
私は、北里大学理学部生物科学科を卒業後、同大学大学院薬学研究科に
進学し2018年3月に修士課程を修了しました。修士課程の研究内容であ
る「微生物由来の Mycobacterium avium complex 症治療薬の探索」の
成果が国立研究開発法人日本医療研究開発機構の創薬ブースタープロジェ
クトに採択され、修士課程を修了後も特任助教として微生物薬品製造学教
室に残り、同研究内容を継続しております。期限付きですが、一生懸命頑
張り成果を残したいと考えております。今後とも、ご指導・ご鞭撻のほど
よろしくお願い申し上げます。

生薬学教室
准教授

白畑辰弥
2018年4月1日付で生薬学教室の准教授に昇任致しました白畑辰弥と申
します。私は1998年3月に本学薬学部を卒業後、本大学大学院薬学系研
究科に進学し、2003年3月に博士課程を修了し、博士（薬学）の学位を
得ました。その後北里研究所に勤務後、2006年4月より本学医薬品化学
教室に助手として着任致しました。2009年7月より生薬学教室に籍を移し、
生薬学の中で主に化学的な分野を対象として教育研究活動を行って参りま
した。今後とも指導ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます。

薬物治療学Ⅰ
講師

毛利順一
2018年4月1日付で、臨床薬学研究・教育センター（臨床薬学）薬物治
療学Ⅰの講師に昇任いたしました毛利順一と申します。私は現在、北里大
学病院に常駐しながら、学生指導に加えて、病院薬剤師業務も兼務してお
ります。今後は、実務に携わりながら、他の医療関連職種との共同研究や、
臨床を常に意識した臨場感あふれる教育など、今まで以上に病院に常駐し
ている特長を大いに生かした教育と研究を実践していきたいと考えており
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。

薬学部永年勤続教員の紹介
教室・部門

職位

氏名

異動年月日

異動事由

勤続年数

所属

職位

氏名

保険薬局学

助教

宮㟢智子 2018.3.31

退職

20年

分子薬理学

教授

中原 努

分子薬理学

助教

牛久保裕子 2018.3.31

退職

10年

保険薬局学

教授

吉山友二

情報薬学部門

助教

山㟢広之 2018.3.31

退職

薬物治療学 IV

講師

田中庸一

生薬学

助教

竹元裕明 2018.3.31

退職

薬用植物園

助教

石川 寛

医薬品化学

助教

山本大介

生体制御学
生化学

助教

髙橋 遼

2018.3.31 事業所間移籍
（医学部へ）

嘱託助教 福井泰久 2018.3.31

退職

薬物治療学Ⅰ
（レジデント）嘱託助教 吉澤八洲子 2018.1.31

退職

薬剤学

退職

講師

藤原亮一 2018.1.31

2018年４月１日現在
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News & Topics
2018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）

志願者数

受験者数

合格者数

倍率

70 名

97（83）名

97（83）名

97（83）名

1.0

5名

1（1）名

1（1）名

1（1）名

1.0

生命創薬科学科（４年制）

公募制推薦入学試験
募集学科

募集人員

生命創薬科学科（４年制）

志願者数

若干名

7（2）名

受験者数

合格者数

7（2）名

倍率

3（1）名

2.3

大学入試センター試験利用入学試験
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

749（509）名

749（509）名

101（66）名

7.4

700

667

604

5名

128（58）名

128（58）名

25（12）名

5.1

700

695

582

最低点

生命創薬科学科（４年制）

一般入学試験
募集学科

募集人員

薬学科（６年制）
生命創薬科学科（４年制）

志願者数

受験者数

倍率

配点

最高点

160 名

1,537（932）名

1,465（901）名

359（239）名

合格者数

4.1

300

276

196

25 名

213（68）名

200（62）名

85（31）名

2.4

300

274

183

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

合格者数

倍率

薬学科（６年制）

若干名

1（1）名

1（1）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

6（4）名

6（4）名

1（1）名

6.0

生命創薬科学科（４年制）

若干名

0（0）名

0（0）名

0（0）名

—

2019年度入試日程

※白金キャンパスにて実施

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 2018 年11月10 日（土）
入学試験・編入学
試験（2年次編入） ２次 2018 年11月17 日（土）
公募推薦入学試験

１次 2018 年11月10 日（土）
２次 2018 年11月17 日（土）

指定校推薦入学試験

2018 年11月17 日（土）

大学入試センター試験
利用入学試験

2019 年 1 月 19 日（土）
〜 1 月 20 日（日）

一般入学試験

2019 年 2 月 1 日（金）

生命創薬科学科、薬学科の両学科で

「公募制推薦入試」を実施します。
詳しくは【北里大学

（

）内は履修コース名

推薦（薬科学・臨床
2018 年 5 月 31 日（木）
統計学・医薬開発学）
社会人特別選抜 1 次 2018 年 10 月 6 日（土）
（臨床統計学・
2 次 2018 年 10 月 18 日（木）
医薬開発学）
一般（薬科学・臨床統
2018 年 10 月 6 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・ 2018 年 10 月 6 日（土）
医薬開発学）

第 1 次試験日

2018 年11月10 日（土）

第 2 次試験日

2018 年11月17 日（土）

受験生サイト】http：//www.kitasato-u.ac.jp/jp/goukaku/

はじめまして。今号より担当になりま
旧2号館・3号館の取り壊しも概ね終
わり、北里柴三郎記念館前やバス通り沿
いに木々が植えられるなど、キャンパス
内の風景も変化しています。
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（

）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）

2018年10月 6日
（土）
2018年10月18日
（木）
2019年 2月13日
（水）
2018年10月 6日
（土）
2019年 2月13日
（水）

推薦（薬学）
2018年 5月31日
（木）
博
士 一般（薬学）
2018年10月 6日
（土）
課
社会人特別選抜（薬学・
程
2019年 2月13日
（水）
医療薬学−がん領域−）

薬学部ニュース[No.16 ]

編 集 後 記
した。

大学院博士後期・博士課程

http://www.kitasato-u.ac.jp/pharm/
薬学部教育の様子や学外でご活躍され
る方々の様子など、なかなかご紹介でき

□発行責任者／岡田信彦
□編集責任者／供田 洋

ない点にスポットを当ててお知らせして

〒108-8641 東京都港区白金5-9-1

いきます。

北里大学白金キャンパス大学事務室総務課

今後とも薬学部ニュースをよろしくお
願いいたします。

（R.S）

TEL 03-3444-6191
□発行日 2018年８月９日

