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　今春、お子様がご卒業を迎えられる保護者の皆様、誠におめでとうございます。
コロナ禍での２年間、様々なご苦労があったかと思いますが、親子で乗り越えられ、これからはお子様方が社会人
として立派に活躍されることを心より願っております。
　本号は、学位記授与式号として小林理事長、島袋学長、高橋就職センター長よりご祝辞をいただいた他、今年度
で退任されるPPA役員５名の方々に思い出を寄せていただきました。
　また、今年度１年間、北里大学附属３病院の薬剤部にご協力いただきました「薬の誕生」５回シリーズが本号を
もって終了となります。お忙しい中、ご執筆いただきました薬剤部の先生方、誠にありがとうございました。
　次号より十和田キャンパス獣医学部の先生方に「ペットの病気と健康を考える」のテーマで５回シリーズでご執
筆いただきます。どうぞお楽しみに！
いまだ新型コロナウイルスへの注意が欠かせない日々が続いていますが、皆様のご健康を心からお祈りいたします。
最後になりましたが、この度の会報発行に際し、ご協力ご執筆いただきました皆様に厚く御礼申し上げます。
北里大学PPA会報270号［2021年度第5号］ ＜発行＞北里大学PPA　＜発行責任者＞寺尾　博　＜編集＞広報担当委員会

編集後記

郵便物：〒108-8641東京都港区白金5-9-1  北里大学PPA事務局
電話：03-3442-1032　FAX：03-3442-1031　E-mail：ppajimu@kitasato-u.ac.jp

PPA事務局
連絡先

ご住所などが変更になった際は、お手数ですが、お子様を通して、学部事務室へのご連絡をお願いいたします。

https://www.kitasato-u.ac.jp/ppa/

　2021年度も、2020年度に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大の影響で定期総会の会場開催中止、
夏・秋の地区懇談会開催中止など、2021年度事業の一部を制限せざるを得ない状況となりました。
これらのことを踏まえ、会員の皆様へは2021年度事業未執行予算相当額（一人当たり3,000円）を会費より
減額（10,000円➡7,000円）いたします。

　なお、この取り扱いは2021・2022年度のみで、2023年度以降の会費は10,000円とさせていただきます。
何卒、ご理解の程よろしくお願いいたします。

2022年度PPA会費振込について

2022年度も今年度同様、事前に全会員へwebによる決議をお願いし、その後決議内容については会場
開催での報告並びにPPAホームページへの掲出を予定しております。

2022年度PPA定期総会について

在校生への新型コロナワクチン職域追加接種（３回目）について

※従来、定期総会会場開催は5月下旬に行っておりましたが、2022年度以降は6月開催といたします。
※開催方法の詳細は、4月中旬発行予定のPPA会報271号（入学式号）およびPPAホームページに掲出、
併せて全会員には４月中旬以降、定期総会のご案内を別途郵送いたします。
なお、今後の新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては予定や内容を変更する可能性があります。
随時PPAホームページに掲出いたしますのでご確認ください。

相模原キャンパス

白金キャンパス

十和田キャンパス

2022年３月25日（金）、 28日（月）、 29日（火）、 30日（水）
2022年３月17日（木）、 18日（金）、 24日（木）、 25日（金）
2022年４月14日（木）、 15日（金）
2022年４月下旬を予定

会場開催日 2022年6月18日（土）開催予定
場　　　所 ロイヤルパークホテル（東京都中央区日本橋蠣殻町2-1-1）

※状況により変更することがあります。詳細については大学Webサイトをご確認ください。

①在校生会員の皆様には、2021年度未執行予算相当額を減額した7,000円の会費振込用紙を2022年
4月発行のPPA会報第271号（入学式号）に同封し、振込締切日を5/10（火）といたします。
②卒業生会員の皆様には、2021年度学位記授与式の際に、PPA卒業記念品と一緒に未執行予算
相当額3,000円のクオカードをお子様にお渡しします。

16



2

「卒業生の
  保護者の皆様へ」

　PPA会員の皆様におかれましては、ますます
ご健勝のこととお慶び申し上げます。この度は、
お子様のご卒業、誠におめでとうございます。
皆様にも、学位記授与式の会場において晴れや
かな門出をご覧いただくことを、教職員一同
願っておりました。しかし、新型コロナウイル
ス感染症の収束の兆しが見えず、学位記授与式
を開催できたとしても皆様の出席をご遠慮いた
だく事になり、この場をお借りしてお祝いの言
葉を述べさせていただきます。
　今年度の卒業生にとって、卒業までの２年間は、
異例ずくめの学生生活であったと思います。
2020年１月に国内で新型コロナウイルス感染症
第1例目が検知され、感染症の猛威は瞬く間に私
たちの生活を大きく変えました。教職員一同も
日々試行錯誤を繰り返し、教育を継続する環境
を整えるよう尽力してまいりましたが、このよう
な変化の荒波の中でも、卒業の日を迎えること
が出来たことには、何より強い志を持った学生
一人一人の努力があったからこそだと思います。
そして、ご父母・ご親族の皆様におかれましても、
コロナ禍での本学の教育にご理解を賜りました
ことを、この場をお借りして改めて感謝申し上
げます。また、これまでお子様を常に見守り、
励まされたことと拝察申し上げます。将来、

陽はまた昇る
学校法人北里研究所
理事長 小林 弘祐

お子様はこの大きな時代の“節目”の時に、ご自身
が北里大学に在籍していたことを思い返される
ことでしょう。学業や課外活動、私生活といっ
た大切な青春の日々において我慢を余儀なくさ
れる中、その苦労を工夫して乗り越えた記憶は
きっと本人に力を与えてくれるはずです。この
“節目”に立ち会ったことは、人生において非常に
貴重な体験であったと、いつの日か回顧してい
ただきたいと望みます。歴史を振り返ると、学
祖北里柴三郎博士が感染症の制圧に心血を注ぎ
奮闘していた当時は、日本近代化の黎明期、ま
さに激動の時代であり、現在と共通するものを
感じます。学生時代の努力は、必ず生涯の自信
と誇りになります。学祖の思いを受け継ぎ、北
里大学で培った「叡智」を、これからの社会で
「実践」し、卒業生が新しい時代を「開拓」して
いくことを期待しています。陽はまた昇ります。
　さて、2024年には北里柴三郎博士の肖像画の
新千円札が発行されます。その際には、ぜひ北
里大学を思い出していただき、皆様が笑顔にな
れることを願います。北里大学の名がより世の
中に知れ渡る機会になり、卒業生への注目度も
一気に高まることでしょう。私ども学校法人北
里研究所・北里大学は、「いのちを尊び、生命
の真理を探究し、実学の精神をもって社会に貢
献する。」という理念のもと、これからも学祖
北里柴三郎博士の志を相承し、社会に有為な人
材を輩出し貢献すると共に、本学で学んだ卒業
生を応援し続けます。
　最後になりましたが、PPA会員の皆様にこれ
まで賜りました数々のご支援に厚く御礼申し上
げます。お陰様で修学環境が一段と整い、また
直近では、新型コロナウイルス対応特別支援事業
により、大きな援助をいただきました。特に、
緊急修学支援募金により、意欲のある学生が諦
めずに修学を継続することができたことには、
一同心からの感謝を申し上げます。本学で学
び、壮途に就いた卒業生が母校を誇れるように教
職員一丸となって学校法人北里研究所・北里大学
の価値をさらに高めるべく進んでいく所存です。
今後とも大学の更なる発展のため、ご指導ご鞭
撻を賜りますようお願い申し上げます。
　皆様のご健勝とお子様の輝かしい未来を心よ
り祈念し、ご挨拶とさせていただきます。

たっと

3

　早春の候、北里大学PPA会員の皆様には、
ご健勝のこととお喜び申し上げます。卒業生の
保護者の皆様には、お子様方が無事卒業を迎え
られ、お喜びのことと存じます。教職員も、卒
業生を無事に送り出せたことを心から喜んでお
ります。
　卒業生は、新型コロナウイルス感染症の流行
により大学生活途中から学ぶ環境が制限される
状況となりました。専攻する専門領域の学修
を深める時期にありましたので、保護者の皆様
には、お子様方が十分な学修を得られたのか心
配されていることと思います。先生方はICT
（Information and Communication Technology）
を駆使し､学修環境の確保に尽力しました。卒業
生もこれまでと異なる環境での学修に努力し、
各専門科目の試験を突破し、卒業研究や卒業論
文を完成させ、就職活動や国家試験に挑戦して
います。ICTを活用した学修は、その活用方法に
ついて段階的な準備学修もままならない状況で
始められましたが、卒業生は見事に対応されま
した。急激な変化に戸惑いながら、学修を継続
してきたお子様方のがんばりを褒めていただき
たいと思います。
　生命科学の総合大学では実験・実習等、対面
授業でなければ学修を進められない科目も多く
あり、感染予防を行った教育環境の整備と感染
予防行動の厳守を基本に、対面授業を開始いた
しました。様々な意見がある中での対面授業の

開始に戸惑われた皆様もいらっしゃると思います。
しかし、学生や教職員の努力により学内での感
染拡大は、押さえられています。対面授業は、
学生の努力だけでなく、ご家族の皆様のご協力
により続けられていると思います。皆様のご理
解とご協力に深く感謝申し上げます。
　コロナ禍であっても社会は未来に向かって動い
ています。未来をつくる力は多様性の中にあり、
個に力が必要だと言われています。卒業生の世
代はWebを活用し､情報収集することが当たり前
の世代です。また、世界中の価値観に触れてい
るので多様性を認め、尊重する傾向があると言
われています。しかし、多様性が鍵とされる理
由は、摩擦から新たに生まれる価値の創造です。
未来を切り開くためには摩擦に向き合える力と
摩擦から本質に向う問い力が必要となります。
問いを解く力は教育で培えますが、問いを立て
る力は、自分の中から引き出さなければなりま
せん。卒業生は、社会に出て多様な価値観を持
つ人々との交流を通し、同質性の中で過ごして
きた自らを開拓し、摩擦に対応していくものと
思います。
　本学において探究することを学んだ卒業生は、
その力を持っています。
　本学では生涯教育を推進しており、新たな知
恵や技術を得られるよう大学院教育や研修会・
研究会を開催しております。誰も答えを持って
いない社会では、社会人学修の必要性が加速する
と思います。今後ICTの活用が推進されることで、
学ぶ機会も得やすくなります。多様性の時代、
専門分野以外の学びを得ることで新たな視点を
得ることも出来ると思います。本学は､今後も卒
業生の活動を支援していきますので、卒業後の
母校の活用をご助言いただければと思います。
　最後になりましたが、PPA会員の皆様には、
本学へ多大なるご支援を賜り、深く感謝申し上
げます。コロナによる経済的逼迫は学生の修学
継続に大きく影響を及ぼします。多くの学生が
修学を中断することのないよう尽力してまいり
ますので、今後もご支援を賜りますよう、よろ
しくお願いいたします。

「卒業生の
  保護者の皆様へ」
北里大学学長 島袋 香子
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「卒業生の
  保護者の皆様へ」
北里大学学長 島袋 香子



4

　お子様方のご卒業を迎えられたPPA会員の皆様、
誠におめでとうございます。心よりお祝い申し
上げます。
　今卒業を迎え巣立っていく学生の皆様は、入
学されたころのことを覚えていますか。入学の
喜びは、大きな夢を育て、専門分野への期待や
不安は、今では自信に変わっていることと確信
をしております。北里柴三郎先生を学祖と仰ぐ
北里大学に入学され、「開拓、報恩、叡智と実践、
不撓不屈」の精神のもと、所定の修学年限を学
業に励み、多くの人と交わり、人一倍の努力や
様々な経験を積み重ね、ひと回りもふた回りも
成長し、溢れんばかりの情熱と輝きに満ち溢れ
たその姿は頼もしく映ります。
　社会に巣立つまで、じっと見守り、影で支え、
時には叱り、向かうべき方向へと導かれた会員
の皆様、ご家族の皆様におかれましても、卒業
という節目にお子様の成長した姿を見る喜びは
一入のこととご拝察申し上げます。
　この２年の間に、新型コロナウイルス感染症
による世界的なパンデミックが起こっています。
狡猾ともいえるこのウイルスは変異を繰り返し、
姿かたちを変え感染を広げています。このウイ
ルスの解析は進みワクチンが供給され、経口薬
の開発もされてきていますが、未だに収束は見
通せません。感染がまん延し、社会の在り方そ
のものが変化し、身近な生活にも影響が生じて
いる状況の中でも、滞ることなく学生が学業を

習得する環境を整えていただいた大学関係者の
皆様に、卒業生を持つ会員の一人として、深く
感謝申し上げます。
　さて、この新型コロナウイルス感染症のまん
延や拡大の波が続く中、PPAといたしましては、
会員の皆様からいただいた会費により、「新型
コロナウイルス対応特別奨学資金」の支援を昨
年に引き続き行いました。コロナ禍においても、
大学の福利厚生施設・設備・備品への支援、学
生の学習・課外活動や就職活動への支援、給付
奨学金制度の実施など、様々な支援等を行うこ
とで教育環境の充実と向上に貢献することが出
来ましたことも、会員皆様のご理解とご協力の
賜物であります。改めまして、厚く御礼申し上
げます。
　また、感染状況が収束しないなか、会員皆様
の健康・安全にも配慮いたしまして、PPAの主
要事業ともいえる定期総会の会場開催、会員相
互の親睦・大学の先生方と会員との融和を図る
ための学部説明会や地区懇談会は今年度も開催
に至りませんでした。事業予算が未執行となり
ましたので、卒業生の会員の皆様には学生への
クオカード配布により還元を行い、在学中の会
員の皆様には次年度会費の減額という形で還元
をさせていただくことをこの場をお借りしてお
伝え申し上げます。
　卒業という一つの節目を迎え、子供たちは、
学校や家庭などの保護を離れて自立した社会人
として、一緒に働き始めることとなります。社
会人の仲間として、年齢も世代もそして育った
環境も違う中、お互いをリスペクトして、未来
がより良くあるために、広い視野を持ち、刺激
しあい、成長しあえるよう、私たちも努力を続
けていきたいと思います。
　最後になりますが、PPA会員の皆様におかれ
ましては、長年にわたるPPA活動への、ご支援、
ご協力、ご理解を賜りましたこと、厚く御礼申
し上げます。
　新型コロナウイルス感染症は、まだ暫くは、
多くの影響を経済、社会にもたらすことと思わ
れますが、罹患されることなく、PPA会員並び
にご家族の皆様、卒業生の皆様のますますのご
健勝とご活躍を、心よりご祈念申し上げ、ご挨拶
とさせていただきます。

「卒業生の
  会員の皆様へ」

PPA会長 寺尾 博
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　この春卒業されるお子様をもつPPA会員の皆様、
誠におめでとうございます。私も娘の卒業を迎え感
慨深いものがあります。思えばPPAとのかかわり
は、娘が北里大学に入学が決まった年に事務局から
理事依頼の一本の電話を受けた時からでした。PPA
とは何ぞや？PTAと同じ？から始まり、当初は事務
局の指示に従い、会議に出席し会長のスピーチが素
晴らしいと感心をしていただけでした。
　私が思うにはPPAの活動は大きく分けて２つあり
ます。その１つは、会員に交流の場を提供すること
です。総会・地区懇談会で理事長・学長・各学部長
はじめ大学教職員・OBが多数参加しており、大学・
子供のことを知る機会になります。
　もう１つは、会員から集めた会費を常任理事会・

理事会で、学生のためにどのように使うかを決める
ことです。特に印象があったのはスクールバスに対
する援助で、会長達が相模原キャンパスに赴き調査
したことを報告したことでした。私もこのようなPPA
の活動を知ることにより、微力ながら積極的に参加
して得難い経験をさせていただき感謝しています。
　ここ２年間、コロナ禍で総会・地区懇談会が行わ
れず常任理事会・理事会も集まる回数が減りまし
た。PPAの人事交流が絶えていますが、総会の招集
方法・質問等もデジタルな方向に舵をきり、予算も
それに合わせ変化していこうとしています。PPAは
長い歴史があり関係者全員がPPAを真摯に支えてい
るので、この難局を切り抜け新たに発展していくと
思います。
　最後に在任中にお世話になりました教職員の方々
PPA役員、OB役員の方々、事務局の皆様に心からご
御礼申し上げますとともに、今後の北里研究所・北
里大学そしてPPAの益々のご発展と皆様方のご健勝
を祈念いたしまして退任のあいさつとさていただき
ます。どうもありがとうございました。

卒業を迎えて ～PPAを退任するにあたり～

　このたび晴れて新たなステージに進まれる皆
様、ご卒業、おめでとうございます。また、PPA
会員の皆様、お子様のご卒業を心からお祝い申し
上げます。
　大学でPPA活動なるものがあり、まさか、自分
が足掛け６年間に亘り関わることになるとは思って
もみませんでした。北里大学には家族的な「面倒見
の良さ」というカルチャーがあると感じていますが、
PPA活動はその一部ではないかと思っております。
　PPAでは企画、監事、総務の担当を拝命しまし
たが、より安心・快適な学生生活に向けたサポー
トについて、常任理事や理事である役員の皆さん
や大学当局の方々から、意見交換を通じて様々な
知見を頂戴しました。また、学園祭やオンラインで、

学部説明を保護者向けにさせていただいたのは貴
重な体験です（ヒヤヒヤものでしたが）。
　仕方ないとはいえ、この2年間、総会、地区懇談
会での皆さんが顔を合わせる機会が中止となり、
教授陣と保護者が言葉を交わす機会も減ってしま
いました。事態が改善した際には、ぜひ、そうし
たPPAの重要イベントの復活を願っております。
一方で、打合せがオンラインでも可能となったの
は、今後のPPA活動を考える上で、選択肢が一つ
増えたと考えております。
　活動全般にわたって事務局の方々に大いにお世
話になりました。私が「やったつもり」になって
いることも、全て、事務局の皆さんにお膳立てし
ていただいたことばかりです。そして、運営につ
いては諸事「手作り感」というか、どこか「何と
なくまだ昭和」みたいな、良い意味での暖かさも
感じておりました。
　末筆ですが、北里研究所、大学、そしてPPAの
さらなる発展を祈念しつつ、次期PPA役員のご活躍
を期待いたします。６年間、ありがとうございました。

PPA副会長
酒井 久
（獣医学部）

PPA副会長
秋元 清次
（薬学部）
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たPPAの重要イベントの復活を願っております。
一方で、打合せがオンラインでも可能となったの
は、今後のPPA活動を考える上で、選択肢が一つ
増えたと考えております。
　活動全般にわたって事務局の方々に大いにお世
話になりました。私が「やったつもり」になって
いることも、全て、事務局の皆さんにお膳立てし
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さらなる発展を祈念しつつ、次期PPA役員のご活躍
を期待いたします。６年間、ありがとうございました。

PPA副会長
酒井 久
（獣医学部）

PPA副会長
秋元 清次
（薬学部）
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卒業を迎えて ～PPAを退任するにあたり～

　PPA会員の皆様、この度はお子様の卒業を心よ
りお祝い申し上げます。また卒業生の皆様ご卒業
おめでとうございます。
　娘が北里大学に入学後PPA事務局から頂いた電
話をきっかけにほぼ４年間PPA活動をさせていた
だきました。最初は私にできるのだろうかと思い
つつも軽い気持ちで引き受けましたが、PPA役
員・事務局の皆様との真剣な議論を通じてPPA活
動のことを深く知ることができ、大変貴重な経験
をさせていただいたと思います。保護者と大学の
先生方との交流がこれほど活発な大学はあまりな
いのではないかと思います。そうした環境で４年
間微力ながらPPA活動に携わらせていただいたこ
とに大変感謝しております。

　副会長を拝命させていただいた最後の２年間
は、広報担当として会報の発行やPPA活動・大学
の状況を周知するためのビデオ収録により、PPA
会員の皆様にPPAや大学の活動をお知らせするこ
とができたのは良かったと思います。
　大変残念だったことは2020年及び2021年のPPA
総会・地区懇談会の会場開催をはじめ様々なイベ
ントが新型コロナウィルスの感染拡大防止の観点
から中止となったことであります。PPA会員の皆
様と先生方とのコミュニケーションを図る機会、
PPA活動を広報・記録する機会が失われてしまっ
たことは大いに悔やまれますが、今後コロナ禍が
収束し再びPPA活動が開催できるようになること
を望んでおります。
　最後に在任中大変お世話になりました大学の教職
員の皆様、PPA役員の皆様、OBの皆様、PPA事務局
の皆様には大変お世話になりました。この場を借り
て御礼申し上げます。コロナ禍を克服してPPA活動
が益々発展することを祈念しまして退任のご挨拶と
させていただきます。誠にありがとうございました。

　花のつぼみの膨らみにも春色の深まりが感じられ
るこの頃となりましたが、PPA会員の皆様、このた
びはお子様のご卒業、誠におめでとうございます。
　思えば４年前の今頃、PPA理事就任の打診があり
活動が始まりました。PPAでは企画担当委員会に入
り、定期総会、地区懇談会の企画、運営が主な仕事
となり、また卒業生・新入生への記念品、新会員へ
の入会記念品贈呈も企画担当委員会の担当です。
　PPA２年目に常任理事を拝命、この年の第一回地
区懇談会が長野市で開催され、中部・北陸・東海地
区のPPA会員の方を迎え、大学紹介の動画上映、講
演会、全体懇談会、各学部説明会などが開催されま
した。
　この時、企画担当委員として講演会などの司会を

務めさせて頂き、大変貴重な経験をさせて頂きまし
た。その年の第２回地区懇談会を盛岡で開催する予
定でしたが台風接近により中止となりました。
　その翌年、副会長を拝命しPPA執行部として会長
を補佐しPPA事務局とともにPPAの業務や予算執行
にも携われました。
　通常では知り合えない方々と共に、北里大学へ通
う子供たちの事を思い、議論を重ねました。この頃
から新型コロナ感染症により、総会や地区懇談会は
中止となりましたが、PPA事務局の努力により、執
行部会議をオンライン形式で開催するなどして、災
害に対する扶助としての奨学金とは別にコロナ禍だ
からこそ必要な支援に対しての検討を行いました。
　コロナ禍の終息を願いつつも、地球環境問題など
様々なリスクに立ち向かっていく若い世代の活躍に
期待しています。
　最後に、これまでお世話になった北里大学、及び
北里大学PPA関係者の方々に謝意を表します。皆様
の今後のご発展、ご健勝を祈念しています。

PPA副会長
白石 孝浩
（看護学部）

PPA副会長
熊谷 博
（海洋生命科学部）
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　卒業生の皆様、ご卒業おめでとうございます。ま
た、PPA会員の皆様、お子様のご卒業に、心よりお
祝い申し上げます。
　PPA役員を退任するにあたり、理事長、学長をはじ
め大学教職員の先生方、PPA役員、OB役員の皆様、
PPA事務局の方々に大変お世話になり、感謝致します。
　娘の入学直後、PPA事務局の方から理事就任依頼
を受け、PPA活動に参加させて頂きましたが、PPA
活動そのものが、北里大学の特筆すべき特色の一つ
と感じております。PPA総会や地区懇談会では、先
生（教授）の方々が、直接、各学部学科毎に学生達
の勉強・研究状況、環境を紹介してくださり、我々
保護者も、先生方と直接お話しさせて頂ける機会が
あります。生命科学の総合大学ではありますが、少

数精鋭、学生数が少ないという北里大学ならではの
活動だと思っております。ここ２年間は、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止の観点から、総会等が開催
できず、残念で仕方がありません。
　PPA活動は、北里大学の教育の充実と研究の進展
をはかり、会員および学生相互の親睦と教養を深
め、教職員や学生の福祉増進をはかることを目的と
する北里大学の後援組織で、PPA会員の皆様よりお
預かりした会費で運営させて頂いております。PPA
副会長として、その会費を、有効的かつ効果的に活
用すべく、その責任は軽くないと感じつつ、微力で
はございますが、その運営に携わらせて頂きまし
た。貴重な経験であり、有難うございました。
　娘の卒業をもってPPA役員退任となりますが、親
としては、娘がこの大学を卒業したことに誇りを持
ち、人生の次のステージに進んで欲しいと願ってお
ります。
　最後に、北里大学、北里研究所及びPPAの益々の
ご発展と関係皆様の健勝を祈念致しまして、退任の
挨拶とさせて頂きます。

PPA副会長
寺内 雅生
（理学部）

卒業を迎えて ～PPAを退任するにあたり～

　北里大学就職センターの協力を得てPPAが
窓口となり、保護者の皆様を対象としたお子様の
就職に関する就職相談窓口を開設しております。
お気軽にご利用ください。
　事前予約が必要となります。詳細については、
PPAホームページをご覧ください。

　新入生の皆さんには大学名を印字した「ＰＡＳ
ＭＯ」を、また卒業生の皆さんにはPPAロゴ
マークを刻印した「名刺入れ」と微章を入れた
「万年筆」を記念品として贈呈します。

お子様の就職に関する
就職相談窓口

①電話相談　②Zoom相談
③訪問相談（相模原キャンパス）

相談方法

毎週火曜日（＠45分 １日３名）相 談 日
①14：00～14：45
②15：00～15：45
③16：00～16：45

相談時間

スケジュール
4月
5月
6月

12日・19日・26日
10日・17日・24日・31日
14日・21日・28日

保護者
対象 入学・卒業記念品

入学記念

卒業記念
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　北里大学PPA会員の皆様のお子様の北里大学
御卒業にあたりまして、心からお祝いを申し上
げます。学業を終えて世の中をみるための視野を
広げ、あるいは渡るための専門性や思考力を身に
つけた若者がいよいよ社会に飛び立ちます。ある
いは、さらなる研鑽を積むため、学究の道に進む
ために進学する若人もおります。皆様の胸中に
は育て上げた安堵と未来への期待で一杯になって
いることでしょう。成長したお子様の姿を頼も
しくご覧になっていることと拝察いたします。
　北里大学の学祖は北里柴三郎博士であり、本
学は学祖が開いた北里研究所の創立50周年事業
として1962（昭和37）年に誕生いたしました。
1885（明治18）年に内務省からドイツに派遣さ
れた北里博士はローベルト・コッホ博士に師事
し破傷風菌の純粋培養に成功するなど細菌学に
長足の進歩をもたらしました。コッホ博士の片
腕（あるいはそれ以上の貢献）として、世界的
な見地での医学の発展に尽くしたのであります。
これを彼の福澤諭吉翁は明治25年10月４日の
『醫術の新發明』と題する時事新報社説で「博
士一身の面目は申すまでもなく、我々日本人の
身と爲りて考れば、我大日本國に北里柴三郎を

副学長・就職センター長
高橋 明義 

生じたるは之を一國の名譽として誇る可き所の
ものなり。」と絶賛しております。皆様の誇り
であるお子様を北里大学は鍛えました。卒業す
るお子様は皆様の眼にまぶしく、翁が北里博士
に心躍って賛辞を与えたように、栄誉として
映っていることでしょう。
　2021年度の本学卒業生の就職内定率は昨年度
なみ（99.3％）になる見通しです。もちろんこれは
学生諸君一人ひとりの努力と才能の賜物です。
ですが学生が皆はじめから就職活動のやり方を
知っているわけではありません。学業を成就させ、
学部によっては国家試験に合格しなければなり
ません。そのような多忙な学生を、就職セン
ターではより良い就職活動ができるように入学
当初から後押しをしてまいりました。インター
ンシップガイダンス、就職スタートアップ講
座，就職マナー講座、企業研究会、卒業生によ
る就職指導講演などがあります。これらに加え
て個別相談やエントリーシート作成指導も行い
ました。
　入学してよかったと学生が感じる大学の要因
の一つに、卒業時まで大学が面倒をみた質と量
があります。就職センターでは個々人の適性に
合った職探しを学生とともに考え、方向づけを
行ってきたと自負しております。北里大学がお
子様にとって良い大学であったと評価されるこ
とを信じております。末筆になりますが、入学
から卒業までお子様を見守ってくださいました
ことに御礼を申し上げつつ、卒業後の未来に幸
多からんことをお祈りいたします。

　北里大学では、卒業・修了時に進路が決まっていなかった既卒者の方を対象に、各学部及び就職
センターで就職支援を継続しています。　　　　
　就職センターでは、在学時と同様に専門の就職相談員（キャリアカウンセラー）の個別相談が無
料（要予約）で受けられます。ご希望される方は、是非ご連絡ください。

卒業祝い

１． 既卒者向け就職活動支援について
北里大学における新卒者・既卒者への就職支援

就職センターよりお知らせ
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就職支援の継続

● 効果的な応募書類（履歴書・職務経歴書）の書き方・作り方
● 面接対策　● 自己PRの伝え方　● 就職活動の注意点　など

以上のように幅広い相談に対応していますので、是非ご活用ください。

　大学ホームページ上の「進路支援システム」では、本学を卒業された方々も既卒者としての求人票
検索や企業・医療機関等の情報を閲覧できます。利用を希望される場合には、就職センターまでIDと
パスワードをお問い合わせください。 ＊在学中に使用したIDとパスワードではログインできません。

　厚生労働省では「新卒応援ハローワーク」が新卒者・既卒者を支援しています。新卒応援ハロー
ワークは、大学院・大学・短大・高専・専修学校などの学生や卒業後未就職の方の就職を支援する
専門のハローワークです。以下のサービスをすべて無料で行っています。詳細は、厚生労働省の
ホームページでご確認ください。

■担当者を決めての個別支援（定期的な求人情報の提供、就職活動の進め方の相談、エントリー
　シートや履歴書などの作成相談、面接指導など）
■職業適性検査や求職活動に役立つ各種ガイダンス・セミナーなどの実施
■在職者向け相談窓口、就職後の職場定着のための支援
■企業への人材確保・定着支援

【北里大学 就職センター】

〒252-0373  神奈川県相模原市南区北里1-15-1  ■TEL ： 042-778-9745  ■FAX ： 042-778-7988
■Email：syusyoku＠kitasato-u.ac.jp　（求人情報受付）kyujin2＠kitasato-u.ac.jp

２． 求人情報の検索について

【支援内容】

大学HP　https://www.kitasato-u.ac.jp 進路支援システム 求人閲覧画面

保護者の皆様の中で、起業されている方、企業（機関）の人事ご担当の方におかれましては、
求人等がございましたら、ぜひ本学就職センターへご一報くださいますと幸いでございます。

よろしくお願い申し上げます。

＜保護者の皆様へお願い＞

▶ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000132220.html

＜利用時間＞ ■月曜日～金曜日  9：00 ～ 17：00（昼休み 11：20 ～ 12：20） ■土曜日  9：00 ～ 12：30
※第２・４土曜、日曜、祝日は閉室　※入学試験や行事等で閉室になる場合があります。

本大学の進路支援システム（Web）の利用について

厚生労働省「新卒応援ハローワーク」による就職支援
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北里研究所報ダイジェスト（法人からの諸情報）

北里柴三郎博士没後90周年記念事業企画展
　昨年の12月１日から21日まで、白金キャンパスの北里柴三郎記念館展示室で、北里柴三郎博士没後90
周年記念事業企画展「感染症制圧を目指した研究者たち ―伝染病研究所から北里研究所へ―」を開催し
ました。常設展示の一部を入れ替え、新日本銀行券千円札のコンテ画（複製）や感染症に関する年譜・
啓発ポスターなどを展示しました。期間中３回にわたり、北里柴三郎記念室の森孝之先生による「伝染
病との戦いに秘訣なし　柴三郎の取った行動は如何に」と題した記念講演もおこない、日本の近代医学
と公衆衛生の源流、そして今なお続く感染症との戦いの軌跡を辿る企画展となりました。

パラリンピック金メダリスト 杉浦佳子さんの講演会
　昨年の12月24日に、東京2020パラリンピック競技大会の自転車競技（ロード）で
２冠に輝いた本学卒業生の杉浦佳子さん（1995年薬学部製薬学科卒業）が、在学生
に向けて講演をおこないました。薬学部と薬友会（薬学部の同窓会）が共催し、会
場参加のほか、オンラインでのライブ視聴も可能としました。講演のタイトルは
「北里大学学生のみなさんへ ～生きる希望が湧く言葉～」で、学生時代のエピソー
ドや、薬剤師として取り組んできたこと、障がいを負ってパラリンピックを目指し

たことなどを明るくお話しいただきました。杉浦さんの困難を乗り越えて夢を叶える生き方は、学生たち
の心に響くメッセージとなりました。この講演は、薬友会HP（https://www.yakuyu-kai.com/）から、
オンデマンドで視聴することができます（要申込）。

北里柴三郎博士が着用した
大礼服（勅任官時代）

北里柴三郎博士の
有爵者大礼服エポレット

新日本銀行券千円札の
コンテ画（複製）など

感染症に関する年譜など

感染症の啓発ポスター
（ペスト予防図解・飲料水と
その改善図解）
校閲 ： 医学博士 北島多一　
纂箸 ： 防疫員 田村瑞穂

白金キャンパスの大村記念ホールで講演 小林弘祐理事長から
「学校法人北里研究所理事長賞」を授与

在校生代表から
花束を贈呈

杉浦佳子さん

講演後に学生たちと記念撮影
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教学センターTopics！

　北里大学では、毎年３月に学生食堂で北里会体育会・文化会功労賞合同授
与式を開催しています。功労賞合同授与式とは、北里会や学内行事の発展に
大きく貢献した体育会・文化会学生委員や北里祭実行委員の４年生に加え、
その年の活動で優秀な成績を収めた団体や個人を表彰するものです。
　例年の授与式当日は、受賞者、受賞団体のこれまでの活躍を労い、北里会
会長である学長をはじめ、体育会及び文化会会長から挨拶をいただいた後、
賞状や花束、記念品が贈呈されます。賞状等の贈呈後には、体育会・文化会
各団体の２・３年生の幹部部員や部長である先生方を含む約150名で立食形
式のパーティーを行い、歓談を楽しむ時間が設けられています。
　授与式は、卒業を間近に控えた４年生とその後輩や教職員が一同に交流で
きる貴重な機会となっており、４年生から述べられる感謝の言葉、そして立
派に成長したその姿に、教職員としても毎年心を打たれます。
　本来であれば、大学側から精一杯の感謝とお礼の気持ちを込めて盛大に開
催したいところですが、昨年度同様に今年度の授与式も新型コロナウイルス
感染拡大の影響を受けているため、参加者を受賞者・運営関係者等に限定
し、規模を縮小して開催することを検討しています（今後の状況次第では、
中止の可能性もあります）。学生の皆さんは、コロナ禍で体育会・文化会の
活動、球技大会、北里祭等、いろいろな制限があり沢山苦しんだと思いま
す。ですが、これまでに皆さんが築き上げたものは、多くの方々の心に思い
出として深く刻まれています。在学中に培った経験を糧に、皆さんが実り多
き人生を送っていただくことを願い、教職員一同応援しています。

2021年度 北里会体育会・文化会功労賞合同授与式の開催について

　一般教育部北里会では、11月下旬からL１号館前に設置されたもみの木を電
飾し、クリスマスの雰囲気を盛り上げるイルミネーションを点灯しています。
今年度は、クリスマスイルミネーションからウインターイルミネーションと名
称を変更し、テディベアやウサギ、リスなど森をイメージした電飾やサンタク
ロースの電飾を増設し、１か月ほどイルミネーション点灯期間を延長しまし
た。一年生だけではなく上級生にとっても、定期試験前の一時、癒しの時間を

共有できたのではないかと思います。
　今年度は新型コロナウイルス感染症の影響から一般教育部北里会のイベントが中
止となっていたため、北里会運営委員（学生）が不在でしたが、ウインターイルミ
ネーションイベント実行委員として立候補してくれた医療衛生学部１年生の５名が
中心となり11月30日（月）にクリスマスツリー点灯式を開催しました。
　点灯式では200名ほどの学生が参加し、カウントダウン後にウインターイルミ
ネーションを点灯させ、ハンドベルクワイヤ（文化会団体）に演奏していただきま

した。その後、サンタクロースやクリスマスツリー等の衣装を着た実行委員の学生や一般
教育部北里会運営委員（教員）から参加者へクリスマスプレゼントとしてお菓子が手渡さ
れました。
　クリスマスイベントでは点灯式の他に、クリスマスツリーフォトコンテストを開催し、
キャンパス内で撮影したクリスマスツリーの写真をTwitterやInstagramに「北里ツリー
2021」とハッシュタグを付けて投稿していただきました。また、川柳コンテストを開催
し、北里にちなんだ川柳を募集しました。応募作品についてはイベント実行委員と運営委
員長で選考し、入賞者へスターバックスカードやアマゾンカードを贈呈しました。
　新型コロナウイルス感染予防に配慮する中での点灯式となり、例年とは異なる様々な
ルールも設けての開催となりましたが、入学式や新入生歓迎会などのイベントが中止と
なってしまった１年生にとって、少しでも思い出となったのではないでしょうか。

一般教育部北里会主催 「2021年度クリスマスイベント」について

※写真は、2020年
度北里会体育
会・文化会功労
賞合同授与式
のものです。
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有爵者大礼服エポレット

新日本銀行券千円札の
コンテ画（複製）など

感染症に関する年譜など

感染症の啓発ポスター
（ペスト予防図解・飲料水と
その改善図解）
校閲 ： 医学博士 北島多一　
纂箸 ： 防疫員 田村瑞穂

白金キャンパスの大村記念ホールで講演 小林弘祐理事長から
「学校法人北里研究所理事長賞」を授与

在校生代表から
花束を贈呈

杉浦佳子さん

講演後に学生たちと記念撮影

10 11

教学センターTopics！

　北里大学では、毎年３月に学生食堂で北里会体育会・文化会功労賞合同授
与式を開催しています。功労賞合同授与式とは、北里会や学内行事の発展に
大きく貢献した体育会・文化会学生委員や北里祭実行委員の４年生に加え、
その年の活動で優秀な成績を収めた団体や個人を表彰するものです。
　例年の授与式当日は、受賞者、受賞団体のこれまでの活躍を労い、北里会
会長である学長をはじめ、体育会及び文化会会長から挨拶をいただいた後、
賞状や花束、記念品が贈呈されます。賞状等の贈呈後には、体育会・文化会
各団体の２・３年生の幹部部員や部長である先生方を含む約150名で立食形
式のパーティーを行い、歓談を楽しむ時間が設けられています。
　授与式は、卒業を間近に控えた４年生とその後輩や教職員が一同に交流で
きる貴重な機会となっており、４年生から述べられる感謝の言葉、そして立
派に成長したその姿に、教職員としても毎年心を打たれます。
　本来であれば、大学側から精一杯の感謝とお礼の気持ちを込めて盛大に開
催したいところですが、昨年度同様に今年度の授与式も新型コロナウイルス
感染拡大の影響を受けているため、参加者を受賞者・運営関係者等に限定
し、規模を縮小して開催することを検討しています（今後の状況次第では、
中止の可能性もあります）。学生の皆さんは、コロナ禍で体育会・文化会の
活動、球技大会、北里祭等、いろいろな制限があり沢山苦しんだと思いま
す。ですが、これまでに皆さんが築き上げたものは、多くの方々の心に思い
出として深く刻まれています。在学中に培った経験を糧に、皆さんが実り多
き人生を送っていただくことを願い、教職員一同応援しています。

2021年度 北里会体育会・文化会功労賞合同授与式の開催について

　一般教育部北里会では、11月下旬からL１号館前に設置されたもみの木を電
飾し、クリスマスの雰囲気を盛り上げるイルミネーションを点灯しています。
今年度は、クリスマスイルミネーションからウインターイルミネーションと名
称を変更し、テディベアやウサギ、リスなど森をイメージした電飾やサンタク
ロースの電飾を増設し、１か月ほどイルミネーション点灯期間を延長しまし
た。一年生だけではなく上級生にとっても、定期試験前の一時、癒しの時間を

共有できたのではないかと思います。
　今年度は新型コロナウイルス感染症の影響から一般教育部北里会のイベントが中
止となっていたため、北里会運営委員（学生）が不在でしたが、ウインターイルミ
ネーションイベント実行委員として立候補してくれた医療衛生学部１年生の５名が
中心となり11月30日（月）にクリスマスツリー点灯式を開催しました。
　点灯式では200名ほどの学生が参加し、カウントダウン後にウインターイルミ
ネーションを点灯させ、ハンドベルクワイヤ（文化会団体）に演奏していただきま

した。その後、サンタクロースやクリスマスツリー等の衣装を着た実行委員の学生や一般
教育部北里会運営委員（教員）から参加者へクリスマスプレゼントとしてお菓子が手渡さ
れました。
　クリスマスイベントでは点灯式の他に、クリスマスツリーフォトコンテストを開催し、
キャンパス内で撮影したクリスマスツリーの写真をTwitterやInstagramに「北里ツリー
2021」とハッシュタグを付けて投稿していただきました。また、川柳コンテストを開催
し、北里にちなんだ川柳を募集しました。応募作品についてはイベント実行委員と運営委
員長で選考し、入賞者へスターバックスカードやアマゾンカードを贈呈しました。
　新型コロナウイルス感染予防に配慮する中での点灯式となり、例年とは異なる様々な
ルールも設けての開催となりましたが、入学式や新入生歓迎会などのイベントが中止と
なってしまった１年生にとって、少しでも思い出となったのではないでしょうか。

一般教育部北里会主催 「2021年度クリスマスイベント」について

※写真は、2020年
度北里会体育
会・文化会功労
賞合同授与式
のものです。



薬の誕生（5）
薬の有効性や安全性を増大させるための工夫

─ドラッグデリバリーシステム─
北里大学メディカルセンター薬剤部長　北里大学薬学部教授 尾鳥　勝也

■ドラッグデリバリーシステムとは
　薬は、病気やけがを治療するなどの効果がある一
方、副作用というリスクを併せ持つため、治療効果が
効率よく発現し、副作用を最小限に抑えることが望ま
しい。薬が適切な組織・部位に、適切な時間だけ作用
するように、剤形や薬物の化学構造に工夫を施すなど
の技術を「ドラッグデリバリーシステム（DDS：drug 
delivery system）」と称し、薬物送達システム又は薬
物輸送システムと訳されます。DDSを活用した薬の製
剤開発の歴史は、1960年代後半にAlza社Zaffaroni博
士が初めてDDS概念を提唱し、1974年、米国にて臨
床試用された「オキュサート®」という製剤から始まり
ます。緑内障の治療薬であるピロカルピンをコンタク
トレンズのようなものに閉じ込め、装着すると薬が
徐々に放出され、効果が7日間持続できる製剤です。そ
の後、世界中で様々なDDS製剤が開発・実用化されて
います。DDSには、その目的に応じて、「コントロール
ドリリース（放出制御）」、「吸収改善」、「ターゲ
ティング（標的指向化）」に分類されます。

　「コントロールドリリース」とは、薬の放出速度を
制御することで体内への薬の吸収を調節することです。
飲み薬の場合、例えば，１日３回服用する薬は飲み忘
れてしまうと効果が得られません。そこで、薬が体内
に入る速度を制御することにより、１日１回の服用で
長時間にわたって効果を維持できるようにしたのが
徐放錠です。徐放錠はこのような製剤的に工夫されて
いる薬であるため、粉砕して服用したり、口の中でか
み砕いて服用することは避けなくてはいけません。
また、外用薬（貼り薬）として皮膚から徐々に薬が
吸収される経皮吸収型システムTTS（Transdermal 
Therapeutic System）も開発され、狭心症予防や疼痛
緩和、禁煙補助剤として実用化されています。さらに、
微粒子（マイクロカプセル）内に薬物を閉じ込めて、
皮下注射することで徐々に薬物が放出される注射薬も
開発され、最長６ヶ月に１回の投与で効果が維持でき
る製剤も実用化されています。

　「吸収改善」とは、消化管や皮膚などにおける薬の
吸収を改善することです。飲み薬の場合、薬の多くは
小腸から吸収され、血液に乗って全身に分布します。
しかし、薬の中には吸収が悪いものも存在し、十分な

効果が期待できない場合があります。そこで、有効
成分の化学構造を変換することによって薬の吸収率を
改善させる方法があり、その例としてプロドラッグが
あります。有効成分の化学構造を変換した物質そのも
のに効果はなく、体内に吸収された後に体内の酵素に
よって有効成分へ変換され、効果を発揮します。現在
では、抗菌薬や脂質異常症治療薬、抗ウイルス薬など
多くの薬に応用されています。また，薬は腸からの吸
収のみでなく、肺や鼻粘膜からも吸収させることがで
きるため、吸入薬や点鼻薬などに剤形を変更して実用
化されている薬もあります。

　「ターゲティング」とは、標的組織・部位にのみ
効率よく薬を届けることです。注射薬の場合、投与さ
れた薬は全身を巡り、体内のあらゆる組織などへ分布
します。病気の原因となっている組織では効果が期待
できますが、その他の組織にも分布するために副作用
を引き起こす可能性があります。そこで，標的組織に
のみ薬を届けるように設計すれば、副作用を軽減する
ことが可能となり、より薬の効果を高めることができ
ます。このような技術を応用した例として、抗がん剤
をリポソーム（生体成分のリン脂質が多重層になった
微粒子）に閉じ込めて血液内に投与すると、がん細胞
が存在する組織に届いて効果を発揮し、他の組織へは
届けられないために副作用の軽減を可能とする製剤が
あります。また。作用させたい部位に直接投与するよ
うに設計することも「ターゲティング」であり、その代
表例が吸入薬です。気管支喘息の場合、気道に炎症が
起きているために、薬剤を吸入薬として吸い込むこ
とで目的部位に直接投与することができる訳です。

　DDS製剤は、薬を標的組織に適切に届け、効果を高
めるとともに、副作用などを軽減することで有効かつ
安全に治療できるという安心感や、継続的に効果を得
ることで投与量や投与回数を減らす利便性をもたらし
ます。また医療従事者においては、複雑な投与方法や
副作用などの心配などを減らすことができ、さらに投
与回数を減らすことで治療を担う医療従事者への負担
軽減につながり、結果として医療ミスや副作用発生の
リスクを回避することにつながります。現在もDDS
技術の研究が行われており、今後、有効かつ安全・
安心な治療につながるDDS製剤が開発されていくこと
でしょう。

■薬物の放出をコントロール

■目的の場所に薬物を送達

■DDSへの期待

■体内への吸収をアプローチ
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＜北里大学同窓会 支部同窓会一覧＞ 2022年１月現在

※お問い合わせ先  北里大学同窓会事務局  TEL 03-3446-7309  FAX 03-3444-3369

2022年3月24日（木）
2022年3月15日（火）
2022年3月16日（水）
2022年3月25日（金）
2022年3月25日（金）
2022年3月25日（金）
2022年3月23日（水）

理 学 療 法 士
作 業 療 法 士
言 語 聴 覚 士
視 能 訓 練 士
臨床工学技士
診療放射線技師
管 理 栄 養 士

2022年3月23日（水）
2022年3月23日（水）
2022年3月25日（金）
2022年3月23日（水）
2022年3月25日（金）
2022年3月23日（水）
2022年3月25日（金）

合格発表日

支部
北海道支部
青森県支部
岩手県支部
宮城県支部
山形県支部
栃木県支部
群馬県支部
埼玉県支部
千葉県支部
新潟県支部
富山県支部
石川県支部
福井県支部
山梨県支部
長野県支部
岐阜県支部
愛知県支部
三重県支部
和歌山県支部
関 西 支 部
岡山県支部
広島県支部
山口県支部
愛媛県支部
福岡県支部
熊本県支部
鹿児島県支部

設立年月
平成19年  9月
昭和56年  5月
平成15年  6月
平成  2年  3月
昭和61年  5月
平成  6年  4月
昭和55年  5月
平成27年  3月
平成  7年12月
昭和63年  4月
昭和61年  5月
昭和61年  5月
昭和61年  5月
昭和46年11月
平成14年10月
昭和60年  6月
昭和60年  6月
昭和60年  6月
平成  4年  3月
昭和46年  6月
昭和57年  5月
昭和54年  6月
平成15年  3月
平成   6年  3月
昭和63年  4月
昭和63年  4月
平成29年  3月

支 部 長
佐古　一夫
小笠原俊実
伴　　　亭
浅野　安夫
皆川　秀司
滝　　龍雄
大河原　均
堀野　忠夫
越川　成二

高田　　浩
米澤　賢司
伊藤　善祐
田中正二郎
中島　成一
山田　温朗
村山　保博
庄山　剛史
小林　義和
土山　雅人
甲本　立巳
内藤　博之
織田　　俊
織田　　覚
山田　　亮
入江　英治
加藤　　紳

（卒業学科・期）
（衛生学部衛生技術学科 5回生）
（獣医畜産学部獣医学科 2回生）
（医学部医学科 6回生）
（獣医畜産学部獣医学科 3回生）
（衛生学部衛生技術学科 7回生）
（衛生学部衛生技術学科 6回生）
（薬学部製薬学科 13回生）
（薬学部薬学科 2回生）
（水産学部水産増殖学科 12回生）

（獣医畜産学部獣医学科 1回生）
（衛生学部産業衛生学科 2回生）
（衛生学部衛生技術学科 10回生）
（衛生学部衛生技術学科 6回生）
（薬学部薬学科 16回生）
（獣医畜産学部獣医学科 6回生）
（薬学部製薬学科 8回生）
（獣医畜産学部獣医学科 23回生）
（水産学部水産増殖学科 9回生）
（医学部医学科 5回生）
（獣医畜産学部獣医学科 3回生）
（医学部医学科 2回生）
（医学部医学科 4回生）
（薬学部薬学科 7回生）
（薬学部薬学科 13回生）
（薬学部製薬学科 8回生）
（水産学部水産増殖学科 19回生）

2022年春に行われる国家試験の合格発表日

北里大学同窓会より

薬 剤 師
獣 医 師
医 　 師
保 健 師
助 産 師
看 護 師
臨床検査技師
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薬の誕生（5）
薬の有効性や安全性を増大させるための工夫

─ドラッグデリバリーシステム─
北里大学メディカルセンター薬剤部長　北里大学薬学部教授 尾鳥　勝也

■ドラッグデリバリーシステムとは
　薬は、病気やけがを治療するなどの効果がある一
方、副作用というリスクを併せ持つため、治療効果が
効率よく発現し、副作用を最小限に抑えることが望ま
しい。薬が適切な組織・部位に、適切な時間だけ作用
するように、剤形や薬物の化学構造に工夫を施すなど
の技術を「ドラッグデリバリーシステム（DDS：drug 
delivery system）」と称し、薬物送達システム又は薬
物輸送システムと訳されます。DDSを活用した薬の製
剤開発の歴史は、1960年代後半にAlza社Zaffaroni博
士が初めてDDS概念を提唱し、1974年、米国にて臨
床試用された「オキュサート®」という製剤から始まり
ます。緑内障の治療薬であるピロカルピンをコンタク
トレンズのようなものに閉じ込め、装着すると薬が
徐々に放出され、効果が7日間持続できる製剤です。そ
の後、世界中で様々なDDS製剤が開発・実用化されて
います。DDSには、その目的に応じて、「コントロール
ドリリース（放出制御）」、「吸収改善」、「ターゲ
ティング（標的指向化）」に分類されます。

　「コントロールドリリース」とは、薬の放出速度を
制御することで体内への薬の吸収を調節することです。
飲み薬の場合、例えば，１日３回服用する薬は飲み忘
れてしまうと効果が得られません。そこで、薬が体内
に入る速度を制御することにより、１日１回の服用で
長時間にわたって効果を維持できるようにしたのが
徐放錠です。徐放錠はこのような製剤的に工夫されて
いる薬であるため、粉砕して服用したり、口の中でか
み砕いて服用することは避けなくてはいけません。
また、外用薬（貼り薬）として皮膚から徐々に薬が
吸収される経皮吸収型システムTTS（Transdermal 
Therapeutic System）も開発され、狭心症予防や疼痛
緩和、禁煙補助剤として実用化されています。さらに、
微粒子（マイクロカプセル）内に薬物を閉じ込めて、
皮下注射することで徐々に薬物が放出される注射薬も
開発され、最長６ヶ月に１回の投与で効果が維持でき
る製剤も実用化されています。

　「吸収改善」とは、消化管や皮膚などにおける薬の
吸収を改善することです。飲み薬の場合、薬の多くは
小腸から吸収され、血液に乗って全身に分布します。
しかし、薬の中には吸収が悪いものも存在し、十分な

効果が期待できない場合があります。そこで、有効
成分の化学構造を変換することによって薬の吸収率を
改善させる方法があり、その例としてプロドラッグが
あります。有効成分の化学構造を変換した物質そのも
のに効果はなく、体内に吸収された後に体内の酵素に
よって有効成分へ変換され、効果を発揮します。現在
では、抗菌薬や脂質異常症治療薬、抗ウイルス薬など
多くの薬に応用されています。また，薬は腸からの吸
収のみでなく、肺や鼻粘膜からも吸収させることがで
きるため、吸入薬や点鼻薬などに剤形を変更して実用
化されている薬もあります。

　「ターゲティング」とは、標的組織・部位にのみ
効率よく薬を届けることです。注射薬の場合、投与さ
れた薬は全身を巡り、体内のあらゆる組織などへ分布
します。病気の原因となっている組織では効果が期待
できますが、その他の組織にも分布するために副作用
を引き起こす可能性があります。そこで，標的組織に
のみ薬を届けるように設計すれば、副作用を軽減する
ことが可能となり、より薬の効果を高めることができ
ます。このような技術を応用した例として、抗がん剤
をリポソーム（生体成分のリン脂質が多重層になった
微粒子）に閉じ込めて血液内に投与すると、がん細胞
が存在する組織に届いて効果を発揮し、他の組織へは
届けられないために副作用の軽減を可能とする製剤が
あります。また。作用させたい部位に直接投与するよ
うに設計することも「ターゲティング」であり、その代
表例が吸入薬です。気管支喘息の場合、気道に炎症が
起きているために、薬剤を吸入薬として吸い込むこ
とで目的部位に直接投与することができる訳です。

　DDS製剤は、薬を標的組織に適切に届け、効果を高
めるとともに、副作用などを軽減することで有効かつ
安全に治療できるという安心感や、継続的に効果を得
ることで投与量や投与回数を減らす利便性をもたらし
ます。また医療従事者においては、複雑な投与方法や
副作用などの心配などを減らすことができ、さらに投
与回数を減らすことで治療を担う医療従事者への負担
軽減につながり、結果として医療ミスや副作用発生の
リスクを回避することにつながります。現在もDDS
技術の研究が行われており、今後、有効かつ安全・
安心な治療につながるDDS製剤が開発されていくこと
でしょう。

■薬物の放出をコントロール

■目的の場所に薬物を送達

■DDSへの期待

■体内への吸収をアプローチ
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＜北里大学同窓会 支部同窓会一覧＞ 2022年１月現在

※お問い合わせ先  北里大学同窓会事務局  TEL 03-3446-7309  FAX 03-3444-3369

2022年3月24日（木）
2022年3月15日（火）
2022年3月16日（水）
2022年3月25日（金）
2022年3月25日（金）
2022年3月25日（金）
2022年3月23日（水）

理 学 療 法 士
作 業 療 法 士
言 語 聴 覚 士
視 能 訓 練 士
臨床工学技士
診療放射線技師
管 理 栄 養 士

2022年3月23日（水）
2022年3月23日（水）
2022年3月25日（金）
2022年3月23日（水）
2022年3月25日（金）
2022年3月23日（水）
2022年3月25日（金）

合格発表日

支部
北海道支部
青森県支部
岩手県支部
宮城県支部
山形県支部
栃木県支部
群馬県支部
埼玉県支部
千葉県支部
新潟県支部
富山県支部
石川県支部
福井県支部
山梨県支部
長野県支部
岐阜県支部
愛知県支部
三重県支部
和歌山県支部
関 西 支 部
岡山県支部
広島県支部
山口県支部
愛媛県支部
福岡県支部
熊本県支部
鹿児島県支部

設立年月
平成19年  9月
昭和56年  5月
平成15年  6月
平成  2年  3月
昭和61年  5月
平成  6年  4月
昭和55年  5月
平成27年  3月
平成  7年12月
昭和63年  4月
昭和61年  5月
昭和61年  5月
昭和61年  5月
昭和46年11月
平成14年10月
昭和60年  6月
昭和60年  6月
昭和60年  6月
平成  4年  3月
昭和46年  6月
昭和57年  5月
昭和54年  6月
平成15年  3月
平成   6年  3月
昭和63年  4月
昭和63年  4月
平成29年  3月

支 部 長
佐古　一夫
小笠原俊実
伴　　　亭
浅野　安夫
皆川　秀司
滝　　龍雄
大河原　均
堀野　忠夫
越川　成二

高田　　浩
米澤　賢司
伊藤　善祐
田中正二郎
中島　成一
山田　温朗
村山　保博
庄山　剛史
小林　義和
土山　雅人
甲本　立巳
内藤　博之
織田　　俊
織田　　覚
山田　　亮
入江　英治
加藤　　紳

（卒業学科・期）
（衛生学部衛生技術学科 5回生）
（獣医畜産学部獣医学科 2回生）
（医学部医学科 6回生）
（獣医畜産学部獣医学科 3回生）
（衛生学部衛生技術学科 7回生）
（衛生学部衛生技術学科 6回生）
（薬学部製薬学科 13回生）
（薬学部薬学科 2回生）
（水産学部水産増殖学科 12回生）

（獣医畜産学部獣医学科 1回生）
（衛生学部産業衛生学科 2回生）
（衛生学部衛生技術学科 10回生）
（衛生学部衛生技術学科 6回生）
（薬学部薬学科 16回生）
（獣医畜産学部獣医学科 6回生）
（薬学部製薬学科 8回生）
（獣医畜産学部獣医学科 23回生）
（水産学部水産増殖学科 9回生）
（医学部医学科 5回生）
（獣医畜産学部獣医学科 3回生）
（医学部医学科 2回生）
（医学部医学科 4回生）
（薬学部薬学科 7回生）
（薬学部薬学科 13回生）
（薬学部製薬学科 8回生）
（水産学部水産増殖学科 19回生）

2022年春に行われる国家試験の合格発表日

北里大学同窓会より

薬 剤 師
獣 医 師
医 　 師
保 健 師
助 産 師
看 護 師
臨床検査技師
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北里大学進学相談会
［理学部・獣医学部・海洋生命科学部・薬学部・医学部・看護学部・医療衛生学部・保健衛生専門学院・看護専門学校］
※最新情報は「北里大学受験生サイト」をご覧ください。

［オープンキャンパス］

2022年8月6日（土）、8月7日（日） 10時～16時
相模原キャンパス
受験希望者、保護者等
大学紹介、学部紹介、学び体験プログラム、個別相談、施設見学、キャンパスツアー 等

●第2回
日　　時
場　　所
対　　象
実施内容

2022年8月28日（日） 10時～16時
相模原キャンパス
受験希望者、保護者等
大学紹介、学部紹介、学び体験プログラム、個別相談、施設見学、キャンパスツアー 等

●第3回
日　　時
場　　所
対　　象
実施内容

2022年10月2日（日） 10時～16時
本学受験生サイトにてオンライン開催
受験希望者、保護者等
個別相談、動画配信（大学紹介、学部紹介、施設紹介、キャンパスツアー） 等

［オンライン進学相談会］
日　　時
開催形式
対　　象
実施内容

2022年10月2日（日）～11月30日（水）
本学受験生サイトにて動画配信
受験希望者
英語・数学の入試問題傾向や過去問題の解説

［入試対策講座（動画配信）］
日　　時
開催形式
対　　象
実施内容

2022年11月5日（土）、6日（日）10時～16時
相模原キャンパス
受験希望者、保護者等
学び体験プログラム、個別相談、施設見学 等

［北里祭 ・ 進学相談会］
日　　時
場　　所
対　　象
実施内容

2023年3月12日（日） 10時～16時
相模原キャンパス
受験希望者、保護者等
大学紹介、学部紹介、学び体験プログラム、個別相談、施設見学、キャンパスツアー 等

［2023年 第1回オープンキャンパス］
日　　時
場　　所
対　　象
実施内容

この他にも、代理店主催の「私立大学進学相談会」に本学教職員が出席してご相談を受けております。
詳しくは下記までお問い合わせください。

〒252‒0373 神奈川県相模原市南区北里 1‒15‒1 TEL : 042‒778‒9760
URL : https://www.kitasato-u.ac.jp/jp/goukaku/ 北里大学 受験生サイト

お問い合わせ先

北里大学入学センター
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2022年度 北里大学進学相談会日程 学部進学相談会
◆薬学部　Tel. 03-3442-6979

日　　時

開催形式

2022年7月23日（土）
　　　  8月27日（土）

［オープンキャンパス］

北里大学保健衛生専門学院 オープンキャンパス ・ 進学相談会

本学院
オープンキャンパス
特設サイト

Tel. 0120-451-185 ●場所   新潟キャンパス（新潟県南魚沼市黒土新田５００番）
　※JR上越新幹線浦佐駅より無料通学バスで7分

［オープンキャンパス］
【午前の部】10:30～13:00
【午後の部】13:00～15:30

  4月  2日（土）
  4月23日（土）
  6月18日（土）
  7月16日（土）
  7月17日（日）
  8月  6日（土）
  8月  7日（日）
  8月21日（日）
  9月17日（土）
10月  1日（土）
12月  3日（土）

実 施 日

開催時間

［進学相談会］

10月29日（土）
10月30日（日）実 施 日

10:00～15:00開催時間

※左記オープンキャンパス開催日に学校説明・入試
　説明をオンラインで配信します。

北里大学看護専門学校 オープンキャンパス等
●場所   北本キャンパス（埼玉県北本市荒井6丁目102番地）　

   ※JR高崎線北本駅よりバスで15分

［オープンキャンパス］ ［学校見学会］
第1回:  5月27日（金）17時～18時
第2回:  9月  9日（金）17時～18時
第3回:10月21日（金）17時～18時
第4回:11月18日（金）17時～18時
第5回:12月16日（金）14時～15時
第6回:  1月  6日（金）14時～15時
第7回:  3月27日（月）14時～15時

日時
2022年

2023年

看護技術体験、学校見学、
在校生との交流  等内容

日時 第1回:7月30日（土）10時～13時
第2回:8月19日（金）10時～13時2022年

※詳細に関しましてはホームページ（http://www.kitasato-u.ac.jp/kango-gko/）をご覧ください。

◆獣医学部　Tel. 0176-24-9307

日　　時

場　　所 十和田キャンパス

［オープンキャンパス］…紅葉祭期間中

日　　時

開催形式

2022年10月22日（土）
           10月23日（日）

［進学相談会］…白金祭期間中

※新型コロナウイルスの感染拡大の状況により開催
方法が変更、あるいは中止になる場合がございます。
　最新情報は受験生サイトをご確認ください。
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（予定） 

（予定） 

未　定

未　定

2022年10月8日（土）
           10月9日（日）

事前申込

Tel. 048-593-6800事前申込



北里大学進学相談会
［理学部・獣医学部・海洋生命科学部・薬学部・医学部・看護学部・医療衛生学部・保健衛生専門学院・看護専門学校］
※最新情報は「北里大学受験生サイト」をご覧ください。

［オープンキャンパス］

2022年8月6日（土）、8月7日（日） 10時～16時
相模原キャンパス
受験希望者、保護者等
大学紹介、学部紹介、学び体験プログラム、個別相談、施設見学、キャンパスツアー 等

●第2回
日　　時
場　　所
対　　象
実施内容

2022年8月28日（日） 10時～16時
相模原キャンパス
受験希望者、保護者等
大学紹介、学部紹介、学び体験プログラム、個別相談、施設見学、キャンパスツアー 等

●第3回
日　　時
場　　所
対　　象
実施内容

2022年10月2日（日） 10時～16時
本学受験生サイトにてオンライン開催
受験希望者、保護者等
個別相談、動画配信（大学紹介、学部紹介、施設紹介、キャンパスツアー） 等

［オンライン進学相談会］
日　　時
開催形式
対　　象
実施内容

2022年10月2日（日）～11月30日（水）
本学受験生サイトにて動画配信
受験希望者
英語・数学の入試問題傾向や過去問題の解説

［入試対策講座（動画配信）］
日　　時
開催形式
対　　象
実施内容

2022年11月5日（土）、6日（日）10時～16時
相模原キャンパス
受験希望者、保護者等
学び体験プログラム、個別相談、施設見学 等

［北里祭 ・ 進学相談会］
日　　時
場　　所
対　　象
実施内容

2023年3月12日（日） 10時～16時
相模原キャンパス
受験希望者、保護者等
大学紹介、学部紹介、学び体験プログラム、個別相談、施設見学、キャンパスツアー 等

［2023年 第1回オープンキャンパス］
日　　時
場　　所
対　　象
実施内容

この他にも、代理店主催の「私立大学進学相談会」に本学教職員が出席してご相談を受けております。
詳しくは下記までお問い合わせください。

〒252‒0373 神奈川県相模原市南区北里 1‒15‒1 TEL : 042‒778‒9760
URL : https://www.kitasato-u.ac.jp/jp/goukaku/ 北里大学 受験生サイト

お問い合わせ先

北里大学入学センター
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2022年度 北里大学進学相談会日程 学部進学相談会
◆薬学部　Tel. 03-3442-6979

日　　時

開催形式

2022年7月23日（土）
　　　  8月27日（土）

［オープンキャンパス］

北里大学保健衛生専門学院 オープンキャンパス ・ 進学相談会

本学院
オープンキャンパス
特設サイト

Tel. 0120-451-185 ●場所   新潟キャンパス（新潟県南魚沼市黒土新田５００番）
　※JR上越新幹線浦佐駅より無料通学バスで7分
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実 施 日

開催時間

［進学相談会］

10月29日（土）
10月30日（日）実 施 日

10:00～15:00開催時間

※左記オープンキャンパス開催日に学校説明・入試
　説明をオンラインで配信します。

北里大学看護専門学校 オープンキャンパス等
●場所   北本キャンパス（埼玉県北本市荒井6丁目102番地）　

   ※JR高崎線北本駅よりバスで15分

［オープンキャンパス］ ［学校見学会］
第1回:  5月27日（金）17時～18時
第2回:  9月  9日（金）17時～18時
第3回:10月21日（金）17時～18時
第4回:11月18日（金）17時～18時
第5回:12月16日（金）14時～15時
第6回:  1月  6日（金）14時～15時
第7回:  3月27日（月）14時～15時

日時
2022年

2023年

看護技術体験、学校見学、
在校生との交流  等内容

日時 第1回:7月30日（土）10時～13時
第2回:8月19日（金）10時～13時2022年

※詳細に関しましてはホームページ（http://www.kitasato-u.ac.jp/kango-gko/）をご覧ください。

◆獣医学部　Tel. 0176-24-9307

日　　時

場　　所 十和田キャンパス

［オープンキャンパス］…紅葉祭期間中

日　　時

開催形式

2022年10月22日（土）
           10月23日（日）

［進学相談会］…白金祭期間中

※新型コロナウイルスの感染拡大の状況により開催
方法が変更、あるいは中止になる場合がございます。
　最新情報は受験生サイトをご確認ください。
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未　定

2022年10月8日（土）
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卒業生の保護者の皆様へ　小林  弘祐 理事長
卒業生の保護者の皆様へ　島袋  香子 学長
卒業生の会員の皆様へ　　寺尾  博 会長
卒業を迎えて（PPA退任にあたり）
就職センターより
北里研究所報ダイジェスト
教学センターtopics！
薬の誕生（5）
同窓会支部一覧／国家試験合格発表日
進学相談会・オープンキャンパス日程
PPA会費振込について・定期総会について・他
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薬学部

思い出の学び舎

獣医学部 医学部

海洋生命科学部 看護学部

医療衛生学部 一般教育部

理学部

学位記
授与式号

　今春、お子様がご卒業を迎えられる保護者の皆様、誠におめでとうございます。
コロナ禍での２年間、様々なご苦労があったかと思いますが、親子で乗り越えられ、これからはお子様方が社会人
として立派に活躍されることを心より願っております。
　本号は、学位記授与式号として小林理事長、島袋学長、高橋就職センター長よりご祝辞をいただいた他、今年度
で退任されるPPA役員５名の方々に思い出を寄せていただきました。
　また、今年度１年間、北里大学附属３病院の薬剤部にご協力いただきました「薬の誕生」５回シリーズが本号を
もって終了となります。お忙しい中、ご執筆いただきました薬剤部の先生方、誠にありがとうございました。
　次号より十和田キャンパス獣医学部の先生方に「ペットの病気と健康を考える」のテーマで５回シリーズでご執
筆いただきます。どうぞお楽しみに！
いまだ新型コロナウイルスへの注意が欠かせない日々が続いていますが、皆様のご健康を心からお祈りいたします。
最後になりましたが、この度の会報発行に際し、ご協力ご執筆いただきました皆様に厚く御礼申し上げます。
北里大学PPA会報270号［2021年度第5号］ ＜発行＞北里大学PPA　＜発行責任者＞寺尾　博　＜編集＞広報担当委員会

編集後記

郵便物：〒108-8641東京都港区白金5-9-1  北里大学PPA事務局
電話：03-3442-1032　FAX：03-3442-1031　E-mail：ppajimu@kitasato-u.ac.jp

PPA事務局
連絡先

ご住所などが変更になった際は、お手数ですが、お子様を通して、学部事務室へのご連絡をお願いいたします。

https://www.kitasato-u.ac.jp/ppa/

　2021年度も、2020年度に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大の影響で定期総会の会場開催中止、
夏・秋の地区懇談会開催中止など、2021年度事業の一部を制限せざるを得ない状況となりました。
これらのことを踏まえ、会員の皆様へは2021年度事業未執行予算相当額（一人当たり3,000円）を会費より
減額（10,000円➡7,000円）いたします。

　なお、この取り扱いは2021・2022年度のみで、2023年度以降の会費は10,000円とさせていただきます。
何卒、ご理解の程よろしくお願いいたします。

2022年度PPA会費振込について

2022年度も今年度同様、事前に全会員へwebによる決議をお願いし、その後決議内容については会場
開催での報告並びにPPAホームページへの掲出を予定しております。

2022年度PPA定期総会について

在校生への新型コロナワクチン職域追加接種（３回目）について

※従来、定期総会会場開催は5月下旬に行っておりましたが、2022年度以降は6月開催といたします。
※開催方法の詳細は、4月中旬発行予定のPPA会報271号（入学式号）およびPPAホームページに掲出、
併せて全会員には４月中旬以降、定期総会のご案内を別途郵送いたします。
なお、今後の新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては予定や内容を変更する可能性があります。
随時PPAホームページに掲出いたしますのでご確認ください。

相模原キャンパス

白金キャンパス

十和田キャンパス

2022年３月25日（金）、 28日（月）、 29日（火）、 30日（水）
2022年３月17日（木）、 18日（金）、 24日（木）、 25日（金）
2022年４月14日（木）、 15日（金）
2022年４月下旬を予定

会場開催日 2022年6月18日（土）開催予定
場　　　所 ロイヤルパークホテル（東京都中央区日本橋蠣殻町2-1-1）

※状況により変更することがあります。詳細については大学Webサイトをご確認ください。

①在校生会員の皆様には、2021年度未執行予算相当額を減額した7,000円の会費振込用紙を2022年
4月発行のPPA会報第271号（入学式号）に同封し、振込締切日を5/10（火）といたします。
②卒業生会員の皆様には、2021年度学位記授与式の際に、PPA卒業記念品と一緒に未執行予算
相当額3,000円のクオカードをお子様にお渡しします。
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