
　新入生の保護者の皆様、お子様のご入学おめでとうございます。保護者の皆様をPPA会員として
お迎えでき心強く思います。
　コロナ禍でのご入学でご不安も多い中ですが、北里大学でのお子様の学生生活の充実、勉学の向上
を皆様と共に願い応援しています。
　本号は新年度号として、理事長、学長をはじめ、学部長等の先生方からもご挨拶をいただいた他、
PPAの活動内容もご紹介いたしました。
　お忙しい中、ご執筆いただきました皆様に厚く御礼申し上げます。
　PPA会報はPPAの活動だけではなく、大学からの情報も幅広くお伝えし、相互理解の手助けとなる
媒体を目指し年４回発行しています。ぜひお読みいただき、PPAへのご理解を深めていただけると
幸いです。
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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/

　新入生の皆さんには、入学後に新型コロナワクチンの接種状況を調査のうえ、希望者には、８月に
学内にて３回目のワクチン接種を実施する予定です。

新入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

　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。

お子様の就職に関する就職相談窓口

　本来、PPAの年会費は10,000円となっておりますが、2020・2021年度は新型コロナウイルス感染拡大
の影響で、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、2022年度は
前年度事業未執行予算相当額（一人当たり3,000円）を減額した7,000円の会費振込用紙を本号に同封いた
しました。2022年5月10日までに振込みをお願いいたします。
　なお、2023年度以降の会費は10,000円とさせていただきます。
　北里大学PPAは皆様からの会費収入で運営されています。何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

PPA会費納入のお願い（在学生会員の皆様）

　PPAでは共済事業の一環として「PPA奨学金制度」を設けております。PPA給付奨学生は原則として
年１回（４月）の募集、PPA貸与奨学生は原則として年２回（４月・９月）の募集が行われますので、
希望される方は所属学部事務室までお問い合わせください。

PPA奨学金について

相談方法

①電話相談
②Zoom相談
③訪問相談
   （相模原キャンパス）

相 談 日

相談時間

毎週火曜日
（＠45分 1日3名）

①14：00～14：45　
②15：00～15：45　
③16：00～16：45

詳細につきましては
QRコードより
ご確認ください

https://www.kitasato-u.ac.jp/
ppa/career_info.html
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東京都 港区 

●薬学部
●薬学研究科
●感染制御科学府
●大村智記念研究所

●北里大学東洋医学総合研究所
●北里大学北里研究所病院
●北里柴三郎記念館
●法人本部

青森県 十和田市

●獣医学部
●獣医学系研究科

神奈川県 相模原市

●医学部
●海洋生命科学部
●看護学部
●理学部
●医療衛生学部
●一般教育部

●海洋生命科学研究科
●看護学研究科
●理学研究科
●医療系研究科
●北里大学病院

白金キャンパス Shirokane Campus

相模原キャンパス Sagamihara Campus

十和田キャンパス Towada Campus

　1853（嘉永6）年生誕。熊本医学校に
学んだ後、東京医学校（のちの東京大学
医学部）を経て、1886年からの6年間、
ドイツに留学しローベルト・コッホに
師事。留学中に破傷風菌の純粋培養
に成功、さらに免疫抗体を発見し、そ
れを応用して血清療法を確立した。
　福沢諭吉らの協力を得て私立伝染病
研究所（のち、国に寄付して国立）を創
立し、伝染病予防と細菌学の研究に取
り組んだ。
　1894年、ペスト菌を発見するなど、
予防医学の先駆者としても活躍。1914
年、私立北里研究所（現在の学校法人
北里研究所）を設立。
　ほかにも慶應義塾大学医学部創設、
日本医師会創設など、日本の近代医学と
衛生行政の発展に大きく貢献した。

学祖 北里柴三郎 博士

教学センター topics！

学生生活インフォメーション

スクールバス・大学暦

就職センターより

シリーズ－ペットの病気と健康を考える（1）

北里研究所病院人間ドック・東洋医学総合研究所漢方診療

PPA活動

学生総合保障制度のご案内

PPA定期総会について

保護者就職相談窓口・PPA会費振込のお願い・他

新入生の保護者の皆様へ　小林 弘祐 理事長

新入生の保護者の皆様へ　島袋 香子 学長

新入生の会員の皆様へ 　    寺尾  博 会長

新年度を迎えて（学部長・大学院研究科長）

新年度を迎えるにあたって　学生指導委員長

健康管理センターのご紹介

北里研究所報ダイジェスト
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　桜咲き誇る季節、PPA会員の皆様には益々ご
清祥のこととお慶び申し上げます。
　新たに北里大学PPAの会員となられた皆様に
は、お子様のご入学を心からお祝い申し上げま
す。新型コロナウイルス感染症の流行が収まら
ない中において、お子様の受験勉強の日々と入
学試験を乗り越えられ、大きな安堵感とともに
晴れやかなお気持ちではないかと拝察いたしま
す。私たち教職員一同にとりましても、新入生
を迎える春は、毎年大きな喜びに包まれます。
　北里大学は、北里柴三郎博士を学祖とする生
命科学の総合大学であり、今年創立60周年を迎
えます。母体となる北里研究所は、北里博士に
よる創立後108年の歴史を有し、お子様が在学中
の2024年に創立110周年を迎えます。同年に、学
祖北里博士の肖像画がデザインされた新千円札
が発行される予定ですので、楽しみにお待ちい
ただければ幸いです。
　学校法人北里研究所・北里大学の理念には、
「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。」という理念が
ございます。この理念の基本的考えには、「研
究の成果は実際に役立たせるべきである」とい
う北里博士の“実学の精神”がございます。“実学
の精神”とは、得られた成果や価値を世の中に還

学校法人北里研究所
理事長 小林 弘祐

元し、より良い社会を創造していくということ
です。新入生には、本学での修学を通してこの
実学の精神を体得し、社会で活躍できる人材に
成長してほしいと願っています。そして、生命
科学の総合大学である本学で学ぶからこそ「い
のちを尊ぶ心」を醸成いただけるよう教職員一
同努力してまいります。
　一方、学校法人は健全な経営を行い、皆様が
安心してお子様を託していただける組織を運営
してまいります。また、地震をはじめとする災
害、新型コロナウイルス感染症など新興感染症
の影響から学生を守れるよう、安全で快適な就
学環境の確保に真摯に取り組んでいます。困窮
学生への生活支援金の貸与制度、奨学金制度を
整え、志を強く持つ学生が経済的な理由で修学
を断念することがないよう、学校法人一丸となっ
て努めています。
　本学が展開する教育や就職指導などの充実が
図られているのは、ひとえに保護者であるPPA
会員の皆様からの様々なご支援の賜物と深く感
謝申し上げます。PPAは大学創立の翌1963年に
すでに組織され、これまでにも数々の福利厚生
施設のご寄贈を賜り、また奨学金制度の設立、
種々事業の募金へのご協力等、多大なお力添え
をいただいております。PPA会員およびPPA幹
部OB会（あじさい会）の皆様とは、例年、年１
回の定期総会、年２回の地区懇談会などで直接
お目に掛かり、お話しいただく機会を頂戴して
おります。ここ数年は、新型コロナウイルス感
染症の影響で開催が叶いませんでしたが、今年
こそは開催を願ってやみません。皆様にはぜひ
忌憚のないご意見をいただき、ご指導ご鞭撻を
賜りますようお願い申し上げます。そして、
PPAをきっかけに“北里”に積極的に携わっていた
だけましたら幸いです。
　本学では北里博士の意思を受け継ぎ、建学の
精神の一つに「開拓」を掲げ、学生の個性と多様
性を大切にしています。変化の大きな時代だから
こそ、それぞれの個性に合わせて未来を「開拓」
する力を身に付けていただきたいと思います。
　結びに、PPA会員の皆様のご健勝と、新入生
が健康で実り多き大学生活を送られますことを
心よりお祈りし、歓迎のご挨拶とさせていただ
きます。

「未来を“開拓”する力を」

たっと

北里大学学長 島袋 香子
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　春暖の候、北里大学PPA会員の皆様におかれ
ましては､ご清祥のこととお喜び申し上げます。
新たにPPA会員となられた新入生の保護者の皆
様には、これからのお付き合いをどうぞよろし
くお願いいたします。
　新入生は、高校生活の途中からコロナ禍の生
活となり、制限された学習環境の中で大学受験
に向けた準備を行ってきました。特に受験時期
は、オミクロン株が猛威をふるっており、感染
症予防に緊張した生活を強いられてきたと思い
ます。本学でも徹底した感染予防を行い、入学
試験に挑みましたので、無事新入生を迎えるこ
とができたことを心より嬉しく思います。
　北里大学には７つの学部（薬学部・獣医学部・
医学部・海洋生命科学部・看護学部・理学部・
医療衛生学部）と７つの大学院研究科（薬学研
究科・獣医学系研究科・海洋生命科学研究科・
看護学研究科・理学研究科・医療系研究科・感
染制御科学府）があり、３つの附属病院（北里
大学病院・北里研究所病院・北里大学メディカ
ルセンター）と２つの研究所（大村智記念研究
所・東洋医学総合研究所）があります。多くの
卒業生が附属施設や研究所に代表される実習施
設で後輩の指導を担当しています。学生は卒業
生の活躍を身近に確認することで､自分の将来像
を描く機会が得やすいと思います。
　生命科学の総合大学では、演習・実習・研究
のためのフィールドワークや実験等、対面によ

る授業を必要とします。Web講義も併用してお
りますが、対面でしか学べない学習内容があり
ますので、保護者の皆様のご理解・ご協力をよ
ろしくお願いいたします。
　本学では北里大学PCRセンターを開設し、学
生が実習やフィールドワーク等に出る際には
PCR検査を実施しています。職域接種にもいち
早く着手し、在校生や教職員は既に３回目の予
防接種を受けました。新入生も予防接種が受け
られるよう準備をしています。何らかの理由に
より予防接種が受けられない学生は、PCR検査
を行いながら実習を行っておりますので、ご安
心ください。
　大学生は、多くの人々と交流することで成長
する時期にあり､課外活動も重要です。現在課題
活動は、感染予防行動を徹底し、コロナ流行の
状況をみながら実施しています。課外活動は、
学部や学年を超えた交流機会であり、社会に出
ても繋がる同窓生を得る機会になります。新入
生には積極的に参加いただきたいと思います。
　コロナはICT（Information and Communication 
Technology）を活用した教育を加速させまし
た。本学では大学内のインターネット環境を整
備しています。学生にはノートPC等の準備をお
願いしており、経済的負担をおかけしていると
思いますが、今後の学習に必要な機器であるこ
とをご理解いただきたく、よろしくお願いいた
します。医療系学部の学生が参加するチーム医
療演習や国際チーム医療演習ではICTの活用によ
り有意義な学習体験が進められています。最先
端の知識が得られる学術学会もハイブリットが
主流となり、学生が参加しやすくなりました。
ICTの活用により世界を身近に感じる機会も得や
すくなったと思います。　
　PPA会員の皆様には、学生の修学継続支援
等、これまでも様々なご支援をいただいており
ます。学生の修学が途絶えることのないよう尽
力してまいりますので、今後ともご支援・ご協
力をよろしくお願いいたします。皆様とお会い
する機会がなかなか得られませんが、本学へ忌
憚のないご意見をお寄せください。
　最後になりましたが、PPA会員の皆様とお子
様のご健勝を祈念し、歓迎のご挨拶とさせてい
ただきます。
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会員の皆様からの様々なご支援の賜物と深く感
謝申し上げます。PPAは大学創立の翌1963年に
すでに組織され、これまでにも数々の福利厚生
施設のご寄贈を賜り、また奨学金制度の設立、
種々事業の募金へのご協力等、多大なお力添え
をいただいております。PPA会員およびPPA幹
部OB会（あじさい会）の皆様とは、例年、年１
回の定期総会、年２回の地区懇談会などで直接
お目に掛かり、お話しいただく機会を頂戴して
おります。ここ数年は、新型コロナウイルス感
染症の影響で開催が叶いませんでしたが、今年
こそは開催を願ってやみません。皆様にはぜひ
忌憚のないご意見をいただき、ご指導ご鞭撻を
賜りますようお願い申し上げます。そして、
PPAをきっかけに“北里”に積極的に携わっていた
だけましたら幸いです。
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精神の一つに「開拓」を掲げ、学生の個性と多様
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する力を身に付けていただきたいと思います。
　結びに、PPA会員の皆様のご健勝と、新入生
が健康で実り多き大学生活を送られますことを
心よりお祈りし、歓迎のご挨拶とさせていただ
きます。

「未来を“開拓”する力を」

たっと

北里大学学長 島袋 香子
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　春暖の候、北里大学PPA会員の皆様におかれ
ましては､ご清祥のこととお喜び申し上げます。
新たにPPA会員となられた新入生の保護者の皆
様には、これからのお付き合いをどうぞよろし
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　新入生は、高校生活の途中からコロナ禍の生
活となり、制限された学習環境の中で大学受験
に向けた準備を行ってきました。特に受験時期
は、オミクロン株が猛威をふるっており、感染
症予防に緊張した生活を強いられてきたと思い
ます。本学でも徹底した感染予防を行い、入学
試験に挑みましたので、無事新入生を迎えるこ
とができたことを心より嬉しく思います。
　北里大学には７つの学部（薬学部・獣医学部・
医学部・海洋生命科学部・看護学部・理学部・
医療衛生学部）と７つの大学院研究科（薬学研
究科・獣医学系研究科・海洋生命科学研究科・
看護学研究科・理学研究科・医療系研究科・感
染制御科学府）があり、３つの附属病院（北里
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卒業生が附属施設や研究所に代表される実習施
設で後輩の指導を担当しています。学生は卒業
生の活躍を身近に確認することで､自分の将来像
を描く機会が得やすいと思います。
　生命科学の総合大学では、演習・実習・研究
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する時期にあり､課外活動も重要です。現在課題
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状況をみながら実施しています。課外活動は、
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ます。学生の修学が途絶えることのないよう尽
力してまいりますので、今後ともご支援・ご協
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様のご健勝を祈念し、歓迎のご挨拶とさせてい
ただきます。
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PPA会長 寺尾 博
　新入生の保護者、ご家族の皆様、お子様方が
難関を乗り越えられ、晴れて北里大学にご入学
されましたこと、北里大学PPAを代表いたしま
して、心よりお祝い申し上げます。
　新入生ご本人はもとよりご家族にとりまして
も、２年にわたる新型コロナウイルス感染症の
中での受験勉強、特に、第６波の猛威の中での
入学試験は、気苦労の連続であり、受験生活を
乗り越えて、大学へ進学ができた喜びはひとし
おのことと存じ上げます。
　昨年一昨年と会場での開催が中止されていた
入学式は、今年は開催され、一堂に集まること
ができます。感染拡大防止に配慮して、会員で
ある保護者の皆様の入場が叶わないことは残念
ではありますが、本人にとりまして、開催され
る喜びと緊張に満ちた記念すべき入学式となる
ことをご祈念いたします。また、生命科学の総
合大学である北里大学としての社会的使命と責
任のなかで、学生ファーストの視点に立った開
催への配慮に感謝しております。
　さて、「PPA」について、その趣旨をご紹介
いたします。
　PPAとはParents and Professors' Association
の頭文字であります。その趣旨は、学生の保護
者（ご父母又はそれに代わる人）と教職員が協
力して、北里大学の教育の充実と研究の進展を
はかり、あわせて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

ことを目的としており、大学が創立された翌年の
昭和38年に創設された、北里大学の関連団体で
あり保護者を正会員とする後援組織であります。
　会員皆様の健康と安全に配慮いたしまして、
コロナ下のこの２年間は定期総会の会場開催や
地区懇談会（年２回）の開催を見送りました。
PPA活動の中でも、その開催には高い関心をい
ただいております。会の開催に先立ち行われる
先生方の講演も興味深いものがございますの
で、開催の際には、是非ご参加いただきたいと
思います。そのほかの活動では、年に４回の広
報誌の発行、学生の学習・課外活動や就職活動
に対する支援、福利厚生に係る支援、共済事業
での各種奨学金に加え、昨年一昨年と２年継続
して新型コロナウイルス対応特別支援事業への
寄付を行っております。
　定期総会や地区懇談会には、小林理事長をはじ
め、島袋学長、各学部長や大学の先生方も出席い
ただいております。会員の皆様が特に関心をお持
ちの各学部説明会、就職相談会も大学の協力を得
て同日に開催しております。コロナ感染症の先行
きはわかりませんが、今年度は６月に東京で定期
総会、７月に静岡市で地区懇談会、10月に広島市
で地区懇談会の開催を予定しております。是非こ
の行事をご活用され、大学の先生方とお話する機
会をもち、心配事や不安に思われていることを
伺ってみてください。もしかしたら、お子様の
知らない一面がわかるかもしれません。
　北里大学PPAの活動は、皆様からお預かりし
た会費を元に行っております。保護者ならでは
の視点をもって、学習環境の改善や高度の専門
領域での知識と幅広い教養を身にまとえるよう
な支援を行ってまいりたいと思います。
　最後ではございますが、会員の皆様お一人お
一人がコロナ感染症に罹患されることなく、ご
健康で穏やかな毎日をお過ごしになり、また、
18歳から成人となるお子様方が、北里大学での
勉学に励まれる学生生活の中で、一つでも多く
の知識や教養を身につけ、ひと回り大きく成長
し、実りある将来につながることを心より祈念
するとともに、北里大学PPAの活動へのご理解
とご支援を賜りますことをお願い申し上げ、ご
挨拶とさせていただきます。

5

新年度を迎えて

　新入生のご家族の皆様、このたびはお子様のご
入学、誠におめでとうございます。心よりお慶び
申し上げます。
　薬学部は1964年に設立され、薬剤師の養成を目
的とする薬学科（６年制）と薬学の知識・技能を
基盤として社会で活躍できる研究者・技術者の養
成を目的とする生命創薬科学科（４年制）の２学
科からなります。　
　薬学科は、薬剤師として必要な基礎知識と臨床
での実践能力を培うカリキュラムを展開するとと
もに、初年次から医療人としての人間形成に重点
をおいた授業を実施しています。生命創薬科学科
では、社会科学系の科目から臨床薬学を含む薬学
専門科目まで幅広い領域にまたがるカリキュラム
が編成されています。大学院薬学研究科では、最
新の知識と技術を学び、広い視野を持って、さま
ざまな分野で活躍する人材を育成するための教
育・研究体制が整えられています。
　また、白金キャンパスには、薬学部のほか、北
里研究所病院、東洋医学総合研究所並びに大村智
記念研究所があり、「基礎と臨床」をつなぐ教
育・研究が進められ、なかでも、東洋医学総合研
究所と連携して実施される「漢方医薬学履修プロ
グラム」は、全国的にも高く評価された特色ある
教育となっています。
　私たちは、コロナ禍においても、感染状況に応
じて柔軟に対面授業とオンライン授業とを適切に
組み合わせ、薬学を学ぶ上で必要な知識・技能・
態度を身につけられるよう工夫しています。ま
た、2022年度からは、教員と学生との面談機会を
増やし、個別の学習支援を強化する予定です。
　保護者の皆様におかれましては、本学部の教
育・研究の推進とさらなる発展に、なお一層のご
支援とご協力を賜りますよう、どうぞ宜しくお願
い申し上げます。

　新入生のご家族の皆様、お子様のご入学を心よ
りお慶び申し上げます。
　獣医学部は、1966年に青森県十和田市に設立さ
れました。食糧生産増大という時代の要請に沿っ
て発足した畜産学部（畜産学科、獣医学科）は、
1981年に畜産土木工学科を増設、2000年には獣医
学部（獣医学科、動物資源科学科、生物環境科学
科）に改組して今日に至っています。
　獣医学部は、東京ドーム8.3個分の十和田キャン
パスに、教育研究施設、動物病院、フィールドサ
イエンスセンター（FSC）十和田農場、図書館、
多目的体育館、夜間照明付グランド・テニスコー
ト、馬術部廐舎・馬場等を配し、北海道のFSC八
雲牧場（350ha）では北里八雲牛（肉牛）を生産し
ています。これらの施設を活用して、獣医学科で
は実践的獣医師を養成し、動物資源科学科では、
医科実験動物学、動物介在療法、食の安全、生殖
補助医療の分野で成果を上げています。生物環境
科学科では、日本技術者教育認定機構（JABEE）
認定教育プログラム「環境修復コース」により高
い就職率を達成しています。
　さらに大学院獣医学系研究科では、充実した研
究施設で卓越した指導者に教育を受けた多くの大
学院修了生（留学生を含む）が、国際的に活躍す
る研究者として巣立っています。当研究科では学
生の経済的支援や就職支援にも力を入れておりま
すので、研究者を目指す学生さんは、当研究科へ
の進学を是非ご検討ください。
　十和田キャンパスではほとんどの在学生が自宅
外通学ですが、多くの教職員が在学生の学生生活
や就職活動等をサポートしますのでご安心くださ
い。新入生の皆様が有意義な学生生活を送られま
すことを祈念し、お祝いのご挨拶と致します。

薬学部長
大学院薬学研究科長
岡田 信彦

獣医学部長
大学院獣医学系
研究科長
上野 俊治
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が編成されています。大学院薬学研究科では、最
新の知識と技術を学び、広い視野を持って、さま
ざまな分野で活躍する人材を育成するための教
育・研究体制が整えられています。
　また、白金キャンパスには、薬学部のほか、北
里研究所病院、東洋医学総合研究所並びに大村智
記念研究所があり、「基礎と臨床」をつなぐ教
育・研究が進められ、なかでも、東洋医学総合研
究所と連携して実施される「漢方医薬学履修プロ
グラム」は、全国的にも高く評価された特色ある
教育となっています。
　私たちは、コロナ禍においても、感染状況に応
じて柔軟に対面授業とオンライン授業とを適切に
組み合わせ、薬学を学ぶ上で必要な知識・技能・
態度を身につけられるよう工夫しています。ま
た、2022年度からは、教員と学生との面談機会を
増やし、個別の学習支援を強化する予定です。
　保護者の皆様におかれましては、本学部の教
育・研究の推進とさらなる発展に、なお一層のご
支援とご協力を賜りますよう、どうぞ宜しくお願
い申し上げます。

　新入生のご家族の皆様、お子様のご入学を心よ
りお慶び申し上げます。
　獣医学部は、1966年に青森県十和田市に設立さ
れました。食糧生産増大という時代の要請に沿っ
て発足した畜産学部（畜産学科、獣医学科）は、
1981年に畜産土木工学科を増設、2000年には獣医
学部（獣医学科、動物資源科学科、生物環境科学
科）に改組して今日に至っています。
　獣医学部は、東京ドーム8.3個分の十和田キャン
パスに、教育研究施設、動物病院、フィールドサ
イエンスセンター（FSC）十和田農場、図書館、
多目的体育館、夜間照明付グランド・テニスコー
ト、馬術部廐舎・馬場等を配し、北海道のFSC八
雲牧場（350ha）では北里八雲牛（肉牛）を生産し
ています。これらの施設を活用して、獣医学科で
は実践的獣医師を養成し、動物資源科学科では、
医科実験動物学、動物介在療法、食の安全、生殖
補助医療の分野で成果を上げています。生物環境
科学科では、日本技術者教育認定機構（JABEE）
認定教育プログラム「環境修復コース」により高
い就職率を達成しています。
　さらに大学院獣医学系研究科では、充実した研
究施設で卓越した指導者に教育を受けた多くの大
学院修了生（留学生を含む）が、国際的に活躍す
る研究者として巣立っています。当研究科では学
生の経済的支援や就職支援にも力を入れておりま
すので、研究者を目指す学生さんは、当研究科へ
の進学を是非ご検討ください。
　十和田キャンパスではほとんどの在学生が自宅
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い。新入生の皆様が有意義な学生生活を送られま
すことを祈念し、お祝いのご挨拶と致します。

薬学部長
大学院薬学研究科長
岡田 信彦

獣医学部長
大学院獣医学系
研究科長
上野 俊治
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新年度を迎えて

　新入生の保護者の皆様、お子様のご入学、誠に
おめでとうございます。心よりお慶び申し上げます。
　医学部は、2020年度に創立50周年を迎えまし
た。この50年目の節目の年に新型コロナ感染症の
パンデミックが始まり、教育の現場にも大きな影
響を与えました。当初はビフォーコロナに戻る日
を待ちわびていましたが、現在はウイズコロナを
受入れ、さらにアフターコロナを見据えながら進
化しています。医学部のミッションはプロフェッ
ショナリズムと自律的な自己研鑽能力を備えた良
き医師を育成することですが、コロナ禍で対面教
育が制限され、オンライン教育の併用など学生は
自律的な学習をせざるを得ない状況になっていま
す。また、４年次後半から臨床実習が始まります
が、臨床実習では学生を感染から守ること、無徴
候性感染学生が病院にウイルスを持込むことの２
つの観点からの対策が必要です。そこで、連日の
体温測定と週２回のPCR検査を実施し、このルー
ルを遵守しない学生はアンプロフェッショナルと
して厳しく対処し、プロフェッショナリズムの涵
養にも努めています。
　2022年度、医学部は医学教育分野別評価を受審
致します。ここ数年、臨床実習を４年次後半から
開始し、白衣授与式の後にStudent Doctorとして
臨床の現場に送り出すなど国際基準に合致した医
学教育への改革を実施してきました。秋の受審を
楽しみにしています。また、50周年記念事業の一
つである医学部校舎の建替えの工事も始まる予定
です。2024年には約30,000㎡、６階建での校舎が
完成予定です。趣旨にご賛同いただき、ご寄付を
賜りました多くのPPA会員の皆様方にこの場をお
借りして心から御礼申し上げます。今後も時代の
変化に適応できる良き医師を育成していくため
に、PPA会員の皆様のご理解とご支援をよろしく
お願い致します。

医学部長 
浅利 靖

海洋生命科学部長
大学院海洋生命科学
研究科長
菅野 信弘

　PPA会員の保護者の皆様、お子様のご入学、ご
進学、ならびにご進級おめでとうございます。海
洋生命科学部教職員を代表して心よりお慶び申し
上げます。
　東日本大震災により、教育・研究の拠点を岩手県
の三陸キャンパスから相模原キャンパスに移して
11年が経過しました。キャンパス移転により教育・
研究を取り巻く環境と状況は大きく変化しました
が、学部・研究科では、一貫して「生命科学の視点
から海洋生物を考える」という特色ある理念の下
に最先端の研究を展開し、これらを質の高い教育
の提供に繋げることに努めています。このために
相模原キャンパスMB号館を中核に据えたソフト・
ハード両面での環境整備を進めるとともに、2016
年に三陸キャンパスに設置した学部附属の三陸臨海
教育研究センター（https://www.kitasato-u.ac.jp/mb/
sanriku/）についても、フィールド教育・研究拠
点、共同研究拠点、また、社会連携拠点として充
分な機能を持たせるべく整備を図っています。
　新型コロナウイルス感染症により教育・研究の
現場は未だに少なからず影響を受けていますが、
学部では対面による講義・実験の実施を基本と
し、オンライン授業、きめ細やかな補講体制等に
より柔軟に対応することによって教育の質を確保
していきたいと考えています。保護者の皆様に
あっても、本方針をご理解いただき、ご協力いた
だけますようお願いいたします。
　学部では、2022年度に日本技術者教育認定機構
（JABEE）の継続認定審査を受審する予定です。
また、学部創立50周年の記念事業として記念誌の
発刊、記念式典・講演会の開催（秋頃を予定して
いますが、新型コロナウイルス感染症の状況によ
ります。）に向けて準備を進めています。保護者の
皆様には、これらの事業の推進ならびに当学部の
発展のために、ご理解と厚いご支援を賜れば有り
難く、よろしくお願い申し上げます（https://www.
kitasato-u.ac.jp/mb/about/50th.html）。
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新年度を迎えて

　新入生の皆様、並びに保護者の皆様、ご入学お
めでとうございます。心よりお慶び申し上げます。
終息の見通しが立たないコロナ禍の中で受験に臨
まれ、さぞかしご苦労があったことと存じます。
　北里大学看護学部は1986年に開設され、今年度
で37年目を迎えます。また、大学院看護学研究科
は開設33年目になります。これまでに送り出した
卒業生・大学院修了生は、看護師や助産師、ある
いは保健師として専門性を生かした活動を行って
います。認定看護師や専門看護師の資格をもち、
リーダー的存在となっている者、教育研究機関に
おいて看護学の教育者・研究者になった者も少な
くありません。
　本学部の教育の強みは、隣接する北里大学病院
で実習を行えることで、そこで勤務する本学部の
卒業生や修了生から指導を受ける環境が整ってい
ます。北里大学病院は高度先進医療を提供する特
定機能病院で、実習には申し分ない施設です。
本学部のカリキュラムは、幅広い教養を身につけ
た看護師・保健師・助産師、養護教諭となれるよ
う、人間形成に必要な授業科目、国家資格取得の
ための知識と看護実践能力を高められるような講
義、演習及び実習で構成されています。また、ノ
ルウェーのインランドノルウェー応用科学大学、
カナダのマックマスター大学、米国のカリフォル
ニア大学ロサンゼルス校、モンゴル国立医科大学
の４大学と学術・文化交流を行い、グローバルな
視点から看護を学ぶことができる環境を構築して
います。
　北里大学看護学部は、日本でも有数の歴史をも
つ、４年制の看護学教育のパイオニアです。新し
くPPA会員となられた皆様におかれましては、本
学部の教育にご理解をいただき、より一層のご協
力とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し
上げます。

看護学部長
大学院看護学研究科長
松谷 伸二

　この度、新しくPPAの会員になられました保護
者の皆様、お子様のご入学おめでとうございま
す。今般、内外で感染症が猛威を振るうなか、見
事に受験を乗り越えられたお子様方と、それを支
えられたご父母、ご家族の皆々様方のご尽力に敬
意を表すとともに、理学部を代表して心よりお慶
び申し上げます。
　北里大学理学部は、1962年の北里大学開学と同
時に開設された衛生学部化学科を前身とします。
これに1988年衛生学部生物科学科が増設され、後
の1994年の衛生学部改組の際に物理学科が新たに
加わり、物理、化学、生物科学の３学科を擁する
新学部として理学部が発足し、28年を経て現在に
至っています。前身の２学科をあわせると、これ
までに8,600余名の卒業生を社会に送り出してきま
した。また、1988年にはより高度な知識と技能・
行動力を有する人材の育成を目標として、大学院
基礎生命科学研究科（現在の理学研究科）が発足
しています。
　さて、『理学』とは、数理や原子・分子などの
微少なものから、物質、生命さらには宇宙に至る
までの広大無辺の自然の仕組み(真理)を解明する学
問です。理学部では、１～３年次は専門の講義、
実験、演習を主に行い、４年次でそれまで蓄えた
知識と手法を基盤に卒業研究に取り組み、自ら考
え行動することによって『知る』方法を学びま
す。このような過程から習得した、物事の本質を
見抜きそれをもとに論理的に思考し行動する能力
は、今日のような変化の激しい時代に最も必要と
されるものなのです。
　今回、保護者の皆様は新しく本学PPA会員とな
られました。これまでにPPAからは、学生の福利
厚生施設の整備及び学習・課外活動の支援、各種
奨学金制度の充実などで多大のご支援をいただい
てまいりました。これに深く感謝申し上げるとと
もに、どうぞこれからも変わらぬご支援のほど、
宜しくお願い申し上げます。

理学部長
大学院理学研究科長
真崎 康博
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者の皆様、お子様のご入学おめでとうございま
す。今般、内外で感染症が猛威を振るうなか、見
事に受験を乗り越えられたお子様方と、それを支
えられたご父母、ご家族の皆々様方のご尽力に敬
意を表すとともに、理学部を代表して心よりお慶
び申し上げます。
　北里大学理学部は、1962年の北里大学開学と同
時に開設された衛生学部化学科を前身とします。
これに1988年衛生学部生物科学科が増設され、後
の1994年の衛生学部改組の際に物理学科が新たに
加わり、物理、化学、生物科学の３学科を擁する
新学部として理学部が発足し、28年を経て現在に
至っています。前身の２学科をあわせると、これ
までに8,600余名の卒業生を社会に送り出してきま
した。また、1988年にはより高度な知識と技能・
行動力を有する人材の育成を目標として、大学院
基礎生命科学研究科（現在の理学研究科）が発足
しています。
　さて、『理学』とは、数理や原子・分子などの
微少なものから、物質、生命さらには宇宙に至る
までの広大無辺の自然の仕組み(真理)を解明する学
問です。理学部では、１～３年次は専門の講義、
実験、演習を主に行い、４年次でそれまで蓄えた
知識と手法を基盤に卒業研究に取り組み、自ら考
え行動することによって『知る』方法を学びま
す。このような過程から習得した、物事の本質を
見抜きそれをもとに論理的に思考し行動する能力
は、今日のような変化の激しい時代に最も必要と
されるものなのです。
　今回、保護者の皆様は新しく本学PPA会員とな
られました。これまでにPPAからは、学生の福利
厚生施設の整備及び学習・課外活動の支援、各種
奨学金制度の充実などで多大のご支援をいただい
てまいりました。これに深く感謝申し上げるとと
もに、どうぞこれからも変わらぬご支援のほど、
宜しくお願い申し上げます。

理学部長
大学院理学研究科長
真崎 康博
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新年度を迎えて

　新たにPPAの会員になられた皆様、お子様のご
入学おめでとうございます。心よりお祝い申し上
げます。
　一般教育部は、大学での授業科目を構成する一般教
育科目と専門教育科目のうちの、前者を担当する教員
組織です。このような組織を残している大学は珍し
く、本学の特色の１つです。
 新入生の皆さんは、４月から本学の学生として、４
年間または６年間の大学生活を始めます。そこでは自
ら主体的に判断し行動する「自律」が求められます。
しかしそれは大学生活の中で身に付けていくべき能力
であり、新入生を何の支援もないまま、いきなり学習
の場に放り出すことではありません。本学では、「ク
ラス制度」、「学習サポートセンター」、「大学基礎
演習」などの手厚い支援体制を用意しています。
　新型コロナウィルスの今後の影響は、現時点では予
測困難となっています。一般教育部は今年度も「対面
授業と遠隔授業の併用」の基本方針で臨みます。対面
授業においては学内感染を起こさないよう、遠隔授業
においては教育効果を損なわないよう、万全をつくし
ます。大学生活に彩りを与える課外活動においても、
現状においては種々の制限は避けられませんが、でき
る限りの活動ができるよう支援しますので、積極的な
参加を期待します。
　大学における一般教育科目の意義についても述べさ
せていただきます。第一には、専門教育科目を学ぶた
めの基礎的な学力を培う、ということがありますがそ
れだけではありません。学生の皆さんは卒業後に現代
の日本で、あるいは海外で、人間を相手に仕事をしま
す。そのため、歴史・社会・人間・文化といったもの
への洞察力を養うことは将来良い仕事をする上で非常
に大切です。私たち一般教育部の教員はそう信じて、
これらの科目に力を入れております。
　保護者の皆様におかれましては、本学の、そして一
般教育部のこのような取組にご理解とご支援を賜りた
く、よろしくお願い申し上げます。

　北里大学医療衛生学部は、学祖北里柴三郎が1914年
に創設した日本初の私立伝染病研究所である「北里研
究所」の創立50周年を記念して、1962年に作られた北
里大学衛生学部を前身とする歴史ある学部です。その
後、医療社会のニーズに対応するため改組を実施し、
現在は４学科６専攻で在籍学生数1,700名を誇り、卒業
生はわが国の医療技術・健康分野のトップリーダーと
して広く社会に貢献しています。
　このような経緯で生まれた医療衛生学部は、学祖北
里柴三郎が生涯をかけて貫いた「予防医学」を礎とし
ています。学祖の志を教養教育の中でしっかり学んだ
うえで、疾病の発生を未然に防ぐ《１次予防》を保健
衛生学科で、疾病の早期発見を目的とする《２次予
防》を医療検査学科・医療工学科で、そして疾病から
の社会復帰を目指す《３次予防》をリハビリテーショ
ン学科で、それぞれ高度な知識と技術を最新の設備を
用いて習得します。
　医療衛生学部は、1997年より学術国際交流として、 
トーマスジェファーソン大学と提携を始め、これまで
に84名を受け入れ、102名を派遣し、双方の大学の強
固な信頼関係の上に、貴重な教育体験・文化交流を経
て、参加した学生の人生の大きな糧となっています。
この取り組みは、今年度から学術国際交流として単位
化され、さらなる発展が期待されます。併せて、医療
衛生学部で開始した国際チーム医療演習は、2018年度
より全学的な取り組みとして発展しています。
　また、医療衛生学部はその長い歴史から、多くの卒
業生が医療機関や企業等で活躍しており、学部同窓会
との強い連携の中で、毎年高い就職率を維持している
ことも大きな財産のひとつです。
　学祖北里柴三郎は、生涯において微生物学の研究に
没頭し、予防医学の発展を通して「命を支える杖とし
て」社会に貢献したいという強い意欲がありました。医
療衛生学部では教職員が一体となり、皆さんへの渾身の
サポートを惜しみません。「学祖の精神」を心に留め、
豊かな人間性と教養を育みながら、充実した学生生活を
送り、社会へ強く羽ばたくことを切に願っております。

医療衛生学部学部長 
北里 英郎

一般教育部長
江川 徹
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新年度を迎えて

　大学院感染制御科学府に進学されました学生諸君
並びに保護者の皆様、誠におめでとうございます。2022
年度は修士課程22名の新入学生をお迎えします。
　新型コロナ感染が蔓延して２年が経ち、世界が
感染症の脅威で大きく変わってきております。
　大村智記念研究所（大村研）と大学院感染制御科
学府（学府）は、1914年に日本の「近代医学の祖」
である学祖北里柴三郎博士が設立された北里研究
所を受け継いだ直系の研究・教育組織で、北里博士
の理念である「研究を世の中のために役立てる」と
いう伝統を継承し、感染症を制圧するための基礎
研究や開発研究を行いながら、次世代の研究者な
らびに教育者を育成しています。こうして感染症
制圧に一貫して取り組んできた中で、初代学府長
を務められた大村智特別栄誉教授が、抗寄生虫薬
エバーメクチンの発見とイベルメクチンの創製で
2015年にノーベル生理学・医学賞を受賞されました。
　大村研では、新型コロナを始め病原体の感染機構
や病原性の発現メカニズムの解析、標的分子の解
明と治療薬の創製など、感染制御に関する多彩な
研究を行っております。また学府では、問題解決
型の研究姿勢と広い視野をもつ研究者の育成を目
標として、大村研を研究現場とした研究と教育の
相互乗入れシステムを取っています。学府生は講
義で専門分野や関連分野の専門知識を学ぶだけで
なく、大村研の研究に参画することで、研究ノウ
ハウや世界の最先端技術を習得していきます。
　今後も、北里研究所の輝かしい伝統と恩師大村
博士の業績を継承しさらに発展させ、北里大学の
ブランディングの一つである『感染制御』に特化
した基礎研究とさらに治療薬創製にまで展開させ
てまいります。また、その研究過程で、次世代を
担う一流の人材育成をこれまで以上に取り組んで
まいります。北里博士、大村博士に続くさらなる
飛躍を目指して、学府で学び共に感染症制圧の研
究に共に邁進しましょう。私達教職員は全力でサ
ポートします。

大学院感染制御科
学府長
大村智記念研究所長
砂塚 敏明

　大学院医療系研究科に進学された学生諸君並びに保
護者の皆様、誠におめでとうございます。2022年度は
医科学専攻（修士課程）77名(１年次)、および医学専
攻（博士課程）28名（同）の新入学生をお迎えします。
　特色ある教育・研究：本研究科は医学部と医療衛生
学部を基礎学部とする大学院として、1998年に設立さ
れました。先端的医学研究者、高度医療専門家、医育
機関における優れた教育者などを育成することを基本
理念としています。これまでに多くの学位取得者を輩
出し、様々な医学・医療分野で活躍されています。一
般研究費やプロジェクト研究費を提供するなど手厚い
支援を行い、充実した研究振興を図っています。
　新しい社会的要請へ対応：多数の特論を開設してお
り、自由度の高い単位取得制度を保証しているのが大
きな特徴です。専門職を目指す専門大学院コースとし
て医学物理士養成コース、臨床心理学コース（公認心
理師カリキュラム対応）、がん個別化医療専門医養成
コースがあります。
　知的財産、北里ブランド力の収実化：産官学連携、
医工連携を進めつつ、共通教育科目としてヘルスケア
ビジネスも好評で、すでに多くの学生が受講されまし
た。アントレプレナー教育を行い、社会実装化・事業
化へ繋げ、社会貢献への道筋を提供しています。
　国際化推進：10機関との国際交流協定や国際化推進
事業支援制度を活かし、在学中の海外留学や、学位取
得後も協定締結機関への博士研究員としての留学の道
を支援しています。
　ブランディング：北里大学は、学祖・北里柴三郎先
生、2015年にノーベル生理学・医学賞を受賞された特
別栄誉教授の大村智先生を戴いております。また、本
研究科には、すでに多くのハイレベルな大学院教員、
多くの素晴らしい先端的研究の業績があります。
　一昨年からはコロナ禍の影響が全世界に大きく及ん
でおりますが、本研究科では建学の精神である「不撓
不屈」を持って対応し、取り組んでおります。学生諸
君は、大きな希望を胸に、日本全国そして世界へと大
きく羽搏いていく第一歩を踏み出して頂きたく存じま
す。保護者の皆様におかれましては、引き続きお子様
を様々な面からご支援賜りますよう心よりお願い申し
上げます。

大学院医療系研究科長
高平 尚伸
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新年度を迎えて

　新たにPPAの会員になられた皆様、お子様のご
入学おめでとうございます。心よりお祝い申し上
げます。
　一般教育部は、大学での授業科目を構成する一般教
育科目と専門教育科目のうちの、前者を担当する教員
組織です。このような組織を残している大学は珍し
く、本学の特色の１つです。
 新入生の皆さんは、４月から本学の学生として、４
年間または６年間の大学生活を始めます。そこでは自
ら主体的に判断し行動する「自律」が求められます。
しかしそれは大学生活の中で身に付けていくべき能力
であり、新入生を何の支援もないまま、いきなり学習
の場に放り出すことではありません。本学では、「ク
ラス制度」、「学習サポートセンター」、「大学基礎
演習」などの手厚い支援体制を用意しています。
　新型コロナウィルスの今後の影響は、現時点では予
測困難となっています。一般教育部は今年度も「対面
授業と遠隔授業の併用」の基本方針で臨みます。対面
授業においては学内感染を起こさないよう、遠隔授業
においては教育効果を損なわないよう、万全をつくし
ます。大学生活に彩りを与える課外活動においても、
現状においては種々の制限は避けられませんが、でき
る限りの活動ができるよう支援しますので、積極的な
参加を期待します。
　大学における一般教育科目の意義についても述べさ
せていただきます。第一には、専門教育科目を学ぶた
めの基礎的な学力を培う、ということがありますがそ
れだけではありません。学生の皆さんは卒業後に現代
の日本で、あるいは海外で、人間を相手に仕事をしま
す。そのため、歴史・社会・人間・文化といったもの
への洞察力を養うことは将来良い仕事をする上で非常
に大切です。私たち一般教育部の教員はそう信じて、
これらの科目に力を入れております。
　保護者の皆様におかれましては、本学の、そして一
般教育部のこのような取組にご理解とご支援を賜りた
く、よろしくお願い申し上げます。

　北里大学医療衛生学部は、学祖北里柴三郎が1914年
に創設した日本初の私立伝染病研究所である「北里研
究所」の創立50周年を記念して、1962年に作られた北
里大学衛生学部を前身とする歴史ある学部です。その
後、医療社会のニーズに対応するため改組を実施し、
現在は４学科６専攻で在籍学生数1,700名を誇り、卒業
生はわが国の医療技術・健康分野のトップリーダーと
して広く社会に貢献しています。
　このような経緯で生まれた医療衛生学部は、学祖北
里柴三郎が生涯をかけて貫いた「予防医学」を礎とし
ています。学祖の志を教養教育の中でしっかり学んだ
うえで、疾病の発生を未然に防ぐ《１次予防》を保健
衛生学科で、疾病の早期発見を目的とする《２次予
防》を医療検査学科・医療工学科で、そして疾病から
の社会復帰を目指す《３次予防》をリハビリテーショ
ン学科で、それぞれ高度な知識と技術を最新の設備を
用いて習得します。
　医療衛生学部は、1997年より学術国際交流として、 
トーマスジェファーソン大学と提携を始め、これまで
に84名を受け入れ、102名を派遣し、双方の大学の強
固な信頼関係の上に、貴重な教育体験・文化交流を経
て、参加した学生の人生の大きな糧となっています。
この取り組みは、今年度から学術国際交流として単位
化され、さらなる発展が期待されます。併せて、医療
衛生学部で開始した国際チーム医療演習は、2018年度
より全学的な取り組みとして発展しています。
　また、医療衛生学部はその長い歴史から、多くの卒
業生が医療機関や企業等で活躍しており、学部同窓会
との強い連携の中で、毎年高い就職率を維持している
ことも大きな財産のひとつです。
　学祖北里柴三郎は、生涯において微生物学の研究に
没頭し、予防医学の発展を通して「命を支える杖とし
て」社会に貢献したいという強い意欲がありました。医
療衛生学部では教職員が一体となり、皆さんへの渾身の
サポートを惜しみません。「学祖の精神」を心に留め、
豊かな人間性と教養を育みながら、充実した学生生活を
送り、社会へ強く羽ばたくことを切に願っております。

医療衛生学部学部長 
北里 英郎

一般教育部長
江川 徹
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らびに教育者を育成しています。こうして感染症
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エバーメクチンの発見とイベルメクチンの創製で
2015年にノーベル生理学・医学賞を受賞されました。
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や病原性の発現メカニズムの解析、標的分子の解
明と治療薬の創製など、感染制御に関する多彩な
研究を行っております。また学府では、問題解決
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標として、大村研を研究現場とした研究と教育の
相互乗入れシステムを取っています。学府生は講
義で専門分野や関連分野の専門知識を学ぶだけで
なく、大村研の研究に参画することで、研究ノウ
ハウや世界の最先端技術を習得していきます。
　今後も、北里研究所の輝かしい伝統と恩師大村
博士の業績を継承しさらに発展させ、北里大学の
ブランディングの一つである『感染制御』に特化
した基礎研究とさらに治療薬創製にまで展開させ
てまいります。また、その研究過程で、次世代を
担う一流の人材育成をこれまで以上に取り組んで
まいります。北里博士、大村博士に続くさらなる
飛躍を目指して、学府で学び共に感染症制圧の研
究に共に邁進しましょう。私達教職員は全力でサ
ポートします。

大学院感染制御科
学府長
大村智記念研究所長
砂塚 敏明

　大学院医療系研究科に進学された学生諸君並びに保
護者の皆様、誠におめでとうございます。2022年度は
医科学専攻（修士課程）77名(１年次)、および医学専
攻（博士課程）28名（同）の新入学生をお迎えします。
　特色ある教育・研究：本研究科は医学部と医療衛生
学部を基礎学部とする大学院として、1998年に設立さ
れました。先端的医学研究者、高度医療専門家、医育
機関における優れた教育者などを育成することを基本
理念としています。これまでに多くの学位取得者を輩
出し、様々な医学・医療分野で活躍されています。一
般研究費やプロジェクト研究費を提供するなど手厚い
支援を行い、充実した研究振興を図っています。
　新しい社会的要請へ対応：多数の特論を開設してお
り、自由度の高い単位取得制度を保証しているのが大
きな特徴です。専門職を目指す専門大学院コースとし
て医学物理士養成コース、臨床心理学コース（公認心
理師カリキュラム対応）、がん個別化医療専門医養成
コースがあります。
　知的財産、北里ブランド力の収実化：産官学連携、
医工連携を進めつつ、共通教育科目としてヘルスケア
ビジネスも好評で、すでに多くの学生が受講されまし
た。アントレプレナー教育を行い、社会実装化・事業
化へ繋げ、社会貢献への道筋を提供しています。
　国際化推進：10機関との国際交流協定や国際化推進
事業支援制度を活かし、在学中の海外留学や、学位取
得後も協定締結機関への博士研究員としての留学の道
を支援しています。
　ブランディング：北里大学は、学祖・北里柴三郎先
生、2015年にノーベル生理学・医学賞を受賞された特
別栄誉教授の大村智先生を戴いております。また、本
研究科には、すでに多くのハイレベルな大学院教員、
多くの素晴らしい先端的研究の業績があります。
　一昨年からはコロナ禍の影響が全世界に大きく及ん
でおりますが、本研究科では建学の精神である「不撓
不屈」を持って対応し、取り組んでおります。学生諸
君は、大きな希望を胸に、日本全国そして世界へと大
きく羽搏いていく第一歩を踏み出して頂きたく存じま
す。保護者の皆様におかれましては、引き続きお子様
を様々な面からご支援賜りますよう心よりお願い申し
上げます。

大学院医療系研究科長
高平 尚伸
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　北里大学PPA会員の皆様、お子様の本学へのご入学を心からお祝
い申し上げます。これからの４年間もしくは６年間を北里大学で学
生生活を送ることで、お子様方のより良い将来を築き上げるための
叡智が磨き上げられることを確信しております。世界は過去２年以
上コロナ禍に苛まれ翻弄されて参りましたが、カリキュラムの特性
に従って、本学では感染防止策を徹底した上で、対面による講義や
実習を実施いたしました。これにより学生諸君は、少なからず人間
関係を学ぶことができたはずです。今年度も同じように行われま
す。本学の理念である「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。」の中の、「いのちを尊び」に通
じるこころを醸成することにもなるでしょう。
　北里大学は理念にもとづいて教育・研究活動を進めます。そのな
かで学生指導委員会は、学生と最前線で応対する教員ならびに職員
とともに、切磋琢磨のキャンパスライフを支援いたします。学生に
対して授業を通じて教養と高度な専門知識を授けることは教員に
とって第一義的に重要であります。さらに、各学部と教学センター
の事務室に設置されている学生課は奨学金の運用や課外活動のサ
ポートによって学生生活を豊かなものにして参ります。学生指導委
員会は学生課とともに一丸となって卒業まで学生を見守ります。一
連の活動にはPPAの皆様からのご支援により成立しているものもご
ざいます。以下に御礼方々紹介させていただきます。

　わが国で2020年1月に初めて確認された新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）は、2021年終盤から2022年にかけてオミクロン株が跋
扈しております。一昨年来、北里大学生としての自覚を促す行事の
入学式、学生生活の総仕上げである学位記授与式は取りやめ、ある
いは縮小して挙行せざるを得ない状況になっております。お子様の
晴れの姿をその場でご覧いただくことが叶わないことは全く不本意
でございます。
　コロナ禍は経済へも影響を及ぼしております。文部科学省は一昨
年と昨年、コロナ禍によって家計が悪化した学生の学費負担軽減制
度を実施しいたしました。これを受け、本学も家計収入が大幅に減
少した学生の学費減免を断行いたしました。一方で基準を満たさず
学費減免支援で不採用となってしまった学生にはPPAの皆様から頂
戴した、多大な経済的支援を充てることができました。お蔭様で
2021年度はコロナ禍で経済的負担を抱えた多くの学生に支援を行う
ことができました。

　2021年度は北里大学PPA貸与奨学生に７人、同給付奨学生に４人
を採用していただきました。貸与奨学金と給付奨学金の制度には、
本学で設けている制度に加えて、PPAの皆様からも資金の支援を仰

◆新型コロナウイルス感染症対策支援への御礼

◆PPA奨学金への御礼

◆ご入学のお祝い

◆福利厚生設備支援への御礼

◆課外活動支援への御礼

いでおります。北里大学貸与奨学金の使途は学位に充当することと
しております。PPA貸与奨学金は、それだけでは行き届かない普段
の生活にも充てることができるような制度にしていただいており
ます。
　PPA給付奨学金は本学給付奨学金と同様な運用とさせていただい
ており、学業優秀であり、経済的な困窮が認められる、２年次以上
の学生に給付する制度です。2021年度までの給付金額は年額学費の
1/2、ただし医学部学生については1/3としておりましたが、種々の
情勢を勘案し今年度から全学部において1/2とするように規程を改訂
いたしました。

　PPAの皆様からは、普段の学習環境向上のため福利厚生施設・設
備等に対しても毎年多大なご支援を頂戴しております。2021年度に
ついては相模原キャンパス（医学部、海洋生命科学部、看護学部、
理学部、医療衛生学部）、白金キャンパス（薬学部）、十和田キャ
ンパス（獣医学部）の全学部に加えて、相模原キャンパス教学セン
ターにもご支援をいただき、「大型の屋内用ポスター看板」「個人
学習ブース」「キャスター付汎用テーブル」「空気清浄機能付き加
湿器」「ノートパソコン」「両面ホーローホワイドボード」などを
購入していただきました。これらを学生の学習環境とキャンパスラ
イフの向上に役立てております。

　学生の課外活動にも支援を頂戴いたしました。相模原キャンパス
では北里会体育会・文化会共通事項として学内行事（球技大会・北
里祭）に使用する「ノートパソコン」、RHC（軽音楽部）には「ス
テージキーボード」や「ベースアンプキャビネット」など、吹奏楽
団には「ビブラフォン」と「マリンバ」をいただきました。各学部
の北里会団体については，獣医学部北里会の体育会に「バッティン
グケージ」、医学部北里会では準硬式野球部に「硬式ヘルメット」
など、バドミントン部に「シャトル」、水泳部に「ストロークメー
カー」など、サッカー部に「ゴールネット」など、そして海洋生命
科学部北里会では、潜水部に「重機材セット（レギュレーター）」
などを導入できました。部費やアルバイトなどで調達する個人の努
力だけでは調達の難しい高額な物品もありますので、学生諸君が大
いに助かっていることは間違いございません。

　学生は北里大学で将来を生き抜くための高度な専門性を修得しま
す。いのちを尊ぶこころを養う機会は、講義や実習など学業の場の
ほかにもあります。教室外で同級生以外の先輩や後輩、あるいは卒
業生との交流を通じて、共通の目的を達成するために挑む課外活動
がそれです。放課後のにぎわいはキャンパスの躍動を感じさせま
す。しかしコロナ禍の過去２年間、満足な活動ができておりませ
ん。緊急事態宣言の期間は課外活動を制限いたしました。2020年度
前半はオンライン授業が多く、そもそも登校すらできておりません
でした。2020年度と2021年度に入学した現在の３年次生と２年次生
はキャンパスライフを満喫できておりません。コロナ禍が１日も早
く終息して、新入生は大学生活を楽しみ、在学生は後れを挽回でき
ることを祈るばかりです。PPAの皆さまには北里大学での生活が有
意義なものとなるように、引き続きご指導ご鞭撻を賜りたくお願い
申し上げます。

副学長・学生指導委員長
高橋 明義

 

◆コロナ禍終息を期待して

新年度を迎えるにあたって
より良い未来のための
北里大学

たっと

北里大学
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　新会員の皆様、お子様のご入学おめでとうございます。４月から北
里大学のすべての学部の新入生が相模原キャンパスで新しいスタート
を切ります。新しい場所、そして新しい友人や教職員との人間関係な
ど、いろいろな環境が大きくかわります。また、大学生となって大人
の気分になる一方、学生としての若さ・未熟さもまだ残る年代でもあ
ります。すなわち、大学において学生は、学術的・専門的内容を学
び、高度な知識や技量を身に着けていきますが、それと同時に心身共
に成長していく非常に重要な時期を過ごしていきます。
　昨今は、皆様ご存知のごとく新型コロナウィルス感染症が全世界、
そして本邦全体を巻き込み、この原稿を書いている2月においても相
変わらず収束の気配を見せるどころか拡大傾向を示しています。当大
学も、一昨年から対面による入学式の中止、キャンパス入構制限、授
業のオンライン化など様々な変化を余儀無くされてきました。感染拡
大防止は極めて重要な事項ですが、同時にそのような状況は、大学
生、特に新入生にとっては、心身共に非常に大きな影響を及ぼすであ
ろうことは想像に難くありません。
　北里大学健康管理センター（以下センター）は、学生や教職員の健
康を維持・増進し、学生や教職員が心身（こころの健康・フィジカル
ヘルス）ともに健康で快適なキャンパスライフを送ることができるよ
うにサポートする大学の施設です。したがって、このコロナ禍におい
て、2年以上にわたり、少しでも学生支援に役に立つような方策を模
索してきました。センターの学生支援関連の部署には、保健室と学生
相談室があります。本稿では、毎年お示ししている通常の業務内容を
昨今の状況を含めてご紹介します。

■概略　先の見えない極めて不安定な感染状況の中、学生の悩みは従
来にも増して多様化してきています。学生相談室（以下相談室）は、
学生を対象とした個別カウンセリングを従来通り相談室（L２号館１
階）で行っています。相談室では、コロナ禍においても感染対策を徹
底しながら、対面、Zoom、電話による相談を受けています。この相
談形態については、学生一人一人の状況やニーズに対応していますの
で、予約の際にご希望をお知らせください。現在は、感染対策のた
め、急に相談室の窓口に来室することはお控えいただいており、相談
室ホームページ、お電話などでの予約をお願いしています。  
■学生相談 学生時代には、様々な悩みに遭遇します。進路や学業に関
する悩み、友人等との人間関係に関する悩み、アイデンティティに関
する悩み、精神健康上の悩み、経済的問題など様々です。これらの悩
みに基づく心理的な問題の相談に応じるのが相談室です。近年、社会
の変化がとても早くそして多様になり、それに伴い種々のストレスも
多く、学生相談は不可欠となっています。相談室には専任３名と非常
勤4名の計７名のカウンセラーが勤務しており、学生生活におけるい
ろいろな相談に応じています。平日は９時00分から17時30分まで（受
付は17時まで）、土曜日は奇数週のみ９時から12時30分まで（予約が
無い時あるいは緊急事態宣言が発出された際には閉室）です。 
　どんなことでも気軽にご相談いただけますので、お子様が何か心配
事を抱えているような場合には、相談室の利用をお勧めください。ま
た、学生に関することであれば、ご家族からのご相談にも応じていま
すので、どうぞご利用ください。
■心理教育の観点からの相談室の様々な催し　本来、相談室が行って
いる活動は、上記の個別相談だけではありません。以前から、心理教
育の面から学生の成長を促し，サポートする様々な活動としてランチ
グループ、コミュニケーション・スタディ・グループ、ヨガ体験、マ
インドフルネス体験、コラージュ体験などを行ってきました。以上の
活動は、感染防止に注意しながら、対面で行えるものは対面で、オン
ライン化できるものはオンラインで行っています。対面の活動は、主に
臨床教育研究棟（IPE棟）１階の相談室多目的ルームで行っています。
学部の掲示板、相談室のホームページなどに案内を載せていますの
で、ぜひご活用・ご利用ください。

■概略　保健室は、大学病院本館の裏手，そして医学部棟の正面にあ
るIPE棟にあります。平日は８時30分から16時30分まで（土曜日は奇
数週のみ、12時00分まで）開室しています。保健師による健康相談
や、保健室専任医師による健康相談・保健指導を行っています。ま
た、８名の校医が健康相談や健康診断時の結果判定を専門的立場から
行っています。より専門的な診断治療が必要な場合は、随時、近隣医
療機関や大学病院の専門外来等に紹介します。保健室の利用の際にも
感染防止の観点から、急に来室することは避けていただき、事前にお
電話でご連絡いただいています。
　学生の健康管理には専用のコンピューターシステムを用いて、健康
診断等のデータの管理が正確かつ迅速に行えるようにしています。こ
のデータは、個人情報の保護を十分配慮して管理しています。また、
他キャンパスとも連携を図り、継続した健康管理を行っています。健
康診断書等の発行も内容を十分に吟味した上で行っています。
■保健室利用の注意点　保健室を利用される場合には、学生証を持参す
るようにしてください。また、必要に応じ医療機関に紹介する場合があ
るので、健康保険証も常時携帯するようにご配慮をお願いいたします。
■定期健康診断　例年４月には学校保健安全法に基づく定期健康診断
を行い、学生が健康で安全な学生生活を送れるように健康状態を
チェックしています。ただし、感染の状況によっては時期が異なる場
合があります（一昨年度は８月に行いました）。定期健康診断では、
毎年胸部エックス線検査を施行し、結核をはじめとする感染症やその
他の疾患の早期発見に努めます。この定期健康診断を受けていない
と、実習や宿泊を伴うクラブ活動などを行えないことがあります。必
ず受けるようにしてください。
■ワクチン接種　麻しん（はしか）、風しん（三日ばしか）、水痘
（みずぼうそう）、流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）のワクチンを未
接種で、かつ罹患したことがない方には、それらの予防接種を入学前
に行うことを強く勧奨しています。これらの疾患に罹患しないためにも、
さらに集団感染防止のためにも、入学前に必要な予防接種を必ず行っ
てください。さらに、医療系学部の学生は、必要な予防接種を行って
いないと病院実習などに参加できなくなる場合が多々あります。入学
後に感染症のウイルス抗体価の検査を行い、その結果、免疫力が充分
ではない学生には、再度予防接種を勧奨することもありますが、一方、
昨今は感染防御の観点から、ワクチンを何回接種したかどうかが重要
な点になります。したがって、今までの、そしてこれからのワクチン
接種歴を母子手帳などで各自できちんと確認・記録するようにし、接
種歴を求められた場合にはきちんと提出できるようにしてください。
　なお、病院実習を行う学部の学生に対しては、B型肝炎やインフル
エンザの予防接種を相模原キャンパスにて施行しています。

　各キャンパスにも保健室および学生相談室があります。相模原キャ
ンパスの主任校医・保健師・カウンセラーが各キャンパスに年１～２
回出張し、その場所の保健室・学生相談室との意見交換や学生指導担
当の教職員に対するコンサルテーション等を実施し、各キャンパスと
の連携を図っています。お子様が相模原キャンパスから当該学部に移
動した際には、白金、十和田それぞれのキャンパスにおいても保健室
および学生相談室による継続したサポートが得られます。

　お手元にこの文章が届く頃には、相変わらず新型コロナウィルス感
染症は終息どころか収束にも至っていないことが予想されます。収束
の兆しが見えていたとしても油断はできません。そのため、各自がご
自身のため、周囲のため感染防止に努めていただきたいと考えていま
す。具体的には、マスクの着用（登下校時にはマスクの着用を義務付
けていますし、少なくとも会話時にはマスクは必須です）、同居して
いる人以外と会食しない、会食時には会話を避ける、そして頻回の手
洗いなどです。これらは窮屈な行動にはなりますが、近い将来に有意
義なキャンパスライフを送るためにもぜひお一人お一人が守ってほし
いことであります。
　なお、インターネットホームページにもセンターの利用方法等を掲載し
ています。ぜひ、センター保健室・学生相談室を有効にご活用ください。

北里大学健康管理センター長
守屋 達美

 

Ⅰ.センター学生相談室

Ⅱ. センター保健室

Ⅲ.各キャンパスとの連携

Ⅳ.その他̶感染症拡大防止のために

健康管理センター相模原キャンパス
保　健　室：IPE棟１階（電話042-778-7607）
学生相談室：L２号館１階およびIPE棟１階（電話042-778-9732）
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　北里大学PPA会員の皆様、お子様の本学へのご入学を心からお祝
い申し上げます。これからの４年間もしくは６年間を北里大学で学
生生活を送ることで、お子様方のより良い将来を築き上げるための
叡智が磨き上げられることを確信しております。世界は過去２年以
上コロナ禍に苛まれ翻弄されて参りましたが、カリキュラムの特性
に従って、本学では感染防止策を徹底した上で、対面による講義や
実習を実施いたしました。これにより学生諸君は、少なからず人間
関係を学ぶことができたはずです。今年度も同じように行われま
す。本学の理念である「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。」の中の、「いのちを尊び」に通
じるこころを醸成することにもなるでしょう。
　北里大学は理念にもとづいて教育・研究活動を進めます。そのな
かで学生指導委員会は、学生と最前線で応対する教員ならびに職員
とともに、切磋琢磨のキャンパスライフを支援いたします。学生に
対して授業を通じて教養と高度な専門知識を授けることは教員に
とって第一義的に重要であります。さらに、各学部と教学センター
の事務室に設置されている学生課は奨学金の運用や課外活動のサ
ポートによって学生生活を豊かなものにして参ります。学生指導委
員会は学生課とともに一丸となって卒業まで学生を見守ります。一
連の活動にはPPAの皆様からのご支援により成立しているものもご
ざいます。以下に御礼方々紹介させていただきます。

　わが国で2020年1月に初めて確認された新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）は、2021年終盤から2022年にかけてオミクロン株が跋
扈しております。一昨年来、北里大学生としての自覚を促す行事の
入学式、学生生活の総仕上げである学位記授与式は取りやめ、ある
いは縮小して挙行せざるを得ない状況になっております。お子様の
晴れの姿をその場でご覧いただくことが叶わないことは全く不本意
でございます。
　コロナ禍は経済へも影響を及ぼしております。文部科学省は一昨
年と昨年、コロナ禍によって家計が悪化した学生の学費負担軽減制
度を実施しいたしました。これを受け、本学も家計収入が大幅に減
少した学生の学費減免を断行いたしました。一方で基準を満たさず
学費減免支援で不採用となってしまった学生にはPPAの皆様から頂
戴した、多大な経済的支援を充てることができました。お蔭様で
2021年度はコロナ禍で経済的負担を抱えた多くの学生に支援を行う
ことができました。

　2021年度は北里大学PPA貸与奨学生に７人、同給付奨学生に４人
を採用していただきました。貸与奨学金と給付奨学金の制度には、
本学で設けている制度に加えて、PPAの皆様からも資金の支援を仰

◆新型コロナウイルス感染症対策支援への御礼

◆PPA奨学金への御礼

◆ご入学のお祝い

◆福利厚生設備支援への御礼

◆課外活動支援への御礼

いでおります。北里大学貸与奨学金の使途は学位に充当することと
しております。PPA貸与奨学金は、それだけでは行き届かない普段
の生活にも充てることができるような制度にしていただいており
ます。
　PPA給付奨学金は本学給付奨学金と同様な運用とさせていただい
ており、学業優秀であり、経済的な困窮が認められる、２年次以上
の学生に給付する制度です。2021年度までの給付金額は年額学費の
1/2、ただし医学部学生については1/3としておりましたが、種々の
情勢を勘案し今年度から全学部において1/2とするように規程を改訂
いたしました。

　PPAの皆様からは、普段の学習環境向上のため福利厚生施設・設
備等に対しても毎年多大なご支援を頂戴しております。2021年度に
ついては相模原キャンパス（医学部、海洋生命科学部、看護学部、
理学部、医療衛生学部）、白金キャンパス（薬学部）、十和田キャ
ンパス（獣医学部）の全学部に加えて、相模原キャンパス教学セン
ターにもご支援をいただき、「大型の屋内用ポスター看板」「個人
学習ブース」「キャスター付汎用テーブル」「空気清浄機能付き加
湿器」「ノートパソコン」「両面ホーローホワイドボード」などを
購入していただきました。これらを学生の学習環境とキャンパスラ
イフの向上に役立てております。

　学生の課外活動にも支援を頂戴いたしました。相模原キャンパス
では北里会体育会・文化会共通事項として学内行事（球技大会・北
里祭）に使用する「ノートパソコン」、RHC（軽音楽部）には「ス
テージキーボード」や「ベースアンプキャビネット」など、吹奏楽
団には「ビブラフォン」と「マリンバ」をいただきました。各学部
の北里会団体については，獣医学部北里会の体育会に「バッティン
グケージ」、医学部北里会では準硬式野球部に「硬式ヘルメット」
など、バドミントン部に「シャトル」、水泳部に「ストロークメー
カー」など、サッカー部に「ゴールネット」など、そして海洋生命
科学部北里会では、潜水部に「重機材セット（レギュレーター）」
などを導入できました。部費やアルバイトなどで調達する個人の努
力だけでは調達の難しい高額な物品もありますので、学生諸君が大
いに助かっていることは間違いございません。

　学生は北里大学で将来を生き抜くための高度な専門性を修得しま
す。いのちを尊ぶこころを養う機会は、講義や実習など学業の場の
ほかにもあります。教室外で同級生以外の先輩や後輩、あるいは卒
業生との交流を通じて、共通の目的を達成するために挑む課外活動
がそれです。放課後のにぎわいはキャンパスの躍動を感じさせま
す。しかしコロナ禍の過去２年間、満足な活動ができておりませ
ん。緊急事態宣言の期間は課外活動を制限いたしました。2020年度
前半はオンライン授業が多く、そもそも登校すらできておりません
でした。2020年度と2021年度に入学した現在の３年次生と２年次生
はキャンパスライフを満喫できておりません。コロナ禍が１日も早
く終息して、新入生は大学生活を楽しみ、在学生は後れを挽回でき
ることを祈るばかりです。PPAの皆さまには北里大学での生活が有
意義なものとなるように、引き続きご指導ご鞭撻を賜りたくお願い
申し上げます。

副学長・学生指導委員長
高橋 明義

 

◆コロナ禍終息を期待して

新年度を迎えるにあたって
より良い未来のための
北里大学

たっと

北里大学
健康管理センターの
ご紹介
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　新会員の皆様、お子様のご入学おめでとうございます。４月から北
里大学のすべての学部の新入生が相模原キャンパスで新しいスタート
を切ります。新しい場所、そして新しい友人や教職員との人間関係な
ど、いろいろな環境が大きくかわります。また、大学生となって大人
の気分になる一方、学生としての若さ・未熟さもまだ残る年代でもあ
ります。すなわち、大学において学生は、学術的・専門的内容を学
び、高度な知識や技量を身に着けていきますが、それと同時に心身共
に成長していく非常に重要な時期を過ごしていきます。
　昨今は、皆様ご存知のごとく新型コロナウィルス感染症が全世界、
そして本邦全体を巻き込み、この原稿を書いている2月においても相
変わらず収束の気配を見せるどころか拡大傾向を示しています。当大
学も、一昨年から対面による入学式の中止、キャンパス入構制限、授
業のオンライン化など様々な変化を余儀無くされてきました。感染拡
大防止は極めて重要な事項ですが、同時にそのような状況は、大学
生、特に新入生にとっては、心身共に非常に大きな影響を及ぼすであ
ろうことは想像に難くありません。
　北里大学健康管理センター（以下センター）は、学生や教職員の健
康を維持・増進し、学生や教職員が心身（こころの健康・フィジカル
ヘルス）ともに健康で快適なキャンパスライフを送ることができるよ
うにサポートする大学の施設です。したがって、このコロナ禍におい
て、2年以上にわたり、少しでも学生支援に役に立つような方策を模
索してきました。センターの学生支援関連の部署には、保健室と学生
相談室があります。本稿では、毎年お示ししている通常の業務内容を
昨今の状況を含めてご紹介します。

■概略　先の見えない極めて不安定な感染状況の中、学生の悩みは従
来にも増して多様化してきています。学生相談室（以下相談室）は、
学生を対象とした個別カウンセリングを従来通り相談室（L２号館１
階）で行っています。相談室では、コロナ禍においても感染対策を徹
底しながら、対面、Zoom、電話による相談を受けています。この相
談形態については、学生一人一人の状況やニーズに対応していますの
で、予約の際にご希望をお知らせください。現在は、感染対策のた
め、急に相談室の窓口に来室することはお控えいただいており、相談
室ホームページ、お電話などでの予約をお願いしています。  
■学生相談 学生時代には、様々な悩みに遭遇します。進路や学業に関
する悩み、友人等との人間関係に関する悩み、アイデンティティに関
する悩み、精神健康上の悩み、経済的問題など様々です。これらの悩
みに基づく心理的な問題の相談に応じるのが相談室です。近年、社会
の変化がとても早くそして多様になり、それに伴い種々のストレスも
多く、学生相談は不可欠となっています。相談室には専任３名と非常
勤4名の計７名のカウンセラーが勤務しており、学生生活におけるい
ろいろな相談に応じています。平日は９時00分から17時30分まで（受
付は17時まで）、土曜日は奇数週のみ９時から12時30分まで（予約が
無い時あるいは緊急事態宣言が発出された際には閉室）です。 
　どんなことでも気軽にご相談いただけますので、お子様が何か心配
事を抱えているような場合には、相談室の利用をお勧めください。ま
た、学生に関することであれば、ご家族からのご相談にも応じていま
すので、どうぞご利用ください。
■心理教育の観点からの相談室の様々な催し　本来、相談室が行って
いる活動は、上記の個別相談だけではありません。以前から、心理教
育の面から学生の成長を促し，サポートする様々な活動としてランチ
グループ、コミュニケーション・スタディ・グループ、ヨガ体験、マ
インドフルネス体験、コラージュ体験などを行ってきました。以上の
活動は、感染防止に注意しながら、対面で行えるものは対面で、オン
ライン化できるものはオンラインで行っています。対面の活動は、主に
臨床教育研究棟（IPE棟）１階の相談室多目的ルームで行っています。
学部の掲示板、相談室のホームページなどに案内を載せていますの
で、ぜひご活用・ご利用ください。

■概略　保健室は、大学病院本館の裏手，そして医学部棟の正面にあ
るIPE棟にあります。平日は８時30分から16時30分まで（土曜日は奇
数週のみ、12時00分まで）開室しています。保健師による健康相談
や、保健室専任医師による健康相談・保健指導を行っています。ま
た、８名の校医が健康相談や健康診断時の結果判定を専門的立場から
行っています。より専門的な診断治療が必要な場合は、随時、近隣医
療機関や大学病院の専門外来等に紹介します。保健室の利用の際にも
感染防止の観点から、急に来室することは避けていただき、事前にお
電話でご連絡いただいています。
　学生の健康管理には専用のコンピューターシステムを用いて、健康
診断等のデータの管理が正確かつ迅速に行えるようにしています。こ
のデータは、個人情報の保護を十分配慮して管理しています。また、
他キャンパスとも連携を図り、継続した健康管理を行っています。健
康診断書等の発行も内容を十分に吟味した上で行っています。
■保健室利用の注意点　保健室を利用される場合には、学生証を持参す
るようにしてください。また、必要に応じ医療機関に紹介する場合があ
るので、健康保険証も常時携帯するようにご配慮をお願いいたします。
■定期健康診断　例年４月には学校保健安全法に基づく定期健康診断
を行い、学生が健康で安全な学生生活を送れるように健康状態を
チェックしています。ただし、感染の状況によっては時期が異なる場
合があります（一昨年度は８月に行いました）。定期健康診断では、
毎年胸部エックス線検査を施行し、結核をはじめとする感染症やその
他の疾患の早期発見に努めます。この定期健康診断を受けていない
と、実習や宿泊を伴うクラブ活動などを行えないことがあります。必
ず受けるようにしてください。
■ワクチン接種　麻しん（はしか）、風しん（三日ばしか）、水痘
（みずぼうそう）、流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）のワクチンを未
接種で、かつ罹患したことがない方には、それらの予防接種を入学前
に行うことを強く勧奨しています。これらの疾患に罹患しないためにも、
さらに集団感染防止のためにも、入学前に必要な予防接種を必ず行っ
てください。さらに、医療系学部の学生は、必要な予防接種を行って
いないと病院実習などに参加できなくなる場合が多々あります。入学
後に感染症のウイルス抗体価の検査を行い、その結果、免疫力が充分
ではない学生には、再度予防接種を勧奨することもありますが、一方、
昨今は感染防御の観点から、ワクチンを何回接種したかどうかが重要
な点になります。したがって、今までの、そしてこれからのワクチン
接種歴を母子手帳などで各自できちんと確認・記録するようにし、接
種歴を求められた場合にはきちんと提出できるようにしてください。
　なお、病院実習を行う学部の学生に対しては、B型肝炎やインフル
エンザの予防接種を相模原キャンパスにて施行しています。

　各キャンパスにも保健室および学生相談室があります。相模原キャ
ンパスの主任校医・保健師・カウンセラーが各キャンパスに年１～２
回出張し、その場所の保健室・学生相談室との意見交換や学生指導担
当の教職員に対するコンサルテーション等を実施し、各キャンパスと
の連携を図っています。お子様が相模原キャンパスから当該学部に移
動した際には、白金、十和田それぞれのキャンパスにおいても保健室
および学生相談室による継続したサポートが得られます。

　お手元にこの文章が届く頃には、相変わらず新型コロナウィルス感
染症は終息どころか収束にも至っていないことが予想されます。収束
の兆しが見えていたとしても油断はできません。そのため、各自がご
自身のため、周囲のため感染防止に努めていただきたいと考えていま
す。具体的には、マスクの着用（登下校時にはマスクの着用を義務付
けていますし、少なくとも会話時にはマスクは必須です）、同居して
いる人以外と会食しない、会食時には会話を避ける、そして頻回の手
洗いなどです。これらは窮屈な行動にはなりますが、近い将来に有意
義なキャンパスライフを送るためにもぜひお一人お一人が守ってほし
いことであります。
　なお、インターネットホームページにもセンターの利用方法等を掲載し
ています。ぜひ、センター保健室・学生相談室を有効にご活用ください。

北里大学健康管理センター長
守屋 達美
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Ⅱ. センター保健室

Ⅲ.各キャンパスとの連携

Ⅳ.その他̶感染症拡大防止のために

健康管理センター相模原キャンパス
保　健　室：IPE棟１階（電話042-778-7607）
学生相談室：L２号館１階およびIPE棟１階（電話042-778-9732）
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北里研究所報ダイジェスト（法人からの諸情報）

北里アクアリウムラボ10周年特別展 「水族館で水族館展」
　相模原キャンパスの海洋生命科学部ミニ水族館「北里アクアリウムラボ」は、2021年に10周年を迎え
ました。北里アクアリウムラボは学生が主体となって企画・運営しており、この活動を経て水族館職員
になった卒業生たちが全国各地で活躍しています。卒業生が在籍している５つの水族館の特徴を、各水族
館から提供された生体を通して展示する特別展「水族館で水族館展」が１月４日より開催されています。
展示は４月中も行われる予定です。

LINEでのメディア情報の配信
　北里研究所総務部広報課は、「LINE公式アカウント」にて、教職員・学生のメディア出演・掲載情報
などを毎週お届けしています。昨年はテレビ東京の「出没！アド街ック天国」で、白金キャンパスの東洋
医学総合研究所や北里柴三郎記念館展示室が紹介され、北里研究所病院は取材に協力しました。また、
相模原キャンパスの北里大学病院の看護部が長期密着取材を受けた「クローズ
アップ現代＋」がNHKで放送されました。その他にも、十和田キャンパスの
獣医学部北里会・文化会「北里しっぽの会愛好会」の前身サークルがモデルと
なった映画「犬部！」や北里大学病院が制作に協力したTBSの連続ドラマ
「TOKYO MER～走る緊急救命室～」など、学内に関する最新の情報をお知
らせいたします。

※東京都及び神奈川県に「緊急事態宣言」「まん延防止等重点措置」などが適用された場合、見学の受入れを中止することがあります。

【アカウント名】 ＠KITASATO-INST．
【 I D 検 索】 ＠tfe3439l

見学無料。要申込 https://www.kitasato-u.ac.jp/mb/faculty/aquarium/
平日10時～16時
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教学センターTopics！

・定員70名のバスに55名の定員で運行し混雑緩和を図るとともに増便運行しています。
・検温・手指消毒、マスク着用を義務付け、十分な換気の他、車内での会話は控えるよう注意喚起しています。
※保護者の皆様におかれましてもスクールバス運行に関し、本学の対応にご理解とご協力をお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症対策と行事の開催に向けて
　北里大学では、学生に安心して学習や課外活動に打ち込んでいただけるよう、構内で様々な新型コロ
ナウイルス感染症対策に取組んでいます。建物入口のサーモグラフィの設置、ラインテープの線引きに
よる階段の上り下りの区別、各講義室にはアルコール消毒液とペーパータオルの設置、エレベータ利用
制限等を行っています。
　また、掲示や職員の構内巡回によるマスクの着用の徹底や身体的距離の確保、定期的な換気、食事中の
会話を控える等の注意喚起を行っており、この１年で学生も意識的に協力してくれるようになりました。
　前年度のオール北里チーム医療演習、大学祭はオンラインでの実施、球技大会は中止となりました
が、今年度は感染症対策を十分に実施した上で、少しでも行事を開催できるよう検討しています。保護
者の皆様におかれましては、ご家庭でも個々に取組める感染症対策の実施等、「感染しない／させない」
という意識付けのご協力をお願いいたします

スクールバスについて
　北里大学相模原キャンパスと小田急線相模大野駅間にスクールバスを運行しています。これは自転車
通学を少しでも減少させることで、地域における交通安全向上を目的としています。相模大野駅から通
学される場合はスクールバスをご利用いただけますが、運行台数には限りがありますので、乗車できな
い場合がありますことをご了承ください。
　また、学生の皆さんが安全・快適に利用できるよう感染症対策をはじめ、各種対応を図っております
が、状況によっては密を感じる等、乗車に際し気がかりな場合、及び待ち時間が長い等のご不便を感じ
る場合は、路線バスをご利用いただく等ご検討をお願いいたします。

感染症対策の
主な取組
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北里研究所報ダイジェスト（法人からの諸情報）
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『自転車事故防止』・『自転車マナー向上』を目指して

　本学では、交通事故や大学周辺における駐車違反等により、自家用車による通学を禁止しています。
　ところが、交通事情や実習等により帰宅時間が遅くなることを理由に、一部の不心得な学生が自家用車で
通学し、公道、近隣施設の駐車場に違法に駐車するケースがあり、近隣の住民から本学に対して苦情や対策
強化の申入れが寄せられています。駐車違反車両については、所轄警察署の協力を得ながら、その軽減に努
めておりますが、ご家庭におかれましても、自家用車による通学はしないようご指導をお願いいたします。
　また、バイクによる交通事故は死亡事故に繋がる可能性が高いことから、バイク通学の自粛を呼びかけ
ていますが、止むを得ない理由でバイク通学をする場合は、ヘルメット・プロテクターなどの安全装備を
徹底し、安全運転に細心の注意を払うようご指導をお願いいたします。また、バイク通学をする学生に
は、自転車通学の学生同様に、教学センターにて構内乗入れの登録手続きを義務付けています。登録手続
きを行っていない状態での通学中の事故については、大学が加入する保険（学生教育研究災害障害保険）の
適用を受けることができませんので、ご注意ください。

　駅から大学までの移動手段として、自転車を利用する学生が大変多く、思わぬ事故に巻込まれたり、自らが
歩行者に怪我を負わせてしまったりする事故が発生しています。また、近隣住民や大学病院に通院されている
方々から、本学学生の自転車マナーに関する苦情も頻繁に寄せられています。そのような状況を少しでも回避
すべく相模大野駅から大学間のスクールバスを運行することにより、自転車の台数、事故の件数も格段に減っ
てきておりますが、スクールバスは台数にも限りがあり、全ての学生が利用できる状況にはありません。
　そこで本学では、自転車通学者に対する事故防止やマナー向上を目指し、自転車通学希望学生に対し、入構
の登録手続き、及び『自転車マナー講習会』への参加を義務付けています。マナー講習会では、教学センター
職員が、事故事例や事故により背負う代償をはじめ、道路交通法違反行為などについて説明を行っています。
　講習会に参加した学生には、後日「北里大学ステッカー」を配付し、自転車に貼付けることで自転車通学
が許可されます。未登録、未申請の自転車については、バイク同様通学時に自転車事故を起こしても、大学
が加入する保険（学生教育研究災害障害保険）の適用を受けることができませんので、ご注意ください。
　また、各自治体では自転車利用者を対象に自転車損害賠償保険の加入を義務付ける条例を施行しており、
相模原市もそのひとつです。そのため、万一の事故に備え、自転車通学する学生には保険加入が義務である
旨説明を行っていますが、ご家庭におかれましても加入状況等ご確認くださいますようお願いいたします。
　また、歩行者に迷惑にならないよう安全運転を心掛けること、そして交通ルール違反となる傘さし、イ
ヤホン、無灯火、２人乗り等についても決してすることのないようご指導を併せてお願いいたします。

　本学はキャンパス内及びその周辺は全面禁煙としていますが、近隣の道端や駐車場等で喫煙し、吸い殻のポイ捨
てをする学生が後を絶たず、近隣住民から幾度となく苦情が寄せられています。そのため、定期的に職員が大学周
辺の見回り、吸い殻拾いを行い、喫煙学生への注意等、禁煙についての取組みを強化しています。喫煙は臓器への
害、癌や心疾患のリスクの増加等、健康への悪影響があることは言うまでもありませんが、受動喫煙（他人の煙草の
煙を吸うこと）によっても身体へ悪影響を及ぼします。
　2020年4月からは国内のほぼすべての施設において、屋内全面禁煙となっています。また、未成年の喫煙は法律で
禁止されていますが、既に成人している学生がいらっしゃるご家庭におかれましても、この機会にご一緒に喫煙マ
ナーや禁煙について考えてみてください。

喫煙防止、禁煙のすすめ

盗難にご注意！
　残念なことに学内では年に数件、盗難が起こっています。更衣室や部室棟、食堂など、持ち主が少し目を離した
隙に、部活動の道具をはじめ、貴重品（財布等）が盗まれる事件が発生します。学生の皆さんには、部活動中は体育
館の貴重品ロッカー使用、マネージャーなどの部員による目の届くところでの管理、食堂や講義室にあっては、席
を離れる際には貴重品を必ず携帯するよう注意喚起していますが、なかなか浸透していないのが現状です。大学と
しても防犯カメラ増設等の対策を講じてはいますが、貴重品の管理については、学生個々人がより一層の注意を払
うようご指導いただきたくお願いいたします。

『自動車通学の禁止』・『バイク通学の自粛』について

学生生活インフォメーション【教学センター】
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4. 注意事項

5. 利用料金

1. 運行日時
2. 運行区間

3. 運行時刻表

《問い合わせ先》北里大学教学センター学生課 TEL:042-778-9031
※発車時刻は新型コロナウイルス感染症の影響により、変更となる可能性があります。最新の情報は北里大学ホームページをご確認ください。

北里大学相模原キャンパスと小田急線相模大野駅間にスクールバスを運行しています。これは自転車通学を少し
でも減少させることで、地域における交通安全向上を目的としています。相模大野駅からの通学者はスクールバ
スをご利用ください。ただし、台数には限りがありますので、乗車できない場合がありますことをご了承くださ
い。乗車に際し不便等を感じる場合は、路線バスをご利用ください。

2022年４月１日（金）～【土日祝祭日、長期休暇を除く。】
北里大学相模原キャンパス⇔小田急線相模大野駅 東口（北出口）

履修者数、行事等の開催状況により、バス
の時刻表変更や減便することがありますの
で、Ｗｅｂサイトや掲示を確認してくださ
い。また、時刻表は目安であり、乗車定員
になり次第発車します。

①東口からスクールバス乗り場までの公道
は、自動車の往来が激しいので、右側通行
し、道路の真ん中や、広がって歩かないこと。
②一人でも多くの学生が乗れるよう、手荷
物は前に抱え乗車すること。
③乗車前の検温、手指消毒を行っています。
車内での会話は控え、感染対策にご協力く
ださい。

学生証を必ず提示してください。学生証
不携帯の場合は乗車できません。
※新入生は『学生証交付時』まで、学生証
が無くても乗車できます。

相模大野駅スクールバス乗場 ⇒ 北里大学 北里大学 ⇒ 相模大野駅
７：４５～８：１０／１2台
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住所：相模大野３丁目26-1 小田急線相模大野駅東口 徒歩１分「岡田屋モアーズ」裏

無料

※新型コロナウイルス感染症の影響により、予定は変更になる場合があります。

相模原キャンパス スクールバスの運行【前期】について

2022年度 大学暦（1年次生）
●授業時間

●大学行事

●記念日
開校記念日…

北里研究所
創立記念日…

4月20日(水)
⇒5月2日(月)に振替
11月5日(土)
⇒11月7日(月)に振替

球技大会…… 6月12日(日)、19日(日)
11月5日(土)～6日(日)
10月22日(土)～23日(日)
10月8日(土)～9日(日)

北里祭………
白金祭………
紅葉祭………

第1時限
第2時限
第3時限
第4時限
第5時限

   9:00～10:30
 10:40～12:10
 13:00～14:30
 14:40～16:10
 16:20～17:50

●年間予定
オリエンテーション及びガイダンス…
前期授業開始………………………
国民の祝日授業実地日（海の日）…
前期授業終了………………………
前期補講……………………………
前期試験……………………………

夏季休業……………………………
前期追再試験………………………
後期授業開始………………………
後期補講……………………………
冬季休業……………………………
後期授業終了………………………
後期試験……………………………

後期追再試験………………………
進級発表……………………………

4月1日(金)～7日(木)
4月8日(金)
7月18日(月)
7月30日(土)
7月16日(土)、22日(金)
7月25日(月)～8月2日(火)
※授業の15回目に実施することを基本とし、
　試験予備日も含める。
8月4日(木)～9月2日(金)
8月24日(水)～27日(土)
9月3日(土)
12月13日(火)、20日(火)～22日(木)
12月27日(火)～1月5日(木)
1月16日(月)
1月6日(金)～12日(木)、
16日(月)～19日（木）
※授業の15回目に実施することを基本とし、
試験予備日も含める。
2月6日(月)～9日(木)
2月下旬～3月下旬
※学部により一部日程が異なる。
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すべく相模大野駅から大学間のスクールバスを運行することにより、自転車の台数、事故の件数も格段に減っ
てきておりますが、スクールバスは台数にも限りがあり、全ての学生が利用できる状況にはありません。
　そこで本学では、自転車通学者に対する事故防止やマナー向上を目指し、自転車通学希望学生に対し、入構
の登録手続き、及び『自転車マナー講習会』への参加を義務付けています。マナー講習会では、教学センター
職員が、事故事例や事故により背負う代償をはじめ、道路交通法違反行為などについて説明を行っています。
　講習会に参加した学生には、後日「北里大学ステッカー」を配付し、自転車に貼付けることで自転車通学
が許可されます。未登録、未申請の自転車については、バイク同様通学時に自転車事故を起こしても、大学
が加入する保険（学生教育研究災害障害保険）の適用を受けることができませんので、ご注意ください。
　また、各自治体では自転車利用者を対象に自転車損害賠償保険の加入を義務付ける条例を施行しており、
相模原市もそのひとつです。そのため、万一の事故に備え、自転車通学する学生には保険加入が義務である
旨説明を行っていますが、ご家庭におかれましても加入状況等ご確認くださいますようお願いいたします。
　また、歩行者に迷惑にならないよう安全運転を心掛けること、そして交通ルール違反となる傘さし、イ
ヤホン、無灯火、２人乗り等についても決してすることのないようご指導を併せてお願いいたします。

　本学はキャンパス内及びその周辺は全面禁煙としていますが、近隣の道端や駐車場等で喫煙し、吸い殻のポイ捨
てをする学生が後を絶たず、近隣住民から幾度となく苦情が寄せられています。そのため、定期的に職員が大学周
辺の見回り、吸い殻拾いを行い、喫煙学生への注意等、禁煙についての取組みを強化しています。喫煙は臓器への
害、癌や心疾患のリスクの増加等、健康への悪影響があることは言うまでもありませんが、受動喫煙（他人の煙草の
煙を吸うこと）によっても身体へ悪影響を及ぼします。
　2020年4月からは国内のほぼすべての施設において、屋内全面禁煙となっています。また、未成年の喫煙は法律で
禁止されていますが、既に成人している学生がいらっしゃるご家庭におかれましても、この機会にご一緒に喫煙マ
ナーや禁煙について考えてみてください。

喫煙防止、禁煙のすすめ

盗難にご注意！
　残念なことに学内では年に数件、盗難が起こっています。更衣室や部室棟、食堂など、持ち主が少し目を離した
隙に、部活動の道具をはじめ、貴重品（財布等）が盗まれる事件が発生します。学生の皆さんには、部活動中は体育
館の貴重品ロッカー使用、マネージャーなどの部員による目の届くところでの管理、食堂や講義室にあっては、席
を離れる際には貴重品を必ず携帯するよう注意喚起していますが、なかなか浸透していないのが現状です。大学と
しても防犯カメラ増設等の対策を講じてはいますが、貴重品の管理については、学生個々人がより一層の注意を払
うようご指導いただきたくお願いいたします。

『自動車通学の禁止』・『バイク通学の自粛』について

学生生活インフォメーション【教学センター】
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4. 注意事項

5. 利用料金

1. 運行日時
2. 運行区間

3. 運行時刻表

《問い合わせ先》北里大学教学センター学生課 TEL:042-778-9031
※発車時刻は新型コロナウイルス感染症の影響により、変更となる可能性があります。最新の情報は北里大学ホームページをご確認ください。

北里大学相模原キャンパスと小田急線相模大野駅間にスクールバスを運行しています。これは自転車通学を少し
でも減少させることで、地域における交通安全向上を目的としています。相模大野駅からの通学者はスクールバ
スをご利用ください。ただし、台数には限りがありますので、乗車できない場合がありますことをご了承くださ
い。乗車に際し不便等を感じる場合は、路線バスをご利用ください。

2022年４月１日（金）～【土日祝祭日、長期休暇を除く。】
北里大学相模原キャンパス⇔小田急線相模大野駅 東口（北出口）

履修者数、行事等の開催状況により、バス
の時刻表変更や減便することがありますの
で、Ｗｅｂサイトや掲示を確認してくださ
い。また、時刻表は目安であり、乗車定員
になり次第発車します。

①東口からスクールバス乗り場までの公道
は、自動車の往来が激しいので、右側通行
し、道路の真ん中や、広がって歩かないこと。
②一人でも多くの学生が乗れるよう、手荷
物は前に抱え乗車すること。
③乗車前の検温、手指消毒を行っています。
車内での会話は控え、感染対策にご協力く
ださい。

学生証を必ず提示してください。学生証
不携帯の場合は乗車できません。
※新入生は『学生証交付時』まで、学生証
が無くても乗車できます。

相模大野駅スクールバス乗場 ⇒ 北里大学 北里大学 ⇒ 相模大野駅
７：４５～８：１０／１2台
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住所：相模大野３丁目26-1 小田急線相模大野駅東口 徒歩１分「岡田屋モアーズ」裏

無料

※新型コロナウイルス感染症の影響により、予定は変更になる場合があります。

相模原キャンパス スクールバスの運行【前期】について

2022年度 大学暦（1年次生）
●授業時間

●大学行事

●記念日
開校記念日…

北里研究所
創立記念日…

4月20日(水)
⇒5月2日(月)に振替
11月5日(土)
⇒11月7日(月)に振替

球技大会…… 6月12日(日)、19日(日)
11月5日(土)～6日(日)
10月22日(土)～23日(日)
10月8日(土)～9日(日)

北里祭………
白金祭………
紅葉祭………

第1時限
第2時限
第3時限
第4時限
第5時限

   9:00～10:30
 10:40～12:10
 13:00～14:30
 14:40～16:10
 16:20～17:50

●年間予定
オリエンテーション及びガイダンス…
前期授業開始………………………
国民の祝日授業実地日（海の日）…
前期授業終了………………………
前期補講……………………………
前期試験……………………………

夏季休業……………………………
前期追再試験………………………
後期授業開始………………………
後期補講……………………………
冬季休業……………………………
後期授業終了………………………
後期試験……………………………

後期追再試験………………………
進級発表……………………………

4月1日(金)～7日(木)
4月8日(金)
7月18日(月)
7月30日(土)
7月16日(土)、22日(金)
7月25日(月)～8月2日(火)
※授業の15回目に実施することを基本とし、
　試験予備日も含める。
8月4日(木)～9月2日(金)
8月24日(水)～27日(土)
9月3日(土)
12月13日(火)、20日(火)～22日(木)
12月27日(火)～1月5日(木)
1月16日(月)
1月6日(金)～12日(木)、
16日(月)～19日（木）
※授業の15回目に実施することを基本とし、
試験予備日も含める。
2月6日(月)～9日(木)
2月下旬～3月下旬
※学部により一部日程が異なる。



　お子様の北里大学への入学に心からお祝いを申し上
げます。お子様方は自らを磨いて時間の経過すなわち
進級とともに、必ずや逞しくなるでしょう。立派に社
会に飛び立つその姿をPPAの会員の皆さまは早くも夢
見ていらっしゃるかもしれません。新入生にとっては
これからが、学業に励み、さらには学生同士あるいは
教職員との交流を通じて社会で活動する基本的な力を
身につける貴重な時間となります。就職センターは、
気が早いかもしれませんが、卒業後を見すえて一人ひ
とりきめ細かく将来のための後押しをいたします。
　国家試験の通過をめざして早速はげしく勉学に没頭
する学生もいるでしょう。あるいはおぼろげな将来像
を明瞭にするため思案する学生もいるでしょう。就職
センターでは卒業後に携わる業種・職種を解説し、さ
らには具体的な企業や団体などの豊富な情報を提供い
たします。2021年度本学には14,700件を超える求人が
ありました。採用実績が多い企業は相模原キャンパス
での合同企業研究会にも招いております（過去２年は
コロナ禍の影響でオンライン開催といたしました）。
普段はセンター職員が個別指導や教員および学部学生
課と連携して支援をいたしております。
　就職活動を巧に行った経験のある現役学生が、後輩
に向け就活のアドバイスを講演会形式で行う学生目線
の取り組みもあります。
　大学１年生も将来を見すえ、世の中を知ることが必

副学長・就職センター長
高橋 明義 

要です。１年次生の講義科目にある「仕事と人生～未
来への羅針盤～」は、「生命科学を基盤とする様々な
分野の話から、未知の世界を見聞して視野を広げるこ
とにより、“未来への羅針盤”として自身の今後の人生
を考える契機とすること」を目的としています。本学
卒業生の将来像を複数の講師が実例を交えて示しま
す。未知の世界を知らせ、視野や思考経路を広げるこ
とにより、社会を生き抜くための「理系＋αの知識と
思考力・創造力」の必要性を理解させることが教育の
内容です。この講義が、将来に向けて常に自分を磨
く、キャリア形成のためのヒントになることを期待し
ております。
　就職活動は有能な人材をもとめる採用担当者との勝
負でもあります。思惑どおりにことが順調に進めば学
生のストレスは少ないでしょう。それでも内定を複数
獲得した場合は決断に迷いが生じるなど、それなりの
苦労があるはずです。逆に就活に励んでいてもなかな
か報われず、内定を獲得できないことも見受けられま
す。本学の学祖北里柴三郎博士は，ドイツ留学中に細
菌学で画期的な成果をいくつも挙げ、世界的な名声を
博しました。1892（明治25年）５月に多くの業績を携
えて帰国しましたが、博士の存在は国内一般に広く知
れわたりませんでした。これに憤慨したのが彼の福澤
諭吉翁であり、時事新報社説（同年12月21日）で低評
価を嘆いております。上山明博氏は近著『北里柴三
郎』で日本政府の冷遇を「母国日本での四面楚歌」と
表現しています。「報恩」「開拓」「叡智と実践」
「不撓不屈」は博士が生涯を通じて顕現した北里精神
です。孤軍奮闘から北里大学につうじる学統は「不撓
不屈」そのものです。PPA会員の皆さまもお子様の就
活について「正当な評価を受けていない」と憤ること
があるかも知れません。そんな時こそ就職センター
は、まさに学生一人ひとりに丁寧に対応いたしますの
で、ご安心願います。

　北里大学では、「１年生からのキャリア教育」として、大学入学時から将来の進路選択を意識して学生生活を含め
たライフプラン、今後のキャリアプランの基礎が学べる講義「仕事と人生～未来への羅針盤～」があります。この講
義は、１年生の前期に総合領域科目として、本学の卒業生や経験豊かなキャリアを持つ外部講師から人生における仕
事の意義について話を聴き、キャリアデザインの参考モデルとなる講義であり、オムニバス形式の授業で、毎年、人
気のある講義です。ぜひ受講されることをお勧めします。

入学祝い

１年生からのキャリア教育

就職センターよりお知らせ
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教育目標

講義項目

1

2

3

4

学生生活の重要性および多様な未来の理解

Passion・Art・Love・Scienceと仕事

出会いの一つ一つが自分にとっての「仕事」をかたどっていく

薬学と仕事　～北里生の未来について～

5

6

7

8

令和における日本社会の課題

「自分らしく幸せな働き方」を実現させるためのマインドを磨こう

夢が叶っても叶わなくても、自分の人生を生きられる大人になろう

『夢と現実』今の自分に出来る事

自分に与えられた時間と環境を認識し、自己の特性を理解したうえで将来の進路選択を含め、
大学生活４年間（あるいは６年間）でやるべきことを自ら考え、人生計画の概要を設計できるようにする。

　就職センタースタッフ、キャリアカウンセラーによる「就職
（個別）相談」、その他就職支援講座、提出書類等の個別指導
を行っています。

【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

就職センターの紹介

　本学では、各学部等の就職ガイダンスや北里キャリアスタディを通じて自己分析、履歴書の書き方、合同企業研究
会等の歩き方、模擬面接等を実施しています。就職センターでは、就職手帳（就職活動に関するノウハウを掲載）の
配付、個別相談や就職支援講座などを行い、内定獲得まで支援をしていますので、ご安心ください。また、PPA総会
および地方懇談会では就職相談会や『保護者向け就職ガイドブック』を配付いたしますので、ご一読いただきたく存
じます。

就職活動について詳しく知るには？

　本学では、相模原キャンパスにおいて12月に合同企業研究会、翌年2月下旬に合同就職説明会を開催します。合同
企業研究会は企業や医療機関、公務員を含め約110社・機関の人事担当者を招いて、就活生にとって必要な情報をよ
り多く収集できる機会を提供しています。多様な業界に目を向け、業界・職種の選択肢を広げることで充実した就職
活動が行えるように支援しています。この取り組みは全キャンパスの学生が対象で、毎年度延1,200名の学生が参加し
ます。合同就職説明会では採用選考に直結した自社説明会が行われ、内定に結びついた学生が多数おります。

学内企業研究会（12 月）・学内就職説明会（2月下旬）について

就職活動・採用活動開始時期について

＜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
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※第2･4土曜・日曜・祝日閉室　※時期により、入学試験や行事等で閉室になる場合があります。詳しくは北里大学HP
（北里大学就職センターで検索）でご確認ください。

3年次 4年次

2024年3月
卒業・修了
予定者

～12月
自己分析

業界・職種研究

企業
研究会

就職
説明会

業界・
職種研究
応募に
関する
書類の準備

10
月
〜
12
月

授
業

1
月
〜
2
月

後
期
試
験

4
月
〜
7
月

授
業

7
月
〜
8
月

前
期
試
験

8
月
〜
9
月

夏
休
み

3
月

春
休
み

企業広報活動

採用選考活動

就職活動

正式内定

3月1日 6月1日 10月1日

準備

学事日程
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負でもあります。思惑どおりにことが順調に進めば学
生のストレスは少ないでしょう。それでも内定を複数
獲得した場合は決断に迷いが生じるなど、それなりの
苦労があるはずです。逆に就活に励んでいてもなかな
か報われず、内定を獲得できないことも見受けられま
す。本学の学祖北里柴三郎博士は，ドイツ留学中に細
菌学で画期的な成果をいくつも挙げ、世界的な名声を
博しました。1892（明治25年）５月に多くの業績を携
えて帰国しましたが、博士の存在は国内一般に広く知
れわたりませんでした。これに憤慨したのが彼の福澤
諭吉翁であり、時事新報社説（同年12月21日）で低評
価を嘆いております。上山明博氏は近著『北里柴三
郎』で日本政府の冷遇を「母国日本での四面楚歌」と
表現しています。「報恩」「開拓」「叡智と実践」
「不撓不屈」は博士が生涯を通じて顕現した北里精神
です。孤軍奮闘から北里大学につうじる学統は「不撓
不屈」そのものです。PPA会員の皆さまもお子様の就
活について「正当な評価を受けていない」と憤ること
があるかも知れません。そんな時こそ就職センター
は、まさに学生一人ひとりに丁寧に対応いたしますの
で、ご安心願います。

　北里大学では、「１年生からのキャリア教育」として、大学入学時から将来の進路選択を意識して学生生活を含め
たライフプラン、今後のキャリアプランの基礎が学べる講義「仕事と人生～未来への羅針盤～」があります。この講
義は、１年生の前期に総合領域科目として、本学の卒業生や経験豊かなキャリアを持つ外部講師から人生における仕
事の意義について話を聴き、キャリアデザインの参考モデルとなる講義であり、オムニバス形式の授業で、毎年、人
気のある講義です。ぜひ受講されることをお勧めします。

入学祝い

１年生からのキャリア教育

就職センターよりお知らせ
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教育目標

講義項目

1

2

3

4

学生生活の重要性および多様な未来の理解

Passion・Art・Love・Scienceと仕事

出会いの一つ一つが自分にとっての「仕事」をかたどっていく

薬学と仕事　～北里生の未来について～

5

6

7

8

令和における日本社会の課題

「自分らしく幸せな働き方」を実現させるためのマインドを磨こう

夢が叶っても叶わなくても、自分の人生を生きられる大人になろう

『夢と現実』今の自分に出来る事

自分に与えられた時間と環境を認識し、自己の特性を理解したうえで将来の進路選択を含め、
大学生活４年間（あるいは６年間）でやるべきことを自ら考え、人生計画の概要を設計できるようにする。

　就職センタースタッフ、キャリアカウンセラーによる「就職
（個別）相談」、その他就職支援講座、提出書類等の個別指導
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【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
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　本学では、各学部等の就職ガイダンスや北里キャリアスタディを通じて自己分析、履歴書の書き方、合同企業研究
会等の歩き方、模擬面接等を実施しています。就職センターでは、就職手帳（就職活動に関するノウハウを掲載）の
配付、個別相談や就職支援講座などを行い、内定獲得まで支援をしていますので、ご安心ください。また、PPA総会
および地方懇談会では就職相談会や『保護者向け就職ガイドブック』を配付いたしますので、ご一読いただきたく存
じます。

就職活動について詳しく知るには？

　本学では、相模原キャンパスにおいて12月に合同企業研究会、翌年2月下旬に合同就職説明会を開催します。合同
企業研究会は企業や医療機関、公務員を含め約110社・機関の人事担当者を招いて、就活生にとって必要な情報をよ
り多く収集できる機会を提供しています。多様な業界に目を向け、業界・職種の選択肢を広げることで充実した就職
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就職活動・採用活動開始時期について

＜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
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※第2･4土曜・日曜・祝日閉室　※時期により、入学試験や行事等で閉室になる場合があります。詳しくは北里大学HP
（北里大学就職センターで検索）でご確認ください。

3年次 4年次
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月
〜
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月
〜
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7
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業

7
月
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前
期
試
験

8
月
〜
9
月

夏
休
み

3
月

春
休
み

企業広報活動

採用選考活動

就職活動

正式内定

3月1日 6月1日 10月1日

準備

学事日程
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　北里柴三郎博士は、「医道論」の中で「人々に摂生保健の重要を教え、病を未然に防ぐことが医学の本質であり、
医学者の責務である。」と説いております。北里研究所病院予防医学センターでは、この教えを継承すべく良質な健診
サービスの提供に努めています。
　北里大学PPA会員の皆様方には、優待価格にて人間ドックをご受診いただいております。また、健診後のフォロー
といたしまして、再検査や要治療と判定された方々の当院外来受診に係るサポートも行っております。
　お子様のご卒業後におきましても「北里白金クラブ」へのご入会により、優待を継続させていただきますので是非
とも当院「人間ドック」の受診をご検討いただければと存じます。

診療料金について（※下記金額は全て税込みです）
自由診療とさせていただいております。
（保険診療は行っておりません。）

初診料金……
再診料金……
お薬代………
漢方ドック… 

4,400円（花輪医師：5,500円）
2,200円
（1日分500円～1,000円程度×日数）
4,400円

初診料金……
施術料金……
施術料金……

4,400円
医師：7,700円、鍼灸師：7,150円
4,400円（小学生以下の方）

左記の通常料金体系からPPA会員・北里大学学生・
北里大学同窓会員の場合、3割（漢方ドックは5割）
程度の減免料金で受診いただけます。

1.北里関連料金適用申請書（北里大学東洋医学総合研究所受
付にあります）にご記入の上、受診時毎に受付に提出いた
だきます。（PPA会員確認の為、お子様の学部、学年、学籍番
号等を申請書にご記入いただきます。）

2.特別制度の為、会計終了後の事後対応はいたしません。

【問い合わせ先】

【受診にあたっての注意事項】

漢方外来

鍼灸外来

北里大学北里研究所病院での人間ドック受診のご案内

●対象コース ●申し込み・お問い合わせ
北里大学北里研究所病院「予防医学センター」まで
専用電話 03-5791-6146（直通）
月～金曜 9時30分～16時 土曜日は11時30分まで。
日曜日・祝日・第4土曜日は休診です。
人間ドック・健診施設機能評価認定機関

「日帰りドック」「1泊ドック」
●優待価格

※その他、ご希望により各種オプション検査もご用意
　しております。

（税込）日帰りドック 59,400円（通常価格 66,000円）
（税込）1泊ドック 78,100円（通常価格 86,900円）

〒108-8642 東京都港区白金5-9-1
北里大学東洋医学総合研究所
電話 03-3444-6161（代表）

＜東京・白金＞

北里大学東洋医学総合研究所 漢方鍼灸治療センターのご案内並びに
PPA会員への診療料金について（特別制度） ＜東京・白金＞

ア
ク
セ
ス
マ
ッ
プ

首都
高

交番

北門

フランス大使館
ニュー
山王ホテル

ゼネラル

正門

西門

肉のハナマサ

東京三菱UFJ

ローソン

白金の丘学園
「北里研究所前」

バス停

ローソン

1番出口

3番出口

2番出口

南北線・三田線
白金高輪駅

北里大学

天現寺橋
歩道橋

駐車場

北門

西門

正門

東洋医学総合研究所
漢方鍼灸治療センター

ミニストップ

薬学部１号館

薬学部２号館

古川橋
交差点

広尾ガーデン

広尾病院

恵比寿３丁目
　　交差点

駐車場
日比谷線
広尾駅

プラチナ
アリーナ

北里研究所/
北里大学
プラチナ
タワー

北里柴三郎
記念館

ソフィア
プラザ

駐車場

東門

セブンイレブン
広尾プラザ

セブンイレブン

ファミリー
マート

北里研究所病院

ペットの病気と健康を考える（１）
ペットのコロナウイルス感染症─主に伴侶動物について─

北里大学獣医学部教授 髙野 友美

　新型コロナウイルス感染症の発生により、現
在は誰もが「コロナウイルス」という名前を知
るようになりました。人以外の動物でも、ペッ
ト、家畜、家きん、野生動物において数多くの
コロナウイルス感染症が見つかっています。こ
こでは、伴侶動物のコロナウイルス感染症につ
いて紹介します。

　1971年、米国陸軍施設の軍用犬において出血を
伴う下痢が流行しました。発症した犬の便から
コロナウイルス粒子が確認されたため、本病は
犬コロナウイルス感染症と命名されました。その
後、犬コロナウイルス感染症は重症化する可能性
があるということで、ワクチンによる予防が推奨
されるようになりました。しかし、近年の調査
により、犬が本ウイルスに感染してもその大部
分は無症状であることが明らかにされました。
そのため、現在は、犬の感染症予防に使用される
混合ワクチンから犬コロナウイルスを除外する
傾向にあります。なお、欧州では白血球の減少
を伴う高病原性の犬コロナウイルスの存在が報
告されているので（日本では未報告）、本ウイ
ルスの動向については今後も注意が必要です。
　2000年、英国において呼吸器症状を伴う子犬
からコロナウイルスが発見されました。このウ
イルスは上述の犬コロナウイルスとは分類学上
異なるウイルスであったため、新たに犬呼吸器
コロナウイルスと命名されました。2006年、北
里大学が調査した結果、本ウイルスは日本国内
にも存在することが明らかにされました。本ウ
イルスは人の風邪の原因であるコロナウイルス
OC43株や牛の呼吸器・消化器疾患の原因である
牛コロナウイルスと遺伝子が非常に似ていま
す。そのため、本ウイルスは人または牛から犬
へスピルオーバー（種間伝播）した、と理解さ
れています。

　猫コロナウイルスは飼い猫において一般的な
病原体です。猫コロナウイルスに感染した猫の

多くは無症状もしくは軽度の腸炎が認められる
のみです。しかし、猫コロナウイルスに感染し
た猫の数%は猫伝染性腹膜炎（FIP）を発症しま
す。FIPは血管炎および肉芽腫を特徴とする疾患
であり、本病を発症した猫は高い確率で死亡し
ます。何故、「一部の感染猫のみがFIPを発症す
るのか?」という疑問については未だに明確な答
えは得られておりませんが、その可能性の一つ
として猫コロナウイルスの遺伝子変異が指摘さ
れています。すなわち、低病原性の猫コロナウ
イルスが、遺伝子変異によって高病原性の猫コ
ロナウイルス（FIPウイルス）に変化し、その結
果としてFIPを発症するのではないかと推察され
ています。
　FIPでは、ウイルスの感染を抑止する抗体、す
なわち中和抗体がウイルスの感染を促進する
現象が認められています(抗体依存性感染増強)。
従って、FIPのワクチン開発は困難な状況です。
一方、FIPの治療薬ですが、GS-441524と呼ばれ
る物質はFIPに対して高い治療効果が認められて
おり、FIPの治療薬としての実用化が期待されて
います。余談ですが、COVID-19の治療薬として
認可されているレムデシビルは、人の体内で加
水分解されてGS-441524に変化することで新型コ
ロナウイルスに対する抗ウイルス効果を発揮し
ます。

　2020年２月、香港において新型コロナウイル
ス感染者が飼育していた犬において本ウイルス
の感染が確認されました。その後、世界各国に
おいて犬および猫の新型コロナウイルス感染事
例が相次いで報告されました。感染した動物の
多くは無症状ですが、人のように呼吸器症状を
示す事例も複数確認されています。幸い、これ
らの動物から人への感染は報告されていませ
ん。今後、新型コロナウイルスが伴侶動物にお
ける新たな感染症の病原体となるか否かを注視
していく必要があるでしょう。

■犬コロナウイルス

■猫コロナウイルス

■伴侶動物のコロナウイルス？
　―新型コロナウイルス―

18
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ペットの病気と健康を考える（１）
ペットのコロナウイルス感染症─主に伴侶動物について─

北里大学獣医学部教授 髙野 友美

　新型コロナウイルス感染症の発生により、現
在は誰もが「コロナウイルス」という名前を知
るようになりました。人以外の動物でも、ペッ
ト、家畜、家きん、野生動物において数多くの
コロナウイルス感染症が見つかっています。こ
こでは、伴侶動物のコロナウイルス感染症につ
いて紹介します。

　1971年、米国陸軍施設の軍用犬において出血を
伴う下痢が流行しました。発症した犬の便から
コロナウイルス粒子が確認されたため、本病は
犬コロナウイルス感染症と命名されました。その
後、犬コロナウイルス感染症は重症化する可能性
があるということで、ワクチンによる予防が推奨
されるようになりました。しかし、近年の調査
により、犬が本ウイルスに感染してもその大部
分は無症状であることが明らかにされました。
そのため、現在は、犬の感染症予防に使用される
混合ワクチンから犬コロナウイルスを除外する
傾向にあります。なお、欧州では白血球の減少
を伴う高病原性の犬コロナウイルスの存在が報
告されているので（日本では未報告）、本ウイ
ルスの動向については今後も注意が必要です。
　2000年、英国において呼吸器症状を伴う子犬
からコロナウイルスが発見されました。このウ
イルスは上述の犬コロナウイルスとは分類学上
異なるウイルスであったため、新たに犬呼吸器
コロナウイルスと命名されました。2006年、北
里大学が調査した結果、本ウイルスは日本国内
にも存在することが明らかにされました。本ウ
イルスは人の風邪の原因であるコロナウイルス
OC43株や牛の呼吸器・消化器疾患の原因である
牛コロナウイルスと遺伝子が非常に似ていま
す。そのため、本ウイルスは人または牛から犬
へスピルオーバー（種間伝播）した、と理解さ
れています。

　猫コロナウイルスは飼い猫において一般的な
病原体です。猫コロナウイルスに感染した猫の

多くは無症状もしくは軽度の腸炎が認められる
のみです。しかし、猫コロナウイルスに感染し
た猫の数%は猫伝染性腹膜炎（FIP）を発症しま
す。FIPは血管炎および肉芽腫を特徴とする疾患
であり、本病を発症した猫は高い確率で死亡し
ます。何故、「一部の感染猫のみがFIPを発症す
るのか?」という疑問については未だに明確な答
えは得られておりませんが、その可能性の一つ
として猫コロナウイルスの遺伝子変異が指摘さ
れています。すなわち、低病原性の猫コロナウ
イルスが、遺伝子変異によって高病原性の猫コ
ロナウイルス（FIPウイルス）に変化し、その結
果としてFIPを発症するのではないかと推察され
ています。
　FIPでは、ウイルスの感染を抑止する抗体、す
なわち中和抗体がウイルスの感染を促進する
現象が認められています(抗体依存性感染増強)。
従って、FIPのワクチン開発は困難な状況です。
一方、FIPの治療薬ですが、GS-441524と呼ばれ
る物質はFIPに対して高い治療効果が認められて
おり、FIPの治療薬としての実用化が期待されて
います。余談ですが、COVID-19の治療薬として
認可されているレムデシビルは、人の体内で加
水分解されてGS-441524に変化することで新型コ
ロナウイルスに対する抗ウイルス効果を発揮し
ます。

　2020年２月、香港において新型コロナウイル
ス感染者が飼育していた犬において本ウイルス
の感染が確認されました。その後、世界各国に
おいて犬および猫の新型コロナウイルス感染事
例が相次いで報告されました。感染した動物の
多くは無症状ですが、人のように呼吸器症状を
示す事例も複数確認されています。幸い、これ
らの動物から人への感染は報告されていませ
ん。今後、新型コロナウイルスが伴侶動物にお
ける新たな感染症の病原体となるか否かを注視
していく必要があるでしょう。

■犬コロナウイルス

■猫コロナウイルス

■伴侶動物のコロナウイルス？
　―新型コロナウイルス―
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＜PPA会報＞

　企画担当委員会では次の項目
を中心に活動を行っております。
①PPA会員相互の交流を図る。
②PPA会員の皆様と大学の先生
方との交流を推進する。
③PPA会員の皆様に大学につい
て理解を深めて頂く。
　以上を目的として例年、年1回
の「定期総会」、年２回の地区
懇談会を企画、開催、運営をし
ております。

　主な行事である「定期総会」「地区懇談会」では、理
事長、学長先生をはじめとする先生方から北里大学の現
状や教育方針等についてご説明を頂いております。また
学部別の説明会も設けており、各学部の状況、学生生
活、就学状況等をご紹介頂き、就職などの進路相談会も
開催されます。個別に相談して頂ける為、適切で良いア
ドバイスを受ける事ができると好評の様です。
　また新入生には入学記念品として北里大学オリジナル
デザイン「PASMO」とカード入れのセット、卒業生には
卒業記念品として万年筆と名刺入れのセットを、そして
新しくPPA会員になられた方には入会記念品として「近
代日本医学の先覚者-北里柴三郎-」（冊子）の贈呈を
行っております。

　2021年度につきましては、残念なことに、新型コロナ
ウイルス感染拡大の影響により、定期総会の会場開催は
中止となり書面表決を行い、また地区懇談会は２回とも
開催することができませんでした。
　2022年度「定期総会」は、コロナ禍における開催とな
るため、参加人数を制限し感染対策を講じて次の日程で
会場開催を予定、また全会員に対して前もって総会資料
をWebにて配信し表決を願うという方法で行います。

　2022年度地区懇談会につきましては次の日程で行う予
定です。

　なお、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もありますので、PPA
ホームページをご確認ください。

　広報担当委員会は、大学及び
PPA会員の皆様のコミュニケー
ションの充実を図ることを目的
としており、大学の現状につい
ての報告、学生生活や活動を紹
介しております。
広報委員会の主な活動は以下の
通りです。
①PPA会報の発行
　会報は年４回発行を行ってお
り、大学からのお知らせ、PPA

会長挨拶やPPA活動報告、総会や地区懇談会の報告等の
記事を掲載し、PPAのホームページにもバックナンバー
を掲載しています。
②活動記録の撮影
　新型コロナウイルスの影響で毎年行っている定期総
会、地区懇談会を中止せざるを得ない状況になったた
め、撮影は中止しました。
③定期総会、地区懇談会等の資料作成、配布
　定期総会資料はwebシステムを構築しweb上で閲覧可能
となりましたが、定期総会・地区懇談会用の会場等配布
用資料を別途作成しました。
④PPA案内の作成、配布
　新会員の皆様にPPA活動の内容をご理解いただけるよう
パンフレットの作成、配布をしています。
⑤会員台帳の作成
　個人情報保護の観点からPPA事務局で厳重に管理を
行っております。
　ほぼ２年間のコロナ禍で定期総会や地区懇談会が軒並
み中止となってしまい、会員の皆様に大学の状況やPPA
の活動内容を十分にお伝えすることができておらず誠に
申し訳なく思っております。またコロナ禍の中でお子様
がどのような大学生活を送っているか不安に思う会員の
皆様も多いと思います。活動に制約がある状況ではあり
ますが、どのようなことができるか引き続き検討を行い、
PPA会員の皆様に大学の状況を少しでもお伝えできるよう微
力ですが尽力していく所存ですので、皆様のご理解とご協
力をお願い申し上げます。

PPAの活動

＜卒業記念品＞＜入学記念品＞

第１回目　 日程：2022年 ７月31日（日） 場所：静岡
第２回目　 日程：2022年10月15日（土） 場所：広島

日      程    2022年6月18日（土）
場      所    東京（ロイヤルパークホテル）

＜PPA会報＞

企画担当委員長

熊谷 博
広報担当委員長

白石 孝浩

＜入学記念品＞
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　福利厚生担当委員会は、PPA
会員と北里大学教職員が協力し
て①学生の学習や課外活動を充
実するための施設や設備の拡充
並びに環境の整備　②学生及び
会員の健康を増進し、福利厚生
を図るための設備の充実　③学
生の就職活動に対する支援等を
事業として行っています。
　PPAとして、在学中の学生が
より良い環境で勉学等大学生活

を送れように、会員の皆様や大学からの要望を参考に支
援活動を推進してまいります。
　PPAがこれまで実施しました主な福利厚生支援は、医
療衛生学部新棟、白金キャンパスプラチナタワー、相模原
キャンパス臨床教育棟、八雲総合実習所、相模原キャン
パスの学生ホール・教養図書館、十和田キャンパス新棟、
一般教育部新棟の学生食堂等の設備・備品の寄贈があり
ます。また、2017年度～2019年度までのスクールバス運
営費に対する一部支援
の他に年度ごとに各学
部・学生団体からの要
望に応えた設備・備品
等の支援があります。
　2021年度における支
援事業の総額は、1,550
万円であり、支援金と
して1,050万円（福利厚
生施設・設備・備品に対
する支援金500万円、
学生の学習・課外活動
に対する支援金500万
円、学生の課外活動に
おける全国大会等出場
に対する支援金50万
円）及び寄付金として
500万円（学生の就職
活動に対する寄付金500万円）となります。
　2021年度は長引くコロナ禍のため、十分なPPA活動が
できないなかを会員の皆様や大学の協力を得て支援活動を
行ってきました。2022年度も継続するコロナ禍の中で
（1）経常的な学生の学習・課外活動に対する支援
（2）2014年度から引き続いている「教育研究や就職に
より直接的な支援ができるような体制の整備に努める。」
との考えを継承した福利厚生施設・設備・備品に対する
支援を大学の要望と整合を図り、検討してまいります。
今後もPPAの基本理念に沿い、時代の流れに柔軟に対応
しながら支援事業を進めて参りますので、会員の皆様の
ご理解とご協力お願します。

　共済担当委員会では、PPA会
員の相互扶助を目的に、「北里
大学PPA共済制度」「北里大学
PPA奨学金制度」ならびに「北
里大学PPA弔慰金制度」を規定
に基づいて運営しております。
①PPA共済制度は、学生の課外
活動や正課教育外活動中に生じ
た不慮の事故による負傷等に対
して、当該学生の保護者である
会員に見舞金を差し上げる制度

です。2021年度は１月末時点で12件・229,270円の見舞金
を給付しています。
②PPA奨学金制度は、在籍する学生の保護者である会員
の失職、死亡、災害等による家計状況の急変、またはそ
の他経済的理由により学費の支弁等に支障をきたしたと
きに学費の一部を給付または貸与し、もって学業を継続
させることを目的に設定した制度で、その運営等を大学
に委託しています。
ａ．PPA給付奨学金制度は、PPAからの寄付を財源とし
て、原則として1人当たり年額学費の２分の1相当を給付
し、もって学業を継続させるための奨学金制度で、2011
（平成23）年に設立された制度です。2021年度は大学に
6,000,000円を寄付し、４名の給付を決定しております。給
付金額は5,970,000円でした。来年度以降も同額の寄付を
行っていく予定です。
ｂ．PPA貸与奨学金制度は、PPAからの寄付を財源とし
て、学業の継続を目的に学費の一部を貸与する制度で、
2004（平成16）年に設立され、これまでに奨学資金とし
て累計49,800,000円を寄付しております。2021年度は５名
に対して3,000,000円の貸与を決定しております。なお、本
制度は2018年度から奨学金返還金を財源として本制度が
維持できることから、PPAとしては予算措置を行ってい
ません。今後とも大学において継続して年間貸与総額
4,800,000円以内でPPA貸与奨学金制度を運営していくこ
ととしております。
ｃ．2021年度特別支援事業として「北里大学PPA新型コ
ロナウイルス対応特別奨学金支援」を実施し、上述の経
常的な「給付奨学金6,000,000円」のほかに2021年度は特別
支援奨学金として10,000,000
円の寄付を行いました。
③PPA弔慰金制度は、正会
員または学生が亡くなった場
合にそれぞれ弔慰金を給付す
る制度です。2021年度は１月
末時点で会員９名、学生３名
の ご 逝 去 に 対 し て 弔 慰 金
（30,000円）を給付しており
ます。

＜PPA寄贈 相模原キャンパス
左：教養図書館 右：学生ホール＞

<相模原キャンパスL1号館
食堂設備支援＞

PPAには事業を実際に執行する機関として常任理事会があります。PPAの業務はすべてこの常任理事会があたっておりますが、その業務を円滑に
推進していくために常任理事会には企画・広報・福利厚生・共済の４つの委員会が設けられています。各委員会の活動を簡単にご説明します。

＜PPAホームページ共済担当委員会画面＞

福利厚生担当委員長

酒井 久
共済担当委員長

寺内 雅生
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　2021年度における支
援事業の総額は、1,550
万円であり、支援金と
して1,050万円（福利厚
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食堂設備支援＞

PPAには事業を実際に執行する機関として常任理事会があります。PPAの業務はすべてこの常任理事会があたっておりますが、その業務を円滑に
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福利厚生担当委員長

酒井 久
共済担当委員長

寺内 雅生
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北里大学推奨保護者の皆様へ

拝啓　時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は本学の教育、運営につきまして格別のご高配を
賜り厚くお礼申し上げます。
　さて、北里大学では日頃、お子様が安全な大学生活を送れるよう、安全対策には万全を期しております。
　しかしながら、学生の生活様式は多様化し、活動の場は学内はもとより学外にも拡大していますので、
思いもかけない災害や事故に遭遇する危険が潜んでいます。地域によっては自転車を利用される方や、
自転車を利用する未成年の保護者は、「損害賠償責任保険」に加入することが義務化されています。
（本制度には賠償責任を付帯しています。）
　また、O157や新型コロナウイルス等の特定感染症にも対応した充実した補償内容で学生生活をお守りし
ます。
　ご案内いたします本制度の補償内容は、学内外を問わず24時間広範囲に補償する内容となっており
ます。現在保険に加入されていない保護者の皆様には、本制度の趣旨にご理解を賜り、ご加入いただき
ますよう推奨いたします。

敬具

≪学生総合保障制度には【個人賠償責任補償特約】が付帯されています≫

≪学生総合保障制度には【学資費用】が付帯されています≫

※日本国内外を問わず、他人にケガ等をさせたり、他人の財物を壊して法律上の損害賠償責任を負う場合に１事故に
ついて保険金額を限度に保険金をお支払いします。

　（アルバイト・インターンシップ中も対象となります。）（自転車での賠償責任にも対応）
※国内での事故（訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。）に限り、示談交渉は原則として東京海上
日動が行います。

※扶養者様が万一の際の学資費用の補償が付帯されています。（年間保険金１５０万円～６００万円（学部による）
 ・ 支払対象期間中の支払年度ごとに学資費用保険金額を限度として、負担した学資費用の実額をお支払いします。
※基本タイプは、扶養者様がケガで万一の場合だけでなく、病気で万一の場合も補償されます。

保護者総合保障制度は…
お申込みの際は、医師の診査は不要です。（但し、健康状態告知が必要です。）
ご加入者の方からの特段のお申し出または保険会社からのご案内がない限り、在学期間に合わせ毎年4月に更新いたします。

　本年2月12日までにご加入いただきました「学生総合保障制度」の加入者票は、3月下旬頃に保険会社より保護者
宅へ発送させていただいております。加入者票はご卒業まで大切にお持ちください。
　また、それ以降3月末までにお申込みの「学生総合保障制度」および「保護者総合保障制度」の加入者票につきまし
ては、保険会社より順次発送させていただきます。何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

加入者票発送のお知らせ

○北里大学のホームページからもご利用いただけます。（「対象者別」→「保護者の方」からお入りください。）
このチラシは団体総合生活保険の概要についてご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明」をよくお読み
ください。ご不明な点等がある場合には、上記お問合せ先までお問い合わせください。

○この制度の内容につきましては必ず商品パンフレットをご覧ください。
○この制度のお申込みは随時受付けております。なお、保険料につきましてはお申込み月によって異なりますので必ず下記まで
お問い合わせください。

2022年度 北里大学

北里ライフサービス株式会社 営業部（保険担当）  引受保険会社 東京海上日動火災保険株式会社
〒252-0329 神奈川県相模原市南区北里1-15-1 北里大学相模原キャンパス内 Ｌ2号館となり
ＴＥＬ ：042-778-9288　ＦＡＸ ：０４２-７７７-６３８０（受付時間：月曜～金曜 8：30～17：00）
URＬ ：https://www.kitasato-life.co.jp

[保険のお申込み・パンフレットのご請求・お問合せ]

【2022年2月作成  21-TC09993】

（任意保険）のご案内
「学生総合保障制度」

（団体総合生活保険） （団体総合生活保険≪所得補償≫）
「保護者総合保障制度」 ※正式なご案内は、５月中に全会員の皆様に郵送にてお送りいたします。

　2022年度 北里大学PPA定期総会は以下のような形式で行います。新型コロナウイルス感染拡大の影響に
より、昨年と同様の開催方法となりますので、ご確認の上ご参加をお願いいたします。

　Webによる事前決議とし、決議結果は定期
総会当日会場で報告いたします。
＜Webへのアクセス方法＞
　５月中発送予定の正式なご案内の中に、ア
ドレスとID・パスワード及びスマホ用QR
コードを記載します。
　右記の画面より、添付の定期総会資料をご
覧いただき、必要項目にチェック、または入
力し送信してください。
　決議成立のため、お一人でも多くのアクセ
スをお願いいたします。

議案承認及び出欠確認について

会場開催概要
　Web承認画面の次に総会の出欠欄がありま
すので、チェックしてください。
●開催日… 2022年６月18日（土）12：00より
（終了時間15：30予定）
●開催場所…ロイヤルパークホテル　
〒103-8520東京都中央区日本橋蛎殻町２-１-１
●参加対象者…会員1名のみ（同伴者は無し）
本会場（一般会員は先着順）に入場できない方
は、予備会場（テレビ中継）となります。
●講演会…総会に先立って、北里大学 医学部長 
浅利 靖先生による「我が国の災害医療の変遷
～必ず来る大震災で生き延びるために～」の
テーマで、ご講演をお願いしております。
●主な内容…１.会長挨拶　２.理事長・学長挨拶
３.Web決議の報告　他
●総会終了後に各学部に分かれ、学部説明会
を実施いたします。
●レセプションは開催いたしません。
●定期総会当日の模様は６月19日以降、準備
ができ次第に北里大学PPAホームページで視
聴できます。
　詳細については、５月中発送の正式なご案内
をご覧ください。
注１）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。

PPAホームページに随時掲出いたしますのでご確認ください。
注２）Webへのアクセス後に会場開催が中止になった場合、

総会出席で回答した方には、届出のメールアドレス宛に中止の連絡を送信いたします。

23

2022年度 北里大学PPA定期総会について
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●定期総会当日の模様は６月19日以降、準備
ができ次第に北里大学PPAホームページで視
聴できます。
　詳細については、５月中発送の正式なご案内
をご覧ください。
注１）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。

PPAホームページに随時掲出いたしますのでご確認ください。
注２）Webへのアクセス後に会場開催が中止になった場合、

総会出席で回答した方には、届出のメールアドレス宛に中止の連絡を送信いたします。

23

2022年度 北里大学PPA定期総会について



　新入生の保護者の皆様、お子様のご入学おめでとうございます。保護者の皆様をPPA会員として
お迎えでき心強く思います。
　コロナ禍でのご入学でご不安も多い中ですが、北里大学でのお子様の学生生活の充実、勉学の向上
を皆様と共に願い応援しています。
　本号は新年度号として、理事長、学長をはじめ、学部長等の先生方からもご挨拶をいただいた他、
PPAの活動内容もご紹介いたしました。
　お忙しい中、ご執筆いただきました皆様に厚く御礼申し上げます。
　PPA会報はPPAの活動だけではなく、大学からの情報も幅広くお伝えし、相互理解の手助けとなる
媒体を目指し年４回発行しています。ぜひお読みいただき、PPAへのご理解を深めていただけると
幸いです。

北里大学PPA会報271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/

　新入生の皆さんには、入学後に新型コロナワクチンの接種状況を調査のうえ、希望者には、８月に
学内にて３回目のワクチン接種を実施する予定です。

新入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

　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。

お子様の就職に関する就職相談窓口

　本来、PPAの年会費は10,000円となっておりますが、2020・2021年度は新型コロナウイルス感染拡大
の影響で、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、2022年度は
前年度事業未執行予算相当額（一人当たり3,000円）を減額した7,000円の会費振込用紙を本号に同封いた
しました。2022年5月10日までに振込みをお願いいたします。
　なお、2023年度以降の会費は10,000円とさせていただきます。
　北里大学PPAは皆様からの会費収入で運営されています。何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

PPA会費納入のお願い（在学生会員の皆様）

　PPAでは共済事業の一環として「PPA奨学金制度」を設けております。PPA給付奨学生は原則として
年１回（４月）の募集、PPA貸与奨学生は原則として年２回（４月・９月）の募集が行われますので、
希望される方は所属学部事務室までお問い合わせください。

PPA奨学金について

相談方法

①電話相談
②Zoom相談
③訪問相談
   （相模原キャンパス）

相 談 日

相談時間

毎週火曜日
（＠45分 1日3名）

①14：00～14：45　
②15：00～15：45　
③16：00～16：45

詳細につきましては
QRコードより
ご確認ください

https://www.kitasato-u.ac.jp/
ppa/career_info.html
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新年度号

東京都 港区 

●薬学部
●薬学研究科
●感染制御科学府
●大村智記念研究所

●北里大学東洋医学総合研究所
●北里大学北里研究所病院
●北里柴三郎記念館
●法人本部

青森県 十和田市

●獣医学部
●獣医学系研究科

神奈川県 相模原市

●医学部
●海洋生命科学部
●看護学部
●理学部
●医療衛生学部
●一般教育部

●海洋生命科学研究科
●看護学研究科
●理学研究科
●医療系研究科
●北里大学病院

白金キャンパス Shirokane Campus

相模原キャンパス Sagamihara Campus

十和田キャンパス Towada Campus

　1853（嘉永6）年生誕。熊本医学校に
学んだ後、東京医学校（のちの東京大学
医学部）を経て、1886年からの6年間、
ドイツに留学しローベルト・コッホに
師事。留学中に破傷風菌の純粋培養
に成功、さらに免疫抗体を発見し、そ
れを応用して血清療法を確立した。
　福沢諭吉らの協力を得て私立伝染病
研究所（のち、国に寄付して国立）を創
立し、伝染病予防と細菌学の研究に取
り組んだ。
　1894年、ペスト菌を発見するなど、
予防医学の先駆者としても活躍。1914
年、私立北里研究所（現在の学校法人
北里研究所）を設立。
　ほかにも慶應義塾大学医学部創設、
日本医師会創設など、日本の近代医学と
衛生行政の発展に大きく貢献した。

学祖 北里柴三郎 博士

教学センター topics！

学生生活インフォメーション

スクールバス・大学暦

就職センターより

シリーズ－ペットの病気と健康を考える（1）

北里研究所病院人間ドック・東洋医学総合研究所漢方診療

PPA活動

学生総合保障制度のご案内

PPA定期総会について

保護者就職相談窓口・PPA会費振込のお願い・他

新入生の保護者の皆様へ　小林 弘祐 理事長

新入生の保護者の皆様へ　島袋 香子 学長

新入生の会員の皆様へ 　    寺尾  博 会長

新年度を迎えて（学部長・大学院研究科長）

新年度を迎えるにあたって　学生指導委員長

健康管理センターのご紹介

北里研究所報ダイジェスト
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