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●学部243名、大学院17名の入学生を迎えた入学宣誓式 
●「医療人たる薬剤師」を目指し宣誓書を読み上げる清崎瞳さん 
●初めて実施された新入生一泊オリエンテーション 
●セルフメディケーションアワード最優秀大賞を受賞した鳥居香帆里さん 
●天使病院と教育・研究に関する連携協定を締結 5
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K A T S U R A

北薬大情報

　本日，ここにおられる薬学部薬学科
243名，大学院薬学研究科修士課程17
名の入学生の諸君，入学おめでとうご
ざいます。
　今日の良き日に，来賓として本学の
設置母体である学校法人北海道尚志学
園の有江理事長を筆頭とする役員の
方々，学園設置の北海道工業大学，北
海道自動車短期大学の各学長，北海道
尚志学園高等学校，北海道自動車学校
の各校長，ならびに本学名誉教授，同
窓会会長，父母後援会会長さらには北
海道薬剤師会会長のご列席をいただ
き，ご家族ともども諸君の入学を祝福
できますことは，大変喜ばしく，教職
員一同を代表し心からお祝い申し上げ
ます。
　学部入学の諸君は，薬剤師を目指し，
765名の志願者の中から選抜されての
入学ですから，その喜びもひとしおの
ことでしょう。本当によく頑張りまし
た。これまでに諸君を温かく見守り，
励まして下さった先生やご家族の方々
への感謝も忘れないでください。
　学部の諸君が入学した本学薬学科
は，「ファーマシューティカル・ケアの
実践を通じて地域社会ならびに国民の
健康と福祉の向上に寄与する薬剤師の
養成を図る」を教育理念として掲げる6
年制のプロフェッショナル・スクール
です。このスクールとは，4年制学部で
あるカレッジに専門修士課程を上乗せ
させたものをさします。薬剤師は，医
師と同様にプロフェッショナルとして
国民から信頼，尊敬される職業です。
平成18年からは修学年限が医学部と
同じ6年に延長され，諸君はその4期
生となります。
　古来より大学を象徴し式典などで被
られる角帽には四つの角があります

が，諸君はその意味を知っていました
か？　この四つの角というのは，昔，
最も代表的で基礎的な学問であった法
学，哲学，天文学，そして薬学を表し
ます。この四つから多くの学問が生ま
れたのです。例えば，医学は薬学から
生まれました。薬学生の諸君は，プラ
イドをもって学んでほしいと思いま
す。
　さて，諸君はなぜ薬剤師になろうと
思いましたか？　「なんたって，国家
資格があれば食いはぐれがなく，生涯
安定」，「仕事は他の医療職に比べれば
まあきれい」，「親の後を継ぎたいか
ら」，「薬に興味があった」，「化学が大好
き」，「人の役に立つ仕事がしたかった」
など動機はそれぞれでしょう。しかし，
本学の教育理念にある「ファーマ
シューティカル・ケア」の提供者とし
ての薬剤師になるには「医療人として
の心構え」を持つことが最も大事です。
二千年以上も前に医学の父といわれた
ヒポクラテスは，医療の心として「人
間愛で病める者に奉仕すること」を強
調しました。まさに，ケアの精神です。
彼の生地であるエーゲ海のコス島には
プラタナスが多く茂っていました。プ
ラタナスは葉が大きく広く，古くから
人を守る美しい大樹と神聖視され，こ
の木陰で車座になって医学が論じられ
たといいます。そのため，この木は医
聖ヒポクラテスと結びつけられ，その
後，世界中の有名大学の医学部に移植
されています。偶然にも，本学をめざ
し桂岡を上ってくる道路沿いには，街
路樹としてプラタナスが植えられてお
り，初夏には美しい大きな葉がみられ
ます。諸君はこれから毎日，登下校時
にこのプラタナスの並木を見ながら医
療人としての心を培ってください。

　それでは，薬物療法の専門家として
ファーマシューティカル・ケアを提供
するために，次に重要なものは何で
しょう。それは薬学的ケアに必要とさ
れる専門的知識と技術です。病める患
者の生活の質（QOLと称されます）を
改善すべく愛と奉仕の精神をもってあ
たろうとしても，肝心の薬物療法に関
する知識がなければ何もできません。
医師や看護師を含む医療チームの中で
リーダーシップをもって薬物療法を実
践するには，医師に匹敵する患者の病
態の把握能力が要求されます。こうし
た専門能力を身につけるために，薬剤
師の修業年限が延長されたのです。
　英国の高名な哲学者で政治家でも
あったフランシス・ベーコンは「知は
力なり」と述べていますが，まさに人
類はこの方向に向け発展してきまし
た。薬剤師の世界も，もはや知識なし
に「手に職」といった技能だけでは生き
ていけません。しかし，高等学校まで
のような教師や他人に依存した受動的
教育で得た知識は応用に結びつきませ
ん。6年間にわたって学び続け，国家
試験に合格したとしても，卒業して校
門をあとにすると，それらの知識は終
わってしまいます。一方，6年制の大学
教育を通じ自発的な思考ができるよう
になれば，諸君は生涯学び続け，必要
な知識を得ることができるようになり
ます。このことは日進月歩の科学と医
療に基づいて薬物療法を実践しなけれ
ばならない薬剤師にとって非常に重要
な資質となります。
　このような観点から，本学の教育カ
リキュラムは諸君にやみくもに知識や
技術をつめこむことを意図していませ
ん。諸君が卒業後に実際の臨床・応用
の場で必要に応じ，自ら学び，生涯に

平成21年4月6日
平成21年度入学宣誓式告辞

北海道薬科大学長　大和田　榮治
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わたり学び続ける能力を育むことをね
らいとしています。したがって，与え
られた事例や症例を検討し，諸君が自
ら問題を抽出し，それを解決するため
には何が必要で，どうやってそれを獲
得し利用するかを学ぶことを支援する
タイプの授業（PBLと称されます）を多
用しています。これからは，教員から
一方的に与えられる講義中心の暗記型
授業スタイルは忘れ，少人数グループ
による自発的問題提起，解決型の授業
スタイルになじんでください。
　さらにファーマシューティカル・ケ
アを提供する薬剤師にはコミュニケー
ション能力も要求されます。医師や看
護師などの医療チームの中で薬学的ケ
アを担当する薬剤師にとって，コミュ
ニケーション能力は必須です。これな
くして，患者からの情報の収集あるい
は情報の提供，チーム内での情報の共

有ができません。異職種の人々に対し
相手の気持ちを慮ってコミュニケー
ションを図ることは，現代の若者の最
も不得意とするところであり，そうし
た意味では，諸君の多くは現時点にお
いて薬剤師としては不向きかもしれま
せん。早急に改善しなくてはなりませ
ん。しかし，この能力・資質は大学の
授業を通してだけでは容易に身につき
ません。諸君はこれからの日常生活の
中で挨拶・エチケットなどを含む接遇
の自己トレーニングを積極的に行い，
友人関係・クラブ活動・ボランティア
活動などを通し，機会あるたびにコ
ミュニケーション能力を育んでくださ
い。
　大学院に進学した諸君はもう薬剤師
ですから，これまでに述べてきたこと
は十分に理解していることと思いま
す。確かに，諸君が受けた4年制の教

育課程は，6年制に比べ十分なものとは
いえませんでした。しかし，諸君は大
学院に進学することを選択し，それに
より課程修了後には6年制プロフェッ
ショナル教育に対応しうる教育内容と
学歴を得ることができます。今後は，
これまでの学部教育で身につけた自ら
学ぶ姿勢をもってあたれば，将来，薬
学研究者や高度専門薬剤師などの道に
進んでも，6年制学科卒業の薬剤師と同
等以上の能力を発揮できると信じてい
ます。
　最後になりましたが，本日諸君には，
「医療人たる薬剤師」を目指しスタート
ラインに立つにあたって，その覚悟を
新たにする「宣誓書」にサインしていた
だきました。どうか，本日宣誓した内
容を忘れることなく勉学に励み，その
夢が実現できることを強く願い告辞と
します。

　平成20年学位記授与式が平成21年3
月13日（金）午後1時半より札幌ガーデ
ンパレスにおいて挙行されました。博
士課程修了生1名，修士課程修了生は
生物薬学専攻9名，臨床薬学専攻13名，
学部卒業生は176名でした。
　学位記授与式は開会のことばで始ま
り，学位記授与では修了生・卒業生が
一人ひとり壇上にて学長より学位記を
受け取りました。次に，学長表彰が行
われました。成績優秀であった者とし
て，大学院博士課程は髙栗郷君，修士
課程は生物薬学専攻　金子圭太君，臨
床薬学専攻　伊東輝美さんの各1名，
学部生は医療薬学科の鈴木賀子さん，
髙尾美里さん，福原みさおさんの3名
が表彰されました。また，模範となる
学生生活を送った者として，桂青会長
を務めた廣橋将行君，聴覚に障がいを

もつ吉田将明君をノートテイクボラン
ティアで支え続けた佐藤裕資君，竹内
進君，竹田智哉君，野口裕輔君，村上
大樹君，吉田正幸君，由野高志君の計
8名に表彰状と副賞が贈られました。
引き続いて，学長告辞，来賓祝辞，卒
業生答辞，学部卒業生代表および卒業
生全員で薬剤師となるための宣誓が行
われました。
　授与式後，同
ホテル内で大学
主催の祝賀パー
ティーが行われ
ました。来賓，
教職員，卒業生
と父母が参加
し，立食形式で
開催されまし
た。大和田学長，

村尾優桂青会委員長のお祝いのこと
ば，竹内伸仁同窓会会長の乾杯でス
タートし，卒業生を代表して元桂青会
委員長の廣橋将行君が挨拶し，市原和
夫学部長による閉会挨拶と乾杯で盛大
な卒業祝賀パーティーは終了しまし
た。

学位記授与式
卒業祝賀パーティーが挙行
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　私は，本学の第8期生であり，卒業後，
天使病院薬剤部に就職しました。
　天使病院は，お産と子供の病院とし
て広く札幌市民に知られ，昭和44年
には全国で年間第1位（3,188件）の分娩
数を記録しました。札幌市民の6人に
1人が天使病院で産声をあげた計算に
なります。このような背景のもと，現
在，私は妊婦における薬物の適正使用
をテーマとして研究しています。今回，
ご紹介するのは，1986年から用いられ
ている切迫早産治療薬リトドリンで
す。リトドリンは選択的β2作動薬で
あり子宮運動を抑制する作用がありま
す。しかし，β2選択性がそれほど高
くないため，β作動薬としての副作用
も多い薬物です。医薬品添付文書によ
ると，妊婦の状態に応じてリトドリン
の投与量や投与間隔を調整すると記載
されているのみであり，科学的根拠に
基づく投与方法が得られていません。
　我が国における切迫早産は，妊娠期
間（在胎期間）が22週から37週未満と

定義されています。この期間に切迫症
状がいくつか重なると治療が開始され
ます。なぜ早産を防止しなければなら
ないのでしょうか。また，10月

つき

10日
か

（約
40週）という妊娠期間が分娩に適して
いるとするなら，早く生まれてくる子
供にどのようなリスクがあるのでしょ
うか。
　松田ら1）の報告によると子供の生存
率は，妊娠26週を境に大きく上昇し，
一方，脳性麻痺の発症率は，妊娠31
週を境に有意に減少するとされていま
す。また，Lewisら2）の報告によると，
低出生体重児に起こりやすい呼吸障害
である呼吸窮迫症候群（RDS）の発症率
は，妊娠34週と35週以降では統計的
な有意差があり，35週以降のリスクは
とても小さいとされています。このよ
うに妊娠の継続は，生まれてくる子供
にとってとても大切なことなのです。
　私は，天使病院産婦人科診療部　吉
田博部長との共同研究で，双胎妊娠時
におけるリトドリン投与量とその血清
濃度との関係を調査しました。その結
果，妊娠期間とリトドリン全身クリア
ランスには有意な負の相関が認められ
ました。これらの現象には妊娠期間中
における母体の生理機能の大きな変化
が関与していると考えられます。妊娠
末期には全身クリアランスの低下によ

薬物治療学分野　講師
今田　愛也

りリトドリン血清濃度が上昇し，妊娠
を維持させるために漠然と投与を続け
ると思わぬ副作用を惹起させることが
考えられます。双胎妊娠した患者に有
効で安全なリトドリンの投与を行うた
めには，血清リトドリン濃度に基づく
投与方針についてさらに研究する必要
があると考えられます。
　日常診療における妊婦への薬物治療
は，積み重ねた経験からエビデンスを
構築する時期になりました。私は，天
使病院産婦人科と協力して，診療に役
立つ様々なClinical Evidenceを提供で
きるように研究を続けていきたいと考
えています。
　なお，私は就職後まもなく，薬剤部
におけるTDM業務の改善と推進のた
めに，当時は助教授であった大和田榮
治先生（現学長）からTDMの実践指導
をしていただきました。大和田先生か
らは，大学で勉強した薬物速度論をど
のように臨床で活かし，TDM業務とし
て患者の治療に役立てることができる
のかを教授いただき，その後の業務と
研究の礎となりました。

参考文献
1） Eur J Obstet Gynecol & Repro Biol, 
91(2): 159-164, 2000

2） Am J Obstet Gynecol, 174: 525-528, 1996

　平成21年3月23日（月）に医療法人母
恋　天使病院と本学との間で，教育・
研究に関する連携協定が締結されまし
た。調印式は天使病院で行われ，天使
病院の辻崎正幸病院長と本学の大和田

榮治学長が協定書にサインをしまし
た。
　この協定は，「相互に人的・知的資源
の交流を図り，教育，医療，学術研究
の分野で連携し，薬剤師の職能の向上

を目指す」ものです。この協定に基づ
き，本年4月より本学の今田愛也講師
が薬剤師として常駐派遣されていま
す。

妊婦における薬物の
適正使用に関する研究

天使病院と
連携協定を締結
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●採用（平成21年4月1日付）
　講師　今田愛也
　（臨床薬学系　薬物治療学分野）

●転入（平成21年4月1日付）
　入試広報課長　木村健一
　（工大，入試課長から）
　教務係長　加藤智彦
　（工大，総務係長から）
　総務係長　木原雅人
　（工大，教務課主事から）
　総務課主事　西村和芳
　（工大，情報技術課主事から）
　教務課主事　山田輝幸
　（工大，情報技術課主事から）
　学生課主事　立野聖一
　（工大，入試課主事から）
　図書課主事　工藤義幸
　（工大，学生課主事から）

●昇格（平成21年4月1日付）
　教授　丹保好子
　（社会薬学系　公衆・環境衛生学分野）
　准教授　今井幹典
　（基礎薬学系　医薬化学分野）
　准教授　加納誠一朗
　（基礎薬学系　薬理学分野）
　准教授　齊藤嘉津彦
　（臨床薬学系　薬物治療学分野）
　准教授　丁野純男
　（基礎薬学系　薬剤学分野）
　准教授　戸田貴大
　（基礎薬学系　薬剤学分野）
　准教授　坂東　勉
　（臨床薬学系　薬物治療学分野）
　准教授　山下美妃
　（臨床薬学系　臨床薬剤学分野）
　講師　伊藤三佳
　（薬学教育系　薬学教育分野）
　講師　水上徳美
　（基礎薬学系　医薬化学分野）

●退職（平成21年3月31日付）
　教授　遠藤賢裕

　（基礎薬学系　生命科学分野）
　教授　長澤一男
　（基礎薬学系　医薬化学分野）
　教授　星　勝治
　（臨床薬学系　薬物治療学分野）
　図書課主事　貞廣美知子

●転出（平成21年3月31日付）
　入試広報課長　奥野俊一
　（工大，企画課長へ）
　総務係長　斉藤俊一
　（法人，総務第一係長へ）
　教務係長　高橋康紀
　（短大，学生支援係長へ）
　学生課主事　奥山牧子
　（工大，教務課主事へ）

　平成21年度法人発令の校務役職を
お知らせします。

薬学部長：市原和夫（薬学科長兼任）
基礎教育部長：中野善明
薬学科　基礎薬学系主任（大学院生物
薬学専攻長兼任）：坂東英雄

薬学科　臨床薬学系主任（大学院臨床
薬学専攻長兼任）：渡辺泰裕

薬学科　社会薬学系主任：早瀬幸俊
薬学科　薬学教育系主任：高橋和彦
大学院運営部　部長：市原和夫
　主任：坂東英雄，渡辺泰裕，早瀬幸
俊，谷口勇司，渡辺昌美，横井啓寿，
木村健一

教務部　部長：渡辺泰裕
　主任：郡　修徳，加藤隆治，野呂瀬
崇彦，渡辺昌美

学生部　部長：佐藤重一
　主任：丹保好子，小松健一，田中三
栄子，横井啓寿

就職部　部長：渡辺一弘
　主任：江川祥子，桜井光一，神　久
聡，横井啓寿

入試部　部長：黒澤菜穂子

　主任：國仙久雄，佐藤久美，山下　
浩，木村健一

広報部　部長：渡辺泰裕
　主任：坂東英雄，櫻井秀彦，野呂瀬
崇彦，木村健一

図書館・医薬情報センター
　館長：市原和夫　主任：梅田純代
薬用植物園　園長：坂東英雄
　主任：山下　浩
実験動物センター
　センター長：森本一洋
　主任：金田　繁
RIセンター
　センター長：伊藤慎二
　主任：水上徳美
中央機器センター
　センター長：猪爪信夫
　主任：和田浩二
情報システムセンター
　センター長：島森美光
薬学教育センター
　センター長：高橋和彦

人事異動のお知らせ

校務役職発令
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北薬大情報

　本学は平成20年度に財団法人日本高
等教育評価機構による大学機関別認証
評価を受け，『機構が定める大学評価基
準を満たしている』と認定されました。
　評価報告書の総評では，本学につい
て「教育研究目的のために多様な附属
機関を設置し，ユニークな教育研究の
展開と，実業界や地域のニーズに応え
る人材の育成に努力している」と評価
されました。
　また，基準ごとで優れていると評価
された点は以下のとおりでした。
　1　「医療人GP」の取組みのなかで，
建学の精神を北海道全域，過疎地へも
積極的に周知させようとしている。
　2　教育理念・教育目標が大学校舎
内の共用スペース，教員研究室に掲げ
られ，1年次の授業の中で，建学の精神，

教育理念，教育目標を説明している。
　3　「入学後，たばこを吸わないこと
を確約できる者」との条件を加え，医
療人育成の教育理念が表れている。
　4　実務実習の事前教育において，臨
場感ある教育の必要性から，臨床講師・
臨床教員を委嘱し，また地域住民を模
擬患者として参加させている。
　5　「医療人GP」に「臨床能力を育む地
域体験型学習とその支援」が採択され，
また「社会人の学び直しニーズ対応教
育推進プログラム」の委託事業に「薬学
教育6年制導入に伴う薬剤師の学び直
しのための教育支援プログラム」が選
定されている。
　6　臨床薬学研修では，「夕張医療セ
ンター」との連携協定を締結して実務
実習教員を派遣し，地域医療に関する

教育の推進を図り，薬学教育の現状と
発展に触れる機会を提供している。
　なお，本学ホームページ（http://www.
hokuyakudai.ac.jp）と財団法人日本高等教
育評価機構ホームページ（http://www.
jihee.or.jp）より，「自己点検報告書」と「評
価報告書」を閲覧することができます。
　大学機関別認証評価は文部科学大臣
の認証を受けた認証評価機関が実施す
る認証評価です。全ての大学が定期的
（最長7年）に受けることを義務付けら
れています。

〈アップトゥデート講座〉　受講無料　90分1単位
　最新の話題について講義形式で行う講座です。事前申込みは不要で
す。お気軽にご参加ください。

　前号の広報誌「桂」で報告したとおり，本学は昨年10月に薬剤師認定制度認証機構より生涯教育プロバイダーとして認証を
受け，今年度より認定事業を実施します。本年は，主催事業としてアップトゥデート講座（薬剤師教育研修会），およびステッ
プアップ講座を下記のとおり開講します。皆様の受講をお待ちします。

第1回　「セルフメディケーションにおける薬剤師の役割」
講師：田辺　功先生（株式会社ココノッツ取締役特別顧問　元朝日新聞編集委員）
日時：平成21年5月22日（金）　18：30～20：00
会場：札幌市教育文化会館（札幌市中央区北1条西13丁目）

第2回　「地域医療に果たす薬剤師の役割」
講師：古田精一先生（北海道薬科大学地域医療薬学分野　教授）
日時：平成21年6月13日（土）　16：00～17：30
会場：旭川トーヨーホテル　旭川市7条7丁目昭和通り

第3回　 「MDアンダーソンにおけるチーム医療の紹介と日本の
がんチーム医療における薬剤師の使命と夢」

講師：上田　宏先生（市立伊丹病院　薬剤科主査，がん専門薬剤師）
日時：平成21年9月11日（金）　18：30～20：00
会場：札幌市教育文化会館

第4回　「インフルエンザとパンデミック」
講師：石黒信久先生（北海道大学病院　感染制御部副部長）
日時：平成21年11月6日（金）　18：30～20：00
会場：札幌市教育文化会館

※遠隔地にお住まいの方はインターネット受講も可能ですが，事前申込みが必要です。

平成21年度　北海道薬科大学生涯研修認定制度　本学主催セミナーのご案内

〈ステップアップ講座〉
受講料2,000円／回　各回定員40名　180分2単位
　薬剤師業務の中でも特定のテーマに焦点を当て，ワークショッ
プ形式で知識や技能を身につける講座です。実務面でレベルアッ
プしたい方にオススメの講座です。

第1回　「EBM（根拠に基く医療）を実践してみよう！」
講師：中川　仁（北海道社会保険病院　総合診療科部長）
　　　島森美光（北海道薬科大学　数学分野　教授）
　　　岡﨑光洋（北海道薬科大学　医療情報解析学分野　准教授）
日時：平成21年9月26日（土）　15：00～18：00
会場：ACU中研修室K（札幌市中央区北3条西4丁目1日本生命ビル）

第2回　「輸液療法に強くなろう！」
講師：山地　泉（手稲渓仁会病院　腎臓内科部長）
　　　本郷文教（手稲渓仁会病院　副薬剤部長）
　　　郡　修德（北海道薬科大学　臨床薬剤学分野　教授）
日時：平成21年10月31日（土）　15：00～18：00
会場：ACU中研修室K

第3回　「薬局を活性化するリーダーシップ」
講師：野呂瀬崇彦（北海道薬科大学　薬事管理学分野　准教授）
日時：平成21年12月5日（土）　15：00～18：00
会場：ACU中研修室K

詳しくは本学研修認定薬剤師制度ホームページ（http://www.hpus.school-info.
jp/）をご覧ください。

日本高等教育評価機構による
大学機関別認証評価
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　4月3日（金）に厚生労働省は「第94
回　薬剤師国家試験」結果を発表しま
した。本学出身の受験者217名のうち，
181名が合格し合格率は83.4％でした。

大学別では，61大学中18位，東北以北
では今年も第1位となりました。なお，
全国では総受験者数13,114名，合格者
数11,300名で合格率は74.4％でした。

　現制度での薬剤師国家試験は平成
23年度まで実施され，以降は新制度
による試験となります。

本学は「第94回　薬剤師国家試験」で
本年も東北以北第1位でした。

　6年制教育に対応する新しい薬剤師
国家試験制度の検討結果が発表されま
した。今後さらに，出題基準，出題分
野，出題数，実施方法，出題形式，合
格基準などの詳細が検討され，厚生労
働省から正式に発表される予定です。
本稿では，『薬剤師国家試験出題制度検
討会報告書』に示された重要事項につ
いて現状でわかっている範囲で説明し
ます。

1）出題基準
　新しく策定する出題基準は，6年制教
育の基礎になった「薬学教育モデル・
コアカリキュラム」，「実務実習モデ
ル・コアカリキュラム」の項目を基本
とするのが適当であるとされました。
「物理・化学・生物」，「衛生」，「薬理」，
「薬剤」，「病態・薬物治療」，「法規・制
度・倫理」，「実務」の7領域を定めて，
現行と同じ「大項目」，「中項目」，「小項
目」および「小項目の例示」として体系
化されます。

2）出題区分
　新しい薬剤師国家試験では，科目別
に試験を行うのではなく，薬学全領域
を出題の対象として，「必須問題」と「一
般問題」とに分け，さらに「一般問題」
を「薬学理論問題」と「薬学実践問題」と
して3区分で試験を実施するのが適当
であるとされました。

① 必須問題：全領域のうち，医療の担
い手である薬剤師として特に必要不
可欠な基本的資質を確認する出題区
分です。
② 一般問題：全領域のうち，医療の担
い手である薬剤師が直面する一般的
課題を解釈・解決するための資質を
確認する出題区分です。
　・ 薬学理論問題：薬剤師に必要な知
識を中心に，技能・態度を含む薬
学の理論に基づいて，薬剤師が直
面する一般的課題を解釈するため
の資質を確認する出題区分です。

　・ 薬学実践問題：医療の実務におい
て一般的課題を解決するための基
礎力，実践力および総合力を確認
する出題区分です。

3）出題数
　現行の薬剤師国家試験は240問です
が，新しい国家試験は6年間の教育内
容を考えて，345問となり，現行と同様
に2日間で行います。
① 必須問題：90問（物理・化学・生
物：15問，衛生：10問，薬理：15問，
薬剤：15問，病態・薬物治療：15
問，法規・制度・倫理：10問，実務：
10問）

② 薬学理論問題：105問（物理・化学・
生物：30問，衛生：20問，薬理：15
問，薬剤：15問，病態・薬物治療：
15問，法規・制度・倫理：10問）

③ 薬学実践問題：150題（物理・化学・
生物：15問，衛生：10問，薬理：10
問，薬剤：10問，病態・薬物治療：
10問，法規・制度・倫理：10問，実
務：85問）
　＊ 薬学実践問題は，実務のみが20問，
組合せ問題（実務＋薬理または薬
剤または病態・薬物治療）が60問，
複合問題（実務＋物理・化学・生
物または衛生または法規・制度・
倫理）が70問です。

4）出題形式
　出題形式は多肢選択方式が基本にな
りますが，必須問題は一問一答を基本
とすることが適当であるとされまし
た。一般問題では，正答肢を選択する
問題が基本になりますが，実践の場で
取り得る解答肢の中から最も適切なも
のを選択する問題や明らかに誤りであ
る解答肢や重要性が低い解答肢を選択
する問題などが出題される予定です。

5）合格基準
　総合成績で65％以上の正答が合格
基準になると考えられます。また必
須問題では50％，一般問題では35％
以上の正答率であることが求められ
ます。

6年制の薬剤師国家試験について



8

K A T S U R A

北薬大情報

　本学に申請された高栗郷氏（大学院
博士後期課程薬理学特論），川合由美
子氏（中外製薬㈱），山田英俊氏（渓仁会
西円山病院）の3氏に博士（薬学）が授与
されました。学位記は課程博士を取得
した高栗郷氏に対しては3月13日（金）
に挙行された学位授与式で，論文博士
の川合，山田氏に対しては3月12日（木）
に学長室において授与されました。
　各論文題目とその内容は以下のとお
りです。
● 高栗郷氏「インスリンシグナル伝達
に及ぼすHMG-CoA還元酵素層が意
訳（スタチン）の影響に関する基礎的
研究」
● 川合由美子氏「がんおよび関連疾患
に対する抗体治療薬の開発研究」
● 山田英俊「電子カルテネットワーク
を利用した病院薬剤師業務の質的向
上と医療安全の確保に関する研究」
　高栗氏は，脂質異常症治療薬である
アトルバスタチンが，脂肪細胞におい
てインスリンシグナル伝達に障害を及
ぼし，最終的に細胞内へのグルコース
の取り込みを抑制することを見出し，
この機序はmRNA，ドミナントネガ

ティブ変異体
を用いた実験
で，スタチン
による低分子G蛋白質RhoAの機能抑
制であることを証明しました。これら
の結果から，アトルバスタチンがイン
スリン抵抗性を増悪する可能性を示唆
し，糖尿病を併発している脂質異常症
患者に使用する場合は慎重を期すべだ
ということを考察しました。
　川合氏は，悪性黒色腫，多発性骨髄
腫，がん随伴性症候群の高カルシウム
血症に関連する抗体をそれぞれ作成
し，in vivo，in vitroで評価しました。
　悪性黒色腫に対しては，ガングリオ
シドGM3を認識するIgM抗体を作成
し，抗体がGM3を発現する悪性黒色腫
の治療薬になりうる可能性を示しまし
た。多発性骨髄腫に対しては抗HLA-
class I低分子抗体を作成し，抗体がカ
スパーゼ非依存的アクチン重合を引き
起こし，抗腫瘍作用を示すことを明ら
かにしました。さらに抗副甲状腺ホル
モン関連タンパク質抗体を作成し，抗
体ががん随伴性症候群で認められる高
カルシウム血症を改善することをモデ

ルラットによって明らかにしました。
これらの結果より，今後のがんの薬物
療法に抗体製剤が有用である可能性を
示唆しました。
　山田氏は，薬物療法の適正化とリス
クマネジメントの強化という病院薬剤
師の果たすべき職責に対して，近年著
しく進展してきたIT技術がいかに寄与
できるかということを検討しました。
具体的には，電子カルテ上への「添付
文書情報提供システム」の構築が，情
報伝達の迅速化や医薬品情報室業務の
効率化，および医薬品適正使用の更な
る推進に寄与すること，医薬品質疑応
答データベースの構築が医療スタッフ
業務の効率化と医療の質向上へ貢献す
ること，がん化学療法レジメンデータ
ベースの構築が抗悪性腫瘍剤の適正使
用とリスクマネジメントの一層の強化
に寄与することなどを明らかにし，以
上の結果からIT技術の薬剤師業務への
活用についての新たな可能性を示しま
した。

高栗，川合，山田氏に
博士学位を授与

　平成21年度の学部奨学生および大
学院研究奨励生が決定し，4月28日
（火）に証書授与式を行いました。学
部奨学生は前年度に優秀な成績を収
めた2～4年生各10名に，奨学金とし

て12万円が給付されました。なお，
学部1年生の奨学生は前期の成績に基
づき10月頃に決定します。
　大学院は研究奨励金として，修士課
程の各学年6名（生物薬学専攻：3名，

臨床薬学専攻：3名）に15万円ずつ，
博士課程各学年1名に45万円が給付さ
れました。
　学部奨学生，大学院研究奨励生は以
下のとおりです。

学部奨学生，大学院研究奨励生が決定

学部奨学生─────────────────────
2年： 松崎円香，菅原久美子，佐伯有紀，吉田美咲，角谷直志，菅野

貴寛，平野あゆみ，高岡彩奈，石上紘平，西科小春
3年： 逢坂信孝，村上由希子，川口貴史，石郷友之，増島広幸，布施

久恵，吉良恵美，前田睦実，三藤陽香，青木理沙
4年： 武田龍馬，三浦麻緒，伊花和宏，八巻美和，花見麻帆，谷磨砂美，

藤平泰造，上野太佑，難波正志，森崎陵士

大学院研究奨励生──────────────────
修士1年： （生物薬学専攻）佐藤慶三，竹内里哉，山本潤，（臨床薬学専攻）

原田瑞記，大谷菜月，森美奈子
修士2年： （生物薬学専攻）大場達也，佐々木雅志，元茂拓法（臨床薬

学専攻）熊谷和美，竹田祥子，畠山拓人
博士2年：小山恭平　　博士3年：戸上紘平
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　新入生一泊オリエンテーションを平
成21年4月7～8日に北広島クラッセ
ホテルで行いました。このオリエン
テーションは，今年度はじめて実施さ
れたもので，新入生同士や，教職員と
の親睦を深めること，これからの大学
生活の在り方について考えることを目
的としています。前日に入学式を終え
たばかりの新入生238名，大和田学長，
市原学部長，1年生担任教員を含めた教
職員，大学院生および新3年生など合
わせて306名が参加しました。参加者
全員が不安と緊張のなかで，7日午後に
貸切バスにて大学を出発しました。
　ホテル到着後，さっそくワーク
ショップが始まりました。新入生はク
ラスごとに担任とスモールグループを
作り，自己紹介の後，まず手書きでオ
リジナル名札の作製に取り組みまし
た。続いて，本学志望理由の順位をク
ラスメンバーと共に予想するコンセン
サスゲームが行われました。夕食前に
は緊張もすっかりほぐれ，クラス内で
自由に話せる雰囲気ができ上がりまし
た。立食形式の夕食会は，学長の挨拶
ではじまり，オリジナル名刺の交換会
が開催され，他のクラスの学生との活
発なコニュニケーションの場となりま
した。その夜は，深夜まで語り合った
学生もいたようです。
　2日目は，昨日とは異なるメンバー
で新しいスモールグループを作り，こ
れからの大学生活について意見交換を
行いました。入学直後にもかかわらず，
初日の緊張や不安げな様子はほとんど
見られませんでした。
　オリエンテーション終了時のアン
ケートでは，「最初は不安でしたが，し
ばらくすると友達が自然とできていて
良かったです」，「一緒に入学した人達
がこれからの大学生活をどう考えてい
るのかを知り，参考になりました」，「お
弁当仲間ができました」などのコメン

トが多く見られました。なかには「自
分は人見知りで友達づくりが苦手。で
も友達ができて良かった」という回答
もありました。また，教職員のアンケー
トでも「良い機会が得られた」「いい企
画だった」という意見が多数を占めま
した。
　今回のオリエンテーションでは，大
学院生と新3年生が進行役として参加
してくれました。オリエンテーション
の前から細かく準備し，進行役の練習
を行いました。彼らのアンケートにも
「自分のスキルを磨くことができた」，
「自分自身のコミュニケーションの取
り方を知ることができた」といったコ
メントがありました。この企画は，来
年度も実施する方向で現在準備を進め
ています。

　平成21年3月14日（土）に日本チェー
ンストアドラッグストア協会が主催す
る第4回セルフメディケーションア
ワードの薬学生の部で，本学4年生鳥
居香帆里さんが最優秀大賞を受賞しま
した。
　鳥居さんは1・2年次にそれぞれ1週
間行った薬局や障がい者施設での実習
の体験をもとに「少子高齢化社会にお
ける予防や健康づくりのために―私の
目指す薬剤師像―」というタイトルで
論文にまとめ，数多くの応募の中から
大賞に選ばれました。
　本学では，この功績を称え，学長表
彰とし，表彰状と記念品を贈呈しました。

新入生
一泊オリエンテーション

セルフメディケーションアワード
最優秀大賞を受賞

　平成21年3月14日（土），紀伊国屋書
店札幌本店内のインナーガーデンにお
いて『教育フェスタ2009』が開催されま
した。発表された藤女子中学校での
キャリア教育授業には本学も教育支援
の一環として協力しています。当日生
徒達が発表した「男性用リップクリー
ム」は，昨年秋から本学の教員が指導
したものでした。当日は担当した教員
全員が会場を訪れ，生徒たちの発表に
耳を傾けました。本学では，今後もこ
の様な中学・高校への薬学に関連した
教育支援を継続的に行っていきます。

『教育フェスタ2009』が
開催

　4月18日（土）午前11時から本学体育
館にて新入生歓迎会が開催され，新入
生，在校生，教職員など合わせて約
350人が参加しました。3年生逢坂信
孝君の司会でスタートし，各クラブの
紹介，軽音ライブなどが行われました。
飲み物を手にしながら軽食が用意され
たテーブルを囲み，新入生と在校生の
親睦が図られました。

新入生歓迎会
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　平成21年3月8日より22日までの2週間に渡り，ハワイ州立大学マノア校において，希望者15名による短期語学研修が行
われました。
　本研修は英語教育プログラムの一環として，本年度より導入されました。英語レッスン，現地学生との交流，薬局・病院
見学やフリータイムでの珍道中などを通し，参加者が楽しみながら英語に触れつつ，海外文化への理解を深めた研修となり
ました。以下に参加学生の紀行文を紹介します。

ハワイ語学研修が始まりました

　ホノルル空港に降り立ち，独特な甘
味のある空気に包まれた時「ああ，つ
いに始まるんだ」と私は実感した。真
剣に英語と向き合うのは初めてなので
「伝わらなくてあたりまえ」をモットー
とし，心配はそれほどなかった。
　朝8時半から午後12時半まで英語に
より授業が進められた。まず，「昨日の
午後から誰と，どこに行って，どのよ
うな経験をしたのか」をクラスメイト
に伝えることから始める。加えて週2
回，ハワイ大学の学生との英会話の
レッスンがキャンパスであった。学生
は日本に興味がある人が大半なので，
会話はとても楽しい（KYを説明してく
れと言われた時は苦労した）。しかし，
文化体験のフラはダンスが苦手なので
苦戦した（卒業式でフラを披露するこ
とになり，猛練習しなければならな
かったのだ）。
　何より勉強になったのはアメリカの
薬剤師業務を実際に見学できたことだ
と思う。薬局で驚いたのは薬瓶の多さ。
しかも薬瓶に入っているのは日本では
粉薬が一般的なのに対し，アメリカで
は錠剤が主流だった。それに加えて，
錠剤のビビットなカラーと予想外の大
きさ（薬局でビタミン剤を購入し，い
ざ服用を試みて驚愕。1カプセルがな
んと3 cmもあったのだ）。小柄な日本
人と，大柄なアメリカ人。薬にもそれ
が影響していると思うと面白い。
　社会との調和を重んじる日本人と，

ハワイ語学研修を振り返って
薬学科　2年　越野　早紀

個性の主張を重要視するアメリカ人。
病院見学では薬剤師だと言うシックな
ワンピースを着た女性とアロハシャツ
を着た男性が私達を案内してくれた。
「普段もその格好で仕事しているので
すか。日本では医療スタッフは皆白衣
を着て仕事をしていますよ」と質問す
ると，「そうです。普段もこの格好で仕
事しますし，ネームを見なければ医師
なのか薬剤師なのかわかりません。ユ
ニホームは着ても着なくてもいいし，
カラーも選べる。自由なのです」と教
えてくれた。さすが自由の国アメリカ
だなと感心してしまった。
　最新機械を取り入れ，インシデント
やアクシデントの防止がより徹底され
ていた。「今年の11月までには患者を
とり間違えないように，バーコードで
管理するシステムを取り入れる予定。
だけど，とても高額」なのだそうだ。
最新機械を取り入れることが，業務の
効率化につながり，服薬
指導も徹底できることは
間違いないと思う。アメ
リカの進んだ業務も勉強
し，かつ良きところは日
本の業務にも生かし，よ
りよい医療を患者さんに
提供していけたらと思
う。これからの日本の医
療に期待したい。
　授業が終わると，私達
はドミトリーに戻りアド

ベンチャーに繰り出した。ビーチで海
水浴をしたり，動物園に行ったり，登
山したり，ショッピングしたり。乗り
間違えたバスが山の中でエンジン停止
したことは印象強い思い出だ。大自然
と気さくな人々，ヘビーな食べ物，薬
草園のモスキート，たくさんのハプニ
ング…。
　一日一日が楽しさと緊張で気の抜け
ない毎日だった。思い出すと，口がほ
ころび，つい笑顔になってしまう。
　きっと忘れない，忘れたくないこの
大切な経験を，これからの医療人とし
ての自分に生かしていきたい。

この木何の木（モンキーポッド）atモアナルアガーデン

Lessonでお世話になった先生　Mr. Robert
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　平成20年度後期の授業アンケートの
結果がまとまりました。各授業別のア
ンケート結果と教員による授業改善目
標はホームページの学内専用欄に掲載
しています。本誌では総評を記します。
　授業アンケートは，終講日のある週
に一斉に実施しました。方法は前期と
同じく授業内に時間を設け，アンケー
ト冊子の配付と回収を行いました。回
収率は前期と同じく昨年度に比べ向上
し，1年生85.7％，2年生81.8％，3年生は
79.5％でした。4年生は「薬学総合演習」
のみが対象授業となり90.6％でした。
講義科目の各質問項目に対する学年別
の5段階評価における平均値は以下の
とおりで，例年と同様に，学年進行に
より評価が低下する傾向がみられまし

た。なお，1～3年の必修講義科目の中
で最も総合評価（問11）が高い授業は，1
年が生化学Ⅰ（担当：桜井），2年が英語
Ⅳ（担当：加藤），3年が英語Ⅵ（担当：
加藤）でした。
　なお，これまでは，終講時の学生の
理解度，満足度の調査に主眼がおかれ
ましたが，本年度に導入した「修学支

援システム」の授業アンケート機能を
活用することで授業進行の中途でのア
ンケート調査が可能になり，授業期間
内での学生の皆さんの声を反映出来る
ようになります。現在，アンケート調
査における修学支援システムの運用を
検討しています。

平成20年度後期授業
アンケート結果がまとまる

4月

6日（月）入学宣誓式

7日（火）
宿泊オリエンテーション（学部新入生：～8日）
科目別実力テスト（学部4年：～8日）
ガイダンス（～10日）

8日（水）学生定期健康診断（～9日）
9日（木）新入生基礎学力テスト（学部新入生：～10日）
13日（月）前期始講
18日（土）新入生歓迎会
24日（金）就職相談会
27日（月）SDA（安全運転者の会）総会，交通安全講習会

5月 7日（木）水曜日授業
6月 22日（月）医療人ウィーク：見学実習（学部1年：～26日）

7月

3日（金）体育大会・大学祭（～5日）
4日（土）Homecoming

24日（金）
前期終講（学部2～4年，大学院）
月曜日授業

27日（月）夏季休業開始（大学院）
29日（水）前期定期試験（学部2～4年：～8月3日）
31日（金）前期終講（学部1年）

8月

4日（火）
前期定期試験（学部1年：～5日）
夏季休業開始（学部2～4年）

6日（木）

夏季休業開始（学部1年）
薬学総合演習公開模擬試験
（学部医療薬学科4年：～7日）
体験CBT試験（学部薬学科4年：～7日）

8日（土）第1回オープンキャンパス
9日（日）第2回オープンキャンパス
21日（金）修士課程推薦入学試験（大学院）
26日（水）開学記念日（5月15日）振替休日
27日（木）仮進級試験（学部2～4年：～28日）
31日（月）再試験（学部1～4年：～9月3日）

9月

2日（水）夏季休業終了（学部医療薬学科4年）

3日（木）
後期始講（学部医療薬学科4年）
病院・薬局実習ガイダンス（学部医療薬学科4年）

4日（金）
病院・薬局実習導入講義（学部医療薬学科4年）
夏季休業終了（学部薬学科4年）

9月

7日（月）
後期始講（学部薬学科4年）
病院実習（学部医療薬学科4年：～10月7日）
前期定期試験（大学院：～14日）

15日（火）臨床薬学総合演習（大学院：～10月16日）
18日（金）夏季休業終了（学部1～3年）
24日（木）後期始講（学部1～3年，大学院）

10月

3日（土）第3回オープンキャンパス
4日（日）父母懇談会（本学）
9日（金）薬局実習（学部医療薬学科4年：～23日）
10日（土）父母懇談会（北海道内：～11日）
15日（木）月曜日授業
16日（金）臨床薬学総合演習終了（大学院）
17日（土）父母懇談会（北海道外：～18日）

19日（月）
医療人ウィーク：体験学習（学部2年：～30日）
医療人ウィーク：経験学習（学部3年：～30日）
臨床薬学実務研修（大学院：～3月23日）

26日（月）薬学総合演習模擬試験（学部医療薬学科4年：～27日）
28日（水）薬学総合演習始講（学部医療薬学科4年）
29日（木）後期終講（学部薬学科4年）

11月

4日（水）後期定期試験（学部薬学科4年：～6日）
6日（金）火曜日授業
7日（土）修士課程一般（1次）・社会人入学試験（大学院）
14日（土）公募制推薦・社会人入学試験（学部）
15日（日）指定校・系列校推薦・AO入学試験（学部）
24日（火）月曜日授業
25日（水）再試験（学部薬学科4年：～27日）

30日（月）薬学総合演習第1回試験（学部医療薬学科4年：～12月1日）

12月

上旬 実験動物慰霊祭，冬道交通安全講習会
15日（火）冬季休業前終講（学部1年）
16日（水）冬季休業開始（学部1年）
19日（土）公開模試（学部医療薬学科4年：～20日）
21日（月）冬季休業開始（学部医療薬学科4年）
22日（火）冬季休業前終講（学部2～3年）
23日（水）冬季休業開始（学部2～3年）

12月
25日（金）冬季休業前終講（学部薬学科4年）
26日（土）冬季休業開始（学部薬学科4年）

1月

4日（月）冬季休業明け始講（学部薬学科・医療薬学科3年，大学院）

6日（水）
冬季休業明け始講（学部医療薬学科4年）
薬学総合演習第2回試験
（学部医療薬学科4年：～7日）

12日（火）後期終講（学部薬学科4年）

15日（金）
後期終講（学部医療薬学科4年）
課程博士学位論文発表会（大学院）
後期終講（大学院）

18日（月）
共用試験（学部薬学科4年：～21日）
授業未開講（学部1～3年：～22日）

22日（金）修士学位論文発表会（大学院：生物薬学専攻）
23日（土）修士学位論文発表会（大学院：臨床薬学専攻）

25日（月）薬学総合演習第3回試験（学部医療薬学科4年：～26日）
29日（金）後期終講（学部1～3年）

2月

1日（月）一般入学試験（学部：～2日）
8日（月）後期定期試験（学部1～3年：～15日）

16日（火）薬学総合演習再試験（学部医療薬学科4年：～17日）

19日（金）博士後期課程・修士課程一般（2次）入学試験（大学院）
22日（月）公開模試（学部医療薬学科4年：～23日）

24日（水）
共用試験追再試験（学部薬学科4年：～26日）
国試直前講習（学部医療薬学科4年：～3月1日）

3月

2日（火）
再試験（学部1～3年：～5日）
卒業発表（学部医療薬学科4年）
博士・修士学位審査結果発表（大学院）

6日（土）薬剤師国家試験（学部医療薬学科4年：～7日）（予定）
7日（日）海外語学研修（～21日）
12日（金）学位記授与式，卒業祝賀パーティー
16日（火）進級発表（学部1～4年）

平成21年度　年間行事予定

項　目 1年 2年 3年 4年 全体

問 1 　この授業は，学習の目標が明確である。 3.59 3.48 3.39 3.37 3.49

問 2 　この授業内容は，授業計画（シラバス）に沿っている。 3.67 3.63 3.48 3.30 3.59

問 3 　この授業内容を理解できた。 3.37 3.32 3.17 3.55 3.30

問 4 　この授業のレベルは適切である。 3.46 3.35 3.3 3.37 3.38

問 5 　この授業内容の分量は適切である。 3.37 3.22 3.21 3.26 3.27

問 6 　教員の話し方が明確で聞き取りやすい。 3.45 3.33 3.24 3.11 3.34

問 7 　教員の説明は体系的でまとまりがあり，分かり易く説明していた。 3.44 3.40 3.22 3.06 3.36

問 8 　教員の授業に対する熱意を感じた。 3.58 3.51 3.43 3.21 3.51

問 9 　教員は学生が授業に集中できる雰囲気作りに配慮した。 3.49 3.51 3.36 3.30 3.46

問10　教材（プリント，視聴覚，板書など）の使用が効果的である。 3.56 3.48 3.29 3.45 3.46

問11　総合的に判断して，この授業は満足できる。 3.52 3.41 3.29 3.17 3.41
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●快晴の空の下、開催された北薬祭
●昭和大学病院薬剤部　早瀬久美先生による講演会
●本学薬用植物園の四季をテーマにした、小樽市在住の
　画家・横山文代さんによる絵画展
●夕張で本学主催の講演会を開催4
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2
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　2008年4月より1年間，米国ノースカ
ロライナ大学薬学部に籍を置き，薬剤
師業務に関する研修を受ける機会を与
えていただきました。ノースカロライ
ナはアメリカ東海岸沿いの南部に位置
し，西はアパラチア山脈，東は大西洋
に囲まれた非常に自然豊かで暮らしや
すい州です。特にこのアパラチア山脈
にあるGreat Smoky Mountains National 
Parkは全米一観光客の多い国立公園と
して知られており，年間1千万人ほど
の人が訪れるそうです。そんな風光明
媚な州に存在するノースカロライナ大
学は，全米で最初に創設された州立大
学であり，教育レベルはさることなが
ら，スポーツも非常に盛んです。特に
バスケットボールにおいては，かの
Michael Jordanも在籍していた名門
チームを持ち，今年の全米リーグでも
優勝を果たしたほどです。
　私は，現地において3つの研修を行っ
てきました。メインはアメリカの薬剤
師業務に関する研修です。ノースカロ
ライナ大学附属病院を中心として，同
じ州内のライバル校であるデューク大
学の附属病院，その他の中小病院や調
剤薬局において，アメリカの薬剤師業
務を経験，見学してきました。その中
でも特に，病院薬剤師の業務が日本と
は大きく異なるという印象を受けまし
た。どの病院においても中央薬局には
薬剤師の倍ほどの数のテクニシャンが
おり，処方入力，医薬品の発注や管理，
調剤や製剤など多岐にわたる業務を
行っています。一方，薬剤師の主な業
務は処方および薬剤の監査であり，他
の薬剤師は病棟で活躍するという形態
をとっています。病棟において薬剤師
は，毎日行われる医療チームの患者回
診に同行し，積極的に薬剤に関する提

案や情報提供などを行っており，他の
医療職からの信頼が厚く，薬のプロ
フェッショナルとして確固たる地位を
確立していると感じました。2つ目は
医療現場における実務実習の視察で
す。アメリカの薬学部では10ヶ月程
度の実務実習が必須であるため，薬剤
師はほぼ1年中，学生指導を行ってい
る状態です。そのような状況にも関わ
らず，彼らは非常に教育熱心で，学生
とのコミュニケーションを綿密に取り
ながら，きめ細やかな学生指導を行っ
ていました。3つ目は薬学教育の現状
視察です。私が感じた日本の薬学部と
の違いは，臨床現場で必要とされる知
識や技能を何度も繰り返しトレーニン
グすることで，学生にしっかりと身に
付けさせる教育がなされている点で
す。また，講義・実習における学生評
価のシステムやカリキュラム構成も優
れており，今後の参考にしたいと感じ
ました。
　この1年間で，アメリカの薬剤師業
務，薬学教育の現状を目の当たりにし，
今後の日本が参考にしていくべき多く
の点を認識することができました。そ
の一方で，現在活躍している多くの薬
剤師，薬学部の教員は「私が薬剤師に

なった頃は，薬剤師が患者に薬の名前
を説明することすら禁じられていた」，
「実務実習で，現場の薬剤師は何も教
えてくれなかった」，「大学時代は現在
のような臨床的な内容を習ってこな
かった」と言います。これらの言葉か
ら，この数十年間の彼らの多大な努力
が，現在のアメリカの薬剤師の地位を
作り上げたのだということを実感しま
した。同時に“今後の努力次第で日本
の薬剤師もこれからの発展に期待でき
る！”という勇気をもらって帰国しま
した。アメリカでお世話になった方々
および今回留学の機会を与えてくださ
り，見守ってくださった方々に対する
最大の感謝は，この経験を日本のため
に最大限に活用することで表したいと
思っています。

アメリカにおける
薬剤師研修を終えて

臨床薬剤学分野　准教授　山下　美妃
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　平成20年度に，本学が認証された「生
涯研修・認定制度認証機関（プロバイ
ダー）」として企画する講座がいよいよ
始まりました。

●第1回アップトゥデート講座
　本学が生涯研修プロバイダーとして
認定されて初めての研修プログラム
が，5月22日（金）に札幌市教育文化会
館で開催されました。株式会社ココ
ノッツの代表取締役　特別顧問であ

り，薬剤師認定制度認証機構の理事も
務める田辺　功先生が「セルフメディ
ケーションにおける薬剤師の役割」と
題して講演されました。

●第2回アップトゥデート講座
　6月13日（土）に旭川トーヨーホテル
で，本学の地域医療薬学分野の古田精
一教授が，「地域医療に果たす薬剤師の
役割」と題して講演しました。講演終了
後，懇親会が開催され，多くの同窓生
や薬剤師の方々が交流を深めました。

●第3回アップトゥデート講座
　9月11日（金）に札幌市教育文化会館
で，市立伊丹病院薬剤科主査，上田　
宏氏による講演がありました。上田氏
はがん専門薬剤師の資格を有し，M. D.ア
ンダーソンがんセンターMedical Exchange 
Programの第3期生でもあります。演
題は「MDアンダーソンにおけるチー
ム医療の紹介と日本のがんチーム医療
における薬剤師の使命と夢」でした。

　文部科学省の平成21年度「大学教育
充実のための戦略的大学連携支援プロ
グラム」に本学を含めた9つの薬系大
学・薬学部（代表校　東京理科大学）が
共同申請した取組み「大学連携による6
年制薬学教育を事例とした標準的な基
盤教育プログラムの開発」が選定され
ました。
　このプログラムは，「大学における教
育研究資源を有効活用することによ
り，当該地域の知の拠点として，教育
研究水準のさらなる高度化，教育活動
の質保証，個性・特色の明確化に伴う
機能別分化の促進と相互補完，大学運
営基盤の強化等とともに，地域と一体
となった人材育成の推進を図ること」
を目的としています。取組みの中で本
学は，「地域で活躍する薬剤師」の育成
に関わる教育プログラムの構築に参画
します。
　本取組みの実施校は以下のとおりです。
代表校：東京理科大学
連携校： 北海道薬科大学，東北薬科大

学，昭和大学，帝京大学，東京
薬科大学，岐阜薬科大学，武
庫川女子大学，徳島文理大学

平成21年度 「大学教育充実
のための戦略的大学連携支援
プログラム」に選定

薬剤師生涯研修認定制度が
スタート 　平成21年度ノーステック財団「研究

開発助成事業」に，本学の教員が申請
した2件が採択されました。採択者と
研究課題名は以下のとおりです。
●丁野純男（薬剤学分野：准教授）
「エアゾール型リポソームと肺胞
粘液層成分との相互作用の解明」

●和田浩二（医薬化学分野：准教授）
「道産トリカブト由来新規アルカ
ロイド誘導体の抗がん剤への応
用」

平成21年度 ノーステック財団
「研究開発助成事業」に2件が採択

　財団法人 伊藤医薬学術交流財団助成

平成21年度　「伊藤医薬学術
交流財団助成」に1件が採択

　財団法人 一般用医薬品セルフメ
ディケーション振興財団調査研究助成
に地域医療薬学分野の古田精一教授が
「夕張市の高齢者世帯における救急箱
点検サービスを利用した一般用医薬品
使用実態調査」の研究テーマで採択さ
れました。

　財団法人 秋山記念生命科学振興財
団の研究助成に薬剤学分野の丁野純男
准教授が「地球温暖化で世界的流行が
危惧される難治性肺感染症に対する経
気道治療システムの構築」の研究テー
マで採択されました。

平成21年度　「一般用医薬品
セルフメディケーション振興財団
調査研究助成」に1件が採択

平成21年度  「秋山記念生命
科学振興財団研究助成奨励」
に1件が採択

　平成21年度独立行政法人科学技術
振興機構の「シーズ発掘試験」に，本学
の教員が申請した2件が採択されまし
た。採択者と研究課題名は以下のとお
りです。
●江川祥子（病態科学分野：教授）
「バイオマーカーを志向したアデノ
シンデアミナーゼ2の測定法開発」

●丁野純男（薬剤学分野：准教授）
「薬物肺送達システムの担体とな
る新規エアゾール型リポソームの
開発と応用」

平成21年度  「シーズ発掘試験」
に2件が採択

に病態科学分野の町田麻依子講師が
「米国臨床薬学教育への実務家教員の関
与法」の研究テーマで採択されました。
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　平成20年度卒業生の就職状況につ
いて就職部より報告します。本学に対
する薬局・病院・製薬企業等からの求
人数は744件でした。内訳は，開局薬
局289（道内53，道外236），病院薬局
393（道内106，道外287），製薬企業
34，医薬品卸業5，化学製造業7，臨
床検査等16です。
　下表に平成20年度学部卒業生176名
の進路をまとめました。進学24名（本
学大学院16名，他大学大学院および
研修生8名）および就職希望なしの1名
を除くと，就職希望者は135名で，6月
19日の時点で全員の就職が決定（決定
率100％）しています。なお，進路状
況の未定・その他の欄は，就職希望し
ないまたは薬剤師国家試験不合格のた
めの就職辞退者です。

　本年6月に改正薬事法が施行され，
一般用医薬品（OTC薬）の販売制度が
大きく変わりました。薬剤師以外でも
OTC薬販売における情報提供が可能
となる資格が新たに設けられました。
OTC薬はリスク区分に応じて第1～3
類に分類されますが，リスクが特に高
い第1類は薬剤師のみ情報提供が可能
です。このように薬剤師の役割，使命
などが大きく変化している中，自身の
適正，将来の生活設計などを考慮し，5
年後，10年後を思い描きながら就職先
を選択する必要があります。
　最近では，学生の就職情報の収集に
インターネットが頻繁に利用されてい
ます。情報が氾濫する中，多くの情報
を整理し，いかに有効・有益に活用す
るかが自分の能力を生かす職場を探す
ために重要となってきます。その他に
も，大学で行われる就職相談会，就職
ガイダンス，あるいは大学の就職資料
室の利用や導入済みの進路支援システ
ム（ネオリッチ社）の活用が有効です。
また，3，4年次学生を対象とした自由科
目セミナー「医療・福祉等関連施設に
おけるインターンシップ」は職場を体
験するために有益です。学生の皆さん
は，このようなツールや機会を大いに
活用して，早めに着実に就職活動を
行ってください。
　最後に，平成20年度卒業生の全就
職先を以下に示します。

病　　院
【北海道内】［札幌］NTT東日本札幌病
院，（医）三草会　クラーク病院，（医）札
幌麻生脳神経外科病院，（医）菊郷会　
札幌センチュリー病院，（医）徳洲会　
札幌徳洲会病院，（医）徳洲会　札幌東
徳洲会病院，市立札幌病院，（医）渓仁
会　手稲渓仁会病院，（財）北海道石炭
同交振興会　同交会病院，（医）医仁会
中村記念病院，（医）渓仁会　西円山病

院，（社）北海道勤労者医療協会，北海
道厚生農業協同組合連合会，（医）社団
清和会　南札幌病院，（医）札幌山の上
病院，特定（医）社団カレスサッポロ北
光記念病院，（医）社団愛心館　愛心メ
モリアル病院，（医）社団帰厚堂　南昌
病院，（医）禎心会　新札幌恵愛会病院，
［小樽］社会福祉法人北海道社会事業協
会　小樽病院，社会福祉法人　北海道
済生会小樽病院，［室蘭］（医）社団新日
鐵室蘭総合病院，［日高］（医）静仁会　
静仁会静内病院，［後志］社会福祉法人
　北海道社会事業協会　岩内病院，［函
館］社会福祉法人函館厚生院　函館中
央病院，［旭川］（医）社団　旭川圭泉会
病院，旭川赤十字病院，［北見］北星脳
神経外科病院，［伊達］（医）讓仁会　聖
ケ丘病院，［滝川］（医）圭仁会　佐藤病
院，［砂川］砂川市立病院，［釧路］（医）道
東勤労者医療協会　道東勤医協釧路協
立病院
【北海道外】［青森］鷹揚郷腎研究所　弘
前病院，［秋田］秋田大学医学部附属病
院，［長野］（医）社団中信勤労者医療協
会　松本協立病院，［東京］国立成育医
療センター

薬　　局
【北海道内】［札幌］㈱大森薬局，㈱オス
トジャパン，北日本調剤㈱，㈱ナカジ
マ薬局，日本調剤㈱札幌支店，㈱ファー
マホールディング，エムエム企画㈱，
北海道クラフト㈱，㈱パルス，㈱メイ
プル，㈱アインファーマシーズ，㈱サッ
ポロドラッグストアー，㈱ツルハ，㈱
クリオネ，㈱キタ調剤薬局，イオン北
海道㈱，アクト調剤薬局［士別］㈱士別
薬剤師会調剤センター，［名寄］㈱名薬
調剤センター　名寄調剤薬局［苫小牧］
㈱センター薬局グループ
【北海道外】［東京］東邦薬品㈱，日本調
剤㈱，日本メディカルシステム㈱，㈱
外苑企画商事，ファーマライズ㈱，㈱

平成20年度　学部卒業生の就職状況

男子 女子 合計

卒業生総数 89（100.0）87（100.0）176（100.0）

就職者総数 70（ 78.6）65（ 74.7）135（ 76.7）

就

職

先

開局薬局 49 31 80

病院薬局 18 30 48

製薬企業等 2 3 5

医薬品卸 1 0 1

治験 0 0 0

公務員 0 1 1

大学院進学 15（ 16.9） 9（ 10.3） 24（ 13.6）

未定・その他 4（　 4.5）13（ 15.0） 17（　 9.7）
注：（　）内の数値は，卒業生総数に対する％

●平成20年度　学部卒業生の進路状況
（平成21年6月19日現在）

　就職先の内訳は開局薬局が最も多
く，次いで病院薬局で，この傾向はこ
こ数年来続いています。一方，製薬企
業は5名で，昨年に比べてわずかに増
加しました。近年，金融危機に端を発
し，新たな就職氷河期を迎えたといわ
れていますが，本学に寄せられる薬剤
師求人件数は昨年度も700を超え，有
効求人数は約20倍と高く，病院，薬
局さらには薬系企業の中から自分に
あった職場を選ぶことが可能です。
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　昨年度まで，本学の授業アンケート
はマークシートによる多段階評価と自
由記載により，授業内容や方法，改善
点について学生からの意見を集約して
きました。本年度は，昨年に導入した
「修学支援総合システム」の授業アン
ケート機能を利用してインターネット
によるアンケートを実施しました。イ
ンターネットの利用により，授業の中
断の必要がなくなり，また懸案であっ
た授業の中間アンケートが実施できる
ようになりました。前期は6月に中間

アンケートを行い，終講直前に最終ア
ンケートを実施しました。中間ではそ
の後の授業改善につながる内容，最終
では受講結果を評価する内容の質問事
項でそれぞれ実施しました。両アン
ケートで自由記載欄を設け，よいと思
われる点と改善して欲しい点を記入で
きるようにしました。集計結果は，教
員のコメントを添えて，修学支援総合
システムとホームページの学内専用欄
に掲載しました。
　以下に学年ごとに中間，および最終

アンケートの結果をまとめました。
　中間，最終ともに全質問項目に対し
て，平均値は3.5前後であり，全体的
な授業満足度は高いと思われますが，
授業間での差もあります。よりよい授
業を提供するためには，学生の皆さん
の建設的な意見が必要です。授業アン
ケートだけでなく，「わたしのひとこ
と」などを活用して皆さんの要望をお
知らせください。よりよい教育環境を
一緒につくっていきたいと思います。

項　目 1年 2年 3年 4年 全体

問1　教員に熱意は感じられますか。 3.76 3.80 3.70 3.70 3.74

問2　教員の教え方はわかりやすいですか。 3.21 3.48 3.53 3.45 3.42

問3　教員の話し方は聞き取りやすいですか。 3.34 3.48 3.51 3.55 3.47

問4　資料はわかりやすいですか。 3.38 3.66 3.58 3.47 3.52

問5　授業の内容をわかりやすくする工夫が感じられましたか。 3.35 3.62 3.65 3.51 3.53

問6　教員は学生が授業に集中できる雰囲気作り配慮していましたか。 3.57 3.62 3.68 3.63 3.63

●中間アンケートの質問項目と評価平均

項　目 1年 2年 3年 4年 全体

問1　私はこの授業内容を理解できた。 3.61 3.53 3.43 3.49 3.52

問2　私はこの授業に積極的にまじめに取り組んだ。 3.97 3.81 3.75 3.76 3.82

問3　私はこの授業から新たな興味や問題意識を持つことができた。 3.62 3.54 3.44 3.52 3.53

問4　この授業を総合的に判断して満足できた。 3.65 3.61 3.47 3.50 3.56

※ 強くそう思う（5点），そう思う（4点），どちらでもない（3点），そうは思わない（1点），全くそうは思わない（1
点）として計算しました。

●最終アンケートの質問項目と評価平均

アイセイ薬局，［青森］㈱町田アンド町
田商会，［岩手］㈱ライブリー，［宮城］㈲
コスモスジャパン　たかぎ薬局，カメ
イ㈱，［山梨］㈲みやび勝沼薬局，［千葉］
イオンリテール㈱，［神奈川］㈱クリエ
イトエス・ディー，［愛知］㈱スギ薬局，
［大阪］㈱キリン堂，㈱フロンティア　

平成21年度前期　アンケート結果がまとまる

ワタキュー薬局，［福岡］総合メディカ
ル㈱，さんらく薬局

製薬企業
【北海道外】エーザイ㈱，大塚製薬㈱，
バイエル薬品㈱，ノバルティスファー
マ㈱，協和発酵キリン㈱

医薬品卸
【北海道内】㈱ほくやく

官 公 庁
【北海道内】北海道職員
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　より能動的な学習への移行を目的と
して，今年度より1年次前期必修科目
として「ラーニングスキル」が開講され
ました。本科目は新入生を対象とする
2単位36講の演習科目で，4月の始講初
日より10日間にわたり集中的に行わ
れました。昨年度まで開講されていた
必修科目「大学入門」「国語表現法」「コ

　平成18年度に入学した6年制課程（薬
学科）の学生は，本年度に4年次にな
りました。5年次で実務実習を行うた
めには4年次末に行われる「薬学共用
試験」に合格することが必要です。「薬
学共用試験」はCBTとOSCEとからな
りますが，CBTに関しては受験予定者
を対象とした体験受験が行われます。
体験受験は，薬学共用試験センターが
実施するもので，学生にとってはコン
ピューターを使用する試験形式に慣
れ，本試験の問題レベルを把握する機
会となります。
　本学においても8月6日（木），7日（金）
にCBT体験受験が実施されました。
試験結果はすでに受験者に通知されて
います。CBTの本試験と再試験の合

　今年度，教育支援システムPSSS
（Pharmaceutical Study Support 
System）を新たに導入しました。PSSS
によりパソコン画面上で自己学習，演
習，試験を行うことが可能です。現在，
教員が作成し搭載された演習問題は
5,000問を超えています。
　PSSSの利点を以下に挙げました。

•  特別なアプリケーションが不要で，
インターネットに接続できる環境で
あれば大学でも自宅でもいつでも利
用できる。
•  自習だけでなく，演習や試験を行う
ことができる。
•  自習問題の選択時に問題に付加され
ている情報（科目・到達目標・キー

初年次教育として「ラーニングスキル」を開講

新規教育支援システムPSSSの導入

「CBT体験受験」を実施

ミュニケーション論」「情報処理実習」
の4科目を統合し，PBLを軸にして講
義の受け方，情報収集法，ノート作成
法，コミュニケーション，国語，情報
リテラシー，レポート作成法などの「大
学生としての学習の基盤」を学ぶプロ
グラムです。終了後のアンケートには
「大学では自発的に学ぶことが大切で

あると理解できた」「グループ学習を中
心にすすめられたため，コミュニケー
ション能力が上がったと思う」「担任の
先生によるレポート作成の個別指導が
分かりやすかった」といった感想が寄
せられました。次年度は学生や担当教
員の声をもとに，より効果的で実効性
の高いプログラムにしていきます。

ワードなど）を用いて絞込みができ
る。
•  自習の進捗状況を学生自身が確認で
きる。
　復習を兼ねた自己学習をいつでもど
こでも行えるシステムです。学生の皆
さんがこのシステムを有効に活用して
学習することを期待しています。

格ラインは正答率60％以上であるこ
とが決められています。
　なお，本学では「CBT体験受験」を

含めた「薬学共用試験」の受験料（再試
験を除く）は，教育上必要な経費と考
え大学で負担します。
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　「子どもの本フェスティバル」（子ど
もの本フェスティバル実行委員会，
活字文化推進会議主催，読売新聞北
海道支社主管）が7月4日（土）札幌市
民ホールで開催され，全道から約1,200
人の親子が集まりました。本学から
は，大学院と学部生が合わせて14名

の学生がボランティアとして参加し，
会場での案内や受付，講演のための
会場設営や参加者の整理，子どもプ
ログラムとしてのお絵かき，折り紙，
読み聞かせなどの活動を行いました。
また，会場内に開設された「親子お薬
相談コーナー」に本学の教員3名が薬

剤師として参加し，薬の上手な服用
法や普段服用している薬の疑問など
について相談を受けました。

子どもの本フェスティバルを支援

　小樽市観光協会が主催し，本学が
地域活動として後援している朝里川
温泉地区クラスタープロジェクトの
一環として，朝里クラッセホテル（小
樽市）において健康講座が開催されて
います。
　「花粉症を学ぶ」をテーマとした5月
20日（水）の第1回講演会に引き続き，
第2回は9月1日（火）に「山野草，おい

しく食べて免疫・健康増進」をテーマ
として本学教員が講演しました。

　講演者と演題は以下のとおりです。
なお，会場では山野草を使った料理
や乳酸酒の試食・試飲会が行われ，
多くの市民の方々が参加しました。
　遠藤菊太郎　准教授
「乳酸菌を用いた免疫力増強によ
るアレルギー対策と予防」

　川嶋恵子　講師
「健康増進に役立つ山野草」

小樽市朝里川温泉“ゆらぎの里”にて健康講座が開催

　8月22日（土），夕張市老人福祉会館
において本学主催で，「ホスピタリ
ティ・プラネット」主宰　藤原瑠美氏
による講演が行われました。演題は
「医療から保健に社会の軸を変えたス

ウェーデンのエーデル改革～ス
ウェーデンの老いても元気な人々～」
で，スウェーデンの老後における生
活の現状についてわかりやすく説明
していただきました。当日は，旭川

や寿都など市外からの方も含め約60
名が参加し，好評のうちに終了しま
した。

夕張で本学主催の講演会を開催

　9月12日（土），13日（日）の両日にわ
たり第4回日本禁煙学会がシェラトン
ホテル札幌で開催され，態度学習支
援室の田中三栄子講師が「禁煙を入学
条件にするまでの北海道薬科大学の

第4回日本禁煙学会で本学の取組みを発表
取り組み」の演題で発表しました。本
学では医療人教育の一環として，禁
煙を入学の条件としています。「北海
道薬科大学の取り組みがモデルと
なって，『禁煙を条件とした医療系大

学・専門学校』が増えるであろう。」と
学会の会員の方々から高く評価され
ました。
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　7月1日（水）に本学において特別講
演会が行われ，ファルメディコ株式
会社代表取締役社長ならびに生涯研
修プロバイダーである（社）あゆみの
会理事長の狭間研至先生が，「薬剤師
がかかわる在宅医療―『在宅療養支援
薬剤師』という薬局薬剤師の新たなる

専門性―」と題して講演されました。
医師である狭間先生は薬剤師の生涯
教育を積極的に推進しており，講演
では，在宅医療について大変わかり
やすく説明していただきました。平
日にもかかわらず多数参加してくだ
さった札樽地区の薬剤師の方々にも

大変好評で，成功裏に終了すること
ができました。

狭間研至氏の特別講演会を開催

　北薬祭，「Homecoming 2009」が行わ
れた7月4日（土）に昭和大学病院薬剤
部の早瀬久美先生を講師としてお招
きし，特別講演会を実施しました。
早瀬久美先生は聴覚に重度の障害が

あり，聴覚障害者として日本で最初
に薬剤師免許を取得しました。「聴覚
障害者に優しい医療現場」と題して，
身体障害者に対する教育現場や医療
現場のあり方について講演いただき

ました。また，早瀬先生の講演に先
立ち，本学の田中三栄子講師による
「アメリカの医学分野で活躍する障害
者の職場・教育環境について」の講演
も行われました。

早瀬久美氏の特別講演会を開催

　本学と同窓会の共催行事である
「Homecoming 2009」が7月4日（土）に
開催されました。Homecomingは年
に一度，卒業生が大学に集まり旧交
を暖めるとともに，学生時代を懐か
しんでいただくために昨年度から実

施しています。本年度も「北薬祭」の
開催に合せて行われ，夕方には，大
学構内で懇親会が開かれました。ま
た，参加した本学一期生19名は，懇
親会終了後に朝里川温泉への一泊旅
行を楽しみました。

「Homecoming 2009」を開催
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　第34回北薬祭（実行委員長：3年　
江島怜甫君）が7月4日（土）・5日（日）に
開催されました。快晴の朝，スタッフ
Tシャツを身につけた大和田学長の開
会の挨拶で始まり，学生，教職員，地
域の方々が多数参加しました。LIVE
（軽音楽部），CASE DANCE SHOW（ダ
ンス部），公演会（合唱サークル），美
術品展示会（美術部），科学実験（科学
研究部）のほか，インフルエンザの予
防とお薬（薬学研究会）と題した薬学部
らしい催し物も行われました。

　また，ローション相撲，○×クイズ，
熱唱☆カラオケ大会，フリーマーケッ
トなどのイベントや，恒例の焼き鳥，
お好み焼き，クレープやたこ焼きなど
の露店が開かれました。三輪車レース
では，小学生も参加して大いに盛り上
がりました。4日の夜には盛大な花火
大会が行われ，5日には，北海道ボラン
ティア・レンジャー協議会の田村允郁先
生による「特用林産物～山菜の効用～」
の講演会，「第4回薬草園見学会」など
が行われました。最後のビンゴ大会で
は，旅行券，液晶テレビ，デジカメ，
電動自転車などの豪華賞品が用意さ
れ，スタンプラリーや様々なイベント
に参加して獲得したビンゴカードを手
に多くの人が集まりました。ビンゴ大

第34回　北薬祭を開催

　平成21年度体育大会（実行委員長3
年　木村順平君）を7月4日（土）・5日
（日）に開催しました。天候に恵まれ，
2日間の参加のべ人数は337名にのぼ
り，有志チームによる熱戦が展開され
ました。
　土曜日は開会式の後，バスケット
ボールとバレーボールの試合が，日曜
日はソフトボールと玉入れの試合が行
われました。いずれの参加チームもハ
イレベルで，優勝を目指して白熱した
試合が繰り広げられました。結果は次
のとおりです。
［バスケットボール］
優　勝：ギャンブラーチーム
準優勝：BON！FIRE！！チーム

［バレーボール］
優　勝：VOLVICⅣチーム
準優勝：手倉森智哉チーム

［ソフトボール］
優　勝：高砂部屋チーム
準優勝：KUMAチーム

［玉入れ］
優　勝：でっかちゃんチーム
準優勝：OPPチーム

　表彰式では，入賞チームに豪華賞品
が，また参加全チームに参加賞が授与
されました。

体育大会を開催しました

平成21年度
桂青会役員が決定

　本年度の桂青会役員および委員が以
下のとおり決定しました。
［学生委員］委員長：逢坂信孝（3年），
副委員長：桟敷貴明（1年），議長：
村尾優（3年），副議長：角谷千飛路（1
年），書記：北島彩郁（3年），鈴木沙
耶（1年），委員：浅田優貴（1年），浅
山りん（1年），阿部なつき（2年），浦
谷真光（2年），川和田百華（2年），越
野早紀（2年），山本萌（2年），浅野
裕章（3年），江島怜甫（3年），大野
喜和子（4年），菅沼健（4年），吉田
誠（4年），岩山訓典（修士2年），元
茂拓法（修士2年）

［監査員］松本健矢（2年），佐々木瑛貫（3
年），中村光宏（3年）

［執行部員］部長：佐藤瑠美（3年），副
部長：千葉洋平（1年），会計：清水
栄一（1年），阿部なつき（2年），部員：
浦木慧李子（1年），成瀬李紗（1年），
古野衿花（1年），阿部桂祐（2年），大
久保文恵（2年），船水勇佑（2年），大
谷理沙（3年），久保葉月（3年），倉
田蓉子（3年），髙橋美衣（3年），西
本朋世（3年），原口真智子（3年）

［体育局］局長：木村順平（3年），副局
長：酒井廉（2年）

［文化局］局長：木村龍弘（3年），副局
長：阿部亮太（3年）

会が終り，それぞれ余韻に浸りながら
第34回目のお祭りは終了しました。



10

K A T S U R A

北薬大情報

　本年8月に行われた1型糖尿病患児
のサマーキャンプに本学教員と学部生
の有志が参加しました。以下に，その
体験記を掲載します。
　

臨床薬剤学分野　山下　美妃
　私は，平成21年8月7日（金）～10日
（月）に深川市の北海道青年の家「ゆー
すくる音江」にて行われた2009年北海
道つぼみの会サマーキャンプに，本学
の学生ボランティア2名の引率教員兼
薬剤師として参加しました。
　北海道つぼみの会は昭和49年に発
足した1型糖尿病患児をもつ親の会で，
患児が学校生活および社会生活におい
て支障のないように支援することを目
的としています。また，サマーキャン
プは，1）1型糖尿病の患児にインスリ
ン注射，自己血糖測定，糖尿病の基礎
知識，自己管理を身につけさせる，2）
学習などを通して不安を取り除き，日
常生活において支障がないようにす
る，3）1型糖尿病患者および家族が病
気に対する理解と関心を深め，仲間を
作り，自立する，の3つを目的にして
います。
　キャンプ中は，患児たちの日常生活
を目の当たりにして驚きの連続でし
た。食前の自己血糖測定とインスリン
注射は彼らの生活の一部であり，何の
苦もなく行っているように見えまし
た。しかし，実際に話を聞いてみると，
学校の教室や保健室で注射をすること
に対し，周りの理解が得られない場合
があることや，低血糖時にブドウ糖を
摂取するのに気が引けることなど，
数々の苦労や悩みがあることを知りま
した。また，普段は病気をもたない子
供と同様に元気いっぱいに遊んでいま
すが，低血糖の予兆を感じるとすぐに
自己血糖測定を行い，血糖値に応じて
ブドウ糖などを摂取する姿から，病気

の自己管理に対する意識の高さが窺え
ました。このキャンプはその趣旨のと
おり，患児だけでなくその親に対して
も教育・支援・交流が行われている，
社会的意義の高い会だと感じました。
また，学生にとっては，普段見ること
のできない患児たちの日常生活に触れ
ることができ，今後，このような患児
たちのために薬剤師としてどのような
関わりが必要かを考えるとても良い機
会になったと思います。

薬学科　3年　豊田咲希子
　1型糖尿病の子供たちとキャンプを
する，北海道つぼみの会サマーキャン
プに参加してきました。このサマー
キャンプは同じ境遇にいる子供たち
が，思いっきり遊べる場です。インス
リンを注射している友達が，どのよう
に工夫しているかを学んだり，困って
いることをお互いに相談できる場でも
あります。多くの医師や看護師，薬剤
師，管理栄養士，運動指導士，MR，ま
た，医療現場で働くことを目標とする
学生も参加しています。
　キャンプに参加して実感したこと
は，講義や教科書で勉強して，糖尿病
をちゃんと理解していたつもりでいて
も，患者さんと実際に触れ合ってみな
ければ分からないことが多くあるとい
うことです。食事の摂取量を予測して
インスリンの単位を決めたり，インス
リンが効きすぎて低血糖の症状がでた
らすぐに補食を摂って血糖値を上げた
り……。それを毎日，一生やっていか
なければならないことの大変さを実感
しました。しかし，1型糖尿病の子供は
小さい頃からずっと行っていることな
ので，それが普通で当たり前のことで
あって，逆に私が患者さんに対して，
大変だとかかわいそうだとかいう目で
見ることは失礼なことなのかもしれな

い，とも思いました。また，子供たち
にとって，1年に一度のこのサマーキャ
ンプがどれほど大切で楽しみにしてい
ることなのか，子供達だけでなく，親
のケアにもなっていることがわかりま
した。キャンプに参加したことで，今
まで恐くて注射できなかった体の部位
に注射できるようになったり，1人で注
射できなかった子供が1人でできるよ
うになったり……，このキャンプが糖
尿病の子供たちの成長の場になってい
ることも分かりました。普段の学校生
活でのインスリン注射を，学校の保健
室でクラスの子に分からないように隠
れてしている子もいれば，クラス全員
が糖尿病のことを理解していて，教室
でしている子もいました。学生とは
しゃぎすぎて低血糖になり，倒れる子
も何人かいました。倒れる直前まで元
気に走りまわっていたのに，急に倒れ
たのを見て，低血糖は本当に危険だと
思いました。患者さんと一緒に行った
ウォーキングラリー，運動会，キャン
プファイヤーはどれも楽しい思い出で
す。今回，患者さんと触れ合ったこと
で，たくさんのことを感じとり，糖尿
病のことを患者側から理解できたと思
います。たった4日間のキャンプだっ
たのに，患者さんや医療スタッフの方
とのお別れはとても寂しく感じました。
　キャンプフャイヤーの時に，糖尿病
の子供をもつお母さんに，「いい薬剤師
になってね」と言われました。いい薬
剤師とはどんな薬剤師なのかを，これ
からも今回のような体験を通して考え
て行きたいと思います。今回参加した
ことは，私にとって，とても貴重な体
験になりました。

「2009年北海道つぼみの会
サマーキャンプ」に参加して
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　防災の日の9月1日（火）に平成21年
度北海道防災総合訓練が，余市町の余
市農道空港で行われました。今回の訓
練は大規模風水害と地震災害を想定し
たもので，医療救護斑に薬学科4年生
の花見麻帆さん，山田みなみさん，八
巻美和さん，そして大学院生の吉田訓
子さんが北海道薬剤師会小樽支部の薬
剤師の皆さんと共に参加しました。参
加した学生は避難所に避難した住民に
対し，他の医療関連団体と連携し，医
師のトリアージ・処方せんに基づき必
要な医薬品・衛生資材を負傷者へ供給
することに努めました。ライフライン
の未復旧状態時でも正確な調剤等を行
うことが求められることから，特に停
電時の医薬品供給訓練では上皿天秤を
使用し，計りとった薬剤を薬包紙に包
装するなど通常時と異なる調剤を行い
ました。参加した学生は災害時におけ
る薬剤師の業務と必要性を実感すると
ともに，迅速かつ的確な救護活動を体
験しました。

　平成21年度父母後援会定期総会が，7
月4日（土）に本学臨床講義棟で開催さ
れました。
　総会は小池智彦父母後援会会長の挨
拶で始まり，大和田学長の挨拶に続い
て，平成20年度事業報告・収支決算報
告，平成21年度役員の承認，平成21

年度事業計画案・収支予算案および父
母後援会奨学金制度の新設についての
審議が行われました。
　審議の結果，父母後援会奨学金制度
を新設し，本年10月に平成21年度奨
学生を募集することが決定しました。
　平成21年度の父母後援会役員は以下
のとおりです。

●父母役員
会　長
小池　智彦

副会長
西本久美子

幹　事
堀内　健一，大岩　義典
升井　純子，山口　倫子
我妻　尚広，佐藤　秀幸
神保美智子，浅田　裕子

監　事
中村美智子，宗像　昌子

●教職員役員
副会長
佐藤　重一（学生部長）

幹　事
小松　健一（総務担当；学生部主任）
横井　啓寿（総務担当；学生課長）
渡辺　泰裕（学務担当；教務部長）
渡辺　昌美（学務担当；教務課長）
渡辺　一弘（就職担当；就職部長）
佐久間和則（就職担当；学生係長）
田中三栄子（財務担当；学生部主任）
谷口　勇司（財務担当；総務課長）

本学学生が北海道防災
総合訓練に参加

北海道薬科大学
父母後援会総会を開催

同窓会と父母後援会が
奨学金制度を設立

　本学の同窓会と父母後援会が奨学金

制度を設立しました。どちらの奨学金
制度も，学業・人物評価と経済状況を
もとに選考されます。
　両奨学金制度の概要は以下のとおり
です。

●同窓会奨学金
　採用人数： 各学年1名（前年度の成績

を評価するため2年生以
上が対象です）

　給 付 額：年額100,000円
　募集時期：毎年1回（5月）
●父母後援会奨学金
　採用人数：学年問わず20名以内
　給 付 額：年額100,000円
　募集時期：毎年1回（10月）

　同窓会奨学金の奨学生は，すでに決
定しており，本年度は菅原久美子さん
（2年），吉良恵美さん（3年），木村雄太
君（4年）の3名が選ばれました。
　また，父母後援会では，入学後に家
計急変で就学継続が著しく困難になっ
た学生に対する特別奨学生制度の設立
を検討しています。

横山文代さんの
個展が開催

　5月26日（火）～31日（日）に大丸藤井
セントラル（札幌市中央区）のスカイ
ホールにおいて，横山文代さんの個展
が開催され，本学薬用植物園を題材と
したおよそ20点の作品が「四季薬草園」
として展示されました。植物園の四季
折々の表情が気品ある油彩で描かれた
作品に来場者は魅入っていました。薬
用植物園は市民の皆さんへも開放して
いますが，個展の開催が北海道新聞に
より紹介されたこともあり来園者が増
加しています。専門の担当教員による
説明も可能です。是非，ご来園くださ
い。
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■学校法人北海道尚志学園　北海道工業大学　北海道薬科大学　北海道自動車短期大学　北海道尚志学園高等学校　北海道自動車学校

　本年度の第1回・第2回オープンキャンパスが8月8日（土），
9日（日）に開催されました。参加者のニーズに応え，昨年度ま
では1回だった8月開催を今年度からは2回にしました。両日
とも，天候に恵まれ，高校生および保護者を含めた同伴者が
多数参加しました。大学紹介，模擬講義，体験実習，薬用植
物園ツアーと盛りだくさんのスケジュールでしたが，各企画
を通して本学および薬学への理解を深めていただけたものと
思います。
　なお，第3回オープンキャンパスは10月3日（土）にほぼ同
じ内容で開催される予定です。

第1回・第2回オープンキャンパスが開催

※ エントリー受付は終了しました。



●FMおたる「健康おたる」で
　語る本学学生
●PBLシナリオ作成法を学ぶ
　教員ワークショップ
●3回の実施で
　計473名の参加者があった、
　21年度のオープンキャンパス
●伊藤敬一前学長が、秋の叙勲を受章
●30名の学生と教員が
　地域の雪かきボランティアを行った
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本学が認定した初めての「認定薬剤師」が誕生／6年制の実務実習がまもなく開始／薬学共用試験に4年生全員が合格
米国における薬剤師の薬物治療管理業務研修／マーストリヒト大学「医学教育における評価技法」ワークショップ参加報告
伊藤敬一前学長が秋の叙勲で瑞宝中綬章を受章／教育紹介フォーラムを開催／「PBLシナリオ作成ワークショップ」報告
後期授業アンケート結果がまとまる／アリゾナ大学Katz先生の特別講演会を開催／「薬剤師のための特別講演会イン札幌」を開催
夕張で特別講演会を開催／日本薬学会支部例会で学生優秀発表賞を受賞／中野教授が定年退職／化学分野の國仙教授が退職
今田講師に学位を授与／大学院薬科学専攻修士課程を新設／大学院修士論文発表会を開催
介護福祉体験実習で学んだこと　薬剤師業務体験学習を終えて／本学学生による薬物乱用防止活動
桂岡・銭函の「ゴミ拾い」を実施／桂岡・銭函地域で雪かきボランティア／本学奨学生（1年生）が決定
父母後援会奨学生が決定、証書授与式を実施／父母懇談会を開催／本学学生がFMおたるの番組「健康おたる」に出演
平成21年度オープンキャンパス総括／平成22年度学部入学試験結果

北海道薬科大学広報部
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　本学は平成20年10月に薬剤師認定
制度認証機構から認証を受け，「認定薬
剤師」を認定できる機関（通称：認証プ
ロバイダー）となりました。それ以降，
文部科学省委託事業である「薬学教育6
年制導入に伴う薬剤師学び直しのため
の教育支援プログラム」や，本学主催

　平成22年度は，いよいよ6年制薬学
教育課程の実務実習が始まります。実
務実習を行うために必要な知識・態
度・技能が備わっていることを確認す
るために，全国の6年制薬学部の4年
生が薬学共用試験を受験することに
なっています。本学では平成22年1月
18日（月），19日（火）に知識を確認する
CBT（Computer Based Testing），1月
20日（水），21日（木）に態度・技能を確
認 す る OSCE（Objective Structured 
Clinical Examination）を実施しました。
薬学共用試験の合否は，「薬学共用試験
センター」が基準に基づき判定し，本
学ではCBT，OSCEともに全員が合格
しました。

　平成22年度から6年制薬学教育課程
の実務実習が開始されます。本学は“薬
物療法の専門家としての薬剤師”を養
成する観点から，5年次前期には薬物療
法に関わる諸問題について問題解決型
学習で学ぶとともに，実務実習の開始
直前には病院・薬局での実務実習に必
要な知識・態度・技能を総合的に学ぶ
直前事前学習を行います。
　9月から22週間の実務実習（病院11

週，薬局11週）を行いますが，学生は
3グループに分かれ，以下の図の様に
実施します。各期において，実務実習

本学が認定した初めての「認定薬剤師」が誕生

6年制の実務実習がまもなく開始

薬学共用試験に4年生全員が合格

講座の「薬剤師アップトゥデート講
座」，「薬剤師ステップアップ講座」およ
び本学が認めた学会や，本学が共催し
他組織が実施した各種研修会等への参
加に対し，認定単位を発給してきま
した。
　平成21年11月に初めての認定申請

があり，審査の結果，平成22年1月1
日付けで「認定薬剤師」として認定しま
した。本学が認証プロバイダーとして
活動して以来，第1号の「認定薬剤師」
は本学第10期生の大滝朝香さんでし
た。

を行っていない1/3の学生は，その間
に卒業研究を行います。

5年

9月
11週 11週 11週

1月 5月

6年

グループA

グループB

グループC

薬局実習

病院実習

卒業研究

病院実習

卒業研究

薬局実習

卒業研究

薬局実習

病院実習

実
務
実
習
直
前

事
前
学
習

CBTのテストラン
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　2010年2月6日（土）から11日（木）ま
での6日間，米国ワシントン州シアト
ルを訪問し，米国における薬物治療共
同管理（Collaborative Drug Therapy 
Management：CDTM）業務について
のワシントン大学での講義を聴講し，
さらに薬局や病院に勤務する薬剤師へ
インタビューをする機会をいただきま
した。
　本研修で訪問したワシントン大学，
薬局，および病院は州内の最大都市シ
アトルにあり，ワシントン大学は
1861年に設置されたアメリカ西海岸
最古の州立大学で薬学部もあります。
またワシントン州薬剤師会は薬剤師業
務の確立に関して大変熱心に活動して
おり，今回研修の中心となった，医師
と薬剤師によるCDTM業務について
も米国内で初期から取り組んでいま
す。
　ワシントン大学では，スタンレー・
ウェーバー教授とテレサ・オーサリバ
ン教授からアメリカでの薬学教育，生
涯教育プログラムをレクチャーしてい
ただきました。日本の薬学教育とは修
業年限が異なりますが，アメリカでも
実習や演習に多くの問題基盤型学習

（PBL），病院や薬局にいるプリセプ
ター（指導教官）のもとで現場学習を実
施していました。その内容は，本学の
実習や1〜3年生で行われる体験型学
習，さらに5年生の実務実習等に相当
し，これらが実践型の薬剤師を育成す
る上で有効なプログラムであることを
強く感じました。
　CDTMとは，医師と薬剤師が一定
のルール（プロトコール）を作成して，
患者に対する薬物治療を管理するもの
で，具体的には臨床データと患者イン
タビューを元に薬の処方指示，内容変

更及び処方停止を薬剤師が独自に実行
することです。CDTMが成功してい
る例として，病院における喘息治療，
脂質異常症治療，抗凝血治療，糖尿病
治療の管理，薬局における予防接種，
緊急避妊があります。CDTMに関す
るレクチャーをしてくださったシンシ
ア・クレッグ先生，およびワシントン
州薬剤師会会長のジェフ・ロション先
生は，これらの業務は米国の医療制度
にも関係して，薬剤師の積極的な活動
の中から確立してきたと話されまし
た。日本においても厚生労働省のチー
ム医療の推進に関する検討の中で，医
療スタッフの不足を補う有効な方策と
して，薬物治療における薬剤師の活躍
が期待されています。なおCDTMは，
現在すべての州で行われているわけで
なく，取り組みの程度も地域によって
異なるとのことでした。
　今回の研修では，大学でのレク
チャーのほか，テクニシャン教育の学
校，病院，コミュニティ薬局，様々な
タイプのドラッグストア，さらにメー
ルオーダー処方せんを受けて調剤する
薬局などを視察しました。背景にある
医療制度の違いやそれを利用する国民
性の違いなど，日本との差異は大きい

ですが，薬剤師が係わる業務の本質に
違いはないと感じました。
　医療制度の変革とともに，とかく医
療職それぞれの責任範囲の制度変更が
話題にのぼりますが，各医療人が備え
ている職能の本質に基づいた責任ある
行動に裏付けられた患者中心の医療が
求められています。本年4月から診療
報酬および調剤報酬の改定もあり，長
期化する慢性疾患の増加，在宅にシフ
トする地域医療等において，安全かつ
有効な薬物治療管理への活躍が薬剤師
に期待されています。今回の研修で得
られた知見を大学教育に活かせるよう
努力したいと思います。
　最後に，本研修は，日本薬剤師会の
薬剤服用歴の解析に係わる受託研究費
により実施させていただきました。

米国における薬剤師の
薬物治療管理業務研修に参加して

医薬情報解析学分野　岡㟢　光洋
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〈ワークショップ概要〉
　本学の平成21年度海外研修助成金
により，Maastricht University Graduate 
School of Health Professions Education

（以下SHE）主催のAdvanced Course 
“Assessment in Medical Education”に
参加してきました。
　マーストリヒト大学の医学部は1986
年に設置された比較的新しい学部です
が，「ヨーロッパの医学教育の実験校」
と呼ばれるほどに教育に対する取り組
みが盛んであり，PBL，ポートフォリ
オをはじめ様々な医学教育の導入と成
果の検証が行われています。また医学
教育に関するFD活動も盛んであり，
短期，中期のPBLワークショップのほ
か，医学教育専攻の修士課程，博士課
程も設置しています。私が参加した
ワークショップはSHEが学外の医療
者教育に携わる大学教員，医療者に対
して毎年開講しているもので，今年は
11月1日〜5日の5日間，オランダのマー
ストリヒトにあるSHEのキャンパス
で行われました。オランダ国内のみな
らず広く海外からも参加しており，今
年は南アフリカ，インドネシア，ブラ
ジル，台湾，韓国などから16名が参
加していました。
〈学んだこと〉
　5日間のワークショップでは，ペー
パーテスト，実地テスト，OSCE（客観
的臨床能力試験），ポートフォリオ（後
述），統合型評価方法の5つのテーマ
について，レクチャー，グループディ
スカッション，ロールプレイなど様々
な手法で評価方法を学びました。それ
らの全てをこの紙面では報告できませ
んが，いくつか印象に残ったことを挙
げたいと思います。
　まず一つ目は，「フィードバックの重

要性」です。そもそも評価とは，「学習
者が何をどれだけ学んだのかを学習者
自身が把握する」ために行われるもの
であり，学習者が学習目標に対してど
れだけ到達したかを把握するための
フィードバックそのものであるという
ことです。だからこそ「何をどれだけ
学んだのか」を調査するためのペー
パーテストや実地テスト（チェックリ
スト等），OSCEなどは学習目的に沿っ
た内容，方法であるべきで，その結果
を具体的にフィードバックしなければ
評価の意味はない，とのことでした。
特に「到達度○％」や「A〜D」などの評
語，「○人中○番」などの順位は，それ
自体は学習成果に対して何の意味も持
たないこと，学生に対してこれらを強
調し過ぎると，結果だけを求める学習

（一夜漬けで暗記，その場だけのパ
フォーマンス等）になりかねないとい
うリスクがあることも触れられていま
した。評価においては学習者にとって
何が満たされていて何が欠けているの
か，今後何に向けて努力すべきなのか，
を具体的に示していくことの重要性が
強調されていました。

　二つ目は「プロセスの評価の重要性」
です。ペーパー試験やOSCEなどでは
知識，技能などを評価してフィード
バックすることは可能ですが，医療者
として大切な患者さんへの関わり方，
自分自身を正しく見つめ高めようとす
る姿勢など，実習等のプロセスの中で
しか見られないような態度や学習者の
内的な変化を評価することは困難で
す。そこでポートフォリオという，省
察のプロセス，指導者との関わり，自
己評価とそのエビデンスとしての学習
成果や評価結果をまとめたファイル
が，こうした「プロセスの評価」に有用
であることを学びました。マーストリ
ヒト大学の医学部では1年次に「学習，
学生生活，プロフェッショナルとして
の態度」の観点で，ポートフォリオの
作成と年2回の担当教員との面談が必
修単位として義務付けられています。
これについては入学後の不安の解消や
学習態度の定着に大きく貢献している
と，学生自身も高く評価しているそう
です。また，実務実習を行う5，6年次
には臨床実習のためのポートフォリオ
を作成しており，これには自己評価，

マーストリヒト大学「医学教育における評価技法」
ワークショップ参加報告

薬事管理学分野　野呂瀬崇彦

受講者が作成したOSCEシナリオをマーストリヒト大学の学生が実演
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症例レポート，指導医による診断能力
チェック，他の医療者からの多面的評
価など様々な要素が組み込まれていま
す。これらは全てWebベースで管理
されており，学生，指導医，大学教員
が共有することができるようになって
います。わが国の薬剤師実務実習にお
いても活用できる部分が多くあると感
じました。
　三つ目は「教育者の学生観」です。こ
こでいう学生観とは「学生はどのよう
な存在であるか」という教育者サイド
から見た捉え方，という意味です。わ
が国においては往々にして学生を「ほ
うっておけばサボる」「すぐに楽をしよ
うとする」存在である，と捉えがちで
あり，それ故に学習成果の上がらない
学生に対して「どうすればサボらない
ように勉強させられるか」に焦点を当
てた方策がとられることが多いように
思われます。これに対しマーストリヒ
ト大学では学生を「本来は意欲的で学
習したい」存在であると捉えています。
この学生観から授業を作ろうとする
と，学習成果の上がらない学生に対し
ては「どんな授業ならこの学生の学習
意欲は目覚めるのだろうか？」「どうす
ればこの学生の持っている潜在能力を
ひきだせるのだろうか？」という工夫
を試みることになります。ワーク
ショップの最後にSHEの学部長と懇
談をする場面がありました。マースト

リヒト大学医学部の取り組みについて
「この大学の学生のモチベーションが
高いから機能する教育方法なのではな
いか？　必ずしもモチベーションの高
い学生ばかりではない場合はどうすれ
ばよいか？」という質問をしたところ，
大きな声で「そんなことはない！　す
べての学生は自分の将来について期待
や不安を持ち，自分の能力を高めたい
と思っているはずだ。それを受け止め，
実現するのを支援するのが教育者の役
割なのだ。」と力説されていたことに深
く感銘を受けました。こうした「学生
観」が，評価のみならずカリキュラム
全体を考える上での根本的な拠りどこ
ろとなるのだと感じています。

〈ワークショップを終えて〉
　以上，雑駁ではありますが，ワーク
ショップに参加して私が学んだこと，
感じたことを報告させていただきまし
た。マーストリヒト大学医学部では，
上記でご紹介した内容以外にも，教
育・評価について様々な取り組みがな
されています。さらに，こうした取り
組みを科学的に評価しエビデンスを蓄
積して次の取り組みに生かす，という
サイクルが確立していることもまた参
考とすべき点だと思います。現在私は
カリキュラム委員会，FD小委員会の委
員として，本学の教育の企画立案・改
善に携わっており，本ワークショップ
で学んだことを教育の中に活用してい
きたいと考えています。

　本学前学長の伊藤敬一名誉教授が，
平成21年秋の叙勲において瑞宝中綬
章を受章しました。伊藤名誉教授は，
東京大学卒業後，県立静岡薬科大学等
で有機化学研究に二十年余携わり，昭
和55年に本学の教授に着任しました。
平成2年4月の本学学長就任後は，日

本私立薬科大学協会で年限延長，実務
実習必修化を推進し，長い議論を経て
原案をまとめ，6年制移行の礎を築きま
した。平成14年3月に本学を退職しま
したが，これまでの業績が評価され，
今回の叙勲となりました。
　なお，伊藤名誉教授を含む受章者へ

の勲章伝達式は，平成21年11月9日（月）
午前に国立劇場で行われ，午後には皇
居で天皇陛下への拝謁がありました。
　また，平成22年1月30日（土）に札幌
プリンスホテルにおいて叙勲を祝う会
が開催されました。

伊藤敬一前学長が秋の叙勲で瑞宝中綬章を受章

グループワークの風景
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　平成21年10月10日（土），11日（日）
の両日にわたり，旭川市，函館市，北
見市，青森市の 4都市で「教育紹介
フォーラム」を開催しました。この
フォーラムは，病院・保険薬局・薬系
企業，ご父母および同窓生を対象に，6
年制教育における本学の特色ある薬剤

　平成21年度後期授業アンケートの
結果が集計されました。後期も前期と
同様に「修学支援総合システム」を用い
て，授業の中間期と最終週にアンケー
トを実施しました。各質問項目に対し
て5（強くそう思う）〜1（全くそうは思
わない）の5段階で評価し，また授業
毎に「良かったと思う点」，「改善して欲
しい点」を記載する欄を設けました。
　学年毎の中間および最終アンケート
結果は以下のとおりです。授業毎のア
ンケート結果と教員からのコメントは
本学ホームページの学内専用欄と修学
支援総合システムに掲載しました。な
お，4年次後期の中間授業アンケートは

　本学では，能動的学習，協働学習に
よる学生の問題解決能力の向上を目的
として，PBL（Problem Based Learning）
をカリキュラムに組み込んでいます。
PBLの実践にあたっては，学生の問題
発見，自己学習のきっかけとなる「シ
ナリオ」と呼ばれる症例，事例が重要
な役割を果たします。そこで本学の
PBLに携わる教員を対象に，シナリオ
作成のポイントを学ぶためのワーク
ショップを平成22年2月13日（土）に，
札幌市生涯学習支援センターちえりあ

大研修室にて開催しました。
　PBLの実践においては医歯薬保健学
部合同ワークショップの実践等でわが
国のPBLをリードする昭和大学の木内
祐二教授（薬学部）と片岡竜太教授（歯
学部）を外部ファシリテーターとして
お招きし，36名が参加しました。ワー
クショップでは，模擬コアタイム，グ
ループディスカッション，レクチャー
を通じてシナリオ作成のポイントを学
びました。来年度5年次の演習で用い
る予定の3種類のシナリオを題材に用

教育紹介フォーラムを開催

「PBLシナリオ作成ワークショップ」報告

後期授業アンケート結果がまとまる

師養成教育として，「体験型学習」や
「PBL」，「薬剤師実務直前実習」などを
紹介しました。4会場で合計約120名
の参加があり，参加者からは「特徴の
ある取組みに期待する」「大学の教育に
対する真摯な姿勢がうかがえた」など
の声をいただきました。

い，より学生が興味を持ち，かつ重要
な学習ポイントを把握できるようなシ
ナリオに改善するために積極的な議論
が交わされました。
　本学では，このようなシナリオ作成
能力向上をはじめとする教職員の資質
向上が教育の質の向上につながるもの
として，今後も積極的なFD（Faculty 
Development）な ら び に SD（Staff 
Development）活動を展開していく予
定です。

質問項目 1年 2年 3年 4年
問1　教員に熱意は感じられますか。 3.80 3.62 3.67 ─
問2　教員の教え方はわかりやすいですか。 3.63 3.44 3.62 ─
問3　教員の話し方は聞き取りやすいですか。 3.66 3.48 3.59 ─
問4　資料はわかりやすいですか。 3.65 3.52 3.66 ─
問5　授業の内容をわかりやすくする工夫が感じられましたか。 3.72 3.55 3.69 ─
問6　教員は学生が授業に集中できる雰囲気作り配慮していましたか。 3.70 3.59 3.68 ─

●中間授業アンケート結果

質問項目 1年 2年 3年 4年
問1　私はこの授業内容を理解できた。 3.65 3.41 3.46 3.56
問2　私はこの授業に積極的にまじめに取り組んだ。 3.91 3.69 3.75 3.85
問3　私はこの授業から新たな興味や問題意識を持つことができた。 3.61 3.41 3.50 3.58
問4　この授業を総合的に判断して満足できた。 3.74 3.48 3.55 3.58

●最終授業アンケート結果

授業スケジュール上の問題があり実施
できませんでした。
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　平成21年10月13日（火）に本学主催，
日本薬学会北海道支部の共催により，
アリゾナ大学薬学部　Michael Katz准
教授をお招きして特別講演会を行いま
した。
　Katz先生は，FIP Academic Pharmacy 
Sectionのメンバーであり，薬学教育
について国際的視点で幅広く活躍され
ており，本学での講演は2回目となり

ました。今回の演題は「アメリカの薬
学教育について－アリゾナ大学薬学部
の紹介とともに－」で，アメリカの薬
学教育について，アリゾナ大学の実例
を交えながら講演していただきまし
た。会場では教育カリキュラムや実
習・演習の具体的な内容などについ
て，本学の教員との間で非常に活発な
質疑応答がなされました。

アリゾナ大学Katz先生の特別講演会を開催

　「薬剤師のための特別講演会　イン
　札幌」が平成21年10月17日（土）にセ
ンチュリーロイヤルホテルで開催され
ました。この講演会は本学が共催して
おり，本学の生涯研修委員会より研修
単位1単位が発行されました。講師は
中原保裕氏（ファーマシューティカル
ケア研究所所長）で「これからの医薬分

業に求められる薬剤師の資質と技能」
という題目で講演しました。中原氏は，
現在およびこれから何を目指して薬剤
師業務を行うべきかについて，熱く語
られ，本講演会に多数参加していた若
い薬剤師にとって，刺激的で非常に勇
気づけられる内容でした。

「薬剤師のための特別講演会 イン 札幌」を開催

　平成21年11月21日（土）に本学主催，
一般用医薬品セルフメディケーション
振興財団の調査研究助成による特別講
演会が，夕張市の特別養護老人ホーム清
光園を会場にして開催されました。簡
易懸濁法の第一人者である昭和大学薬
学部准教授の倉田なおみ先生を講師に

お招きし，「高齢者の薬剤投与–服薬の
自立＆簡易懸濁法」と題して講演して
いただきました。当日は11月にも関
わらず，真冬のような寒さで，積雪もあ
りましたが，夕張市内に限らず近隣市
町村からも医療，介護関係者が多数参
加し，盛会のうちに終了いたしました。

夕張で特別講演会を開催

　平成21年11月28日（土）開催の第
133回日本薬学会北海道支部例会にて
本学大学院生が，本年度より新設され

日本薬学会支部例会で学生優秀発表賞を受賞
た学生優秀発表賞を受賞しました。受賞
者の氏名と演題は右のとおりです。

元茂　拓法
ゲムシタビン誘導膵β細胞死における
phosphatidilinositol 3-kinase経路の関与
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　本年3月31日をもって，基礎教育部
長の中野善明教授（物理学分野）が定年
退職します。中野教授は，昭和49年4
月に物理学担当の講師として本学に赴
任し，その後昭和63年に助教授，平
成9年には教授へと昇格しました。平

成16年からは基礎教育部長として基
礎教育の責任者の任を果たされまし
た。教育においては物理学分野の責任
者として「物理学」を担当し，研究にお
いては応用光学に関する研究で成果を
あげられました。また物理学教育に関

する学会活動におい
ても，多大な貢献を
果たされました。校
務においては，長く学生部長の職を務
め，多くの功績を残されました。

中野教授が定年退職

　本年3月31日をもって，化学分野の
國仙久雄教授が退職し，東京学芸大学
に着任することになりました。國仙教
授は，平成18年4月に金沢工業大学よ

り本学の化学分野の教授として赴任
し，化学Ⅰ，化学Ⅱ，実習Ⅰ，演習Ⅰな
ど基礎化学教育に携わってきました。
また，校務役職においては入試部主任，

高大連携推進委員会
の委員長などを歴任
しました。

化学分野の國仙教授が退職

　今田愛也氏（本学講師）に博士（薬学）
が授与され，平成21年12月24日（木）
に学長室において学位記の授与式が挙
行されました。今田氏の学位論文の題
目は，「切迫早産妊婦におけるリトドリ
ンの臨床薬物動態学的研究」で，その
概要は以下のとおりです。

　リトドリン投与による切迫早産治療
適正化のため，血清中ラセミ体及び光
学活性体別リトドリン濃度を測定して
臨 床 薬 物 動 態 学 的 解 析 を 行 っ た。
HPLCを用いた血清中ラセミ体リトド
リンの光学異性体別分離定量法を新規

に開発し，その結果，双胎妊婦ではラ
セミ体リトドリンの全身クリアランス
に大きな個体差があり，妊娠の継続と
ともにリトドリンのクリアランスが有
意に低下する症例があることを見いだ
した。投与量と光学異性体別血清中濃
度との関係解析では，単胎，双胎妊婦
とも薬理作用の高い（－）体リトドリン
濃度が（＋）体リトドリン濃度より高
く，ラセミ体濃度測定から推測される
効果よりも高い臨床効果を示すこと，
さらに，リトドリンの光学異性体別ク
リアランスは単胎と双胎妊婦では大き
く異なり，また個々の妊婦によっても

大きく異なることを明らかとした。新
規に得られたこれらの研究結果は妊婦
に対するリトドリンの適正使用に重要
な情報をもたらすものと考えられる。

今田講師に学位を授与

　大学院修士課程の薬科学専攻を新設
しました。本課程は薬学の幅広い領域
で活躍し得る知識と技術を修得するこ
とを目的としており，「生命薬科学分

野」「創薬科学分野」からなります。募
集人員は5名で，4年制薬学部の卒業生
だけではなく，工学部，理学部，農学
部などの理系学部の卒業生の入学が可

能です。なお，従来の修士課程生物薬
学専攻と臨床薬学専攻は，学部の6年
制移行に伴い平成22年度以降は募集
停止になりました。

大学院　薬科学専攻修士課程を新設
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　大学院修士課程修了見込者の修士論
文発表会が，平成22年1月22日（金），
23日（土）の両日にわたって開催されま
した。発表者は生物薬学専攻15名，
臨床薬学専攻9名で，本年度は特に大
学院生からの質問が多く，活発な討論
が行われました。各大学院生の発表題
目は以下のとおりです。

【生物薬学専攻】
● 五十嵐将樹：健康食品と医薬品の相

互作用：エゾウコギの各種CYP活
性に対する影響（指導教員：渡辺一
弘）

● 太田　貴洋：ヒト大動脈内皮細胞に
おけるスタチンの内皮型NO合成酵
素に対する影響（指導教員：加納誠
一朗）

● 大場　達也：ヒト血管内皮細胞に対
するメチルグリオキサールの影響

（指導教員：丹保好子）
● 佐々木雅志：ライチ由来低分子化ポ

リフェノールOligonolの抗菌・抗真
菌効果（指導教員：小松健一）

● 柴田　倫人：3T3-L1脂肪細胞にお
けるTNF-α誘導性IRS-1セリンリ
ン酸化に対するAMPK活性化剤の
影響（指導教員：市原和夫）

● 鈴木　宏和：呼吸器感染症の治療を
指向したニューキノロン系抗菌薬封
入表面修飾リポソームによる肺投与
型DDSの構築（指導教員：森本一洋）

● 袴田　　浩：テリスロマイシン耐性
肺炎球菌のマクロライド系薬耐性機
序に関する基礎研究（指導教員：遠
藤菊太郎）

● 林　　宜亨：クラリスロマイシン及
びテリスロマイシンの経口吸収にお
ける小腸上皮細胞の輸送機構に関す
る研究（指導教員：森本一洋）

● 藤木　亮太：培養ラット心筋細胞に
対するメナジオンの影響（指導教
員：高橋　淳）

● 三上　心平：スペルミン化プルラン
によるインスリンの肺粘膜吸収促進
機構（指導教員：森本一洋）

● 元茂　拓法：ゲムシタビン誘導膵β
細胞死におけるphosphatidylinostitol3-
kinase経路の関与（指導教員：桜井
光一）

● 山田　尚枝：ヒト大動脈内皮細胞へ
のTNF-α誘導性単球接着に対する
シンバスタチンの影響（指導教員：
佐藤久美）

● 湯浅　慎司：ヒト肝ミクロゾームに
よるestradiol17-sulfateの代謝（指導
教員：伊藤慎二）

● 吉川　雅人：肝線維化治療薬発見の
ための実験モデルの作成（指導教
員：小松健一）

● 吉田　訓子：特定保健用食品と医薬
品との相互作用に関する研究（指導
教員：佐藤重一）

【臨床薬学専攻】
● 岩山　訓典：ヒト正常細気管支上皮

細胞におけるIL-8産生および接着分
子発現に対するクラリスロマイシン
の影響（指導教員：早勢伸正）

● 小野田雪絵：エタネルセプト投与関
節リウマチ患者血清中のアデノシン

デアミナーゼに関する研究（指導教
員：江川祥子）

● 熊谷　和美：細胞外型グルタチオン
ペルオキシダーゼ活性に対する高反
応性ジカルボニル化合物の影響（指
導教員：渡辺泰裕）

● 坂本　和央：アラキドン酸代謝に及
ぼすロサルタンの影響（指導教員：
猪爪信夫）

● 竹田　祥子：耐糖能異常による尿中
蛋白への影響の検討（指導教員：野
村憲和）

● 苫米地竜次：院内肺炎治療における
グラム染色実施と抗菌薬処方支援が
治療成績と抗菌薬使用状況に及ぼす
影響の研究（指導教員：早川　達）

● 中村　雄亮：イマチニブ耐性に関与
するBCR-ABLチロシンキナーゼ領
域における点突然変異検出法の検討

（指導教員：黒澤菜穂子）
● 畠山　拓人：健康食品の相談場面に

おける薬剤師と利用者の観点の違い
に関する研究（指導教員：野呂瀬崇
彦）

● 安田　祐也：漢方ローションのw/o
型クリーム剤への剤形変更について

（指導教員：郡　修徳）

大学院修士論文発表会を開催
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　本学では，文部科学省の「医療人
GP」に選定された取組「臨床能力を育
む地域体験型学習とその支援」を平成
18〜20年度に実施しました。今年度
からは新たに大学独自の必修科目とし
て，2年次と3年次においてそれぞれ「実
習Ⅲ－介護福祉体験学習－」「実習Ⅴ－
薬剤師業務体験学習－」を10月第3週
および第4週の5日間行いました。新
型インフルエンザの影響により，実施
が危ぶまれましたが，多くの関係者，
受入施設の皆様のご協力，ご支援のも
と，無事終了することができました。
　この体験学習は，本学の教育理念に
即し，北海道における地域医療や過疎
地医療への理解を深め，医療人として
の基本的センスと倫理観を醸成するの
みならず，今後の学習意欲の高揚，コ
ミュニケーション能力や豊かな人間性
の形成などに効果的であると考えてい
ます。以下に，各学年の代表者の感想
文を掲載します。

介護福祉体験実習で学んだこと
2年　阿部なつき

　私は介護福祉体験実習で，小樽市の
重症心身障害児施設　大倉山学院へ行
きました。大倉山学院は，重度の知的
障害，身体障害を持っている方の保護
や治療・日常生活の指導をすることを
目的としています。私は，それまで重
度の障害を持った方たちと身近に接す
る機会が無かったので，不安と緊張の
中で実習に入りました。
　実習では，食事介助・更衣介助・排
泄介助などを体験しましたが，講義で
学んだことと，実際の現場での違いに
戸惑うことが多かったです。
　特に大変だったのは，障害のため自
分の思っていることを伝えられない方
と，どのようにコミュニケーションを

図るかということです。私は，意思表
現の弱い方へ「お水が飲みたいのです
か？」「トイレに行きたいのですか？」
と，たくさん質問を投げかけて，少しず
つ意思を汲み取るようにしました。こ
のような意思疎通の難しさを身をもっ
て感じると同時に，医療人には，言葉を
発せない方が苦痛を訴えているとき，
それに気付くことのできる観察力が普
段から求められていると思いました。
　また，障害者に対して職員の方々が，
何でも手を貸してしまうのではなく，
時間がかかっても「出来ることは自分
でやってもらう」という姿勢が印象的
でした。私が考えなしに力を貸してし
まうことは，障害者の方たちのできる
ことを奪ってしまうのです。
　5日間の実習で得たことは，大学の
中では学べない貴重なものだったと思
います。私は，今回の経験を生かして，

「患者さん一人ひとりが違うことを理
解し，それぞれの考え方・生活の仕方
を大切にした支援」ができる薬剤師を
目指していきたいと思います。

薬剤師業務体験学習を終えて
3年　逢坂　信孝

　3年次の「医療関連施設での経験学
習」で，私は夕張医療センターでの学
習に参加しました。そこでの学習内容
は，夕張医療センター内の薬局見学や
診療部門・検査部門の見学はもちろ
ん，薬剤師による訪問服薬管理指導へ
の同行，外来患者さんに同行しての外
来診療見学，疑義照会体験，老人保健
施設や特別養護老人ホームでの介護実
習，夕張消防署の救急救命士による講
義・実技指導など，本学OBでセンター
長の医師・村上智彦先生が「在学時代
に経験しておきたかった」とおっ
しゃったほど充実した内容でした。
　訪問服薬管理指導では，実際に薬剤
師に同行して患者さんの家を訪問し，
服薬指導・服薬状況の確認・介護者と

の情報交換などにより，コンプライア
ンスの向上に努める姿を間近で見るこ
とができました。また，外来診療見学
では，診察に始まり，検査・処方・会
計・処方薬受取りに至る過程を患者さ
んに同行して追体験することで，薬剤
師の視点を離れ医療を享受する側であ
る患者さんの気持ちを理解する，また
とない機会となりました。

　今回の体験学習を通して，薬剤師は
もっと在宅へ出向くべきだと感じまし
た。病気の種類には限りがありますが，
患者さんは千差万別，同じ疾患でも一
人として同じ環境にはありません。日
本において薬剤師が未だ処方権を獲得
できず，医師主導型の医療体制に甘ん
じているのは，症例や患者さんのニー
ズに基づいた，独力での処方設計がで
きない薬剤師が多いのが，原因のひと
つではないでしょうか。これからの薬
剤師は，もっと症例に触れ，様々なファ
クターを考慮した処方を医師に提言で
きる能力を身につけることで，医師と
対等な関係を築いていくことが，チー
ム医療のあるべき姿に結実する必要条
件であると感じました。
　私にとって現場薬剤師のイメージは
漠然としてつかみどころのないもので
したが，これをきっかけに将来に対す
る極めて明瞭なヴィジョンを得ること
ができた，素晴らしい体験学習でした。

平成21年度
体験学習を振り返って

在宅業務を行う保険薬局の薬剤師も参加する
カンファレンス
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　平成21年9月25日（金）の午後から，
桂岡・銭函周辺の「ゴミ拾い」を全学挙
げて実施しました。桂青会主催の「ゴ
ミ拾い」は，毎年，大学祭初日に行って
いた恒例行事ですが，今回は有志を募
るという形ではなく，クラスアワーの
時間に全学生が参加して行いました。
　当日は，学長の挨拶の後，クラスご
とに分担してそれぞれの経路ゴミを約
1時間に渡って集めました。桂青会で
はこの「ゴミ拾い」を次年度以降も続け
ていく予定です。

桂岡・銭函の
「ゴミ拾い」を実施

　“ボランティア－sss部”は桂青会と
協力し，雪かきボランティアを行いま
した。定期試験明けの平成22年2月17
日（水）に約30名の学生と教員が，近
隣住民の方々にも協力いただきなが
ら，桂岡・銭函地域の高齢者住宅や道
路などの除雪作業を行いました。

桂岡・銭函地域で
雪かきボランティア

　平成21年度　学部1年生の奨学生が
決定し，証書授与式を平成21年11月
17日（火）に行いました。
　1年生の奨学生は，1年前期の成績を
対象とし，優秀な成績を修めた10名
の学生に奨学金6万円が給付されます。

本学奨学生（1年生）が
決定

授与式では大和田学長から奨学生証書
と奨学金が授与されました。奨学生は
以下のとおりです。
学部奨学生1年
　百武郁美，眞坂拓実，清水麻衣，青
山　剛，小山絹子，樫村憲一，石黒由
梨，桂志保里，奥野麻衣，八巻貴太

　平成21年度の父母後援会奨学生20
名が決定し，平成21年12月15日（火）
に証書授与式を行いました。奨学生は，
学部学生で父母後援会加入者の子女で
あり，同一年度内に北海道薬科大学同
窓会奨学生となっていない学生が対象
となります。選考基準は2つあり，1つ
は学力基準で，前年度の成績（1年生は
前期の成績）の順位が上位2分の1以内。
もう1つは，家計基準で日本学生支援
機構奨学生推薦に関する選考基準内規
を準用します。学年を問わず20名以
内に，奨学金として10万円（年額）が
給付されます。決定した奨学生は以下
のとおりです。
1年： 石倉奈月，茨木泰裕，折出紘生，

齋藤真衣，神野　良，辻村大地，
百武郁美，眞坂拓美，宮尾亜希

2年： 阿部なつき，太田沙也加，山口
淳仁，吉田美咲

3年： 阿部亮太，久保葉月，成田梨彩，
拝戸麻友子

4年：川崎　翠，木藤貴弘，清水　俊
　なお，父母後援会奨学金制度につい
ては，本学ホームページの2月の特集
で詳しく取り上げられています。

父母後援会奨学生が決定，
証書授与式を実施

3年　桂青会　村尾　　優
　薬物乱用は近年大きな社会問題と
なっています。厚生労働省では薬物乱
用防止を推進するために「ダメ。ゼッ
タイ。」普及運動を実施しています。本
学でも，桂青会が中心となり薬物乱用
防止活動を行いました。
　平成21年7月4日（土）の大学祭では

「薬物乱用防止キャンペーンin北薬大」
を実施しました。また10月3日（土）の
本学のオープンキャンパス，10月 3

（土），4日（日）の北海道工業大学の大学
祭では1〜3年生がそれぞれ作成した
薬物乱用防止ポスター，「薬物とは」「覚
せい剤と麻薬の違い」「押収量と検挙
数」を掲示しました。11月12日（木）に
は，札幌医科大学で開催された「北海
道公衆衛生学会」において「北海道薬科
大学における薬物乱用防止への取り組
み」と題し，これまでの活動をまとめ
て報告し，さらに11月28日（土）の小
樽薬剤師会主催のキャンペーン（於小
樽市長崎屋）に参加し，ポスターも展
示しました。
　平成22年3月7日（日）にサッポロファ
クトリーで開催された札幌薬剤師会の
薬物乱用防止キャンペーンに参加しま
した。
　これらの取り組みは，桂青会を代表
して2年の大久保文惠さんが北海道薬
物乱用防止指導員連合協議会発行の

「連合協議会だより」に紹介することに
なっています。

本学学生による
薬物乱用防止活動
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■学校法人北海道尚志学園　北海道工業大学　北海道薬科大学　北海道自動車短期大学　北海道尚志学園高等学校　北海道自動車学校

　FMおたる（76.3MHz）の番組「健康お
たる」（小樽医師会提供）に本学学生が
出演しました。小樽市の開業医と本学
学生の質疑応答の形式で収録され，平

本学学生がFMおたるの番組「健康おたる」に出演
成21年12月19日（土），20日（日），26日

（土），27日（日）に各々30分，計4回放
送されました。近年話題となっている
医療現場の問題のほか，慢性疾患治療

や介護施設，在宅医療での薬剤師の関
わりについて医師が求めていること，
これからの医療に関する話題が提供さ
れました。

　平成21年度のオープンキャンパス
は3回実施され，参加状況は次のとお
りでした。
　実施内容は，大学紹介，模擬講義，
体験実習，薬用植物園ツアーと盛りだ
くさんで，参加者の皆さんには満足し

平成21年度オープンキャンパス総括

参加者数
第1回　平成21年8月8日（土） 191
第2回　平成21年8月9日（日） 143
第3回　平成21年10月3日（土） 139

計 473

ていただけたものと思います。

　平成22年度の学部入学試験が予定どおりに実施され，合
格者が決定しました。
　試験区分ごとの入試状況は，次のとおりです。
　公募制の推薦入学試験と社会人入学試験は平成21年11月
14日（土），指定校と系列校の各推薦入学試験とAO入学試
験は平成21年11月15日（日）に実施しました。
　一般入学試験は，A日程が平成22年2月1日（月），B日程が
平成22年2月2日（火）に，本学，秋田，仙台，東京，大阪の
各試験場で実施しました。
　また，大学入試センター試験利用入学試験は本学独自の
試験は実施せず，センター試験の成績のみで合格者を決定
しました。

平成22年度学部入学試験結果
試 験 区 分 志願者 受験者 合格者 倍　率

推薦入試

公募制推薦 20 20 20 1.0

指定校推薦 71 71 71 1.0

系列校推薦 9 9 9 1.0

AO入試 42 42 42 1.0

社会人入試 4 4 4 1.0

一般入試 274 253 173 1.5

センター試験利用入試（前期） 197 197 85 2.3

センター試験利用入試（後期） 8 8 3 2.7
※ AO 入試のエントリー者は 45 人，出願許可者は 42 人でした。

父母懇談会を開催
　平成21年度父母懇談会を，平成21
年10月4日（日）〜18日（日）の土・日曜
日に本学のほか，道内5都市（旭川，
函館，釧路，北見，帯広），東北4都
市（青森，盛岡，仙台，秋田）および東
京の計11会場で開催しました。参加

者は311名で，学生生活や進路につい
ての相談が多くありました。各会場で
は「青春キャンパス2009」のDVDが上
映され，授業や実習風景，大学におけ
るイベントなど1年間の大学生活を紹
介する映像が放映されました。

　また，今年は父母懇談会終了後，旭
川会場，北見会場，函館会場，青森会
場において，就職部主催の「大学教育
紹介フォーラム」が開催されました。
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