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薬学共用試験センター会務報告（平成２２年１１月、１２月） 

 
2010-027	 平成 22 年度第 2 回財務委員会	 

 
日時：平成 22 年 11 月 4 日（木）14：00～16：00	 

場所：薬学共用試験センター	 

出席者（敬称略）：	 

財務委員会	 

太田	 茂、石田寿昌、高濱和夫、和田啓爾	 

	 	 オブザーバー	 	 	 	 

宮崎	 智（システム検討委員会）、黒川泰宏（顧問）、	 

矢ノ下	 玲、中嶋香織	 (事務局)	 

議題	 	 	 

１．新委員への財務委員会の役割や位置づけに関する説明（太田委員長）	 

２．現在の財務状況についての説明および質疑応答	 

３．センターサーバのリプレースについての説明および質疑応答	 

４．平成 23 年度予算案原案の提案および質疑応答	 

５．今後の財政諸問題についての意見交換	 
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2010-028	 平成 22 年度第 3 回運営委員会	 

	 

日時：平成 22 年 11 月 12 日（金）13:30～15:30	 

出席者（敬称略）：	 

運営委員会委員	 

市川	 厚、伊藤	 喬、伊藤智夫、井上圭三、太田	 茂、奥	 直人、	 

杉原多公通、堀江利治、山元	 弘	 

オブザーバー	 

木津純子（入江先生代理）、矢ノ下玲、中嶋香織、原	 博（事務局）	 

議題	 

１．委員会活動報告（今年 6月の定時総会以降）	 

	 （１）運営委員会（山元	 弘）：	 

	 （２）OSCE 実施委員会（木津純子）	 

	 （３）CBT 実施委員会、システム検討委員会（伊藤智夫）	 

	 （４）財務委員会（太田	 茂）	 

	 （５）試験統括委員会（奥	 直人）	 

	 （６）問題管理委員会（伊藤	 喬）	 

２．平成 22 年度本試験の準備状況	 

	 （１）OSCE 事前審査	 

	 （２）出題問題の審査	 

３．インフルエンザに係る特別試験について	 

４．平成 23 年度予算案原案の提案（太田	 茂）	 

５．事前学習における遵守事項について	 

６．基準点到達証明書（仮称）の発行について	 

７．定款の細則等について	 

８．リカバリー試験について	 
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2010-029	 平成 22 年度第 2 回理事会	 

 
日時：平成 22 年 11 月 19 日（金）10：30~12:00	 

場所：慶應義塾大学薬学部芝共立キャンパス	 1102 会議室	 

出席者：市川	 厚	 理事長	 	 	 

	 	 	 	 井上圭三、白幡	 晶、望月正隆、	 副理事長	 

	 	 	 	 伊藤	 喬、伊藤智夫、生出泉太郎、太田	 茂、奥	 直人、高畑廣紀、	 

	 	 	 	 宮崎	 智、山本恵司、山元	 弘	 各理事	 

	 	 	 	 角地敏弘、高柳輝夫	 各監事	 

	 	 	 	 木津純子（入江理事の代理）	 オブザーバー	 	 

	 	 	 	 矢ノ下玲、中嶋香織（事務局）	 

	 

１．理事長挨拶	 

２．出席状況及び定足数の確認	 

３．議事録署名人指名	 

４．協議事項（報告事項も含む）	 

	 第一部	 審議事項	 	 

	 	 （１）平成 22 年度薬学共用試験の準備状況について	 

	 	 （２）平成 23 年度予算案原案について	 

	 	 	 （３）東京理科大学との契約について	 

	 	 （４）基準点到達証明書（仮称）の発行について	 

	 	 （５）薬学共用試験センター定款の細則等について	 

	 	 （６）事前学習における遵守事項について	 

	 	 （７）平成 22 年度臨時（第 2回）総会開催について	 

	 	 （８）その他	 

	 	 

	 第二部	 報告事項	 

	 	 （１）前回議事録の承認	 

	 	 （２）各委員会の活動報告	 
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2010-030	 平成 22 年度臨時（第 2 回）総会	 

 
日時：平成 22 年 12 月 3 日（金）13：00~14:45	 

場所：慶應義塾大学薬学部芝共立キャンパス	 マルチメディア講堂	 

	 

１．理事長挨拶	 

２．出席状況及び定足数の確認	 

３．議事録署名人指名	 

４．協議事項（報告事項も含む）	 

	 第一部	 審議事項	 	 

	 	 （１）平成 22 年度薬学共用試験の準備状況について	 

	 	 （２）平成 23 年度予算案について	 

	 	 （３）基準点到達証明書（仮称）の発行について	 

	 	 （４）共用試験における遵守事項について	 	 

	 	 （５）その他	 

	 第二部	 報告事項	 

	 	 （１）前回議事録の承認	 

（２）薬学共用試験センター定款の細則等について	 

	 	 （３）各委員会の活動報告	 
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2010-031	 平成 22 年度第 2 回 OSCE 実施委員会	 

 
日時：平成 22 年 12 月 21 日（火）10：00~12：30	 

場所：慶應義塾大学薬学部	 芝共立キャンパス	 	 

出席者（敬称略）：入江徹美、岡野善郎、岡村昇、木内祐二、木津純子、	 

	 	 	 	 	 	 	 	 中川輝昭、永田泰造、野田幸裕、橋詰	 勉、吉富博則、	 

	 	 	 	 	 	 	 	 渡邊真知子、	 

オブザーバ：秋好健志、向後麻里、小林典子、須田晃治、寺島朝子、	 

	 	 	 	 	 	 前澤佳代子	 	 	 

欠席者：岡崎光洋、小澤孝一郎、曽根清和、中嶋幹郎、松下	 良	 

	 

1.	 OSCE に関する質問への対応について	 

2.	 平成 23 年度薬学共用試験 OSCE に用いる課題の精選について	 

	 

 


