
1	 

	 

薬学共用試験センター会務報告（２０１０年４、５月） 

 

 

2010-001	 平成 22 年度第 1回定例委員長・副委員長会議	 

	 

日時：平成 22 年 4 月 22 日（木）	 

場所：慶応義塾大学薬学部	 

出席者：	 

	 	 市川	 厚（理事長）	 

	 	 伊藤	 喬、奥	 直人、原	 博、宮崎	 智、山元	 弘（委員長）	 

飯島史朗、笹津備規、中村明弘、増野匡彦（副委員長）	 

木津純子、吉富博則（オブザーバー）	 

	 	 	 矢ノ下玲、中嶋香織(事務局)	 

	 

議題および協議事項	 

１．平成 22 年度共用試験の実施スケジュールと進行状況	 

２．平成 21 年度共用試験の結果の公表について	 

３．平成 22 年度 CBT 体験受験の問題について	 

４．平成 22 年度 CBT 本試験の問題準備について	 

５．平成 22 年度 OSCE の準備状況	 

６．CBT、OSCE モニター説明会、実施説明会の計画	 

７．平成 21 年度報告書の準備状況について	 

８．財務委員会、総務委員会、運営委員会などの日程確認	 
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2010-002	 平成 22 年度監査会	 

	 

日時：平成 22 年 5 月 13 日（木）	 

場所：薬学共用試験センター	 

出席者：	 

	 	 監事	 高柳	 輝夫、角地	 敏弘	 

	 	 事務局	 矢ノ下	 玲、黒川	 泰宏、原	 	 博	 

	 

議題および協議事項	 

１）平成 21 年度決算書報告書説明（矢ノ下事務局長）	 	 

２）会計についての両監事よりの質問および回答（矢ノ下事務局長および黒川

顧問）。	 

３）両監事による貯金通帳や帳簿、会議議事録の点検と確認。	 
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2010-003	 平成 22 年度第１回拡大広報委員会	 

	 

日時：平成 22 年 5 月 14 日（木）	 

場所：薬学共用試験センター	 

出席者：	 

	 	 広報委員	 原	 	 博、笹津	 備規、山岡	 由美子	 

	 	 執筆者	 	 山元	 弘、伊藤	 喬、伊藤	 智夫、中村	 明弘、入江	 徹美	 

	 	 事務局	 	 矢ノ下	 玲、中嶋	 香織	 

	 

作業事項	 

１）全員で読み合わせをし、文章を推敲した。	 

２）出席者のみでは修正できない箇所については、執筆者に再度連絡をし、加

筆などを行っていただくこととした。	 

３）修正した箇所については執筆者に連絡をして了解を得ることとした。	 

４）未提出の執筆者については、急ぎ執筆をお願いすることとした。	 
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2010-004	 平成 22 年度第 1回薬学共用試験 OSCE 実施委員会	 

	 

日時：平成 22 年 5 月 16 日（日）	 

場所：慶應義塾大学薬学部芝共立キャンパス	 

出席者：旭満里子、入江徹美、岡崎光洋、岡野善郎、岡村昇、小澤孝一郎、	 

折井孝男、木内祐二、木津純子、曽根清和、中川輝昭、永田泰造、野田幸裕、

橋詰勉、平井みどり、望月眞弓、山田安彦、吉富博則、渡邊真知子	 

オブザーバー：小林典子、前澤佳代子、向後麻里	 

	 

議題および協議事項	 

1. 処方せん形式変更に対する対応 
2. 平成 22年度の各大学に対する課題決定方法 
3. 新設薬科大学のシミュレーション結果に対するフィードバック 
4. 平成 21年度各大学の実施報告のまとめ及び平成 22年度事前審査について 
5. 平成 21 年度モニター員報告のまとめ及び平成 22 年度のモニター員派遣に
ついて 

6. 課題の修正について 
① 4月の調剤報酬改定における新しい調剤手順の提示する対応 
② 新たな課題の作成 

(ア) 類型課題の少ない領域について 
(イ) 4-1（手洗い手袋）の類型課題について 

③ 課題の修正 
(ア) 昨年度の本実施直前の課題修正の確認と修正 
(イ) 2-3-3（軟膏）の細目数の増加 

④ 評価マニュアルの再検討 
7．OSCE説明会の実施について 
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2010-005	 平成 22 年度第一回 CBT 実施委員会・システム検討委員会	 	 

合同委員会	 	 

	 

日時：平成 22 年 5 月 19 日（水）	 

場所：薬学共用試験センター	 

出席者：	 

	 CBT 実施委員会	 	 

	 	 伊藤智夫、増野匡彦、明樂一己、出口芳春、中山尋量	 

	 システム検討委員会	 

	 	 宮崎	 智、飯島史朗、石塚忠男、高木達也、松野純男	 

	 オブザーバー	 

矢ノ下玲、中嶋香織、原	 	 博（事務局）	 

	 

議題および協議事項	 

１	 実施状況とトラブル報告および今後の対応	 	 

２	 アンケート結果について	 

３	 ２２年度に向けての検討事項	 

４	 CBT 実施マニュアルの見直しについて	 

５	 実施説明会・モニター説明会の合同開催について	 

６	 CBT 問題の公開について（自由討論）	 
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2010-006	 平成 22 年度第 1回財務委員会	 

	 

日時：平成 22 年 5 月 20 日（木）15：00~16：00	 

場所：薬学共用試験センター	 

出席者	 

財務委員会委員：辻	 彰、太田	 茂、小田切優樹、白幡	 昌、武田	 健、	 

	 	 	 	 	 	 	 	 日比野俐、山田静雄、渡辺泰裕	 

オブザーバー：宮崎	 智、山元	 弘（運営委員会委員）	 

	 	 	 	 	 	 	 黒川泰宏、矢ノ下玲、中嶋香織（事務局）	 

	 

１	 平成 21 年度決算報告	 

２	 今後の財政諸問題について	 
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2010-007	 平成 22 年度第 1回運営委員会	 

	 

日時：平成 22 年 5 月 21 日（金）	 

場所：薬学共用試験センター	 

出席者（敬称略）	 

運営委員会委員：市川	 厚、伊藤智夫、太田	 茂、奥	 直人、須田晃治、	 

	 	 	 	 	 	 	 	 中村明弘、原	 	 博、堀江利治、望月正隆、宮崎	 智、	 

	 	 	 	 	 	 	 	 山元	 弘	 

オブザーバー：矢ノ下玲、中嶋香織（事務局）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

議題および協議事項	 

１．各委員会委員長の交代および新委員の選出について	 

２．理事、監事の再任および交代などについて	 

３．平成 21 年度事業報告および平成 21 年度センター報告書作成について	 

４．平成 21 年度決算報告	 

５．今年度の事業計画	 	 

６．本年度の年間スケジュール	 

７．薬学共用試験結果一覧のホームページへの掲載について	 

８．各委員会からの活動報告	 

９．コアカリの見直しについて（自由討論）	 
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2010-008	 平成 22 年度第 1回理事会	 

	 

日時：平成 22 年 5 月 27 日（金）	 

場所：薬学共用試験センター	 

出席者：市川	 厚	 理事長	 

	 	 	 	 井上圭三、長野哲雄、望月正隆	 各副理事長	 

	 	 	 	 伊藤智夫、生出泉太郎、大和田榮治、高畑廣紀、永井博弌、宮崎	 智、

山田勝士、山元	 弘	 各理事	 

	 	 	 	 角地敏弘	 監事	 

	 	 	 	 太田	 茂（辻理事代理）、小澤孝一郎（入江理事代理）	 	 

	 	 	 	 オブザーバー：中嶋香織、矢ノ下玲（事務局）	 

１．理事長挨拶	 

２．協議事項（報告事項も含む）	 

	 第一部	 審議事項	 	 

	 	 （１）平成 21 年度事業報告	 （資料：「薬学実務実習開始前の共用試験	 	 

平成 21 年度」）	 

	 	 	 ・平成 21 年度の活動概要（山元運営委員会委員長）	 

	 	 	 ・CBT および OSCE の準備状況（山元運営委員会委員長）	 

	 	 	 ・平成 21 年度薬学共用試験（山元運営委員会委員長、	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 小澤 OSCE 実施委員会副委員長）	 

	 	 	 ・合格基準の遵守について（市川理事長）	 

	 	 	 （２）平成 21 年度決算報告（太田財務委員会副委員長）	 

	 	 	 	 	 平成 21 年度会計監査報告（角地監事）	 

	 	 （３）平成 22 年度第１回総会開催について	 

（４）平成 22 年度薬学共用試験実施要項について（山元運営委員会委員長）	 

	 	 （５）CBT 体験受験等について（伊藤智夫 CBT 実施委員会委員長）	 

	 	 （６）平成 22 年度 OSCE 実施について（小澤 OSCE 実施委員会副委員長）	 	 	 	 

	 	 （７）中継サーバのメンテナンスについて（宮崎システム検討委員会委員	 

	 	 	 	 	 長）	 

（８）文部科学省「平成 21 年度	 大学における医療人養成推進等委託事業」	 

	 	 	 	 	 についての報告および平成 22 年度の実施について（山元運営委員会

委員長）	 

	 	 （９）平成 22 年度事業計画案について（山元運営委員会委員長）	 

	 	 （１０）次期役員について（市川理事長）	 

	 （１１）各委員会報告	 

	 	 （１２）CBT 実施説明会・モニター説明会の日程について	 

	 	 （１３）新設の大学の体験受験へ CBT 実施委員会委員またはシステム	 

	 	 	 	 	 	 検討委員会委員のモニター派遣について	 
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2010-009	 平成 22 年度第２回定例委員長•副委員長会議	 

	 

日時：平成 22 年 5 月 28 日（金）	 

場所：薬学共用試験センター	 

出席者：	 

	 	 伊藤智夫、原	 博、山元	 弘（委員長）	 

	 	 飯島史朗（副委員長）	 

	 	 木津純子、吉富博則（オブザーバー）	 

	 	 	 矢ノ下玲、中嶋香織(事務局)	 

	 

	 

議題および協議事項	 

1）平成 22 年度 CBT 実施説明会・モニター説明会の開催について	 

	 ・開催日程と場所は以下の通り決定した。	 

	 	 	 7 月 12 日（月）13:30～16:30	 東日本（慶應義塾大学）	 

7 月 14 日（水）13:30～16:30	 西日本（京都薬科大学）	 

2）平成 22 年度 OSCE 実施説明会・モニター説明会の開催について	 

	 	 	 8 月 1 日（日）に実施委員とモニターの両方を対象として慶應義塾大学	 

にて開催することとなった。	 	 

3）モニター説明会に係る旅費について	 

今年度以降、旅費の支給は行わないこととする。ただし、大学の負担が

軽減するよう、CBT 説明会については東日本、西日本の二か所で開催する。

OSCE は一か所での開催とする。	 

	 ・モニター経験者の参加は任意とする。	 

・現時点では、本試験前には説明会を開催しない予定である。ただし、体

験受験等で問題が生じたら、場合に応じて開催を検討する。	 

また、その旨をあらかじめ CBT 実施委員、モニター候補者へ連絡し、各

大学にて出席者を決定して頂く。	 

4）平成 22 年度総会における各委員会からの報告の分担について	 

5）OSCE 実施の内容について	 
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２．報告事項	 

1）合格者公開に関する対応について（山元運営委員会委員長）	 

2）CBT 実施マニュアルの改訂等について（伊藤智夫 CBT 実施委員会委員長）	 

3）CBT 問題精選作業の進捗状況について	 （矢ノ下事務局長）	 

4）薬学共用試験に関するプレスリリースについて（原広報委員会委員長）	 

	 ・センター・富士通の共用試験システムに関する成果発表に際し、プレスリ	 

リースを行った。原、宮崎（システム検討委員会委員長）が作成に協力し

た。	 

	 ・2つのメディアより、5月 21 日に取材を受けた。共用試験の意義、センタ

ーの立ち上げ、システムの構築及び試験結果について説明を行った後、質

問を受けた。	 

・新聞 3紙、インターネット 5社より共用試験の実施と結果について掲載さ	 

れた。	 

5）平成 21 年度報告書作成の進捗状況について（矢ノ下事務局長）	 

	 6）平成 22 年度 CBT 体験受験・薬学共用試験の仮申請状況について（矢ノ下事	 

	 	 	 	 務局長）	 

	 ・本試験受験予定者は 4 月時点で約 11,140 人であり、内 20 名が体験受験

を受験しない。	 

・受験者は昨年度より約 1,700 人増えた。	 

	 	 	 

	 


