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薬学共用試験センター会務報告（平成２３年１１月）	 

	 
2011-023 11 月 1 日（火）第 7 回試験実施関連委員会 定例委員長・副委員長会議 

 

出席者（敬称略）：	 

委員長・副委員長	 

	 山元	 弘、飯島史朗、石塚忠男、伊藤	 喬、伊藤智夫、奥	 直人、	 

	 木津純子、三田智文、増野匡彦、宮崎	 智、吉富博則	 

オブザーバー	 

市川	 厚、原	 博、矢ノ下玲、中嶋香織（事務局）	 

	 

議題	 

１．今後に向けての準備・検討事項について	 

（１）CBT の準備状況	 

（２）福岡大学に設置した代理サーバーについて	 

（３）センターサーバーリプレースの費用およびその際に問題となる文字コードの変	 

	 	 	 換などの時期について	 

（４）OSCE の準備状況	 

１）事前審査について	 

２）新設 2大学へのモニター派遣について	 

３）本試験課題を事前学習において実施した大学について	 

	 

２．ホームページリニューアルの進捗状況	 

	 

３．共用試験の対象学年について	 

	 	 ４年制学生の受験について意見交換をした。	 

	 

４．緊急時の連絡体制について	 

関東地域において、大震災などでセンターサーバーの機能壊滅や人的被災に	 

より試験の実施の統括が困難となった場合に備えて、西日本に別の組織を	 

作ることについて協議した。	 

	 

５．ファルマシア『より良き６年制薬学教育のために』特集号への原稿執筆について	 
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６．その他	 

	 （１）モデルコアカリキュラムの改訂について	 

	 （２）有効期限の延長ルールについて	 
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2011-024 11 月 8 日（火） 第 2 回財務委員会 

 

出席者（敬称略）：	 

	 財務委員会	 

	 	 太田	 茂、白幡	 晶、武田	 健、高濱和夫	 

	 オブザーバー	 

	 	 山元	 弘（運営委員会）、宮崎	 智（システム検討委員会）	 

黒川泰宏（顧問）、原	 博、矢ノ下玲、中嶋香織（事務局）	 

	 

議題：	 

１．センターサーバーのリプレースについて	 

２．平成 24 年度予算案原案について	 

３．今後の財政諸問題について	 
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2011-025 11 月 21 日（月） OSCE 実施委員会幹部会 

	 

場所：慶應義塾大学薬学部	 芝共立キャンパス 3号館 11 階 1103 会議室	 

参加者：入江徹美、吉富博則、小澤孝一郎、木津純子、木内祐二、野田幸裕、橋詰	 勉	 

	 

主な議題：	 

１.	 平成 23 年度 OSCE の準備状況について	 

２.	 平成 24 年度 OSCE について	 

３．その他	 
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2011-026 11月22日（火） 第 8 回試験実施関連委員会 定例委員長・副委員長会議 

 
出席者（敬称略）：	 

	 委員長・副委員長	 

	 	 山元	 弘、飯島史朗、伊藤	 喬、奥	 直人、木津純子、三田智文、	 

	 	 	 	 増野匡彦、宮崎	 智	 

	 オブザーバー	 

市川	 厚、原	 博、矢ノ下玲、中嶋香織（事務局）	 

	 

議題：	 

１．今後に向けての準備・検討事項について	 

（１）CBT の準備状況	 

１）本試験出題問題について	 

２）紙媒体での受験生の対応について	 

（２）福岡大学に設置した代理サーバーについて	 

（３）平成２４年度予算案（原案）について	 

（４）OSCE の準備状況	 

１）事前審査の進捗状況について	 

２）新設 2大学のモニターについて	 

３）本試験課題を事前学習において実施した大学から事情聴取をし、課題	 

	 	 を変更した件について	 

４）OSCE 実施委員会代表者会議報告について	 

	 

２．ホームページリニューアルの進捗状況	 

	 	 トップページのレイアウト案について	 

	 

３．共用試験の対象学年について	 

	 	 ４年制学生の受験について意見交換を行った。	 

	 

４．緊急時の連絡体制について	 

	 西日本に薬学共用試験センター副事務局を開設することおよびその運用	 

	 マニュアルについて	 

	 

５．平成２３年度各委員会上半期報告書について	 



6 
 

2011-027 11 月 22 日（火）第 2 回運営委員会 

 
出席者(敬称略)：	 

	 	 山元	 弘	 委員長、宮崎	 智	 副委員長	 

伊藤	 喬、市川	 厚、奥	 直人、杉原多公通、堀江利治、増野匡彦、	 

望月正隆	 山本恵司	 各委員	 

	 オブザーバー	 

	 	 増野匡彦（伊藤智夫代理）	 

	 	 矢ノ下玲、中嶋香織、原	 博（事務局）	 

	 

議題	 

１．各委員会活動報告について	 	 

	 	 各委員長より平成 23 年度上半期の事業報告があった。	 

	 

２．平成 23 年度 CBT 体験受験について	 

	 	 奥統括委員会より実施およびその結果の報告があった。	 

	 

３．平成 23 年度本試験の準備状況について	 

	 	 伊藤喬 CBT 問題管理委員会委員長、増野匡 CBT 実施委員長、および奥統括	 

	 	 委員長より説明があった。	 

	 

４．平成 24 年度予算案について	 

	 	 矢ノ下事務局長より説明があり、了承された。	 

	 

５．その他	 

	 	 代理サーバー設置および危機管理体制について、宮崎システム検討委員会委員長	 

	 	 より説明があった。	 
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11 月 22 日（火） 薬学共用試験運用支援 第 32 回定例会議 

	 	 出席者	 

	 	 	 システム検討委員会：宮崎	 智、飯島史朗	 

	 	 	 事務局：矢ノ下玲、中嶋香織、原	 博	 

	 	 	 富士通：プロジェクト担当者７名	 

	 

議題	 

１．前回議事録確認	 

２．マスタースケジュール確認	 

３.	 定例運用作業報告	 

４．QA対応報告	 

５.	 依頼事項	 

６．トラブル報告	 

７．その他報告	 
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2011-028 11月30日（水） 薬学共用試験センター 第2回理事会 

 

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、	 各副理事長	 

	 	 	 	 伊藤	 喬、入江徹美、生出泉太郎、太田	 茂、奥	 直人、木平健治	 

	 	 	 	 永井博弌、中村明弘、樋口	 駿、増野匡彦、宮崎	 智、山元	 弘	 各理事	 

	 	 	 	 角地敏弘	 監事	 

オブザーバー	 矢ノ下玲、中嶋香織	 

	 

議題	 

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 23 年度薬学共用試験の準備状況について	 

	 	 （２）代理サーバーの設置と危機管理体制について	 

	 	 （３）共用試験における遵守事項について	 

	 	 （４）センターサーバーのリプレースについて	 

	 	 （５）平成 24 年度予算案原案について	 

	 	 （６）平成 23 年度臨時（第 2回）総会開催について	 

	 	 

	 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	 

 


