薬学共用試験センター会務報告（平成 27 年 4 月）
4 月 14 日（火） 薬学共用試験運用支援 2014 年度 3 月定例会議
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、松本有未、原 博
富士通：プロジェクト担当者 6 名
ソフィア：システム開発プロジェクト担当者 2 名
シンク：システム開発プロジェクト担当者 2 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 対応報告トラブル報告
5. その他報告
以上
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2015-001 4 月 17 日（金） 第 1 回運営委員会
出席者：
委員長・副委員長
奥 直人、飯島史朗、石川さと子、石塚忠男、伊藤 喬、太田 茂、
木内祐二、三田智文、出口芳春、中村明弘、前田定秋、増野匡彦、
松野純男、宮崎 智、望月正隆、山口政俊、湯浅博昭
オブザーバー
前島一実、佐口健一（文部科学省）、山元 弘（理事長）
矢ノ下玲、中嶋香織、松本有未、原 博（事務局）
議題：
1. 平成 26 年度共用試験の実施結果の報告
2. 平成 27 年度薬学共用試験センター活動計画について
（1）平成 27 年度 CBT 体験受験の実施
平成 27 年 7 月 15 日（水）～9 月 11 日（金）
（2）平成 27 年度薬学共用試験（CBT、OSCE）の実施
1）本試験：平成 27 年 11 月 28 日（土）～平成 28 年 1 月 29 日（金）
（ただし、平成 27 年 12 月 25 日～平成 28 年 1 月 4 日を除く）
2）追・再試験：平成 28 年 2 月 16 日（火）～3 月 12 日（土）
（3）CBT 問題の作成と管理
1）改訂モデル・コアカリキュラム対応の問題（第九期問題）作成終了について
2）平成 27 年度に作成された問題の審査・精選について
3）改訂モデル・コアカリキュラム対応で作成した問題の体験受験への出題に
ついて
4）既存問題の改訂モデル・コアカリキュラムの SBO への移行について
（4）OSCE 課題について
1）既存の課題の確認作業および本年度実施用最終版の各大学への配布について
2）改訂モデル・コアカリキュラムへの対応を考慮した課題精査の計画について
（5）OSCE 実施説明会の開催について
平成 27 年 4 月 19 日：慶應義塾大学
（6）CBT 実施説明会およびモニター説明会の開催について
平成 27 年 6 月 6 日：慶應義塾大学
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（7）第十期問題作成担当校に向けての説明会の開催について
平成 27 年 6 月 6 日：慶應義塾大学
（8）OSCE モニター説明会の開催計画について
平成 27 年 9 月 1 日（予定）：慶應義塾大学
（9）広報活動について
1）平成 26 年度報告書の作成
2）学会発表
3）英文ホームページの公開
4）センター10 周年記念事業の企画および準備
（10）平成 27 年度防災訓練について
体験受験の期間中に実施する予定
（11）CBT 実施マニュアルの改訂について
（12）各大学の天災、不正行為、遅刻等への対応マニュアルの整理について
3. 平成 27 年度予算案について
4. CBT のプール問題の公開について
（1）全問公開が望ましくない理由について
（2）既出問題の全問公開が望ましくない理由について
（3）プール問題の一部公開について
（4）不正行為の予防に向けて
1）今回のプール問題の一部公開による情報提供
2）試験期間中での一部問題の入れ替えの実施
（5）今後の方針
1）公開についての説明について
2）公開方法について
3）公開時期とシステムの構築について
5. 廃問の扱いについて
全大学へ廃問の公開をする。
6. 受験生に対して得点を通知することについて
基準点未到達者に限り、得点を通知する。
以上
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2015-002 4 月 19 日（日） 平成 27 年度薬学共用試験 OSCE 実施説明会
開催日時：

平成 27 年 13：00～16：30

開催場所：

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

スケジュール
司会

木内祐二

開会挨拶（OSCE 実施委員長）

橋詰 勉

文部科学省（高等教育局医学教育課）挨拶
平成 26 年度 OSCE 実施結果報告
課題説明（変更など）：

吉光紗綾子

入江徹美

領域 2・3・4

岡村 昇

領域 1・5

木内祐二

Q&A 等の改訂説明

野田幸裕

留意事項

中嶋幹郎

平成 27 年度全体スケジュール

木津純子

ワークショップ報告

松下 良

共用試験 OSCE の見直しの今後の予定

橋詰 勉

適正な共用試験 OSCE 実施についてのお願い

橋詰 勉

全体討論
薬学共用試験センター理事長 挨拶 山元 弘
厚生労働省（医薬食品局総務課）挨拶

紀平哲也

閉会・連絡事項
以上
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2015-003 4 月 24 日（金）第 1 回理事会
場所：慶應義塾大学薬学部 芝共立キャンパス 3 号館 11 階 1101 会議室
出席者（敬称略）：山元 弘 理事長
市川 厚、堀江利治、望月正隆 各副理事長
伊藤 喬、伊藤智夫、生出泉太郎、太田 茂、奥 直人、
黒沢隆夫、中村明弘、橋詰 勉、前田定秋、前田正知、
宮崎 智、向 智里、山口政俊、湯浅博昭 各理事
高柳輝夫 監事
オブザーバー
矢ノ下 玲、中嶋香織、松本有未、原 博（事務局）
1．理事長挨拶
2．定足数の確認
3．議事録署名人指名
4．前回議事録確認
5．審議事項
（1）平成 26 年度事業計画
（2）平成 26 年度予算案について
（3）事務局員の退職金規定の改正案について
（4）運営委委員会細則について
（5）CBT 出題問題の公開について
（6）廃問となった CBT 出題問題の公開について
（7）基準点に到達しなかった受験生への得点の開示について
6．報告事項
（1）平成 26 年度共用試験の結果について
・実施状況概要
・特別措置について
・CBT および OSCE におけるトラブルについて
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・災害等非常時への対応について
（2）平成 27 年度薬学共用試験の準備状況について
・平成 27 年度実施要項・受験生向け資料について
・モデル・コアカリキュラム改訂に向けた取り組みについて
1）モデル・コアカリキュラム改訂に伴う薬学共用試験の改革に
ついて
2）CBT プール問題の改訂モデル・コアカリキュラム対応の問題へ
の移行について
3）OSCE の課題について
・CBT の準備状況および CBT 実施説明会について
・平成 26 年度作成の CBT 候補問題の選定について
・OSCE の準備状況および実施説明会の開催、モニター説明会について
（3）英文ホームページの作成について
（4）日本薬学会第 135 年会および日本医学教育学会における発表について
（5）各委員会活動報告
・運営委員会
・総務委員会
・財務委員会
・広報委員会
・試験統括委員会
・CBT 実施委員会
・OSCE 実施委員会
・システム検討委員会
（6）薬学共用試験システム運用作業のスケジュールについて
（7）センター10 周年記念事業の企画と準備について
（8）日本薬学教育学会設立準備連絡会議について
7．次回日程について
以上
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