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薬学共用試験センター会務報告（平成 28 年 9 月） 

9 月 1 日（木） 薬学共用試験運用支援 2016 年 8 月定例会議 
出席者

システム検討委員会：宮崎 智、松野純男
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

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. その他報告

・ DB クローズ処理抜本対応提供スケジュールについて
・ 受験クライアントの正規版移行におけるプロキシ設定について
・ 電子メールセキュリティ対応案について
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2016-028 ９月 7 日（火） CBT 体験受験における防災訓練（1 日目） 
出席者：岩城正宏、松野純男、矢ノ下玲 
開催場所：近畿大学 39 号館（薬学部棟）5 階 学生相談室 
議題： 

1. 緊急時の試験実施手順の確認 
（対象校との連絡、実施状況確認、翌日の準備状況確認など） 

2. その他  
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2016-029 ９月 8 日（水） CBT 体験受験における防災訓練（2 日目） 
今後の防災対策についての打ち合わせ会議 

 
出席者：岩城正宏、橋詰 勉、前田定秋、松野純男、宮崎 智、矢ノ下玲 
開催場所：近畿大学 39 号館（薬学部棟）5 階 学生相談室 
 
議題： 
CBT 体験受験における防災訓練 

1. 緊急時の試験実施手順の確認 
（対象校との連絡、実施状況確認、翌日の準備状況確認など） 

2. その他  
今後の防災対策についての打ち合わせ会議 

1. 今後の防災対策について 
2. 災害が起こったか時期でのそれぞれの対応 

(1) 共用試験事前申請前に起こった場合 
(2) 事前申請後、試験が始まる前に起こった場合 
(3) 試験中に起こった場合 
(4) 試験が終了後、結果を通知する前に起こった場合  
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2016-030 ９月 13 日（火） OSCE トライアルに関する打合せ会 
場所：京都薬科大学 臨床薬学教育研究センター2 階 R25 演習室 
出席者：橋詰 勉、野田幸裕、岡村 昇 
 
議題： 

1. トライアル運営について 
2. トライアルに係る関連文書作成 
3. その他 
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2016-031 9 月 14 日（水） 第 5 回広報委員会（拡大委員会） 
出席者： 
 広報委員会：伊藤智夫、石川さと子、矢ノ下良平 
  オブザーバー：湯浅博昭（総務委員会委員⻑） 
      矢ノ下玲、中嶋香織、松本有未、原 博（事務局） 
 
議題： 

1. 10 周年記念講演会について 
プログラムの最終案の確認と作成 

2. 当日の任務分担の確認 
3. 情報交換会の会場のレイアウトについて 
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2016-032 9 月 22 日（木・祝） 第 1 回総務委員会 
場所：慶應義塾大学薬学部 芝共立キャンパス、3 号館 11 階 1104 会議室 
出席者：湯浅博昭（委員⻑）、秋田英万（副委員⻑）、大野尚仁、⼾田貴大 
 
議題： 

1． 平成 28 年度の活動予定 
2． その他 

・ 委員の任期について 
・ 設立 10 周年記念講演会・情報交換会の運営について 

  



7 
 

2016-033 9 月 22 日（木・祝） 第 2 回財務委員会 
場所：慶應義塾大学薬学部 芝共立キャンパス 2 号館 468 会議室 
出席者（敬称略）： 

太田 茂、辻 勉、武田 健、本間 浩、⻘⽊ 隆、荒井國三、 
浦田秀仁、小暮健太朗、須貝 威、平澤典保、平田純生 
オブザーバー：渡辺一弘、大室弘美 

 
協議事項： 

1. 平成 28 年度予算書を確認し、今後財政上問題となりそうな点について
意見交換を行った。 

2. 今後の受験料をどのように設定するか。 
3. 消費税値上げに対しての対処について。 
4. 繰越額の推移について。  
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2016-034 9 月 22 日（木・祝） 第 1 回試験統括委員会 
場所：慶應義塾大学薬学部 芝共立キャンパス 
出席者：中村明弘、前田定秋、山口政俊、杉原多公通、小澤孝一郎、林秀敏、 
    岡本浩一、佐藤憲一、高⽊教夫、三宅勝志 
オブザーバー：石橋芳雄、宇野文二、滝口祥令 
 
議題： 

1． 平成 28 年度 CBT 体験受験実施状況 
2． 試験統括委員会の業務内容について 

試験統括委員会の主な業務内容の例示として、昨年度の「配慮を必要と
する学生への対応」、「不正行為に対する対応」、「トラブル事例とその対
応」が資料に基づき具体的事例として委員⻑から報告された。 
本試験開始後は、トラブルや不正行為・違反行為への対応が主な業務
となることが委員⻑より紹介された。 
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2016-035 9 月 22 日（木・祝） 第 6 回広報委員会（拡大） 
場所：慶應義塾大学薬学部 芝共立キャンパス 1 号館地下 1 階マルチメディア
講堂、展示室 
出席者：伊藤智夫委員⻑、矢ノ下良平、佐治⽊弘尚、佐藤厚子、石川さと子 
    奥 理事⻑、山元 前理事⻑、事務局（原、矢ノ下、中嶋、松本） 
 
議題： 

1． センター設立 10 周年記念講演会について 
講演会の流れと役割分担を確認 

2． センター設立 10 周年記念情報交換会について 
役割分担を確認 

3． 委員⻑の交代について 
伊藤智夫委員⻑に代わり、委員⻑を石川副委員⻑に交代することが承
認された。 
副委員⻑は当⾯の間伊藤智夫先生が務めることとした。 

4． 今後の委員会活動 
・ 設立 10 周年記念事業の反省と、今後の一般向け事業に向けた検討 
・ 2016（平成 28）年度報告書作成準備 
・ 学会発表準備 
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2016-036 9 月 22 日（木・祝） 第 1 回 CBT 実施委員会 
場所：慶應義塾大学薬学部 1103 会議室 
出席者：増野匡彦（委員⻑）、出口芳春（副委員⻑）、岩城正宏、中山尋量、 
    明樂一⼰、⻄端芳彦 
 
議題： 

1. 今後の委員会活動について 
・ 本部要員は CBT に関するトラブル、特にシステム関連トラブルにつ

いて最新の情報が必要である。富士通、シンク、共用試験センターに
情報を提供してもらうようお願いする。 

・ 委員の数について討議し、遠隔地の第 2 モニター員派遣に支障がある
こと、若手の委員に参加してもらう必要があることが指摘された。 

2. 平成 28 年度 CBT 体験受験について 
3. 平成 28 年度 防災訓練について 
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2016-037 9 月 22 日（木・祝） 第 2 回システム検討委員会 
場所：慶應義塾大学薬学部 芝共立キャンパス 3 号館 1105 会議室 
出席者：宮崎 智、飯島史郎、松野純男、山本浩充、二瓶裕之 
 
議題： 

1. 今年度の防災訓練についての報告 
2. その他の問題点 
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2016-038 9 月 22 日（木・祝） 第 2 回 OSCE 実施委員会 
場所：慶應義塾大学薬学部 芝共立キャンパス 3 号館 1101 会議室 
出席者：橋詰 勉 委員⻑、⼊江徹美 副委員⻑、野田幸裕 副委員⻑、有田
悦子、石田志朗、折井孝男、⽊内祐二、⽊津純子、佐藤 透、田村 豊、富岡
佳久、中嶋幹郎、松下 良、松元一明、矢野育子、山田純一、吉田力久、吉冨
博則、渡邊真知子 委員、平井みどり 前委員 
 
協議事項 

1. 新規課題案トライアルについて 
(1) 新規課題案トライアル運営のスケジュールについて 
(2) トライアルにおける役割分担について 
(3) トライアル実施に関するアンケート結果による各大学の実施課題の

可否について 
(4) トライアル実施に必要な課題、計画書、終了報告書等の関連文書に

ついて 
(5) 業務委託費について 

2. 平成 28 年度 OSCE 運営について 
(1) 平成 28 年度の課題内容の変更点について 
(2) 9 月以降に行われる事前審査、受験上の配慮の審査の役割分担につ

いて 
(3) 本試験および追再試験時のトラブルなどの審査について 

3. その他 
(1) 2015 年度（平成 27 年度）報告書の原稿執筆について 
(2) OSCE に関する学会発表について 
(3) 本年度の防災訓練の報告 
(4) 平成 29 年度の行事予定について 
・ OSCE 実施説明会：平成 29 年 4 月 23 日（日）於：慶應義塾大学 
・ OSCE モニター説明会は同年 8 月 28 日（月）〜9 月 7 日（⽊）の

期間で日程調整する。 
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2017-039 9 月 22 日（木・祝） 第 1 回 CBT 問題管理委員会 
場所：慶應義塾大学芝共立キャンパス 2 号館 462 会議室 
出席者： 
伊藤 喬（委員⻑） 
石塚忠男（副委員⻑）、三田智文（副委員⻑） 
板部洋之、伊藤清美、大谷壽一、大野賢一、大林雅彦、小椋康光、 
⻲井美和子、久保田洋子、小佐野博史、後藤伸之、鈴⽊巌、清⽔俊一、 
高波利克、田野中浩一、津吹政可、寺田勝英、⻄谷潔、野口雅久、東伸昭、 
武田真莉子、山田安彦、渡邊康男 
 
議題： 
報告事項 

1. 問題作成の経緯 
2. 問題作成の現状と問題点 
3. 問題管理システムの全体像と問題点 

 
協議事項 

1. 問題作成上の問題点 
2. 問題管理システムの問題点 
3. 問題管理の報酬について 
4. 問題管理委員の後継者養成・交代方法 

 
その他 

1. 問題⼊力のシステムについて 
2. 問題審査のシステムについて 
3. 問題管理の報酬について 
4. メンバーの育成・⼊れ替えについて 
5. 問題の難易度の修正について 
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2016-040 9 月 22 日（木・祝） 
薬学共用試験センター 設立 10 周年記念講演会 
場所：慶應義塾大学薬学部 芝共立キャンパス マルティメディア講堂 
開会の辞   奥 直人（薬学共用試験センター 理事⻑） 
開会挨拶   市川 厚 

（全国薬科大学⻑・薬学部⻑会議 前会⻑、 
薬学共用試験センター 元理事⻑） 

薬学共用試験のあゆみ  山元 弘（薬学共用試験センター 前理事⻑） 
CBT の現状と展望  増野匡彦（CBT 実施委員会 委員⻑） 
OSCE の現状と展望  橋詰 勉（OSCE 実施委員会 委員⻑） 
医学・⻭学の共用試験  齋藤宣彦 

（医療系大学間共用試験実施評価機構副理事⻑） 
薬局実習と薬学共用試験   永田泰三 （日本薬剤師会 常務理事） 
病院実習と薬学共用試験   石井伊都子（日本病院薬剤師会 理事） 
薬学共用試験への期待    前島一実  

（文部科学省 高等教育局医学教育課 薬学教育専門官）          
薬学共用試験への期待    紀平哲也 

（厚生労働省 生活衛生局総務課 医薬情報室⻑） 
閉会挨拶          望月正隆（薬学共用試験センター 副理事⻑） 
 
設立 10 周年記念情報交換会 
場所：芝パークホテル 別館 2 階ローズルーム 
開会挨拶 薬学共用試験センター 前理事⻑  山元 弘 
来賓ご挨拶 

日本薬学会 会頭     太田 茂 
日本薬剤師会 会⻑    山本 信夫 
日本病院薬剤師会 会⻑   ⽊平 健治 

乾杯  日本薬学教育評価機構 理事⻑   井上 圭三 
（情報交換） 
閉会挨拶  薬学共用試験センター 運営委員会 委員⻑  伊藤 智夫 
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9 月 29 日（木） 薬学共用試験運用支援 2016 年 9 月定例会議 
出席者 
  システム検討委員会：宮崎 智、飯島史朗、松野純男、 
  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 7 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 1 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 

センターサーバーへのアクセス状況について 


