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薬学共用試験センター会務報告（平成 29 年 6 月） 
 

6 月 2 日（金） 薬学共用試験運用支援 2016 年 5 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 

 CBT 問題管理委員会：伊藤 喬 

 事務局：矢ノ下玲、中嶋香織、松本有未、木津純子、原 博 

 富士通：プロジェクト担当者 9 名 

 ソフィア：システム開発プロジェクト担当者 3 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. 依頼事項 

6. 定例外作業報告 

7. その他報告 

 パッチ適用について 

 中継サーバーへのパッチ適用に伴う性能試験結果について 

 問題審査システム関連の改修について 
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2017-012 6 月 3 日（土） 第１回 CBT 実施委員会 
場所：慶応義塾大学薬学部 芝共立キャンパス 1 号館 マルチメディア講堂 

出席者（敬称略）： 

 増野匡彦、出口芳春、明樂一己、岩城正宏、鷹野正興、 

中山尋量、⻄端芳彦、三浦基文 
 

議題： 

1. 平成 28 年度 CBT 実施状況について 

2. 平成 29 年度の準備状況について 

3. その他 
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2017-013 6 月 3 日（土）  
平成 29 年度薬学共用試験 CBT 実施およびモニター説明会 
会場：慶應義塾大学薬学部 芝共立キャンパス 1 号館 マルチメディア講堂 
 
プログラム：            

はじめに   奥 直⼈（運営委員会委員⻑） 

CBT の実施手順  増野匡彦（CBT 実施委員会委員⻑） 

モニター員への依頼事項 奥 直⼈（運営委員会委員⻑） 

モニター実施手順  増野匡彦（CBT 実施委員会委員⻑） 

システムについて  宮崎 智（システム検討委員会委員⻑）           
質疑応答 
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2017-014 6 月 3 日（土） 
平成 29 年度薬学共用試験 CBT 第 12 期問題作成説明会 
会場：慶應義塾大学薬学部 芝共立キャンパス 1 号館 マルチメディア講堂 
 
プログラム：            

第 12 期 CBT 問題作成について  伊藤 喬（CBT 問題管理委員⻑） 

問題入力システムの利用方法について 

第 12 期 CBT 問題作成について  宮崎 智（システム検討委員会委員⻑） 

質疑応答      
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2017-015 6 月 5 日（月） 第 3 回広報委員会 
場所：薬学共用試験センター 

出席者（敬称略）： 

 広報委員会 

  石川さと子、佐治木弘尚、佐藤厚子、矢ノ下良平 

  オブザーバー 

  木津純子、原 博、矢ノ下玲、中嶋香織、松本有未（事務局） 

欠席者：伊藤智夫 
 
議題： 

1. 10 周年記念シンポジウムについて 

2. 2016（平成 28）年度報告書について 

3. その他 
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2017-016 6 月 8 日（木） 第 4 回広報委員会 
場所：薬学共用試験センター 

出席者（敬称略）： 

 広報委員会 

  石川さと子、伊藤智夫、佐藤厚子、矢ノ下良平 

  オブザーバー 

  木津純子、原 博、矢ノ下玲、中嶋香織、松本有未（事務局） 

欠席者：佐治木弘尚 
 
議題： 

1. 10 周年記念シンポジウムについて 

2. 2016（平成 28）年度報告書について 

3. その他 
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2017-017 6 月 9 日（金） 第 1 回 CBT 問題管理委員会 
第 11 期作成問題の精選第三ステップ全体会議① 
場所：薬学共用試験センター 

出席者（敬称略）： 

伊藤 喬、大林雅彦、⻲井美和子、三⽥智文、寺⽥勝英、 

成松鎮雄、野口雅久 
 
議題： 

1. 第三ステップ事前審査で「要検討」評価となった問題の検証 

2. 今後の予定等について 

3. その他 
 
  



8 
 

2017-018 6 月 14 日（水） 第 2 回理事会 
場所：薬学共用試験センター 

出席者（敬称略）： 

奥 直⼈ 理事⻑、望月正隆、山﨑裕康 各副理事⻑ 

石川さと子、伊藤 喬、伊藤智夫、太⽥ 茂、国嶋崇隆、 

橋詰 勉、前⽥定秋、山口政俊、湯浅博昭、吉⽥力久、和⽥啓爾 各理事 

小池啓三郎、高柳輝夫 各監事 

オブザーバー： 

木津純子、原  博 各総務顧問、矢ノ下玲、中嶋香織、松本有未 各事務局員 

欠席者： 

⻄島正弘 副理事⻑、 

佐藤厚子、中村明弘、増野匡彦、松原和夫 宮崎 智、各理事 

⿊川泰宏 財務顧問 
 

1. 理事⻑挨拶  

2. 出席状況及び定足数の確認 

3. 議事録署名⼈指名 

4. 前回議事録確認  

5. 審議事項 

(1) 平成 28 年度事業報告 

(2) 平成 27 年度決算報告について 

(3) 監査報告 

(4) 監事の推薦について 

(5) 名誉顧問への推戴について 

(6) 平成 29 年度定時総会開催について  

(7) 薬学共用試験センター10 周年記念シンポジウムについて 

6. 報告事項 

(1) 各委員会の活動報告 

(2) その他  

1) 事務職の職務の級について 

2) 個⼈情報保護法の改正に伴う配慮を要する受験生の情報の取り
扱いについて 

3) 日本薬剤師会からの OSCE への要望について  
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2017-019 6 月 16 日（金） 第 1 回システム検討委員会 
場所：薬学共用試験センター 

出席者（敬称略）： 

 システム検討委員会 

 宮崎 智、飯島史朗、松野純男、池⽥浩⼈、石川智久、瀧澤 誠、二瓶裕之 

 オブザーバー 

沼⽥慎介、⿊川秀昭、小川政明、今川 浩、阿曽紀之、宇藤 快、大野真丈 

（富士通） 

 木津純子、原 博、矢ノ下玲、中嶋香織、松本有未（事務局） 

欠席者： 

 石塚忠男、高木達也、安原智久、山本浩充 
 
議題： 

1. 新コアカリに対応する受験クライアントの改修について 

2. CBT システム全体の改良について 

(1) 受験管理システムの「受験状態変更」機能の改良 

(2) 受験用ソフトウェアのフォント・解像度変更 

(3) 問題審査ログアウト時の残件表示機能の改良 

3. CBT 問題審査のサポート体制について 

(1) VPN 接続についてのトラブル 

(2) CBT 問題精選支援システムについて 

(3) 既存問題修正機能について 

(4) 疑義照会システムについて 

(5) 事業継続体制について 
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2017-017 6 月 17 日（土） 第 2 回 CBT 問題管理委員会 
第 11 期作成問題の精選第三ステップ全体会議② 
場所：薬学共用試験センター 

出席者（敬称略）： 

石塚忠男、大谷壽一、佐藤卓美、鈴木 巌、⽥野中浩一、山村重雄 

議題： 

1. 第三ステップ事前審査で「要検討」評価となった問題の検証 

2. 今後の予定等について 

3. その他 
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2017-021 6 月 22 日（木） 平成 29 年度定時総会 
場所：日本薬学会⻑井記念館 地下 1 階 ⻑井記念ホール 
 

1. 理事⻑挨拶 

2. 名誉顧問の推戴について 

3. 来賓挨拶 

(1) 前島一実氏（文部科学省高等教育局医学教育課薬学教育専門官） 

(2) 廣部祥子氏（厚生労働省医薬・生活衛生局総務課係員） 

4. 出席状況及び定足数の確認 

定員 74 に対し、74 会員出席 

5. 議事録署名⼈指名 

細谷健一教授（富山大学）および後藤直正学⻑（京都薬科大学） 

6. 審議事項  

(1) 平成 28 年度役員について 

(2) 前回議事録確認 

(3) 平成 28 年度事業報告 

1) 活動概要：伊藤運営委員会委員⻑ 

2) 受験者数、実施スケジュール、試験結果、受験上の配慮の概
要： 

中村試験統括委員会委員⻑ 

3) CBT の実施状況（正答率、実施状況のチェック結果等）： 

増野 CBT 実施委員会委員⻑ 

4) OSCE の実施状況（評価者・スタッフ数、細目評価と概略評
価、受験上の配慮、トラブル、改訂モデル・コアカリキュラム
への対応等）： 

橋詰 OSCE 実施委員会委員⻑ 

5) 新規問題の作成・精選と体験受験への出題および改訂モデル・
コアカリキュラムへの対応に向けた準備進捗状況： 

伊藤 CBT 問題管理委員会委員⻑ 

6) センターサーバーおよび代理サーバーのリプレース、体験受験
申請時の不具合等： 

宮崎システム検討委員会委員⻑ 
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7) 2016（平成 28）年度報告書「薬学共用試験」の編集と発行、
センター10 周年記念イベント、学会発表： 

石川広報委員会委員⻑ 

(4) 平成 28 年度決算報告・監査報告 

(5) 平成 29 年度事業計画について 

(6) 平成 29 年度予算について 

(7) 平成 29 年度薬学共用試験実施要項について 

7. 報告事項 

(1) 薬学共用試験センター設立 10 周年記念シンポジウムについて 

(2) 各委員会の活動報告 


