学びの特 色

卒業生からのメッセージ
▲

詳しくはこちら

［2021年度 教員・研究テーマ一覧 ］

情報発信力を育む英語教育を展開

高度医療や臨床に携わる医療チームの一員として

化学系薬学

国際化が進むライフサイエンスの分野において、英語が意見交
換や報告書などで必須の言語であることから、薬学部では、英語
を必修にしています。薬学部（2 学科）の英語プログラムは「スキ

井之上 浩一

臨床化学・食品衛生学・レギュラトリーサイエンスを目指した新たな分析化学

梶本 哲也

生物活性物質の探索と合成

薬 剤 師として循環 器 内科と呼 吸 器 内科 の 病 棟を担当しています。

北原 亮

極限環境のタンパク質科学と創薬応用

菅野 清彦

物理化学理論に基づく医薬品の製剤設計および機能評価

田中 謙

天然薬物資源の開発と応用

患者に提 供される薬の量や飲み合わせに問題はないか、また現在使

土肥 寿文

持続可能な合成手法の開発と有用物質の創製研究

用している薬に副作用はないか、さまざまな確認を行うことが仕事の

豊田 英尚

糖鎖機能の解明と再生医療への応用

林 宏明

薬物植物の多様性の解析と応用

一つです。医師との薬に関する協議や 他のスタッフからの相 談に随

な訓練により、聞く、話す、読む、書くという 4 つのスキルを総

古徳 直之

有機合成化学を基盤としたケミカルバイオロジー研究

時対応するほか、院内感染対策チームの一員として、薬剤師の視点で

合的に高めます。
「プロジェクト」では、1・2 回生次にスポーツや

泉川 友美

グリコサミノグリカンを含む糖鎖の機能解明とそれらの医薬品開発および再生医療への応用

抗菌薬や消毒薬の使用状況なども確認しています。大学の研究室で

井上 大輔

薬物吸収の速度論的モデル化による体内動態制御と製剤化研究への応用

ルワークショップ」と「プロジェクト」の 2 本柱で構成されていま
す。
「スキルワークショップ」では、ネイティブ教員による徹底的

音楽など自らの興味に応じたテーマについて、収集した情報や研

菊嶌 孝太郎

機能性有機化合物の創出を指向した効率的な有機合成手法の開発

は徹夜もいとわないほど研究に打ち込みました。今も学生時代と同

究成果を英語で発信することで、英語運用能力と、情報収集能力

北沢 創一郎

タンパク質の立体構造揺らぎと機能の相関研究

じく学会発 表を続けています。つねに新しいことに取り組む姿勢や、

髙橋 未来

食の安心・安全を基盤とした新たな分析化学技術の開発と行政への提案

やプレゼンテーション能力を身

馬場 まり子

成分や生合成を中心とした薬用植物に関する研究

につけます。3 回生次には医療・

浅野 真司

上皮組織におけるイオン輸送、物質輸送、線毛輸送の生理・病理・生化学的研究

稲津 哲也

精神・神経領域の稀少疾患・難病に関与するゲノムの機能解析とその予防、制御法の開発

さんに最適な薬物治療を提 供できるように日々の学びを実践。活躍

北村 佳久

神経変性疾患の病態解明と治療戦略の研究

の場をさらに広げ、医療へのさらなる貢献を目指します。

小池 千恵子

視覚再生医療を目指した網膜ネットワークの階層横断的解析

自らの活動を結果として示すといったスキルは、薬剤師の仕事に活き
ているはずです。現在も医療スタッフと協力しながら、目の前の患者

生物系薬学

医薬に関する内容をテーマとし
て、薬学の専門分野において英
語で発信できる能力の基礎を築

鈴木 健二

細胞内情報伝達系に焦点を当てた薬物標的の探索

高田 達之

幹細胞分化とシグナル伝達。幹細胞生物学を用いた琵琶湖固有種の保存

きます。

谷浦 秀夫

神経発達障害に関与する遺伝子と細胞分化機構の研究

中山 勝文

病原体に対する免疫応答機構を解析する

トロント小児病院留学プログラム

服部 尚樹

薬物治療の最適化：ホルモン自己抗体陽性者における臨床検査の再評価

天ヶ瀬 紀久子

種々の消化管疾患の病態解析ならびに予防・治療法探索

河野 貴子

細胞機能を制御するシステムの動作原理の解明

藤田 隆司

幹細胞を標的とした創薬プラットホームの開発

片山 将一

神経疾患に関するシグナル伝達経路の解析

薬学部ではカナダのトロント小児病院（Sickkids）と留学協定を

川口 高徳

上皮組織における膜タンパク質や細胞の機能調節に関わる分子の機能解析

添田 修平

分化・発達に関連した遺伝子の機能解析
発生において形態異常を引き起こす分子機構の解析

青戸 和宏

さん

京都府立医科大学附属病院
（薬学部 薬学科 2015年卒業 ）

2009年、薬学部に入学。2015年、京都府立医科大学附属病院薬剤部に入職。調剤業務とともに耳鼻咽喉科、消化器外科病棟を担当。2016年に京都 DMAT ※、翌年に日本 DMAT
の隊員資格を取得。心臓血管外科、ICU 病棟を担当。2018年、日病薬病院薬学認定薬剤師取得。院内の感染対策にも携わる。2019年〜循環器内科と呼吸器内科の病棟を担当。
※災害派遣医療チーム

安心して医薬品を使用していただくために
適切で正確な安全情報を提供するスペシャリストに。

締結しており、薬学科 5 回生向けに留学プログラムを実施してい

西江 友美

ます。Sickkids は、トロント大学の関連病院であり、子どもの健

野依 修

病原体の病態憎悪機構と生体防御機構の関連性解析

文 小鵬

腸内環境および酸化ストレスと神経変性疾患の関連性解析

タを効率的に収集・蓄積・解 析・報告する仕事です。主に医療機関

康推進に関わる分野においてはカナダ最大の研究機関病院です。

正木 聡

スプライシングアイソフォームが織り成す細胞内情報伝達機構の解明

のデータを取得するための調査項目の検 討や調査の実施を担当して

最先端の小児医療を提供するのみならず、世界各国から多くの医
療従事者、研究者の留学、研修を受け入れています。世界の最先
端の医療現場での研修を通じて、カナダの医療制度・薬剤師業務
を学びます。現地では、小児用薬学臨床症例カンファレンスや症
例検討会に参加する他、病棟での臨床を体験できるプログラムを
用意しています。臨床に関わる
病院薬剤師をはじめ、薬局や企
業等で薬剤師として活躍してい
く皆さんに、国際的な視野を身

松田 孟士

アルツハイマー病における認知機能障害発症機序に関する研究

森藤 暁

網膜の分子、細胞、組織にかかわる研究

医薬品の有効性や安全性の確保に向けた調査を行い、正確なデー

います。この 仕事を選ぶきっかけとなったのは「病気は治したいが、

医療系薬学
医薬品の適正使用に関する臨床薬学的研究を展開し、薬物療法の最適化をめざす

桂 敏也

薬物代謝酵素・トランスポーターの機能・発現変動に関する研究

は、調剤だけでなくたくさんの患者さんと直接関わりました。対話で

藤田 卓也

医薬品候補化合物の吸収性予測技術の開発

得た学びや、副 作用を怖がる患者さんに何ができるか模 索した経 験

細木 るみこ

医薬品等の有効性および安全性の評価に関する調査研究

上島 智

個別化薬物療法を指向した薬物動態と薬効に関する速度論的解析

角本 幹夫

テーラーメイド薬物療法を目指した医薬品の適正使用に関する研究

小川 慶子

医薬品等の化学構造が有効性および安全性へ及ぼす影響についての研究

坂口 裕子

医療現場と連携し、適正かつ最適な薬物療法を目指した医療薬学研究

根来 亮介

ゲノム編集技術を用いた創薬応用可能な薬物代謝能を有する腸・肝モデルの作製

平 大樹

個々の患者に応じた最適な薬剤投与計画を提案する臨床薬理学的研究

藤野 智絵里

薬物代謝酵素と薬物トランスポーターの発現変動およびそのメカニズム解明

が今の仕事につながっています。研究室では、結果が出るまで忍耐の
日々が続き、卒業論文の作成に苦しんだ時期もありました。やり遂げ

薬学系教育

た海外留学プログラムです。

近藤 雪絵

学習者主導の授業運営方法と薬学生のための英語学習教材の開発およびコーパスを
利用したディスコース分析

森本 功治

理解度の高い有機化学教育や化学的視点からの医薬品の考え方に関する研究

布目 真梨

薬剤師・薬学教育における発展的研究

薬学科

進路・就職状況

高度化する医療現場において自ら課題の解決に取り組める
「研究マインド」を持った薬剤師を育成。

［2020年度卒業生 業種別進路決定状況 ］

［2020年度卒業生 進路・就職先一例 ］

〈50音順 〉

病院
31.1%

の 4年間で身につけた「夢をかなえる努力 」で実現を目指します。

2010年、薬学部に入学。2016年、田辺三菱製薬株式会社に入社。現在は、医薬品販売後に実施する有効性・安全性の確保に向けた調査（製造販売後調査 ）を実施するQV 本部安全
性推進部に所属。データを効率的に収集・蓄積・解析・報告する業務を担当。とくに重要となる医療機関からのデータを正確に引き出すべく、調査票の項目の検討などを行っている。

進路・就職状況

創薬の高度な専門知識と研究力を有し、医薬品などの基礎研究および
臨床開発において活躍できる人材を育成。

創薬科学科の卒業生は、創薬・製薬分野での研究・開発職としての活躍はもちろん、
化学・化粧品・食品メーカーや商社、行政機関においても薬学の知識を持った人材が

九州大学病院

滋賀医科大学医学部附属病院

IMSグループ

京都大学医学部附属病院

武田病院グループ

大阪大学医学部附属病院

京都府立医科大学附属病院

地方独立行政法人大阪市民病院機構

久留米大学病院

独立行政法人地域医療機能推進機構

職や技術営業など、広く人々の健康に奉仕する産業分野での活躍が期待されます。

佐賀大学医学部附属病院

名古屋大学医学部附属病院

※創薬科学科（4 年制）では薬剤師国家試験の受験資格を得ることはできません。

（社福 ）恩賜財団大阪府済生会 中津病院
岐阜大学医学部附属病院

薬局

［2020年度卒業生 進路・就職先一例 ］

〈50音順 〉

IQVIAサービシーズジャパン（株 ）

シスメックス（株 ）

エーザイ（株 ）

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

（株 ）ココカラファインヘルスケア

小野薬品工業（株 ）

シミックヘルスケア・インスティテュート（株 ）

関西電力（株 ）

ダイドードリンコ（株 ）

小野薬品工業（株 ）
中外製薬（株 ）

製造
42.3%

サービス
38.5%

（株 ）アインファーマシーズ

日本臓器製薬（株 ）

業種別進路決定状況 ］

公務員
3.8%

学し、より高度な研究に取り組んでいます。将来はその研究成果を製品化に繋げる開発

常盤薬品工業（株 ）

MSD（株 ）

［2020年度卒業生

求められており、進路の可能性は多岐にわたります。また、多くの卒業生が大学院へ進

EAファーマ（株 ）

（株 ）大塚製薬工場
◎円グラフの数値は小数点以下第二位を四捨五入により算出。
◎端数処理の関係で100％にならない場合があります。

シャリストになるために、今も多くの課題に追われていますが、入社後

田辺三菱製薬株式会社
QV 本部安全性推進部
（薬学部 薬学科 2016年卒業 ）

社会（医 ）愛仁会

企業
薬局
44.6%

られたのは、先生や同期の支えがあったからこそ。安全性業務のスペ

さん

薬学部

企業
21.6%

槇峯 希和子

創薬科学科

病院

公務員
2.7%

薬の副作用が怖い」という患者さんの言葉。学生時代の実務実習で

一川 暢宏

につけてもらうことを目的とし

※本プログラムは薬学科 5 回生のみ参加できます。
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つねに学び、挑戦を続ける薬剤師に。

ブリストル・マイヤーズスクイブ（株 ）

公務員

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン（株 ）

愛媛県人事委員会

キッセイ薬品工業（株 ）

東和薬品（株 ）

京都市人事委員会

グラクソ・スミスクライン（株 ）

日医工（株 ）

流通・商事
15.4%

大学院進学率

71.4%

◎円グラフの数値は小数点以下第二位を四捨五入により算出。
◎研究科を含む。
◎大学院進学率 ={ 大学院進学者 /（就職者 大学院進学者）}。
◎端数処理の関係で100％にならない場合があります。
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