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入学定員（2022年度実績）

慶應義塾大学

学部
薬学科

薬科学科

150名

60名

■芝共立キャンパス
浜松町駅（JR山手線／ JR京浜東北線）徒歩10分
御成門駅（都営地下鉄三田線）徒歩2分

大学院
薬学専攻
（博士課程）

薬科学専攻
（前期博士課程）

薬科学専攻
（後期博士課程）

5名

40名

3名

在籍者数（2022年4月1日現在）

（

大門駅（都営地下鉄浅草線／都営地下鉄大江戸線）徒歩6分

Faculty of Pharmacy
Graduate School of Pharmaceutical Sciences

◆日吉キャンパス

〒2238521 神奈川県横浜市港北区日吉411

）
内は女子

日吉駅（東急東横線、東急目黒線／
横浜市営地下鉄グリーンライン）徒歩1分
※東急東横線の特急は日吉駅に停車しません。

学部
薬学科

薬科学科

904名（572）

246名（63）

■ …芝共立キャンパス
◆ …日吉キャンパス

池袋
信濃町

新宿

計

1,150名（635）

あざみ野

中山

日吉

大学院

52名（19）

新横浜
菊名

五反田

横浜

薬科学（博士）

87名（28）

37名（6）

秋葉原
東京

御成門

新橋
大門

目黒

京急蒲田

薬科学（修士）

水道橋

国立競技場

武蔵小杉
渋谷

薬学（博士）
−
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〒105-8512 東京都港区芝公園1-5-30
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Vision

新しい 薬 学 の先導者が、
ここから巣立ってゆきます。

化学

コンサル
タント

化粧品

未来医療の中核となる 薬学について、学びます。

保険

慶應義塾大学薬学部の学びの根底には、
「実学（サイヤンス）
の精神」、
自立した良識と信念を自ら育む
「独立自尊」、
前人未踏に挑む
「自我作古」
といった福澤諭吉の精神が根づいています。
食品

それは、薬学分野を先導できる薬剤師や研究者にとって欠かせない素養であると考えます。

科学の確かな基盤と

創薬、臨床開発、

医療人としての自覚を持ち、

環境・生命科学などの

高い臨床能力を発揮できる、

幅広い分野において活躍できる

人に優しい薬剤師を育成します。

薬学研究者を育成します。

薬剤師の資格を持って活躍する6年制

薬学研究者に必要な幅広い学びのための4年制

薬剤師は厚生労働省が認定する国家資格ですが、2006

日本の薬学は明治時代に始まり、創薬をはじめとする高度

年以降、薬剤師の資格を取得するには6年制の大学薬学部

な生命科学への大きな貢献を続けてきました。薬科学科は

を卒業し、国家試験に合格する必要があります。薬学科は

こうした伝統を継承し、創薬分野はもちろん、食品や化粧品、

6年制で、充実した専門教育・実務教育をはじめ、病院や薬

他にも環境や衛生といった幅広い分野での研究・教育に貢

局において指導的な役割を担える薬剤師を育成する環境が

献できる人材を育成しています。

整っています。

国家試験の高い合格率と多様な進路
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薬 学の 可 能 性 を 切 り 拓 く

薬科学科

先 導 者 を 輩 出 し 続 け ま す︒

薬学科

大学・
研究機関

医療系
マスコミ

多様な学生のキャリアプランに合わせて、
進路の選択肢を増やすためにも、
総合大学の強みを活かした教育・支援を行います。

薬局・薬 店
行政

病院

ライフ
サイエンス
ヘルスケア
スタートアップ

高い大学院進学率、より高度な研究へ

薬学科において、薬剤師資格取得に必要な国家試験の合

薬科学科の特徴として、修士課程
（大学院）
への高い進学率

格率は常に高水準となっています。薬剤師の資格を取得し

が挙げられます
（2020年度進学率86％）
。研究者としての

た学生は主に医療・製薬関連業界に就職していますが、他

基盤を形成するには長期にわたる研究期間が不可欠です。

にも多様な進路があります。薬剤師としての知識をどう活か

より高度な研究経験を積むことにより、医療・製薬関連業界

して社会に貢献するかは、あなた次第です。

に限定されない幅広い進路が考えられます。

製薬

医療機器
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Mission

進取確守の勇気を持った人材を育成し、
新しい薬学を先導していきます。
医療人、グローバルパーソン、サイエンティスト。
私たちの先導者育成には、3つの基準があります。
グローバルパーソン
薬学科では、薬剤師の資格を活かしながら病院や薬局、
そして行政や製薬業界においても指導的役割を担える医療人を育成。

自国単独では解決しがたい医療課題に対し、

薬科学科では、製薬企業をはじめとする多分野の民間企業、

国際的観点から取り組む

あるいは行政で指導力を発揮できるサイエンティストを育成します。

グローバルパーソンの育成

両学科で共通しているのは、語学を身につけ、国際的な視野を養うことで育まれる、
グローバルパーソンとして活躍するための素養です。

科学の基盤を持ち、

医療人

医療人としての自覚のもと、
高い臨床能力を発揮する薬剤師の育成

サイエンティスト

History

慶應義塾大学薬学部は、単科の薬科大学として長年にわたり教育・研究を続けてきた
共立薬科大学との合併によって誕生し、伝統と革新が融合した歴史を歩んできました。

慶應義 塾 大 学 薬 学 部の歴 史

創薬、臨床開発、環境・生命科学などの
幅広い分野において、

福澤諭吉、
蘭学塾を開く
慶應義塾の起源

医学科開設

日吉キャンパス
開設

初代学部長は
北里柴三郎

＊

高い専門性を備えた科学者の育成

現在、薬学部1年生が
通うキャンパス

慶應薬学のすゝめ

＊
＊福澤研究センター提供

1858

1917

1930
共立女子薬学
専門学校設立
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1934

1996 2006 2008
共立薬科大学、 薬剤師教育
男女共学に
6年制の実施

2011

2015

2016
4学期制の導入

共立薬科大学
との合併

医療系三学部
合同教育スタート

創薬研究センター開設
薬学部・薬学研究科の持つ機能

春学期と秋学期を各々二分す

医学部・看護医療学部・薬学

を結集し、慶應義塾内外と連携

る4学期制を導入。学生が留

部の3つの学部が連携した

することで、より高度な研究を可

学などの自主的な学びに活

合同教育がはじまる

能に

用できる期間を設定

共立薬科大学の前身で

医療連携の社会的な

慶應義塾大学薬学部・薬学研

ある共立女子薬学専門

ニーズが高まる中で

究科（芝共立キャンパス）開設

学校が芝に開設される

の教育制度改革
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Research Topics

薬学の最前線では、人間から病を遠ざける
先進研究が続いています。

疫の力を利用する抗体を使い、病気の原因であるタンパク質を
抑制したり、不要な細胞を除去したりするわけです。こうした最
先端の研究を
「共創」
できる次代の研究者を育成することも、慶
應義塾大学薬学部の使命です。
生化学講座 教授

長谷 耕二

長年追跡するコホート研究に携わっています。その内容は、ある
町の住民の方々に家での血圧を測ってもらうもので、その計測
値が病院で緊張しながら測る値よりも
「真の血圧」
に近いことを
ガイドラインの家庭血圧基準が定められています。
現在は、
レセプト情報のビッグデータを分析し、薬の有効性、安全
性を示していく薬剤疫学研究も行っています。どちらも
「試験管を
振らない研究」
で、そのような疫学研究の結果と基礎研究の結果
は補完し合う関係であり、互いに必要不可欠となっています。

養する環境が必要です。私たちは、既存の平面（2次元）
ではな
く、ゲルを使った3次元のオルガノイド培養技術により、生体に近
い環境で実験を行いました。さらに、抗がん剤ではない既存薬
に着目し、約1500種類の薬をがん細胞に投与した結果、ある
水虫の治療薬にがん細胞の増殖を抑える効果があることがわか
りました。既存薬を使うメリットは、安全性が確認されているた
め、開発費や開発期間を大幅に削減できることです。
薬学は社会貢献性が高い学問であり、一粒の薬には人類の英
知が詰まっています。非常にやりがいのある研究だと思います。

齋藤 義正
人を 対 象にした

学問です。私は、予防や臨床に関する疫学を専門とし、集団を

証明してきました。我々の結果をもとに、WHOや各国の高血圧

医薬品開発規制科学講座 准教授

堀 里子

原 梓

摂り過ぎはよくないなどと一般的に量が問題になっていました。
確かに量が多すぎるのは問題ですが、質やバランスも大事だと
私たちは考え、
「リポクオリティ」
という概念を提唱しています。質
量分析という高度な技術により脂質には数万の多様性があるこ
とがわかりました。それぞれの脂質の機能性、健康や病気との
関係性を突き止めるのが私たちの挑戦です。
基礎研究とは発見であり
「0から1を生み出す」
ことです。それは、
昔の偉人さえ知らなかったこと。初めはただの原石でも、多くの
人が研究を重ね、磨きあげることで医薬品になるかもしれない。
私たちは、そういう研究をしています。
代謝生理化学講座 教授

薬 剤 師が患 者さんと向き 合うことに
集 中できる環 境を どう 作るか︒
そんな 研 究に取り組んでいます ︒

脂 質の質に着 目した

﹁リポクオリティ﹂を 提 唱 ︒

新 たな 機 能 性 ︑病 気との関 係 性の

発 見に挑んでいます ︒

現在の主な研究対象は、脂質、特に脂肪酸です。脂質といえば、

有田 誠
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疫学とは人間集団を対象に疾病の発生・予防について研究する

今までとは異なるアプローチから、難治性がんの治療薬を発見
する研究に取り組んでいます。薬の開発にはまず、がん細胞を培

薬物治療学講座 教授

﹁ 試 験 管を 振 らない研 究 ﹂も ︑

AI

抗がん 剤ではない既 存 薬 が︑

最先端の医療分野では今、抗体医薬の研究が進んでいます。免

今や 薬 学 研 究にとって

医薬品情報学講座 教授

は医学、薬学にとって非常に重要な研究対象となっています。

がん 細 胞を 抑 制する効 果を 発 見 ︒

フォームづくりに注力しています。

ルツハイマー病は脳内の炎症が、それぞれ症状悪化の一因と
なっていて、炎症は免疫の暴走によって起こります。現在、免疫

必 要 不 可 欠となっています ︒

の理工系分野の方と連携して研究するために必要なプラット

起きることがわかっています。肥満は脂肪組織の軽い炎症が、ア

治 療 薬 開 発への新しい道を

たことです。現在は、AIを活用した最先端の情報解析など、他

拓く研 究です ︒

現場に埋もれた多くの知見が活かされず、
「もったいない」
と感じ

腸の中には多くの細菌が存在しますが、この腸内細菌に異常が
あると、免疫系に影響を及ぼし、それによっていろいろな疾患が

活 用な ど ︑

医薬品情報学を志したきっかけは、薬剤師として働いていた頃、

今 ︑注 目を 浴 びている免 疫 系の研 究 ︒ 先 進の情 報 解 析 環 境を 構 築 ︒

ための重要なフィードバックとなります。

新 たな 情 報 が︑

全で正しい医薬品使用」
に役立てます。また、新情報は創薬の

医 薬 品を 育てる栄 養になります ︒

は、情報です。
「患者さんはどう使ったか」
といった市販後の情報
を収集し、解析・評価します。そして、得られた新情報を
「より安

﹁ 新 世 代の医 薬 ﹂
への

期 待 がかかっています ︒
医薬品情報学とは、
「育薬」
の学問です。医薬品は世に出ても完
成品とは見なさず、育てる必要があると考えます。育薬の栄養

薬学部では卒業研究時に全学生が
研究室（講座）
に所属し、少人数ならではの
アットホームな雰囲気で、研究活動に取り組みます。
各研究室の紹介はこちら。

薬剤師は今、変革期にあると思います。薬物療法のマネージメ
ントに深く関わることで、薬剤師の担当領域が広がっているの
が、その理由です。このような現状を見て、私は現在、薬剤師の
業務の負荷軽減や支援のためのデバイスやアプリを企業の方々
と連携して開発することに取り組んでいます。その一例が、AIに
よる医薬品適正使用モニタリングシステムや既存のおくすり手帳
に代わる医療情報アプリです。
薬剤師が便利なアプリやデバイスに一部の業務を任せられれ
ば、自らは患者さんと向き合うことに集中でき、薬物療法に深く
関わることが可能になります。その意味では、これから薬剤師に
なる人達は、おもしろい仕事ができると思います。
病院薬学講座 准教授・
慶應義塾大学病院薬剤部副部長

青森 達
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Curriculum

薬学部は、進路に応じて選べる2学科制です。
広く薬学に関わる研究領域の人材を育成

高度な知識・技能と倫理観を持つ薬剤師を育成
薬学科では、薬剤の適正使用のために必要な知識、医療人としての倫理観、

薬学科

薬科学科は、薬学の基盤を持った科学者を育成します。自然科学に関する広い素養と、

薬科学科

薬学の進歩に追随できる科学的基盤を身につけ、

薬学としての応用性を共に学ぶことで、高度な専門性と学際性を共に確立することを目指します。

患者さんを最優先にしたチーム医療で重要な役割を担う薬剤師を育成します。

3年次の秋から研究室での卒業研究を開始することで、長期にわたって研究活動に専念し、

長期間の課題
（卒業）研究を通じて、問題解決能力も磨きます。

研究者としての問題発見・解決能力を実践的に磨きます。
薬学科

●薬学共用試験とは

薬科学科

●実務実習とは

●課題（卒業）研究とは

薬剤師資格を持たない薬学生が実務実習へ臨む前に
「実習生の質的保

実務実習は、4年次の終わりから5年次にかけて大学外の薬局と病院で行

本学薬学部では、全ての学生が科学者としての基盤を持つことを重視しています。学部での課題研究期間は約1年半に及び、新たな創造を目指し、指

証をする」
ために受験する全国の大学で統一された試験のことです。

われる計22週間の臨床実習のことで、薬学科の6年制教育の中でも極め

導教員と共に研究課題の解決に取り組みます。学部内に約20ある研究室・センターだけでなく、医学部や理化学研究所などの研究機関とも連携を深

OSCE（Objective Structured Clinical Examination；客観的臨床能
力試験）、CBT（Computer-Based Testing）
があり、2つの試験に合

て重要な科目です。各医療施設の実務実習指導薬剤師の指導のもと、実

め、慶應義塾内外の幅広い選択肢の中から研究活動の場を選択できることも強みです。薬科学科の学生は大部分が大学院に進学するため、さらに長

際の患者さんに対して基本的な医療行為を体験します。こうした体験実習

い時間と労力を費やして、研究者としての能力を磨きます。学部・大学院生の国際学会発表を支援する制度も学部独自に設け、その発表が優れた研究

格して初めて実務実習へ臨むことができます。

を通じて、薬の専門家としての知識・技能・態度を修得していきます。

として認められ、受賞して帰国する例も増えています。

ファーマシスト・サイエンティスト（科学者たる薬剤師）へ

高度な専門性と学際性

高年次選択科目制度
・研 究アドバンストコース
・国 内アドバンスト実習コース
・海 外アドバンスト実習コース
・演 習コース

後期博士課程での課題研究

大学院での課題研究

論文発表

論文発表
修士課程での課題研究

課 題（ 卒 業 ）研 究

薬物
治療学

課 題（ 卒 業 ）研 究

薬剤師
国家試験
健康マネジメント研 究 科
との連携プログラム

社会薬学

薬理学

長期の研究集中期間

薬理学

薬学共用試験
薬剤学

実務

専門

専門

医薬品
情報学

生 化学

生化学

実務実習
衛生薬学

物理学

基礎

衛生薬学

基礎

2学年

3学年

4学年

5学年

6学年

数学

化学

1学年

倫理

法規

2学年

3学年

4学年

修士1学年

修士2学年

後期博士課程

法規

博士課程

1学年

臨床薬学

倫理

経 営 管 理 研 究 科との
ジョイントディグリー制 度

物理学

数学

化学
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修 士・博 士 一 貫コース
薬剤学
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大学院
薬学研究科

大学院 薬学研究科では、創薬、
生命科学のプロフェッショナルを
育成します。

Graduate School
大学院 薬学研究科の研究指導体制は、自ら良識と信念を持ち他者も尊重する
「独立自尊」
、
学びつつ教え、教えつつ学ぶ
「半学半教」
の慶應義塾の精神に基づいています。
学生は随時、自ら属する研究室（講座）
あるいは他講座の教員や学生とディスカッションを繰り返し、
幅広い領域にふれながら研究を進める体制となっています。

1

2021 年 4 月開始

幅広い研 究領 域にふれることができる
充実の研 究指 導体 制

年目

修士学位と博士学位を最短 4 年間で取得できる

2

年目

3

年目

4

年目

薬学部薬科学科

修士 - 博士 一貫コース（薬科学専攻）

5

6

年目

年目

7

8

年目

修士課程

年目

9

年目

後期博士課程

通常コース

優秀な学生の博士学位取得を推進し、薬科学分野を先導できる卓越した研究者
を育成することを目的に、最短4年間で修士学位と博士学位を取得できる
「修士博士 一貫コース」
を2021年4月より設置しています。審査基準を満たした学生は、
修士課程
（2年制）
の在学期間を1年短縮して修士学位を取得後、後期博士課程
（3年制）
に進学することが可能です。そのため、学部入学から8年間で博士学位
を取得できます。

B1

B2

B3

B4

M1

M2

D1

D2

B4

M1

D1

D2

D3

D3

修士-博士一貫コース

B1

B2

B3

修士科目単位の
一部を先取り履修

修士科目単位の
残りを履修

2021 年 4 月開始

健康マネジメント研究科との連携プログラム
薬学研究科薬学専攻では、健康マネジメント研究科と連携し、薬学科6年卒業生を対
象に修士（公衆衛生学）
および博士
（薬科学）
の2つの学位を4年間で取得可能な連携
プログラムを設置しています。

医学研究科と連携した

研究臨床体験プログラム
薬学研究科は、人材養成を高度化するための新たな教育プログラムの開発に、医
学研究科とともに取り組んできました。医学研究科の教員や学生との交流を通じ
て、臨床の視点など、学際的な視野を持つ人材の養成を目指しています。

研究奨励資金
佐藤製薬株式会社のご厚志により、大学院生が国内外の学会発表を行う際の経費を補助いただいています。
この資金で、多くの大学院生が世界に羽ばたいています。

Students’ Voice

在学生の声

ITで薬を活かし、社会貢献したい

実験の計画・実行・考察、毎日新鮮な学びの連続

一流の研究者として世界で活躍するために

研究というアプローチで
患者さんの真の悩みに寄り添いたい
6年制薬学科卒業後、薬剤師の資格を取

中学時代に
「お薬のじかん」
というアプリを

薬が狙った部位に届き効果を発揮できるの

「革新的な発見をし続けられる一流の研究者に

開発して、望外の高評をいただきました。

はなぜか、研究を通してその仕組みに迫り

なりたい」、そんな理想を抱き大学院への進学を

得し、大学院博士課程に進学しました。その

その原体験から
「薬とIT」
で社会問題の解

たいと考え、薬科学科に進学しました。現

決意しました。研究は失敗の連続であり辛いと

理由は、学部生の時の病院実務実習にお

決に関わりたいと考え、薬学部へ。教育プ

在は研究室
（講座）
で、胎盤が胎児を育て

感じる時もありますが、日々新しい発見があり非

いて、対症療法だけでなく原因療法を必要

ログラムや部活で訪れたラオス、タイ、ザン

る仕組みについて研究しています。自ら実

常に刺激的な研究生活を送っています。修士2

としている多くの患者さんと接し、基礎研究

ビアは、医療施設が必ずしも身近でありま

験を計画し実行、考察するという、普段の

年 の 時にはシンガポールの 南 洋 理 工 大 学

という根本的なアプローチから患者さんの

せん。セルフメディケーションにおける薬は、

授業では得られない経験ができ、毎日が新

（NTU）
に3か月間留学する機会を頂き、国際的

力になりたいと思ったからです。私は現在、

人々の生活に欠かせず、希望を与えていま

鮮な学びの連続です。先生や先輩から助

に活躍するために必要な英語力やコミュニケー

理化学研究所や医学部との共同研究によ

した。今は医療薬学・社会連携センター医

言をいただきつつ主体的に研究を進める中

ション能力を身につけることができました。研究

り、最先端の技術が揃った環境で研究させ

療薬学部門で、アプリを用いた効果的な薬

で、課題に対し積極的・論理的に向き合う

室では日々活発な討論が行われており、一流の

物治療を研究中。ITで薬を活かし、社会貢

薬学科6年

献したいと思います。

福井 一玄

力を鍛え、自身の成長に繋げたいです。

ていただいています。一流の研究者・医師

薬科学科4年

教授陣や熱意ある研究室のメンバー達に支えら

薬学研究科後期博士課程3年

の先生方と共に未知の知見に挑む貴重な

薬学研究科博士課程3年

緑川 凜

れていることを日々実感します。彼らとともに成

倉林 一樹

経験を通し、研究者としての基礎力と独自

黒羽 小羊子

長できることに大きな喜びを感じています。
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研究奨励資金の
詳細はこちら

性を身につけていると日々実感しています。
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Topics

薬学の先導者育成のために、
充実した環境を整えています。
医療人育成のために

サイエンティスト育成のために

病院薬剤学教室が担う大学病院との連携と

先進的な薬局環境で実務を体験できる

脂質研究から生命秩序を解き明かす

ファーマシスト・サイエンティスト（科学者たる薬剤師）
の育成

附属薬局

JST ERATO「リピドームアトラス」プロジェクト始動

薬学部の教育研究においては、病院や医学部との連携も重要です。そこで慶應義塾は

して開設されました。また、2020年4月1日からは
「健康サ

JST ERATOは独創的な基礎研究から我が国の科学技術イノベーションの創出に貢献することを目的とした研
究推進プログラムです。2021年度より薬学部内にヘッドクオーターを構えた大型プロジェクト
「リピドームアトラス」

を医学部 (信濃町キャ
2021年に、医学部と薬学部の共同運営講座「病院薬剤学教室」
ンパス) に設 立しました。同 教 室の設 立 後、主 任 教 授として薬 学 部の大 谷 壽 一

ポート薬局」
となり、地域のかかりつけ薬局として地域住民

が発足しました。研究総括は、有田 誠教授が務めます。

の健康維持・増進にも貢献しています。さらに、教育施設と

脂質は生体膜を構成し、エネルギー源としての役割に加え、シグナル分子やその前駆体など、多彩な役割を担う

教授が移籍・着任するとともに、慶應義塾大学病院薬剤部長を兼任し、医学部・薬学

しての役割も担い、医療現場に即した薬剤師教育の実践を

生体分子です。また、脂質代謝異常が多くの疾患の背景因子であり、また脂質分子の中には生理活性分子が多

部・病院間の連携がさらに強くなりました。病院薬剤学教室は、病院における高度先進

目指して、実務実習の前に行われる3〜4年次の学内実習

く含まれていることから、新たな創薬シーズの発見や、早期診断・治療などの医学応用につながる可能性があり

医療への寄与とファーマシスト・サイエンティストの育成を目的に、慶應義塾ならではの

では、全学生が実際に薬局カウンターで模擬患者への服薬

ます。本ERATO研究では、生命の脂質多様性および分布・局在を総体として捉える
「リピドームアトラス」
を創出

薬学部の附属薬局は、2001年、全国初の大学構内薬局と

教育研究組織として活動を始めています。そして、薬学部や病院薬剤部とも協力しなが

指導を行います。また

し、脳神経系・発生・炎症・免疫・老化・がんなど、脂質多様性の制御が司る様々な生命現象の理解、およびその

ら、体内での薬の動きをさぐる
「薬物動態学」

実務実習生は、調剤

破綻による疾患解明を目指します。

を基盤として、薬物治療の患者個別化と精

室内の新型錠剤分包

密医療のための研究を推進しています。病

機や全自動監査シス

院薬剤学教室の設立により、薬学部生、薬

テム等の最新機器を

学系大学院生にとっても、医療現場に根ざし

使い、先 進 的な薬 局

た教育研究の機会がより一層広がりました。

実務を経験します。

リピドームアトラスの
詳細はこちら

患者さんを中心に考え、グループ医療を実践する
慶應薬学の研究成果を広く社会に還元

医療系三学部合同教育

創薬研究センター

慶應義塾大学の医学部、看護医療学部、薬学部（薬学科）
では、チーム

慶應義塾内外の関連研究機関等と協力しながら、創薬研究の成果を広く社会に還元し、健康長寿社会の発展に

医療に貢献できる人材を早期育成するために三学部合同教育を実施し

寄与するとともに、創薬分野における優れた国際的人材を育成します。
「研究プロジェクトの設置」
「知的財産権の

ています。
「グループアプローチによる患者さん中心の医療実践」
という

取得・技術移転促進」
「学生の研究活動支援」
等を行っており、学生たちも日々研究に励んでいます。

テーマを掲げ、学年ごとに共通したテーマによるグループディスカッション
を行い、互いの立場を尊重しながら交流を深めていきます。患者さんを中

研究プロジェクト一覧

心に考えた、質の高い医療を提供するためには、専門職同士がどう連携

●創薬メタボローム研究プロジェクト
（iMeC）
プロジェクトリーダー 教授 有田 誠
●プレシジョン・メディシン分子診断プロジェクト
（PreMo）
プロジェクトリーダー 教授 花岡 健二郎

すればいいのか。そのことを実践的に学ぶプログラムです。

●抗体免疫先進研究プロジェクト
（Primab）
プロジェクトリーダー 教授 長谷 耕二
●マイクロバイオーム研究プロジェクト
（Microbiome）
プロジェクトリーダー 教授 金 倫基

創薬研究センターの
詳細はこちら

グローバルパーソン育成のために
漢方薬や民間薬に用いられる植物を知るための

多彩なグローバル教育プログラム
薬学部は、海外で実習や研修を行う教育プログラムが充実しています。
これらのプログラムにより、将来、
グローバルな舞台で活躍するために必要な広い視野を養うことができます。

グローバル教育の
詳細はこちら

※プログラムに参加するためには、成績、英語力、面接などによる選抜に合格することが必要です。

海外アドバンスト実習／海外臨床特別研修
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アドバンストレギュラトリーサイエンス海外演習／
海外レギュラトリーサイエンス特別研修

ラオス・プライマリヘルスケア保健医療チーム
活動プロジェクト

薬用植物園

薬学部生が医学部・看護医療学部の学部生と合同で、
ラオス国のヘルスケアの

浦和共立キャンパスにある薬用植物園は、約3500平方メートルの敷

現状と課題を学び、チーム医療の観点から、公衆衛生に対する効果的なアプ

地に漢方薬の基原植物や民間薬に用いられる薬用植物、他にも有毒

ローチを考えます。薬学部両学科の学生を対象としたプログラムで、3学部から

植物など700種ほどの植物が植栽されています。漢方で使用される

約20名が参加します。事前の研修の後、実際にラオス国を訪問し、国際機関の

生薬の多くは植物起源ですが、生薬をよく知るためには、その元とな

薬学科6年生と大学院生（薬学）
を

国際的な医薬品開発およびレ

見学や現地医療機関で臨床実習も行います。農村でのフィールドワークや小学

る薬用植物を知る必要があります。生薬学の一部講義では薬用植物

対象とし、海外の協定校関連病院

ギュラトリーサイエンスの素養と

校での健康教育も実施し、
プライマリヘルスケア支援活動の実践力を育みます。

観察実習が行われ、学生にはこの実習への参加とレポート提出が義

で4〜5週 間の 臨 床 実 習を行いま

視野を有する先導的な人材を

す。臨床薬学や医療人としての態

育成するための、米国での現地

度、海外の医療システムや文化の違

研修を主体とした約10日間の

いなどを事前教育・事後学修も含め

海外研修です。薬学科6年生と

タイ王国における医療や薬学教育について学び、国際性豊かな視野を持った

た一連のカリキュラムで学び、国際

大学院生が対象です。事前学

薬剤師・薬学研究者として活躍する素地を育成することを目指します。学部2、
３年生を対象とし、定員は約20名です。協定校であるタイ・コンケン大学を訪

務づけられています。

Thai Pharmacy Experience

的視野を持った医療人として先導的

習において調査テーマを設定し

に活躍するために必要な知識・技

た上で、政府機関や大学、製薬

問し、薬剤師や学生との交流を深めます。履修者は、コンケン大学から来日す

能・態度を修得します。

会社を訪問します。

る学生のホスト役も務めます。
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Future

あなたがイメージするよりも
多様な進路が広がっています。
薬学科卒業生の進路
その他 3.5%
大学院進学

7.9%

他業種

化学・食・化粧品
医療機器

0.4%

5.3%
5.1%

研究機関 0.8%

病院薬剤師

薬学科

24.1%

卒業生の進路
2018〜2020年度
平均

9.7%

医薬品開発業務
受託機関

本学の薬剤師国家試験合格率は常に高水準ですが、合格や資格取得をゴールと

17.9%

薬局薬剤師

他業種

13.8%

製薬系

薬科学専攻
修士課程

36.6%

製薬系

協和キリン
（協和発酵キリン）
／クラシエ製薬／グラクソ・スミスクライン／

のように社会に貢献していくのか。そういったビジョンを描き、自発的に行動できる人

興和／佐藤製薬／塩野義製薬／大正製薬／第一三共／中外製薬／
Ｍｅ
ｉ
ｊ
ｉＳｅ
ｉ
ｋａファルマ
【病院】

薬科学科

13.8%

慶應義塾大学病院／国立がん研究センター
（中央病院･東病院）
【薬局】

「大学院」
は研究者への未来を拓く重要な一歩
医薬品開発業務
受託機関

医療機器 1.6%

※小数点第2位以下は四捨五入

【製薬関連企業】
アステラス製薬／エーザイ／ＭＳＤ／小野薬品工業／

修了生の進路

化学・食・化粧品

※就職者が3名以上の就職先

切です。実際、本学における卒業生の進路は多様です。あなたは、薬剤師としてど

2018〜2020年度

14.6%

薬学科卒業生・薬科学専攻修士課程修了生の
主な就職先（2018〜2020年度）

せず、ひとつの通過点として考え、視野を広く持って自分の将来を見すえることが大

材が社会に強く求められています。

平均

25.8%

薬学科
薬剤師国家試験の高い合格率、
多様に広がるキャリアパス

その他 0.8%

博士課程進学

7.9%

10.2%
公務員・団体職員
（PMDAなど）

薬科学専攻修士課程修了生の進路

※小数点第2位以下は四捨五入

薬科学科の特徴は、卒業生の多くが大学院に進学することです。2020年度の大
学院進学率は86％で、特に優秀な学生のために最短4年間で修士と博士の学位
を取得できる
「修士-博士一貫コース」
も用意しています。学部卒業後すぐに就職す
る選択肢ももちろんありますが、研究機関や企業の研究者を目指す学生にとって、
大学院への進学は将来への重要な一歩となります。大学院修士課程修了者は、医

最新の進路情報はこちら

アイングループ／日本調剤／ウエルシア薬局／スギ薬局／ツルハ／トモズ
【その他】
イーピーエス／エイツーヘルスケア／ IQVIAサービシーズジャパン／シミック／
東京都／日本赤十字社／パレクセル・インターナショナル／
アサヒグループ食品／マルハニチロ／医薬品医療機器総合機構（PMDA）

薬の専門知識と高度な研究経験を生かし、製薬企業はもちろん食品・化粧品メー
カーや行政機関等、幅広く活躍しています。

Mes s a g e

＊所属は2022年3月現在です

早期から手厚く、継続的に行われる

就職サポート
本学の就職・進路委員会は、早いうちから学生の皆さんの将来を
見すえたサポートを継続的に行っています。2年次からは新学期に
就職ガイダンスを実施し、就職支援企業の講師から就職にあたっ
ての戦略や心構え、スケジューリングやエントリーに関するノウハウ
などを学びます。また、病院・薬局・企業・官公庁より招聘した講師
による講演会、薬学部・薬学研究科卒業生との懇談会など、薬学
部独自の就職支援イベントを多数開催しています。

卒業後も強いつながり、
OBOGによる進路指導もある

KP 会（ KP 三田会）
KP会は、慶應・共立のKとPharmacy（薬学）のPからなる、旧共
立薬科大学卒業生と慶應義塾大学薬学部卒業生で組織する同
窓会の名称です。その活動は、人物・成績ともに優秀だが経済的
に修学困難な学生に対する奨学金給付、薬学に関する研究への
助成金支給や奨励賞授与、各種研修会の開催などです。卒業す
ると全員 KP 会会員となり、KP 会会員の卒業生達が、本学部学

国民の命と健康を守り、
医療の進歩を支えたい

修士課程での経験が、
企業研究者としての基盤に

誰からも信頼される
病院薬剤師を目指して

私は主にCOVID-19ワクチンの市販後安全対策
業務に従事しています。迅速な安全対策の要否
が求められる状況下、薬学、臨床および疫学の
知識が大いに役立っています。また、日本のみな
らず世界でも同時に接種されている背景から、海
外規制当局とも安全性情報に関するディスカッ
ションをしており、在学中に受講したアドバンスト
レギュラトリーサイエンス海外演習で得られた素
養が活かされていると実感します。今後も国民の
皆様が安心してワクチンを接種できるよう尽力し
ていきます。

製剤・DDS、化粧品研究への興味から薬科学専

私は大学院では基礎研究をしていましたが、臨
床にも携わりたいと考えていたため病院薬剤師
を希望しました。現在は集中治療室の病棟で集
中管理が必要な患者さんの薬物治療に携わりな
がら、臨床経験を積んでいます。また、入職後 1
年間のローテーションで見つけた研究課題にも
取り組み、学会発表に向けて研究活動にも励ん
でいます。今後も大学院時代に身につけた思考
力や研究マインドを生かして、日常業務から生ま
れるクリニカルクエスチョンを研究につなげ、患者
さんに対する医療の質の向上に貢献できるように
精進したいと考えています。

た研究室
（講座）
では、機能性ポリマーを主軸に
幅広い分野の研究に応用しており、研究を通じて
柔軟な思考力、現象に対する理解力を養いまし
た。さらに、教員との議論や国内・国際学会への
参加を通じて、コミュニケーション能力を身につけ
薬学科 2019年卒業

ることができたため、修士での研究生活は企業の

薬科学専攻 修士課程2018年修了

八田 朋大

研究者になる重要な基盤であったと考えます。現

大島 麻理子

独立行政法人医薬品医療機器総合機構
（PMDA）
医薬品安全対策第二部

培った薬学の知識および
自律心が社会で活きる
病気を抱える患者さんと、その周りの人々の生活
進学。講義に加え、多くの実習が組み込まれたカ
リキュラムを通して、自身が特に興味を感じること
が何か、
じっくり模索できました。加えて、卒業研

生に対して進路アドバイスを行うことも多くあります。卒業後も、薬

究のために所属した研究室
（講座）
では、自律す

学に携わる者同士で強いつながりを持つことができる会です。

ることが重んじられたため、自身で考え抜き主体
的に行動する力を体得できたと感じています。

薬学科 2019年卒業

現在、私は製薬会社の開発職に就き、新規モダリ

中村 蘭子

た薬学の知識は勿論、研究室生活で得た自律心
は、製薬会社で働く上での基盤となっています。

在は世界中の人に喜んでもらえるような化粧品の
開発を目指し、その根幹となる技術開発に取り組
んでいます。

日本ロレアル株式会社
リサーチ&イノベーション
先端研究所

アステラス製薬株式会社
日本・アジア臨床開発第1部

皆さんは、100年後の医療はどのようになってい
ると思いますか？現在、"不治の病"と言われる病
気が完治できる世界が訪れているのではないで
しょうか。研究者の使命とは、そのような未来を
いち早く実現することだと考え、薬科学科へ進学
しました。大学時代は、総合大学の強みを活かし、
多分野の研究にも触れることができました。その
後は博士課程、
ドイツ留学を経て有機化学を中
心に学んだ後、現在は創薬化学研究に日々励ん
でいます。未来の医療を実現させるため、分野や
国籍を超えた統括的な研究者を目指しています。

薬学専攻 博士課程 2021年修了

関 博行
筑波大学附属病院
薬剤部

未来の医療に貢献したい
―自分の専門性の探究―

未来の医療を実現させたい
―多分野を統括できる
研究者を目指して―

を豊かにしたいという思いで、6年制の薬学部に

ティの医薬品開発に携わっています。大学で培っ
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攻修士課程への進学を決めました。私が所属し

薬科学専攻 後期博士課程 2017年修了

山下 泰信
大阪大学産業科学研究所
複合分子化学分野 助教

薬剤師免許取得後、病態解明の基礎研究をする
ために博士課程へ進学し、視野を広く持つ大切
さを学びました。博士号取得後、視点を変えて医
薬品業界から基礎研究の世界を見つめたいと考
え、製薬会社へ。医療用・OTC・化粧品と多彩な
事業を展開する佐藤製薬で、多様な背景・経験
を持つ人々の価値観に触れ、視野を広げていま
す。医薬学術課で仕事をする中で、どのような医
薬品情報や基礎研究が医療の発展に影響を与
えるのかを学びつつ、博士卒の自分が会社にお
いてどのような専門性をもって貢献していけるか
を探究している最中です。

薬学専攻 博士課程 2021年修了

廣瀬 美嘉子
佐藤製薬株式会社
医薬マーケティング部 学術課
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