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薬学共用試験センター会務報告（平成24年5月） 

 

2012-005 5 月 18 日（金） 第 1 回試験統括委員会 

 

出席者(敬称略)： 

  奥 直人 委員長、中村明弘 副委員長 

井上圭三、井上 義雄、佐々木有亮、菅原 満、前田定秋、 

松野純男、山口政俊 各委員 

 オブザーバー 

  市川 厚（理事長） 

  山元 弘（運営委委員会委員長） 

  増野匡彦（CBT 実施委員会委員長） 

  宮崎 智（システム検討委員会委員長） 

  矢ノ下玲、中嶋香織、原 博（事務局） 

 

協議事項 

1．CBT再試験における不正行為の当該大学ヒアリングの進め方について  

2．当該大学ヒアリング 

3．今後の当該大学への対応について 
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2012-006 5 月 18 日（金） 第 2 回試験実施関連委員会 定例委員長・副委員長会議 

 

出席者（敬称略）： 

 委員長・副委員長 

  山元 弘、飯島史朗、石塚忠男、伊藤 喬、入江徹美、奥 直人、 

  木内祐二、中村明弘、増野匡彦、宮崎 智、吉富博則 

 オブザーバー 

  市川 厚（理事長） 

  伊東陽子、日下部吉男（文部科学省） 

  矢ノ下玲、中嶋香織、原 博（事務局） 

 

議題： 

1．試験統括委員会からの報告 

   奥試験統括委員会委員長より、IT 機器を利用した不正行為について、 

   当該大学からのヒアリングの状況およびその後の方針に関する報告が 

   あった。 

 

2．平成 23年度報告書の進捗について 

 

3．平成 24年度準備状況について 

 （1）今後のスケジュール（運営委員会、理事会、総会）に向けての説明 

（2）5月 27日（日）に開催の OSCE説明会について 

（3）CBT問題作成精選スケジュールについて 

（4）6月 12日（火）および 13日（水）開催の CBT説明会について 

（5）ホームページのリニューアルについて 

（6）体験受験における代理サーバーの運用について 
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2012-007 5 月 23 日（水） 第 1 回広報委員会（拡大委員会） 

 

出席者（敬称略）： 

 広報委員会 

原 博、石川さと子、 

  オブザーバー 

伊藤 喬、木内祐二、佐治木弘尚、増野匡彦 

矢ノ下玲、中嶋香織（事務局） 

 

議題： 

1．平成 23年度報告書の編集 

  第 1章〜第 3章の内容について最終的な協議を行い、ほぼ決定した。 
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2012-008 5月 18 日（金）平成 24年度薬学共用試験 OSCEに向けて：ワークショップ 

 

場所：慶應大学薬学部芝共立キャンパス（東京都港区芝公園 1-5-30） 

2号館 4階（記念講堂、460、462、467、468教室） 

3号館 11階（1101、1102、1104、1105教室） 

 

プログラム概要： 

 

（2P：全体会議、P：チーム別会議、S：小グループ討議）     （敬称略） 

                      司会進行：野田幸裕 

9：00 受付（3号館 1階ロビー） 

9：30  2P 開会挨拶（実施委員長）           入江徹美 

9：35 文部科学省（医学教育課 薬学教育専門官）挨拶   伊東陽子 

9：40  2P 薬学共用試験センター（運営委員長）挨拶   山元 弘 

9：50  2P 本会開催の経緯について  

 

第一部：ワークショップ 

セッション 1「薬学共用試験 OSCEの成果と課題」 

司会進行：旭 満里子・松下 良 

9：55 2P 作業説明：KJ法について（10分）  

10：05     移動（5分）     

10：10 S SGD（70分）  

11：20 P 発表（5分×4班）、総合討論（35 分）   

  

11：55 S 昼食（45分）  

  

セッション 2「薬学共用試験 OSCEの充実に向けて」 

司会進行：旭 満里子・松下 良 

12：40 P 作業説明（10分）   

12：50 S   SGD（60分）   

13：50     移動（10分）     

14：00 2P 発表（4分＋1分×8班）（65分）   

15：05 休憩（10 分）   
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第二部：平成 24年度薬学共用試験 OSCE 実施説明会 

司会進行：野田幸裕 

15：15 説明会（60 分）   

 ・課題説明（変更、新規など）：領域 2・3・4および領域 1・5  

  ・質疑応答   

  ・全体スケジュール：                    

  ・注意事項（トラブル事項など）：               

  ・質疑応答  

  

16：20 厚生労働省（医薬食品局総務課 薬事企画官）挨拶  山本 史 

16：25 閉会挨拶・解散 
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2012-009 5 月 29 日（火）平成 23 年度監査会 

 

出席者： 

  監事 高柳 輝夫、角地 敏弘   

  財務委員長 太田 茂 

  事務局 矢ノ下 玲、黒川 泰宏、原 博  

 

1.経理・財産の状況に関する監査 

 1）矢ノ下事務局長より、23年度決算書に関する説明があった。 

 2）高柳、角地両監事により平成 22年度決算書および預金通帳の監査が行われ、 

   特に問題はなかった。 

 

2.センター業務・理事の業務執行に関する監査 

 高柳、角地両監事により平成 22年度活動報告について監査が行われ、特に問題点 

 はなかった。 
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2012-010 5 月 30 日（火） 第 2 回広報委員会（拡大委員会） 

 

出席者（敬称略）： 

 広報委員会 

原 博、石川さと子、 

  オブザーバー 

伊藤智夫、木津純子、橋詰 勉、宮崎 智 

矢ノ下玲、中嶋香織（事務局） 

 

議題： 

1．平成 23年度報告書の編集 

 第 3章の内容について最終的な協議を行い、決定した。 
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5 月 30 日（水） 薬学共用試験運用支援 2012 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 

  事務局：矢ノ下玲、中嶋香織、原 博 

  富士通：プロジェクト担当者7名 

  情報科学テクノシステム：システム開発プロジェクト担当者3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．トラブル報告 

7．課題管理 

8．その他報告 
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2012-011 5 月 31 日（木） 第 1 回財務委員会 

 

出席者（敬称略）： 

 財務委員会 

  太田 茂、大塚英昭、高濱和夫、夏苅英昭、米田幸雄、和田啓爾 

 オブザーバー 

  宮崎 智（システム検討委員会委員長） 

  黒川泰宏（顧問）、矢ノ下玲、中嶋香織、原 博（事務局） 

 

議題： 

1．平成 23年度共用試験の結果について  

 

2．平成 23年度決算について  

  決算と監査報告についての説明。 

 

3．財政諸問題について 

（1）ペイオフへの対応について 

  （2）体験受験の受験料の値下げについて 

  （3）体験受験および本試験受験料の消費税について 

  （4）試験の受験者数の減少と事業計画の企画・予算作成について 

  （5）運用支援の新たな試行について 

 

 


