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金沢大学医薬保健学域薬学類・創薬科学類は、生命科学に立脚して人類の健康と幸福を追

求する医療人や研究者の養成を目指すという学域理念のもとに、医学類及び保健学類と相互

に連携を取りながら、より充実したカリキュラムを提供しています。

薬学類は豊かな人間性、高い倫理観、高度な専門性を備えた主導的な薬剤師の育成を主な

目的とする６年制課程であり、創薬科学類は医薬品の創製につながる先端的な基礎研究・応

用研究分野で活躍する研究者の育成を主な目的とする４年制課程です。一見まったく異なる

ことを学ぶ学類だと感じるかも知れませんが、広く化学、物理学、生物学に基礎を置き、クスリ

について探求する学問を対象とする点では区別はありません。実際に入学後、初期に学ぶべき

基礎的な専門科目（基礎薬学科目）は両学類とも共通しています。そこで薬学類・創薬科学類

では、入試を一括で行い、３年次後期から各学類に分かれてゆく経過選択制をとっています。こ

れは初年次の導入科目や基礎薬学科目を修得することによって、薬学という学問の間口の広

さと奥行きの深さを知り、その先にある多様な職種について十分な理解を深めることが重要

であり、その上で自分の適性や希望を見極め、時間をかけて進路を決めることこそが望ましい

と考えているからです。学類選択後はそれぞれの分野に特有の、より高度な専門科目を学ぶこ

とになります。そして、卒業後さらに学問研究を深めようとする人のために、薬学類の上には４

年制博士課程が、創薬科学類の上には２年間の博士前期課程とその上の３年間の博士後期課

程がそれぞれ設けられています。

平成26年3月には、新制度の薬学教育を受けた６年制課程の３期生と、４年制課程の５期生が

卒業しました。本学の薬剤師国家試験合格率は１期生（23年度卒）、２期生（24年度卒）とも全国

トップクラスの素晴らしい実績を残しており、卒業生は、病院や調剤薬局はもちろん企業や官公

庁等でも活躍しています。また大学院博士課程へ進学し、薬剤師資格を有する薬学教育・研究

者を目指して頑張っている人もいます。一方、４年制課程の卒業生は、そのほぼ全てが大学院博

士前期課程に進学し、多くは創薬科学や生命科学分野の研究・開発者への道を歩んでいます。

薬学類・創薬科学類は、角間キャンパスの緑豊かな自然の中に、全国に誇れる広々とした近

代的施設と、充実した教育・研究環境を整えて、夢大き志し高き皆さんの入学を待っています。

将来、最先端の医療を担う高度な知識を持った薬剤師や、一流の創薬研究者、生命科学研究

者を目指して、私たちとともに学び、ともに研究しようではありませんか。

薬学系長 　国嶋　崇隆

薬事関係法規、 コミュニケーション論、 医薬品評価学、 調剤学総論、 臨床医学入門、 医薬品情報学、 
医薬品安全性学 etc.
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研究室配属と大学院への進学 
創薬科学類では３年生後期に、自分がどの薬学分野に向いているかを判断するため、複数の研究室での研究体験
（ラボローテーション）を履修します。その後は研究室に配属され、一日のほとんどを研究に打ち込める環境が与え
られます。４年間で必要な単位を履修し卒業しますが、ほぼ全員が大学院博士前期（修士）課程に進学します。

創薬科学類卒業者の薬剤師国家試験受験資格
大学院博士前期（修士）課程修了後、実務実習を含む医療薬学科目すべてを修得した場合に、厚生労働大臣の承
認を経て与えられることがあります（平成29年度入学者までの経過措置）。 
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大学内調剤実習室：散剤の調剤に取り組む学生

角間キャンパスでは充実した施設・設備が揃い、教育と研究をしっかりとサポートします。

創薬科学類(4年制)
卒業生

大学院博士前期(修士)課程
創薬科学専攻
修了生

※平成26年3月卒業・修了生

就職
82％

進学

8％

進学

94％

薬学類(6年制)
卒業生

平成25年度
（新卒36人中35人）
国立大学14校中2位

合格

97.2％

平成24年度
（新卒35人中34人）
国立大学14校中2位

合格

97.1％

平成23年度
（新卒38人中38人）
国立大学14校中1位

合格

100％

薬学類
○ 病院
金沢大学医学部附属病院, 福井大学医学部附属病院，神戸大学医学部附属病院，信州大学医
学部附属病院，関西医科大学附属病院，名古屋大学医学部附属病院，名古屋市立大学医学部
附属病院，三重大学医学部附属病院，帝京大学医学部附属病院，北里大学北里研究所病院，
国立循環器病研究センター，石川県立中央病院，金沢医療センター，金沢循環器病院，富山赤
十字病院，長岡赤十字病院，福井赤十字病院，高山赤十字病院

○ 薬局
日本調剤，アルプ，ヘリックスケアファーマはなの木薬局，アインファーマシーズ，クラフト，グラ
ンファルマ，サンドラッグ，ジップドラッグ，スギ薬局，日本メディカルシステム，ファーマホール
ディング，たんぽぽ薬局

○ 製薬企業等
あすか製薬，キッセイ薬品工業，バイエル薬品，沢井製薬，科研製薬，救急薬品工業，杏林製
薬，富士薬品

大学院博士前期（修士）課程創薬科学専攻
○ 製薬企業等
アステラス製薬，大塚製薬，塩野義製薬，小野薬品工業，科研製薬，ゼリア新薬工業，大正製
薬，田辺三菱製薬，日本新薬，日本臓器製薬，杏林製薬，小林製薬，ウチダ和漢薬，富士薬品，高
田製薬，クラシエ製薬，アボットジャパン，石原薬品，明治薬品，日本たばこ産業，帝人，東レ，花
王，協和発酵キリン，阪本薬品工業，相模化成工業，味の素ゼネラルフーズ，日医工，ニッポン
ジーン，藤本化学製品，富士化学工業，日医工，小林薬品工業，東ソー，三菱化学メディエンス，
日本カーバイド工業，阪本薬品工業，大正富山医薬品，ダイト，アストラゼネカ，アルテア技研，
トーアエイヨー，日鉄住金テクノロジー，日東シンコー

○ 公務員
石川県，富山県, 三重県

※平成23年度
　　　　～平成25年度卒業・修了生薬学類卒業生及び大学院博士前期（修士）課程創薬科学専攻修了生の主な就職先

就職
97％

その他
10％

その他
3％

就職
3％

進学

3％

附属病院：ICU病棟で薬物療法を学ぶ学生
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“くすり”と“健康”にかかわる多彩な研究が先端的に進められています。

生体防御応答学

病原体を食べて取り除く
免疫細胞の食欲を探る

私たちの体を構成するすべての細胞は寿命を
持っており、一定期間ごとに新しく作り直され
ています。また、細菌やウイルスなどの病原性
微生物が頻繁に体に侵入してきます。寿命が
きて死んだ細胞や侵入微生物が速やかに体か
ら取り除かれなければ、私たちは病気になって
しまいます。私たちの研究室では、このような
有害物が免疫細胞に食べられて消失する仕組
みを解明して、新しい医療の開発につなげよう
としています。

遺伝情報制御学

DNAの傷を治すしくみを解明して
がんの予防と治療に役立てる

私たちの細胞のDNAは、様々な要因により日
常的に傷つけられています。幸い、細胞には
DNAの傷を治すしくみ（「DNA修復」という）
が備わっていますが、これが破綻すると細胞の
老化やがん化が加速されます。一方、抗がん剤
の多くはがん細胞のDNAを傷つけて殺しま
すが、がん細胞のもつDNA修復能力はこれに
抵抗します。私たちの研究室では、DNA修復
の詳細なしくみを明らかにし、がんの予防と治
療に役立てることを目指しています。

ワクチン・免疫科学

マラリアワクチン開発研究
－世界最悪の感染症に挑む－

21世紀は感染症との戦いの世紀です。予防接
種はこのような新興・再興感染症に対する直
接的な対応策であり、ワクチンの早期開発が
切望されています。私たちの研究室では世界
最悪の感染症であるマラリアをターゲットとし
て、人類の悲願であるワクチンの開発研究を
行っています。遺伝子工学、タンパク質工学、
免疫学を駆使してマラリア原虫が引き起こす
病態を分子レベルで解明し、ワクチン開発に向
けて研究を進めています。

生物有機化学

生命の仕組みを有機化学の目で
解き明かし薬の開発に応用する

生命の営みは、高度に制御された化学反応の
集まりであり、「薬が効く」のも薬物と生体分
子の化学反応に基づいています。生物有機化
学研究室では、有機化学の技術や考え方を用
いて、生体分子の化学反応を分子や電子のレ
ベルで理解し、病気の治療や創薬に役立つよ
うな新しい物質や技術の開発をしています。
私たちのからだは人類の英知を超えた謎やカ
ラクリの宝庫です。

機能性分子設計学

新しい反応を見つけ、それを用いて
自分の手で医薬品を作り出す

薬の本体は有機化合物です。その多くは有機
合成化学を駆使して作られています。我々は、
医薬品および医薬品候補化合物となりうる有
機化合物を、できるだけ簡単にかつ目的物だ
けが得られるように研究しています。そのため
には新しい反応や試薬の開発、および合成
ルートの考案が必要です。目にみることができ
ない分子構造を操りながら、自分の手でもの
を作ることができる研究分野です。

新しい医薬品やその候補化合物を
作り出す、活気あふれる研究

精密分子構築学

薬学の基礎をなす最も重要な学問の一つが
有機化学です。私たちの研究室では“有機合
成化学”をベースとして、医薬品や今後、医薬
品として利用される可能性を秘めた候補化合
物を“どの様にすれば効率良く作れるか”、言
い換えれば“ほしいものだけをどうすれば簡単
に作り出すことができるか”をテーマに、研究
を進めています。環境問題も考え、微量の金
属触媒を用いて、廃棄物をできるだけ出さな
い方法を開発中です。

“天然資源”は“医薬品資源”
̶自然の恩恵を医薬に活かす̶

分子生薬学

世界各地で昔から伝承薬として用いられていた“天
然資源”は、分子レベルでの薬効を解明することに
より、“医薬品資源”としての価値を高めてきました。
私たちの研究室では、未解析の特殊な植物や薬草
として知られているものを分子レベルで解析し、発
見した新規な薬効成分を有機化学的アプローチで
医薬品化することを目指しています。また、国内屈
指の広大な薬用植物園を利用して、栽培研究から
DNA配列に基づく系統解析まで多方面にわたっ
て、薬草の品質に関する研究を行っています。

健康と環境の関係は？
－タバコの煙から地球規模の大気汚染まで－

衛生化学

健康な生活を保つには、病気を治すだけでな
く、その原因を除いて生活環境を改善し、病気
を未然に防ぐことも重要です。自動車排ガス
やタバコ煙などに含まれる環境汚染物質の中
には発がん性や内分泌かく乱作用（環境ホル
モン作用）を持つものがあり、それらは私たち
の健康を脅かしています。衛生化学研究室で
は、これらの有害化学物質を対象として、高感
度分析法の開発、環境動態の把握、毒性発現
機序の解明などを進めています。

体の中の物質を分析して
薬を開発してみよう

臨床分析科学

体の中にはいろいろな鍵物質が働いて生命活
動を行っています。金属イオンは生命の発生
時から生命活動に取り込まれ，重要な働きをし
ていることが明らかになってきました。しかし、
私達の健康にどのように役に立つかについて
はまだまだ未解明な点が多く残されていま
す。金属をはじめとして体の中の様々な物質
の働きを分析して物質の営みを解明し、どの
ような薬を作れば健康な活動が営まれるかに
ついて研究を進めています。

活性相関物理化学

コンピュータを使って
薬を創る

新しい医薬品を創るためには膨大な数の実験
を行う必要があり、お金も時間もかかります。
そこで、コンピュータを使って効率的に医薬品
を創り出す技術が現在盛んに研究されていま
す。コンピュータの中でバーチャルに化合物を
作成し、それが生体に及ぼす影響を実験前に
予測しておくことで、無駄な実験を減らすこと
が可能になります。私たちの研究室では、その
ようなコンピュータ技術の開発と、実際の医薬
品開発への応用とを行っています。

分子薬物治療学

くすりの効き方を
分子レベルで解読し治療に活かす

投与された薬は、生体内でさまざまなタンパ
ク質に出会い、効果や副作用を示し、身体から
消えていきます。私達の研究から、薬を認識す
るタンパク質が、互いに協調して働くことが分
かってきました。薬を安全で有効に使うため、
これらタンパク質の薬に対する協調的な応答
を分子レベルで解明し、動物やヒトで起こる現
象を説明すること、つまり薬の効果を予測し
て、安全な薬物治療につなげることを目指し
た研究を行っています。

世界に貢献する薬剤師
̶科学の恩恵を世界の人々に̶

国際保健薬学

病気の治療に医薬品は大きな役割を果たして
います。先進国では新しい医薬品の開発に凌
ぎが削られていますが、一方で世界人口70億
人の3分の一はまだ医薬品の恩恵に預かるこ
とができません。薬剤師は人々の健康増進に
役立つ意義深い職業です。医薬品の専門家と
して身の回りの人々に貢献すると同時に、世界
の医薬品事情やその背景を調査研究し、医薬
品を通して世界レベルでの貢献を目指しま
す。

有効で安全な
薬の使い方を目指して

臨床薬物情報学

薬物はその使う量とかどの様に投与するのかな
どの情報を足すことによって患者さんに使うこと
ができます。しかし、その使い方の情報が少ない
ことが原因で適切に薬を使うことが出来ず、効果
が十分でないとか副作用が出ることがあります。
私たちは薬物のいろいろな情報を集め、薬が効
果的で安全に使用できるようになることを目指し
ています。

『アミノ酸』から探る脳と骨の神秘性

薬物学

グルタミン酸は、脳内での神経伝達物質として細
胞間ネットワーク形成に最も多く使われるアミノ
酸の一つです。アルツハイマー病などで現れる神
経細胞の特徴的破壊や変性には、グルタミン酸信
号の異常が頻繁に認められます。また、我々はグ
ルタミン酸信号は骨関節細胞の成長に関与する
可能性も提唱しています。これらのアミノ酸によ
る信号伝達メカニズムを制御することで、神経変
性疾患や骨粗鬆症などの治療や予防を目指して
います。

薬の動きを科学する
ー新しい薬の発見と治療法への貢献̶

薬物動態学

薬の体内での動きは薬効と副作用を左右します。
私たちは、薬の動きを決定する細胞膜タンパク質
であるトランスポーターに着目した研究を行って
います。トランスポーターは栄養物の動きも調節
するため、その異常は病気と直結します。私たち
の体には多くのトランスポーターが備わってお
り、それら各分子の作用機構と役割を解明するこ
とにより、新しい創薬ターゲットの提唱と薬物療
法の最適化を目指しています。

体内における薬の構造変化の
解析から医療と創薬に貢献する

薬物代謝安全性学

病気の治療に用いられる多くの薬は体内で代
謝されて異なる化学構造の化合物に変化する
ことで、薬理作用を失ったり、逆に薬理作用を
示すようになったり、副作用を引き起こしたりし
ます。この代謝能力が患者間あるいはヒトと実
験動物で異なることが、薬の効き方や副作用の
個人差の原因となり、薬の開発における弊害に
もなります。私たちは、薬の代謝の解析から、薬
の適正使用や個別化医療を実現し、創薬を推
進するための研究を行っています。

国際薬科学

専門英語を駆使したグローバルな薬学研究と
コミュニケーションの展開をめざして

最新の薬学情報を迅速に得、また自らの成果を
世界に発信するのが当たり前の現在。そのために
は国際共通語となった英語能力が必須です。国
際性豊かな教員が、最新のオンラインラーニング
システムのテクニックとテクノロジーを使って皆
さんの薬学専門英語のスキルアップをサポート
します。

附属病院薬剤部

より良い薬物療法を行うために！

医薬品側、生体側の情報を収集・解析し、最適な
薬物療法を行うための研究を行っています。具体
的には、医薬品自体の性質に加えて、患者個人や
それぞれの病気の状態での薬物代謝酵素群や薬
物輸送担体（トランスポーター）の発現の程度を
調べることによって、医薬品の副作用をできるだ
け少なく、かつ最も効果的に用いるための方法を
提案します。



“くすり”と“健康”にかかわる多彩な研究が先端的に進められています。
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生命の営みは、高度に制御された化学反応の
集まりであり、「薬が効く」のも薬物と生体分
子の化学反応に基づいています。生物有機化
学研究室では、有機化学の技術や考え方を用
いて、生体分子の化学反応を分子や電子のレ
ベルで理解し、病気の治療や創薬に役立つよ
うな新しい物質や技術の開発をしています。
私たちのからだは人類の英知を超えた謎やカ
ラクリの宝庫です。

機能性分子設計学

新しい反応を見つけ、それを用いて
自分の手で医薬品を作り出す

薬の本体は有機化合物です。その多くは有機
合成化学を駆使して作られています。我々は、
医薬品および医薬品候補化合物となりうる有
機化合物を、できるだけ簡単にかつ目的物だ
けが得られるように研究しています。そのため
には新しい反応や試薬の開発、および合成
ルートの考案が必要です。目にみることができ
ない分子構造を操りながら、自分の手でもの
を作ることができる研究分野です。

新しい医薬品やその候補化合物を
作り出す、活気あふれる研究

精密分子構築学

薬学の基礎をなす最も重要な学問の一つが
有機化学です。私たちの研究室では“有機合
成化学”をベースとして、医薬品や今後、医薬
品として利用される可能性を秘めた候補化合
物を“どの様にすれば効率良く作れるか”、言
い換えれば“ほしいものだけをどうすれば簡単
に作り出すことができるか”をテーマに、研究
を進めています。環境問題も考え、微量の金
属触媒を用いて、廃棄物をできるだけ出さな
い方法を開発中です。

“天然資源”は“医薬品資源”
̶自然の恩恵を医薬に活かす̶

分子生薬学

世界各地で昔から伝承薬として用いられていた“天
然資源”は、分子レベルでの薬効を解明することに
より、“医薬品資源”としての価値を高めてきました。
私たちの研究室では、未解析の特殊な植物や薬草
として知られているものを分子レベルで解析し、発
見した新規な薬効成分を有機化学的アプローチで
医薬品化することを目指しています。また、国内屈
指の広大な薬用植物園を利用して、栽培研究から
DNA配列に基づく系統解析まで多方面にわたっ
て、薬草の品質に関する研究を行っています。

健康と環境の関係は？
－タバコの煙から地球規模の大気汚染まで－

衛生化学

健康な生活を保つには、病気を治すだけでな
く、その原因を除いて生活環境を改善し、病気
を未然に防ぐことも重要です。自動車排ガス
やタバコ煙などに含まれる環境汚染物質の中
には発がん性や内分泌かく乱作用（環境ホル
モン作用）を持つものがあり、それらは私たち
の健康を脅かしています。衛生化学研究室で
は、これらの有害化学物質を対象として、高感
度分析法の開発、環境動態の把握、毒性発現
機序の解明などを進めています。

体の中の物質を分析して
薬を開発してみよう

臨床分析科学

体の中にはいろいろな鍵物質が働いて生命活
動を行っています。金属イオンは生命の発生
時から生命活動に取り込まれ，重要な働きをし
ていることが明らかになってきました。しかし、
私達の健康にどのように役に立つかについて
はまだまだ未解明な点が多く残されていま
す。金属をはじめとして体の中の様々な物質
の働きを分析して物質の営みを解明し、どの
ような薬を作れば健康な活動が営まれるかに
ついて研究を進めています。

活性相関物理化学

コンピュータを使って
薬を創る

新しい医薬品を創るためには膨大な数の実験
を行う必要があり、お金も時間もかかります。
そこで、コンピュータを使って効率的に医薬品
を創り出す技術が現在盛んに研究されていま
す。コンピュータの中でバーチャルに化合物を
作成し、それが生体に及ぼす影響を実験前に
予測しておくことで、無駄な実験を減らすこと
が可能になります。私たちの研究室では、その
ようなコンピュータ技術の開発と、実際の医薬
品開発への応用とを行っています。

分子薬物治療学

くすりの効き方を
分子レベルで解読し治療に活かす

投与された薬は、生体内でさまざまなタンパ
ク質に出会い、効果や副作用を示し、身体から
消えていきます。私達の研究から、薬を認識す
るタンパク質が、互いに協調して働くことが分
かってきました。薬を安全で有効に使うため、
これらタンパク質の薬に対する協調的な応答
を分子レベルで解明し、動物やヒトで起こる現
象を説明すること、つまり薬の効果を予測し
て、安全な薬物治療につなげることを目指し
た研究を行っています。

世界に貢献する薬剤師
̶科学の恩恵を世界の人々に̶

国際保健薬学

病気の治療に医薬品は大きな役割を果たして
います。先進国では新しい医薬品の開発に凌
ぎが削られていますが、一方で世界人口70億
人の3分の一はまだ医薬品の恩恵に預かるこ
とができません。薬剤師は人々の健康増進に
役立つ意義深い職業です。医薬品の専門家と
して身の回りの人々に貢献すると同時に、世界
の医薬品事情やその背景を調査研究し、医薬
品を通して世界レベルでの貢献を目指しま
す。

有効で安全な
薬の使い方を目指して

臨床薬物情報学

薬物はその使う量とかどの様に投与するのかな
どの情報を足すことによって患者さんに使うこと
ができます。しかし、その使い方の情報が少ない
ことが原因で適切に薬を使うことが出来ず、効果
が十分でないとか副作用が出ることがあります。
私たちは薬物のいろいろな情報を集め、薬が効
果的で安全に使用できるようになることを目指し
ています。

『アミノ酸』から探る脳と骨の神秘性

薬物学

グルタミン酸は、脳内での神経伝達物質として細
胞間ネットワーク形成に最も多く使われるアミノ
酸の一つです。アルツハイマー病などで現れる神
経細胞の特徴的破壊や変性には、グルタミン酸信
号の異常が頻繁に認められます。また、我々はグ
ルタミン酸信号は骨関節細胞の成長に関与する
可能性も提唱しています。これらのアミノ酸によ
る信号伝達メカニズムを制御することで、神経変
性疾患や骨粗鬆症などの治療や予防を目指して
います。

薬の動きを科学する
ー新しい薬の発見と治療法への貢献̶

薬物動態学

薬の体内での動きは薬効と副作用を左右します。
私たちは、薬の動きを決定する細胞膜タンパク質
であるトランスポーターに着目した研究を行って
います。トランスポーターは栄養物の動きも調節
するため、その異常は病気と直結します。私たち
の体には多くのトランスポーターが備わってお
り、それら各分子の作用機構と役割を解明するこ
とにより、新しい創薬ターゲットの提唱と薬物療
法の最適化を目指しています。

体内における薬の構造変化の
解析から医療と創薬に貢献する

薬物代謝安全性学

病気の治療に用いられる多くの薬は体内で代
謝されて異なる化学構造の化合物に変化する
ことで、薬理作用を失ったり、逆に薬理作用を
示すようになったり、副作用を引き起こしたりし
ます。この代謝能力が患者間あるいはヒトと実
験動物で異なることが、薬の効き方や副作用の
個人差の原因となり、薬の開発における弊害に
もなります。私たちは、薬の代謝の解析から、薬
の適正使用や個別化医療を実現し、創薬を推
進するための研究を行っています。

国際薬科学

専門英語を駆使したグローバルな薬学研究と
コミュニケーションの展開をめざして

最新の薬学情報を迅速に得、また自らの成果を
世界に発信するのが当たり前の現在。そのために
は国際共通語となった英語能力が必須です。国
際性豊かな教員が、最新のオンラインラーニング
システムのテクニックとテクノロジーを使って皆
さんの薬学専門英語のスキルアップをサポート
します。

附属病院薬剤部

より良い薬物療法を行うために！

医薬品側、生体側の情報を収集・解析し、最適な
薬物療法を行うための研究を行っています。具体
的には、医薬品自体の性質に加えて、患者個人や
それぞれの病気の状態での薬物代謝酵素群や薬
物輸送担体（トランスポーター）の発現の程度を
調べることによって、医薬品の副作用をできるだ
け少なく、かつ最も効果的に用いるための方法を
提案します。
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