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教育目標

期待する学生像

金沢大学　医薬保健学域

薬学類・創薬科学類

『次世代の薬学を牽引する人材を育成します』

金沢大学薬学１５０年のあゆみ

　薬学類•創薬科学類では、「薬学・生命科学分野においてリーダーとして活躍する人材」の育成を
目指しています。薬学を学んだ先にある職種は多様ですが、本学の卒業生には、将来どの道に進
んでもこの人材像を目標とすることを望みます。
　薬学とは、くすりと身体の相互作用について様々な角度から探求する総合的な学問であり、広く
化学、物理学、生物学に亘る共通の専門科目（薬学基礎科目）を基盤とします。本学では、どちら
の学類においても、将来一流の科学者になるために必要な基礎的素養を徹底的に身につけられる
ように、薬学基礎科目に重点を置いたカリキュラムが配置されています。これらを学ぶことにより、
入学後の早い段階で薬学という学問の本質を知り、同時に、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できます。入試を両学類一括で行い、3年次後期から各学類に分かれる経
過選択制は、こうした背景のもとで自分の適性を見極めながら、進路や将来の職業をじっくり考え
て決められることが大きな利点といえます。一方、将来の進路が明確であり、受入方針に合致する
人のために、新たなAO入試制度を導入しました。AO入試入学者は大学院博士（後期）課程まで
の一貫教育において、一般入試入学者と共通のカリキュラムで学ぶ他に、早期から研究に触れら
れる種々の特別プログラムを受けることができます。
　将来像として、創薬科学類卒業生には、薬学にとらわれず、広く生命科学や自然科学分野で活躍
する教育・研究者を、薬学類卒業生には、高い科学的能力に基づいて最先端の医療を提供できる
薬物治療の専門家や、他の薬剤師を指導•教育する主導的薬剤師を目指すことを期待します。薬系
大学教授、製薬企業や公的研究所の研究チームリーダー、薬事行政に携わる職種等は、どちらの
学類からでも目指すことができます。こうした職種において求められる高度な専門性を養うために、
創薬科学類の上には2年間の博土前期課程とさらにその上に3年間の博士後期課程が、薬学類の
上には4年制博士課程がそれぞれ設けられています。
　現在、金沢大学は「海外の一流大学と肩を並べ、世界に通用する教育研究拠点」を目指し、全学
をあげて様々な改革を推進しています。本学に入学を希望する皆さんには、上述の人材像に加え、
その活躍の場を世界に広げることも意識して欲しいと思います。熱く高い志を持つ皆さんの入学を
待っています。

　金沢大学医薬保健学域薬学類・創薬科学類は、慶応3（1867）年に加賀藩が卯辰山養生所に製薬所と薬圃を付設して開設した舎密局を起源とします。

その初代責任者は、アドレナリンを発見した世界的科学者・高峰譲吉の父、高峰元稑（げんろく）です。以来150年にわたり、国内外で活躍する優れた

人材を輩出し続けています。

1867　（慶応3）　加賀藩卯辰山養生所製薬所舎密局・薬圃（金沢における薬学の始まり）

1870　加賀藩医学館製薬所舎密局

1871　加賀藩医学館附属理化学校

1875　石川県金沢病院製薬所

1876　石川県金沢医学所薬局学科（体系的な薬学教育の始まり）

1879　石川県金沢医学校薬局学科

1884　石川県甲種医学校製薬学科（乙種薬学校)

1889　第四高等中学校医学部薬学科

1892　広坂通りに移転

1894　第四高等学科医学部薬学科

1901　金沢医学専門学校薬学科

1923　金沢医科大学附属薬学専門部

1929　宝町キャンパスに移転

1949　金沢大学薬学部薬学科（新制学部教育研究の始まり）

1964　大学院薬学研究科修士課程（大学院教育研究の始まり）

1966　薬学部薬学科、製薬化学科

1985　大学院薬学研究科博士課程

2004　角間キャンパスに移転

2006　薬学部薬学科（6年制）、創薬科学科（4年制）

2008　医薬保健学域薬学類・創薬科学類

2012　大学院医薬保健学総合研究科博士前・後期および博士課程

2017　創立150周年（入試改革/学生支援奨学金制度創設） 

薬を創ること、病気を治すこと、健康を増進させることに興味をもつ研究心
旺盛な人で、研究成果を挙げて社会に貢献したい学生諸君の入学を期待し
ます。世界最先端の研究を自ら推進し、活躍する創薬科学・生命科学の教育・
研究者に育って欲しいと考えていますので、卒業後に大学院（博士前期・後
期課程）への進学を強く勧めています。

大学や研究機関等における薬学教育・研究者を志す人、薬事行政に携わる
職種を目指す人など、薬のプロとして活躍したい向上心ある学生諸君の入
学を期待します。薬剤師資格を有した上で薬の研究を自ら推進できる薬学
教育・研究者に育って欲しいと考えていますので、卒業後に大学院博士課
程への進学を勧めています。

人類の健康増進や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、製薬企業等における研究開発・情報提供などに携
わる企業人、行政機関において衛生行政に携わる公務員など、創薬研究能
力を生かせる多様な人材の養成を目標としています。

薬学の基礎的・専門的な知識・技術の修得をはじめ、豊かな人間性と高い
倫理観を兼ね備えた次世代の薬学教育・研究者を養成することを目標とし
ています。

基礎薬学、創薬科学、生命科学など各分野の基礎的な知識・技術を修得し、
課題探求・問題解決能力、考察力、英語論文読解力などの基礎的なスキル
を4年間で身につけます。大学院博士前期課程（2年間）への進学が前提と
なり、さらに高度な知識と技術、国際的競争力を備えた教育・研究者の育
成を目指していますので、博士後期課程（3年間）への進学を推奨します。

医療人としての倫理観を養い、薬物治療の専門家として健康と疾病に関わる
基礎知識を修得するとともに、臨床現場における実践的な技能と態度、薬物
治療に起因する問題を同定・評価して解決する能力を6年間で身につけま
す。高度に専門的な薬学教育・研究者の育成を目指していますので、大学
院博士課程（4年間）への進学を推奨します。

薬学類・創薬科学類は、大学院医薬保健学総合研究科薬学専攻・創薬科学専攻と連携して、人類の健康増進や医薬品の創製につながる先端的な基礎研究、応
用研究、医療薬学研究の拠点として、健康な長寿社会の実現に貢献することを目指しています。したがって、豊かな創造力、高い見識、卓越した研究企画能力、
強いリーダーシップを有し、国際的視野で活躍できるバランスのとれた薬学教育・研究者や医療人を養成することを目標としています。

国嶋  崇隆
薬学系長

高峰元稑

1960年代の宝町キャンパス宝町キャンパスでの授業風景

広坂通りにキャンパスがあった
当時の分析実習の様子

2004年に移転した
角間キャンパス

薬学教育・研究が行われる
自然科学1号館

学類の理念・目標

創薬科学類 薬  学  類

創薬科学類 薬  学  類

創薬科学類 薬  学  類
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金沢大学の薬学教育

入学から就職までのステップ ● 入学

薬学と他の学問の研究対象の比較

“薬学” は様々な学問が融合した基礎から応用までを含む統合的な学問領域
メリット 1 多岐にわたる専門知識が身につけられる

メリット 2 より自分にあった専門分野が見つけられる

“現象・理論 ”が中心

“物質・技術 ”が中心

“ヒト・疾患 ”が中心

“健康と薬 ”を取り巻く全て

原子・分子学問領域 自然・環境 微生物・細胞 臓器・ヒト

理　学

工　学

医　学

薬　学

病気の原因の解明

新規化合物の創製

医薬品の安全使用やレギュレーション

など、研究活動を通して新薬開発にかかわる
様々な場面で活躍する能力を養います。

創薬研究者として活躍する

Point 1

有機化学
物理化学
分析化学

衛生化学
生薬学

天然物化学

生化学
細胞生物学
分子生物学

薬剤学
薬理学
生理学

Education

創薬研究者
養成

創薬科学類と薬学類を一括して募集する一般入試、本学大学院博士（後期）課程までの進学希望者を各学類で別々に募集するAO
入試、理系学類から創薬科学類へ進級する理系一括入試があります（p.14参照）。

●  学び
1-2 年次の共通教育科目以外は、薬学の多彩な専門科目を履修します（p.5-6 参照）。3年前期終了後、一般入試入学者は、希望、
適性、成績等を考慮して、いずれかの学類に配属されます。4年次以降は、研究室（p.9-11 参照）に所属し、専門性の高い創薬・
薬学についての卒業研究を行います。

Point 2

Point 3Point 3

Point 1

Point 2

Point 4

●  就職
Point 4 創薬科学類卒業生は製薬企業や研究所等での新薬開発、薬学類卒業生は、薬剤師資格を活かした専門職等で活躍しています。また、

大学院博士（後期）課程に進学して博士号を取得すると、多様な職業領域で中心的な役割が期待されます（p.7-8参照）。

●  卒業
創薬科学類卒業生は、大多数が大学院博士前期課程に進学します (p.7 参照）。薬学類卒業生は、薬剤師国家試験受験資格が得られ、合格すると
薬剤師の免許が取得できます（p.8参照）。

●  大学院
創薬科学専攻（博士前期2年+博士後期3年）と薬学専攻（博士4年）があります。いずれも高度な薬学研究能力を養い、世界で活躍できる先端
的な創薬研究者や先進的な薬学・教育研究者を目指します。

Point 3 AO入試入学者は、研究者養成のための特別プログラムを履修します（p.6参照）。

定員75名（創薬科学類 40名・薬学類 35名）

一般（64名）AO
（6名）

AO
（3名）

理系一括
（2名）

薬学教育
研究者養成

病院・薬局・
製薬企業等の
薬剤師

製薬企業等における
研究開発本部長

世界で活躍する
先端的研究者

薬学研究・教育に携わる
大学教授

官公庁で活躍する
行政・試験所・
科捜研従事者

大学病院等の
薬剤部長

製薬企業等における
研究者・技術者・
医薬品情報担当者

薬学の学問領域

薬学系 経過選択

創薬科学類・薬学類（64名）

薬剤師国家試験

薬学類（35名）

博士前期課程
創薬科学専攻

特別選抜入試・一般選抜入試

創薬科学類（40名）

博士課程薬学専攻博士後期課程
創薬科学専攻

博士後期課程
までの一貫教育

博士課程
までの一貫教育

3年
3年制

1年

2年

4年

1年

1年

6年

1年

4年

3年（後）
3年（前）

～

1 年  6 名
2名

32名 32名

3名

2年制

4年制

4年制

6年制

1
2
3

創薬科学類（4 年制）

先進的な薬物療法の提供・管理

副作用の原因究明

人を対象とした薬学系研究

など、薬剤師として関わる医療現場から、
薬のプロとして教育研究に貢献する能力を養います。

薬剤師・薬学教育研究者として
貢献する

1
2
3

薬学類（6 年制）
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カリキュラム
Curr iculum

創薬研究者・薬剤師の養成に必要とされる標準的な科目に加え、ラボローテーションや附属病院・連携

薬局での実務実習等、本学独自の充実した内容の科目で構成されています。

薬学では、様々な化合物の物理的性質、化学的合成法、生物学的作用に加え、人体の仕組み、健康に影響

を及ぼす環境要因や病原体についても幅広く学びます。その上で、最新情報を収集し、問題点を見つけ出

し、解決策を考案するという研究に必要な能力も養います。

■医薬保健学基礎 I ～ II
■分析化学 I
■有機化学 I ～ II
■有機化学演習 I ～ II
■分子細胞生物学 I
■生体の機能
■生体の構造
■細胞分子化学
■衛生薬学 I

■薬学英語 I~II
■生命・医療倫理 
■物理化学 I~II I
■分析化学 II  
■有機化学 II I~IV
■有機化学演習 III~IV
■生薬学 
■分子細胞生物学 II~IV
■衛生薬学 II  
■薬理学 I~II
■薬剤学 I~II
■生体防御学  
■天然物化学 
■薬物治療学 I
■臨床薬物代謝化学
■製剤学 
■測定法と分析法を学ぶ I~II*
■有機化合物の扱い方を学ぶ *
■医療における薬を学ぶ I~II*
■生物の取り扱いを学ぶ I~II*　
　薬学海外AL実習 I~II*
　有機反応化学
　病態生理学
　生物有機化学

■医薬品化学
□無機薬化学
□東洋医学
□薬物治療学 II
□臨床検査学
□医療統計学 
□調剤学総論 
□臨床医学入門 
□臨床栄養学 
□薬物治療モニタリング演習 
□薬学関係法規 I 
□薬局薬学  
　薬学英語演習
　有機機器分析
　有機金属化学
　分子細胞生物学V
　毒性学 
　創薬科学
　化学療法学
　医薬品評価学 
　薬剤疫学 
　コミュニケーション論 

□薬学演習 I
□薬学研究 I
□臨床薬学特論
□多職種連携概論
□薬物治療演習
□医薬品情報学 
□医薬品安全性学 
□看護学入門 
□注射薬概論 
□服薬指導演習 
□プライマリケア演習 
□症例演習 
□医療における薬を学ぶ III*
　臨床心理学 
　薬学関係法規 II 
　健康権と医療 

□創薬科学演習
□創薬科学研究 I~II
　環境物理分析科学 
　創薬合成科学 
　基礎創薬論 
　応用細胞機能学

薬
学
類

創
薬
科
学
類

1年 2～3年前期 3年後期 4年

3年後期 4年

□薬学演習 II~I I I
□薬学研究 II~I I I
□総合薬学演習 
□実務実習 I~IV*
　チーム医療実習 * 

5～6年

海外の医療施設等の見学を含む薬学独自
の留学プログラムにより、幅広い視野を身
につけます。

薬学海外AL実習

物理、化学、生物、分析・衛生系の科目を
学びます。

様々な薬学分野の基本的な実験技術を身
につけます。

基礎実習

薬学基礎科目

創薬研究者や薬学教育研究者を目指すAO入試入学者には、本学大学院（博士（後期）課程）までの進学を前提に、
以下の特別プログラムが用意されています。 

AO入試入学者に対する特別プログラム

■医薬品化学
□薬学英語演習
□創薬科学
□ラボローテーションI~II I*
　有機機器分析
　有機金属化学
　無機薬化学
　東洋医学
　薬物治療学 II 
　臨床検査学 
　分子細胞生物学V
　毒性学 

研究室に所属し、創薬に関わる研究を行いま
す。卒業発表では成果をポスター発表します。

創薬科学研究（創薬科学類4年）

研究室本配属
研究室に所属し、授業や実習以外の時間は研
究に取り組みます。卒業発表では成果を口頭
発表します。

薬学研究（薬学類4～6年）

研究室本配属

次世代の薬剤師に求められるスキルや薬が原
因となる様々な問題の解決能力を学びます。

実務実習（薬学類5年）

学類
選択

必修科目：両学類共通（■）

各学類（□）

選択科目：両学類共通（青）

創薬科学類（赤）

薬学類（緑）

＊：実習科目

ラボローテーション（創薬科学類3年）

自分が本当にやりたい研究を見つける
研究室本配属前の早期体験

1年次～ 研究型思考のトレーニングアクティブ・ラーニング（AL）科目*3の履修

1年次後期～ 研究マインドの涵養早期ラボローテーション*2

2年次～ ティーチングトレーニング
・経済的サポートALA*1として低学年のAL科目をサポート

2年次前期 海外経験・英語力向上短期海外留学

3年次後期 研究活動の早期スタート希望研究室への早期優先配属

4年次（創薬科学類のみ） 早期アドバンスト教育大学院（博士前期）科目の特別聴講

研究室配属以降 研究力・英語力の向上海外ラボへの留学・国際学会への参加

博士（後期）課程入学後 経済的サポート大学院入学金分を給付

博士（後期）課程在籍時 経済的サポート奨学金の給付

*1 ALA：アクティブラーニングアドバイザー

*2 早期ラボローテーション：3年後期科目「ラボローテーションⅠ～Ⅲ」よりも先に、複数の研究室を順番にローテーションして研究の最前線を体験

*3 アクティブ・ラーニング科目：学生が能動的に授業に参画する科目

博士支援
特別奨学金

卓越リーダー
育成奨学金

修士特別選抜奨学金
（創薬科学類のみ） 

国際リーダー育成奨学金

※薬学系学生支援奨学金制度p.14参照

専門分野の異なる6つの研究室に短期間ず
つ所属し、それぞれの研究を体験すること
で、自分にあった研究分野を見つけます。
ラボローテーションは本学独自の科目です！
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メッセージ

在学生 卒業生

Message

■製薬企業等

■官公庁　岐阜県、 京都府、 富山県、 新潟県 など 

■大学・研究所等

味の素、 アストラゼネカ、アルプス薬品工業、 大塚製薬、 大原薬品工業、 小野薬品工業、 花王、 
科研製薬、 北里第一三共ワクチン、 北日本製薬、 キッセイ薬品工業、 救急薬品工業、 キョーリン
リメディオ、 協和ファーマケミカル、 キリン、 小太郎漢方製薬、 小林化工、 小林薬品工業、 金剛
化学、 剤盛堂薬品、 佐藤製薬、 資生堂、 ゼリア新薬工業、 第一三共プロファーマ、 大正製薬、 大鵬
薬品工業、 高田製薬、 武州製薬、 田辺三菱製薬、 テイカ製薬、 トーアエイヨー、 東ソー、 東レ、 
東和薬品、 富山化学工業、 鳥居薬品、 日産化学工業、 日本イーライリリー、 日本ゴア、 日本新薬、 
日本臓器製薬、 日本たばこ産業、 久光製薬、 富士化学工業、 富士薬品、 藤本化学製品、 富士フィルム
RI ファーマ、 マルホ、 持田製薬 など

大学院博士前期（修士）課程
創薬科学専攻 修了生

創薬科学類（４年生）卒業生

平成 27～29 年度卒業・修了生

主な就職先創薬科学類 薬学類 主な就職先

■進路

創薬科学類 4 年　小島 麻衣子

私は石川県出身です。薬学に興味はあったものの明確
な将来像を描けていたわけではありませんでしたの
で、地元という地の利もあり、学類を選択できる金沢大
学を選びました。本学では、同じキャンパス内で、自分
の学類に関わらず、共通科目やサークル等を通して他
学類との広い交流を持つことができます。私自身は、
大学生活を送るうちに視野が広がり、創薬科学類を選択しました。なぜなら、薬剤
師以外の選択肢があることがわかったからです。現在は有機系の研究室に所属し、
日夜研究に励んでいます。これから自分の将来を考え、世のため人のためになるよ
うな仕事に就くという大きな夢を叶えたいと思っています。

薬学類 4 年　竹本 誠也

私が金沢大学を選択した理由は3年次後期から薬およ
び創薬科学類に分かれる経過選択制があったからで
す。3年次まで化学や生物学などの基礎科目や薬理学、
薬物動態学といった薬学ならではの授業を受けること
ができ、その中で興味のある分野を探し、将来何をし
たいのかをじっくり考えることができました。様々な授
業を受ける中で、私は薬剤師でありながら医療の現場で「研究者」として活躍した
いと考え、薬学類を選択しました。現在は研究室に配属され、先生方が熱心に指導
してくださる恵まれた環境の中で自分の興味のある分野の先駆的な研究をしてい
ます。高校生の皆さん、薬学に少しでも興味があるならぜひ金沢大学 薬・創薬科
学類で「なりたい自分」を探しませんか。

博士前期課程 創薬科学専攻  1 年　石井 卓也

研究室での実験は、毎日が「世界初」です。化学が楽
しい、大好きな実験をやりたい、と有機化学系研究室
の門を叩いた私。世界最先端研究チームの一員となっ
た今、その思いは「新たな発見、発明を成し遂げたい」
という、強い希望となって私を突き動かしています。
私の研究は、これまで実現困難だった分子変換反応
の開発です。難しい局面には何度もぶつかりますが、日々の議論や、自らの手に
よる実験でこれを乗り越えていきます。そして、良いデータが得られた時が感動
の瞬間です。こうして開発した反応が、自分の名前の入った学術論文として世界
に公開されたときには、鳥肌がたちました。金沢発の世界初を、一緒に創り出し
てみませんか？

博士前期課程 創薬科学専攻 1 年　岩本 結

学部3年生の冬に研究室に配属され、そこから卒業
までは約1年。私は将来、研究職に就きたいと考え
ており、研究における考え方や進め方についてより
深く学びたいと思ったため大学院に進学しました。
現在私は学部時代に興味を持った薬物動態学の研
究室に所属しています。大学院は自分が面白いと
思ったことをじっくり学べる場所であり、さらには先生方・先輩方の熱い指導を
いただける、とても恵まれた環境です。また、趣味の吹奏楽にも打ち込み、私
は忙しくも充実した生活を送っています。高校生の皆さん、自分の興味を大切
に、悔いのない進路選択をしてください。応援しています！

博士課程 薬学専攻 3 年　スタッブ 由紀子

薬学類在学中の実務実習で、副作用などの薬が原因
となる問題がたくさんあることを体験しました。また、
研究室では基礎研究に取り組み、誰も知らないこと
を解明する楽しさを知りました。そして、将来は、薬
の副作用などで苦しむ患者さんを自分の研究で助け
られる薬剤師・研究者になりたいと考え、大学院へ
の進学を決めました。今は、薬の副作用が出現する原因やそのメカニズムを解
明するための研究を行っています。大学院の指導教員だけではなく、医師とも
自分の研究内容についての意見交換をしており、毎日が充実した日々です。こ
れからの薬剤師には、臨床現場で研究をすることが求められています。ぜひ、
金沢大学で一緒に薬剤師・研究者を目指しませんか？

博士後期課程 創薬科学専攻 1 年　深澤 和也

私は、高校生の頃から、病気が起こる原因やヒトの身体の仕
組みに興味があり、金沢大学薬・創薬科学類を志望しました。
現在は、博士後期課程に進学し、マウスや臨床サンプルを用
いて、がんや骨についての研究を行っています。将来、研究
者として活躍し、新規の生命現象や概念を発見することを目
標としています。金沢大学薬・創薬科学類では、幅広い分野
において、世界に先駆けた研究が行われており、高い水準での薬学教育を受けることが出
来ます。私は、漠然とした気持ちでも、何かに興味を持つことこそが原動力に繋がるのでは
ないか、と考えています。皆さんは、” くすり ”、” 病気 ”、” 生命現象 ”、” 実験 ”、” 研究 ”
に少しでも興味はありませんか。金沢大学薬・創薬科学類には、これらに対する興味や好奇
心を十分に満たす環境が、きっとあると思います。皆さんも一緒に学びませんか。

進
路
と
就
職 1 位

薬剤師
国家試験合格率

100%/1位

100%/1位

平成 29 年度

（国公立大学 17 校中）

97.1%/2 位

青木 裕子（1980 年卒業）
「個別化治療を目指した新薬の開発研究」

私は薬学を卒業した後に製薬会社の研究所に就職し、“薬”を
創製して開発するという仕事に携わってきました。そこでは
様々な学問・知識が必要とされ、幅広い分野の学問（化学、物理学、生物学など）を学ぶ
事のできる薬学に在籍していた事の有難みを痛感しました。自分自身は修士課程で生物
学を専攻し、それを活かした役割を担ってきましたが、他の分野も理解している事が本当
の意味でのチームワークと“創薬”の生産性に繋がります。私は大学時代に講義を受けた
“個別化治療”の有用性が忘れられず、ずっとその夢を持って創薬・開発を続け、肺癌の
患者様に対する新規薬剤を世に送り出す事ができました。皆様も大きな夢を持って、“薬
学”に励んでいただければと思います。夢は必ず叶います。

エーザイ株式会社
癌領域ポートフォリオマネジメント部　シニアディレクター

莚田 泰誠（1986 年卒業）
「患者のためのゲノム医療の担い手に」

ゲノム情報を用いることにより、個人の体質や症状に応じた、
より安全で適切な薬物治療や病気の予防が可能となる「ゲノ
ム医療」が実現されつつあります。事前の遺伝子検査によって、より有効な薬や適切な用
量を選択したり、重篤な副作用を回避したりすることができれば、患者さんのベネフィッ
トにつながることは言うまでもありません。薬学では、薬の専門家を育成するための従来
の教育に加えて、近年、遺伝学やゲノム情報の活用についてのカリキュラムも充実してき
ており、卒業生はゲノム医療の担い手となるだけではなく、遺伝子検査を開発・臨床応用
するためのゲノム医学研究に研究者として参画することも期待されています。

理化学研究所　生命医科学研究センター  
ファーマコゲノミクス研究チーム　チームリーダー

熊本 卓哉（1991 年卒業）
「世界の薬学への貢献」

学部学生時代、私は周囲の先生方や先輩たちに「海外で仕事がした
い」と言っていた気がします。今思うとどの程度真剣だったか定かで
ありませんが、教員になってから留学する機会があり、外国での生活を経験しながら、最先端の
研究に挑戦することができ、また多くの知り合いを作ることができました。その後も、世界の薬学
の在り方を議論する団体に加わり、自分の専門とする有機化学の領域にとどまらず、創薬や薬の
環境問題に関する情報を世界に発信するだけでなく、世界各国の「薬学」全体の動向に触れつつ、
そこで得た有益な情報を日本の薬学にフィードバックできるよう、日々活動しています。昨今イン
ターネットの発達で情報が手に入りやすくなっていますが、face-to-face でのやり取りはドキドキ
感が違います。金沢大学は、皆さんが世界に踏み出す第一歩になると信じています。

広島大学大学院医歯薬保健学研究科
創薬合成化学研究室　教授

宝田 剛志 （2002 年卒業）
「大学で働く科学者」 

みなさん、科学者にどんなイメージを持ってますか？ノーベル
賞を受賞した山中伸弥先生とか？大学で働く先生は、皆さんの
思う科学者のイメージに一番ぴったりくるものです。人の体の仕組みで、不思議だな、こ
れってどうして？といった疑問を自身の手で解決することもできるし、科学の力で病気を
治したいといったことにチャレンジすることもできます。知的好奇心も満たせて、世の中
の役に立つこともできるなんて素敵な職業ですよね。僕は高校生の時、人の体の仕組み
が、なんとなく気になっていて、進路の先生と相談して金沢大学を選びました。そんな気
持ちを大人になっても持ち続けられていて、職業とできているのは、金沢大学のおかげで
す。ぜひ、金沢大学へ！ 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
組織機能修復学分野　独立准教授

高木 信伍 （2005 年卒業）
「人々の健康を守るために」

私は、病気に立ち向かう患者さんが必要とする最もよい薬を届ける
ため日々、創薬研究に励んでいます。創薬研究ではこれまでに得た
知識や経験から仮説を立て、実験による検証を繰り返すことで、よく効き、安全で、服用しやすい
薬を創りあげていきます。仮説と結果が一致したときの喜びは研究の醍醐味であり、その実現に
は化学や生物学などの理解は当然のことながら、薬の作用や副作用、薬がどのように体内を巡る
かなど様々な角度から薬を理解することが重要となります。金沢大学では創薬に必要な総合科学
の知識と高度な研究を学ぶことができ、創薬の現場でも通用する力を身に着けることができまし
た。皆さんがまだ見ぬ新薬を創り、人々の健康を守る一員となる日をお待ちしています。

塩野義製薬株式会社　開発研究所
薬物動態研究部門　研究員

宮坂 知幸 （2012 年卒業）
「薬事行政を通して日本の未来に貢献する」 

薬系行政官として、現在は医療機器の審査を担当しています。
入省後、化学物質管理（化対室）、成長戦略策定（内閣官房）、
医療機器保険償還（経済課）、とクスリに直接関係することはあまりありませんでしたが、
どのポストでも薬学で得た知識・考え方が活用できていると感じています。行政官は、関
係者の話を良く伺いその意図・趣旨を正確に理解するとともに、数字と言葉で相手を説
得し調整することが主な仕事ですが、例えばこれらは、患者対応における傾聴のカリキュ
ラムや研究室での生活などを通して、身につけることが可能です。薬学卒の就職先として
は少し変わった職種かもしれませんが、薬事行政を通して日本の未来に貢献してみるの
も面白いと思いませんか？

厚生労働省 医薬・生活衛生局
医療機器審査管理課 主査

【博士前期課程修了後】

【博士後期課程修了後】

金沢大学薬学系、 城西大学薬学部、 九州保健福祉大学薬学部、 国立感染症研究所、 コロンビア
大学（博士研究員）、 Cincinnati Children‘s Hospital Medical Center（博士研究員）など

■製薬企業等 小野薬品工業、 大正製薬、 大鵬薬品工業、 武田薬品工業、 テバ製薬、 栃本天海堂、 
マルホ、 三井化学 など

■病院

■薬局等

■大学・研究所等 

大学附属病院（金沢大、 金沢医科大、 京都大、 自治医科大、 帝京大、 浜松医科大、 藤田保健衛生大、 和歌山県立医科大）、 赤十字
病院（金沢、 名古屋第一、 福井、 富山、 長浜、 長岡、 前橋）、 石川県立中央、 一宮市立市民、 伊那中央、 青山、 大阪府立病院機構、 
神奈川県警友会、 金沢医療センター、 金沢循環器、 金沢市立、 木沢記念、 岐阜県総合医療センター、 岐阜県立多治見、 草津
総合、 恵寿総合、 国立病院機構、 静岡医療センター、 篠ノ井総合、 信楽園、 城山、 千里中央、 地域医療機能推進機構、 富山県立
中央、 高岡市民、 トヨタ記念、 中嶋、 長野市民、 福井県済生会、 福井循環器、 三重県立総合医療センター、 山形済生会 など

【薬学類卒業後】

【博士課程修了後】

近畿大学薬学部、 摂南大学薬学部、 ノースカロライナ州立大学（博士研究員）、 St. Jude Children’s 
Research Hospital（博士研究員）など

■官公庁　厚生労働省、 石川県、 富山県、 福井県、 長野県、 群馬県、 栃木県 など

アインファーマシーズ、 アルプ、 ウェルシア薬局、クスリのアオキ、 グランファルマ、 総合メディカル、 中部薬品、 
日本調剤、 ファーマケアふたば薬局、 ファーマみらい、 プラス、 ヘリックスケアファーマ、  友愛メディカル など

■製薬企業等 アクティブファーマ、 科研製薬、 廣貫堂、 小林化工、 参天製薬、 大正製薬、 大日本住友製薬、 日東
メディック、 日本新薬、 日本曹達、 富士薬品 など

進学

90%
就職

82%
就職

97%

就職 6% 進学 9%その他 4% その他 9% 進学 3%

平成 27～29 年度卒業生

平成 28 年度

平成 27 年度
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研究室紹介 “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

Laborator ies

私たちは触媒の力
でクスリの未来を創
るという目標に向
かって研究を展開し
ています。有機化学
をベースに、多彩な
機能と高い活性をもつ触媒（遷移金属錯体触媒、有機分子触媒、不斉触媒、
固体触媒など）を合理的かつ精密にデザインし、革新的で斬新な分子変換
反応を実現します。入手容易な化学原料から複雑な高付加価値有機分子を
単純かつ迅速にそして無駄なく合成し、医薬・農薬の開発や生命科学研究
の未来を切り拓きます。

教授：大宮寛久／准教授：稲垣冬彦／助教：安田茂雄／理事・副学長：向 智里

▶新しい分子変換反応の開発
▶有機合成触媒のデザイン
▶医薬品および医薬品候補化合物の合成

精密分子構築学

化学は、世の中のあらゆる化合物の根
源を突き詰める学問で、諸科学と密接
に関連し、自然科学の中心＝セントラル
サイエンスと呼ばれています。生物有
機化学研究室では、「化学」を深く理解
し、分子や電子の性質を利用して新しい
化学反応や反応剤を開発しています。
これらの反応や反応剤は創薬などのモ
ノづくりに役立つだけではなく、生命現
象を解明するためのツールへと応用さ
れます。化学を基盤とした自然科学への挑戦が研究室のメインテーマです。

教授：国嶋崇隆／准教授：北村正典／助教：山田耕平、三代憲司

▶トリアジンを基盤とした革新的な反応剤の開発
▶生命科学への応用を目指した新規反応の開発
▶生体分子の機能解明を志向した化学修飾法の開発

生物有機化学

教授：中西義信／准教授：倉石貴透

▶微生物感染によらずに誘導される自然免疫反応の研究
▶常在微生物と宿主との相互作用に関する研究

生体防御を司る免疫シス
テムには自然免疫と獲得
免疫とがあります。このう
ち自然免疫は、外来微生
物の感染時のみならず非
感染時にもさまざまな疾
患の防止に働きます。一
方、健常時にも体内に存
在する常在微生物は、宿
主との相互作用を通じて生体恒常性の維持に寄与します。私たちの研究
室は、自然免疫と常在微生物の役割を解明して、自己免疫疾患、感染症、
癌などを予防・治療する新しい医療や薬の開発につなげます。

生体防御応答学

教授：松永 司／准教授：猪部 学、若杉光生

▶傷ついた DNA を修復する細胞内メカニズムの解明
▶DNA 修復研究を通したがんの予防と治療に関する研究
▶免疫細胞の増殖と細胞死の制御機構に関する研究

私たちの細胞のDNAは、様々な要
因によって日常的に傷ついており、
これらは細胞の老化やがん化の原
因となります。幸い、細胞には
DNAの傷を治すしくみ（DNA修復）
がありますが、傷を受けすぎた場
合やDNA修復に異常が生じた場
合は防ぎきれません。一方、がん
治療に用いる抗がん剤の多くはがん細胞のDNAを傷つけて退治しますが、が
ん細胞がもつDNA修復能力はこれに抵抗します。私たちは、DNA修復のメカ
ニズムを解明して、がんの予防や治療に役立てることを目指しています。

遺伝情報制御学

マラリアは世界100ヶ国以上で感染が蔓
延しており、毎年50万人も死亡する最悪
の感染症です。感染による免疫が得られ
にくく、そのため生涯に何回も感染して
しまいます。ワクチンが切望されていま
すが、未だ開発されていません。我々の
研究室では、マラリア原虫の病態モデル
としてマウスのマラリア感染実験モデル系を確立しており、感染免疫学、分子
生物学、タンパク工学を駆使してマラリア原虫の生物学、宿主免疫からの回
避機構、肝臓期マラリア原虫に対する自然免疫応答、及びこれらの研究を基
盤としたマラリアワクチン開発研究に挑戦しています。

教授：吉田栄人／准教授：伊従光洋／助教：田村隆彦

▶細胞性・液性免疫応答を誘導するマラリアワクチン研究
▶肝臓期マラリア原虫に対する自然免疫応答の解析研究
▶コラーゲン刺激誘導性の血小板凝集の阻害剤の開発研究

ワクチン・免疫科学

教授：玉井郁巳／准教授：中西猛夫／助教：小森久和

▶薬物トランスポーターと薬物および薬食相互作用
▶トランスポーターを基盤とする生理機構解明と創薬
▶薬物動態新規評価手法の創出

トランスポーター（輸送体）は、細
胞内外の物質交換に働き、生体恒
常性維持に貢献しています。私達
の研究室では、生理的役割が不明
な輸送体の機能解析を進め、創薬
に挑戦します。他方、薬物を認識
する輸送体に薬物や食物の成分が
作用すると、しばしば薬物の毒性
が発現します。私たちはこの問題
を解決するために、薬物動態評価系構築に取り組み、輸送体上での薬物
及び薬食相互作用を解明を目指し、薬物の適正使用に貢献します。

薬物動態学

教授：金田勝幸／准教授：檜井栄一／助教：出山諭司

▶薬物依存症などの精神疾患の発症機序に関する研究
▶精神疾患治療薬の作用メカニズムに関する研究
▶運動器疾患克服に関する研究

薬理学

麻薬の摂取やストレスによ
り、薬物依存症やうつ病な
どの精神・神経疾患が、ま
た、骨軟骨組織の代謝異常
により骨粗鬆症などの運動
器疾患が引き起こされます。
私たちは、これら疾患の発
症メカニズムを分子生物
学、電気生理学、および、行動薬理学の手法を駆使することによって、分子
から個体レベルで明らかにすることを目指しています。これにより、新たな創
薬ターゲットの提案と新規治療薬の開発につなげることに貢献していきます。

教授：中島美紀／准教授：深見達基／助教：中野正隆

▶創薬ならびに医薬品適正使用のための薬物代謝研究
▶ノンコーディング RNA を利用した育薬研究
▶医薬品副作用の発症機序解明および予知予防研究

薬の多くは体内で代謝され、
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、逆に示すようになったり、
さらには副作用を引き起こし
たりします。この代謝能力が患
者間で異なることが、薬の効
き方や副作用の個人差の原因
となります。私たちは、薬の代
謝について遺伝子レベルで、または酵素学的に詳細に解析することで、薬の適
正使用や個別化医療ならびに創薬を推進する研究を行っています。

薬物代謝安全性学

薬を使った病気の治療（薬物治
療）を適切に行うための研究を
行っています。メタボロミクスと
いう技術を使ってヒトの体内に
存在するさまざまな物質を測定
し、薬物治療や健康のバロメー
タになる物質を探索します。ま
た、抗がん薬のように副作用の
強く出る薬の体内動態を解明し、安全な治療に貢献します。健康維持に働
く物質をメタボロミクスで見つけ応用する研究も行っています。病気に関
係する膜輸送体と呼ばれるタンパク質に着目する点に特色があります。

教授：加藤将夫／助教：増尾友佑、荒川 大

▶薬物治療を評価するバイオマーカーの探索研究
▶抗がん薬等の最適な薬物治療を目指した研究
▶健康食品、ビタミンの探索による病気予防の研究

分子薬物治療学

医薬品や創薬ターゲッ
トとなる化合物は主と
して有機分子です。有
機化学はこの有機分子
を自由に設計、構築、
変換し新たな分子の創
製や、目的の化合物を
合成することができま
す。中でも新たな炭素骨格の効率的構築法を開発することは、生理活性天然
有機化合物などの複雑な炭素骨格をもつ分子を構築するために大変重要な
研究です。このことから、新しい炭素骨格構築法の開発と生理活性有機化合
物の全合成を通して、新たな創薬ターゲット分子の創製に貢献していきます。

教授：松尾淳一／准教授：吉村智之

▶新しい炭素骨格構築法の開発
▶天然有機化合物の全合成研究

機能性分子合成学

本研究室では、病巣（腫瘍）の
有無だけではなく、良悪性や
薬が効きやすいかなど病気の
性質の情報を与える診断薬（放
射性薬剤）の開発、そして、診
断薬と組み合わせて使うことが
できる治療薬の開発を行うこと
により、診断と治療の融合を意
味するセラノスティクスという
新しい概念の実現を目指しています。これら研究は、各々の患者に適切な
治療を行う個別化医療に大きく貢献します。

教授：小谷 明／准教授：小川数馬／助教：黄檗達人

▶新規白金抗がん剤の創薬開発
▶がんの包括的診断・治療用分子プローブの開発研究
▶様々な疾患診断のためのイメージングプローブ開発研究

臨床分析科学

基礎と臨床の連携を積極的に行う事
により、医療薬学分野の発展と学問の
確立を目指し研究を行っています。具
体的には、実験動物や細胞を用いた
基礎研究、人を対象とした臨床研究や
ビッグデータの解析を駆使し、市販後
の医薬品の臨床における様々な問題
点の解決と、薬物治療の最適化を目指
しています。そのための行動範囲は、
研究室、病院、薬局にとどまらず、地域住民の健診活動にも協力しながら、薬剤師とと
もに、地域住民の健康と医療に貢献するために教育、研究、診療活動を行っています。

教授：荒井國三、松下 良、石﨑純子／准教授：菅 幸生／助教：石田奈津子、谷口剛史

▶医薬品の有害事象の克服と、その科学的原因究明
▶地域住民の協力による医薬品適正使用のエビデンス創出
▶希少疾患患者への薬物治療改善の提案とサポート

臨床薬物情報学
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［研究室紹介］ 新しい薬の発見や創製をめざす研究者を育成します

准教授: 高橋広夫／助教: 福吉修一

▶医療・生命情報ビッグデータ解析の方法論開発
▶統計・情報学に基づく有用情報の濃縮・同定

近年、コンピュータを
使って効率的に医薬品の
標的を発見するための方
法論が盛んに研究されて
います。私たちの研究室
では、コンピュータ解析
に基づき、生体内の膨大
な網羅的な観測データか
らの効率的な治療標的分
子の探索法開発や実際
の医薬品開発への応用
を行っています。

活性相関物理化学

准教授：坪井宏仁／助教：吉田直子

▶慢性炎症の中枢への影響に関する心身医学・疫学研究
▶偽造医薬品の流通実態と鑑別精度向上に関する研究

国際保健薬学

准教授：Gary Ross

▶英語学習者のための音声認識の活用及びスピーチパターン分析
▶モバイル環境におけるコンピュータフィードバックが英語学習にもたらす効果

研究については、英語の授業で
のオンラインラーニングの役割
について、調査しています。こ
の調査は三つに分けられます。
（１）授業での携帯やタブレット
などの利用と学生の自主的な使
用 （Autonomy）について、（２）
語学学習のツールとしてのコン
ピューターによるスピーチ 
（Speech Synthesis） の開発と、英語学習者によるオンライン音声認識 
（Speech Recognition）の精度の向上、（３）英語学習者支援のための共通パ
ターン発見とその日本語と英語のデータベース分析 （Language Corpus）。

国際薬科学

附属病院薬剤部研究室は、よ
り安全で有効性の高い個別薬
剤療法の実現のために、製剤
特性、病態、併用薬物、薬物ト
ランスポーターや代謝酵素な
ど、治療効果と安全性に影響
を及ぼす個人間および個人内
の要因を解明するとともに、す
べての世代の人々が安心でき
て継続可能な医療体制における次世代の薬剤師ロールモデルを確立するた
めに、基礎と臨床両面での研究とフィールドワークに取り組んでいます。

教授：崔 吉道／准教授：嶋田 努／特任助教：赤下 学

▶個別薬剤療法確立のための分子薬物動態学的研究
▶副作用回避のための臨床薬物動態学的研究
▶継続可能な医療体制における薬剤師ロールモデルの確立

附属病院薬剤部

①末梢の慢性炎症および酸化状態と心理的特性および内服薬を調査し、国際
比較も行い、身体疾病やうつ病の予防に貢献します。②国際流通する医薬品
を調査・分析することにより、偽造医薬品の実態を追究するとともに鑑別法
を開発し、その発生・蔓延の抑止に貢献します。

教授：鈴木 亮／准教授：鳥羽 陽／助教：長田夕佳

▶アレルギー疾患の発症メカニズムに関する研究
▶アレルギー応答を制御する内的・外的因子の探索
▶環境汚染物質の環境動態と曝露評価に関する研究

花粉症、アトピー性皮膚炎、食物ア
レルギーに代表されるアレルギー疾
患は、世界的にもその患者数は増加
の一途をたどっています。アレル
ギー疾患は、食品や環境物質などが
アレルゲンとしてアレルギー担当細
胞を活性化することによって引き起
こされます。我々は、アレルギー疾
患の発症メカニズムについて、遺伝
子・分子・細胞・動物そして環境因
子までを研究対象とし、新規治療法の開発を目指しています。

衛生化学

准教授：後藤（中川）享子、佐々木陽平／助教：斎藤洋平、安藤広和

▶探索 : 熱帯雨林産植物からの新規生理活性天然物の探索　
▶創薬 : 天然物を基盤とした創薬研究
▶生薬 : 漢方薬原料の国産化と品質に関する研究

 “天然資源” は古くから伝承薬と
して用いられ、現在では “医薬品
資源”としての役割を担っていま
す。私たちは、薬草などの植物か
ら新規な薬効成分を発見し、有
機化学的手法と生物学的検証に
より医薬品化することを目指して
います。また、国内屈指の薬用
植物園を利用して、栽培やDNA
配列に基づく系統解析など、漢
方薬原料生薬の国産化と品質に関する研究を行っています。

分子生薬学

共焦点レーザー顕微鏡

グローブボックス

LCMS/MS

次世代シーケンサー

フローサイトメーター

単結晶自動X線構造解析装置

細胞培養

充実した設備：最先端研究をサポート

写真の設備の他にリアルタイム PCR、有機化合物の分析機器（NMR、元素分析装置、質量分析計）などの

共用機器や動物実験施設などを利用し最先端の研究を効率的に推進できます。

In vivo発光・蛍光イメージング装置
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入試案内

奨学金制度

一般入試（前期日程）、AO 入試、理系一括入試（後期日程）を実施しています

金沢大学薬学系学生支援奨学金制度（1 5 0 周年記念 )

詳細は右記の URL を参照してください (http://www.jasso.go.jp)。　

一般入試  
（前期日程）

募集定員

一般入試

AO 入試

理系一括入試

センター試験（800 点満点）

個別学力検査（1200 点満点）

1月中旬

2月下旬

国語（100 点） 地歴または公民（100 点）数学（200 点）理科（200 点） 外国語（200 点）
※理科：物理と化学の 2科目

数学（300 点） 理科（600 点）外国語（300 点）　※理科：物理と化学の 2科目

AO 入試

センター試験（1000 点満点） 1月中旬

2月上旬

国語（100 点） 地歴または公民（100 点） 数学（300 点）理科（200 点）外国語（300 点）
※理科：物理と化学の 2科目

理系一括入試
（後期日程）

センター試験（200 点満点）

個別学力検査（300 点満点）

1月中旬

3月上旬

数学（100 点） 外国語（100 点）

理科（300 点）　※物基・物理もしくは化基・化学から 1科目

次世代のリーダーとしての創薬研究者、薬学教育・研究者をめざす AO 入試入学者および博士（後期）課程進学者を経済的にサポートします。

創薬科学類
（4 0 名）

薬学類
（3 5 名）

創薬科学類と薬学類を一括募集し、適性、希望、学業成績等を考慮の上、
3 年次後期に各学類へ配属されます。

6 4 名

6 名

2 名

3 名

̶

第一次選考

第二次選考

書類選考・センター試験（1000 点満点中 750 点以上）

小論文 (50 点）面接（100 点）

2 年次進級時に創薬科学類へ配属されます。

大学院博士後期課程（創薬科学類）および大学院博士課程（薬学類）
までの一貫教育を希望する方を募集し、入学時より各学類へ配属されます。

※博士支援特別奨学金（1 5 0 , 0 0 0 円 / 年）

博士後期課程創薬科学専攻または博士課程薬学専攻に入学後、
奨学金を給付します。

卓越リーダー育成奨学金（2 8 2 , 0 0 0 円）

博士後期課程創薬科学専攻または博士課程薬学専攻に入学後、
大学院入学金に相当する額を奨学金として給付します。

※修士特別選抜奨学金（3 0 , 0 0 0 円）

博士前期課程創薬科学専攻特別選抜入試で入学後、
選抜入試費に相当する額を奨学金として給付します。

国際リーダー育成奨学金（3 0 , 0 0 0 円）

2 年次の短期留学プログラム参加時の補助金として奨学金を給付します。

博士後期課程
創薬科学専攻
（3 年）

博士課程
薬学専攻
（4 年）

博士前期課程
創薬科学専攻
（2 年）

創薬科学類
（4 年）

薬学類
（6 年）

医薬保健学域

大学院医薬保健学総合研究科

※一般入試および理系一括入試入学者にも適用されます。

　本学の予算状況等により、給付額を見直す可能性があります。

最新の施設：恵まれた教育環境

モダンで高い機能性を備えたキャンパスで共通教育科目や基礎的な薬学専門科目を学んだのちに、

基礎と臨床の両研究に関するより高度な専門科目を学びます。

アカンサス薬局自然科学1号館薬学実習室前

自然科学本館（講義棟）角間キャンパス南地区

講義室

ゼミ室

薬草園メディア演習室

薬学実習室

金沢大学薬学創立 150 周年を記念して、
「薬学系独自」の奨学金制度を創設しました！

まだ進路が明確じゃないけど、薬学には強い興味と関心があるなら…

将来の進路が明確なら…

幅広い分野にまたがって強い興味と関心を持っているなら…

独立行政法人日本学生支援機構の奨学金制度
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