
期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P20010-01医薬品情報学特論

後期 2  1 授業形態:講義原　周司、神村　英利、江川　孝、緒方　憲太郎、冨永　宏治、林　稔展、右田　啓介

◎－－－　授業の概要　－－－◎

　薬剤師は，医薬品を正しく取り扱い，また患者に対して医薬品の適
正使用に貢献することが義務となる。それに必要な医薬品情報を理解
し，情報の収集，評価，加工，提供，管理に関する基本的ならびに応
用的知識，技能，態度を習得しなければならない。更に患者の他にも
医薬品に係る広い職能分野での活用も不可欠である。
　本特論では，これらの講義を行うとともに，医薬品の有用性と安全
性に関する更なる改良等について探索的方法や知識についても講義を
行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 薬害の歴史を通し、安全対策を構築できる。
2. 実際の薬物療法に対して、医療倫理的配慮ができる。
3. 医薬品情報の科学的評価を行う統計学の基礎知識と応用について説
明できる。
4. 医薬品の有効性と安全性に関する更なる改良について探索できる。
5. 医療現場における医薬品情報提供について説明できる。
6. 添付文書の記載内容を理解し、患者へフィードバックできる。
7. 医薬品の副作用に関する初期症状を説明できる。
8. EBMの基本概念とその有用性を、代表的な医薬品について説明でき
る。9. 代表的な抗がん剤使用に関する注意点を説明できる。
10. 医師などの医療人に対して医薬品情報提供ができる。
11. 処方支援における医薬品情報を収集できる。
12. がん化学療法のEBMを収集し、評価できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

課題レポートの評価（60%）、取組・発表の評価（40%）。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特になし。必要な時に参考文献などを配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

各回の事前学習として、予習を2時間程度すること。指定した文献お
よび資料に目を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また授業後に
は事後学習として、復習を2時間程度すること。授業終了時に示す課
題について、まとめておくなどして理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（全15回）
第1回～15回の中で、次の項目に関して実施する。
第１回～第２回　薬害の歴史・医療倫理・安全対策（江川
　孝）
第３回～４回　統計学の基礎知識と演習（右田　啓介）
第５回～第７回　医薬品の有効性と安全性（原　周司）
第８～第９回　医療現場における医薬品情報提供・患者へ
フィードバック（神村　英利）
第１０回～第１１回　副作用の初期症状・EBMの収集（冨
永　宏治）
第１２回～第１３回　がん化学療法対する各レジメンの評
価（緒方　憲太郎）
第１４回～第１５回　化学療法に対する支持療法（林　稔
展）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10015-01医薬品設計学演習「原クラス」

２年通年 6  1 授業形態:演習原　周司
◎－－－　授業の概要　－－－◎

医薬品を適正に使用するためには、市販後初めて問題となることが多
い。たとえば、効果のバイオマーカーの不明瞭、患者側の遺伝的要因
または肝・腎機能等の低下による無効化または副作用の発現がある。
これらの問題を解決しなければ、医薬品を安全に効果的に使用するこ
とができない。
現在問題となっていることを臨床現場および論文等により探して、解
決法を議論する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・問題を自分の言葉で明確化できる。
・問題に対して解決法を構築できる。
・問題に対し、他の人と論理的に議論できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

レポート(50%)、学習態度(50%)により総括的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

資料（論文）を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

問題となる疾患や治療法などを予め予習しておくことが望ましい。
※各回の事前学習は90分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を90分程度すること。各回終了時に示す課題について、まとめておく
などして理解を深めること。不明な点や興味を持った事項について追
加で学習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回～第30回の中で、以下の項目に関して実施する。
１）目標とする論文を検索
２）論文内容の説明
３）問題の解決策を考案
４）論理的な説明・発表



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10015-02医薬品設計学演習「右田クラス」

２年通年 6  1 授業形態:演習右田　啓介
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　現在使用されている医薬品の作用点は、受容体や酵素などの生体内
のタンパク質を標的部位としているものが多い。開発された医薬品
は、作用点となる受容体や酵素と結合して薬理作用を示すことから、
薬物の構造とその作用部位である受容体や酵素の構造および機能を理
解することが重要である。本クラスでは、特に受容体の構造的特徴お
よび解析方法について概説し、効果や副作用の指標（バイオマーカー
等）や新薬のデザインについて討議する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・医薬品の分類を理解できる。
・医薬品の安全性および有害事象を説明できる。
・医薬品が作用する受容体の性質および特徴を理解できる。
・医薬品の効果や副作用の指標を考案することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

レポート(50%)、学習態度(50%)により総括的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

資料(論文)を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

医薬品と生体に関する基礎知識を予習しておくことが望ましい。事前
に資料を読んでおくこと。
※各回の事前学習は90分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を90分程度すること。各回終了時に示す課題について、まとめておく
などして理解を深めること。不明な点や興味を持った事項について追
加で学習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

30回の講義の中で、以下の項目に関して講義および討論を
行う。
第1回～第10回：医薬品の分類、生体における
　　　　　　　　　　　作用、安全性と有害事象
第11回～第20回：生体側の医薬品の作用点と
　　　　　　　　　　　なる受容体の特性、受容
　　　　　　　　　　　体の性質を解析する方法
第21回～第30回：医薬品の効果や副作用の指
　　　　　　　　　　　標を考案し、討論する。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10016-01医薬品設計学特別実験「原クラス」

２年通年 12  1 授業形態:実験原　周司
◎－－－　授業の概要　－－－◎

医薬品を適正に使用するためには、市販後初めて問題となることが多
い。たとえば、効果のバイオマーカーの不明瞭、患者側の遺伝的要因
または肝・腎機能等の低下による無効化または副作用の発現がある。
これらの問題を解決しなければ、医薬品を安全に効果的に使用するこ
とができない。
現在問題となっている課題を臨床的または基礎的研究により解決する
ことを目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１　問題となっていることを、自分の言葉で言える。
２　実験を構築できる。
３　実験を遂行できる。
４　実験内容を自分の言葉で発表し、論文にすることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研究テーマに対する実験構築（25%）・遂行（25%）・プレゼンテー
ション（25%）・論文（25%）能力を総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

論文を検索し、予め読んでおくことが望ましい。
※各回の事前学習は30分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を30分程度すること。受講後は事後学習として、不明な点や興味を
持った事項について追加で学習を行うなどして理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回～第90回の中で、以下の項目に関して実施する。
研究テーマに沿って個別に実施する。
・実験の構築
・使用する機器等の使用法
・プレゼンテーションの仕方
・論文のまとめ方



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10016-02医薬品設計学特別実験「右田クラス」

２年通年 12  1 授業形態:実験右田　啓介
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　医薬品は、長い時間と莫大な開発費を費やし誕生することから、開
発された医薬品を最大限に有効利用する必要がある。そのためには、
市販後の医薬品の新たな副作用、適用法、適応外使用法を見出し、そ
の情報が医療に利用されることが望ましい。そこで、動物モデルを用
いて、現在使用されている薬物により発現が変化するタンパク質を探
索する。また、その性質について検討を行い、学会発表や論文投稿に
よる成果報告を行うことで医薬品の専門家を育成する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・研究課題を遂行するための実験手技を理解できる。
・治療薬により変化する生体内因子を見出すことができる。
・得られたデータから次の研究計画を立てることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研究課題を遂行する姿勢や熱意（50%）・プレゼンテーション
（50%）を総括的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

医薬品と生体に関する基礎知識を予習しておくことが望ましい。
※各回の事前学習は30分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を30分程度すること。受講後は事後学習として、不明な点や興味を
持った事項について追加で学習を行うなどして理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

90回の特別実験の中で、抗がん剤の副作用に関する研究を
以下のステップで実施する。
・研究課題に関する論文検索による情報収集
・研究課題に対する研究計画の立案
・研究計画に基づいた実験の実施
・取得したデータの解析および考察
・実験結果をまとめて学会や論文として報告
・取得データをもとに次の研究計画の立案



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10001-04医薬品素材学演習「大川クラス」

２年通年 6  1 授業形態:演習大川　雅史
◎－－－　授業の概要　－－－◎

医薬品素材学演習では、医薬品の開発やリード化合物の発見などにつ
いて天然物化学の基本的な知識・技能を修得する。そための天然生物
活性分子のスクリーニング法，構造決定法，合成法などについて論文
指導を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・天然生物活性分子のスクリーニング法について概説できる。
・天然物からの有機化合物の分離・精製法について概説できる。
・一般的な有機化合物の構造決定法について概説できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

課題レポートによる評価（70％）
演習態度、プレゼンテーション力など（30％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

資料を配付する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

生薬学、天然物化学についての基礎的知識を修得済みのものが望まし
い。
※各回の事前学習は90分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を90分程度すること。各回終了時に示す課題について、まとめておく
などして理解を深めること。不明な点や興味を持った事項について追
加で学習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１）「天然物調査法」文献収集、フィールドワーク （第1
回～第5回）
２）「天然薬用資源の現状 」（第6回）
３）「スクリーニング 法」（第7回～第11回）
４）「分離・精製、構造決定法」カラムクロマトグラ
フィーなど、NMR、MSなどの各種機器分析法 （第12回～
第25回）
５）「生物活性測定法」課題についての分析と考察法（第
26回～第30回）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10001-03医薬品素材学演習「金城クラス」

２年通年 6  1 授業形態:演習金城　順英
◎－－－　授業の概要　－－－◎

生物活性化合物の分子設計，有機合成，天然生物活性分子の探索な
ど，医薬品創製に関わる各自の研究領域の学術論文を読み，読解力を
養成する。また，論文の内容を要約して紹介し，討論することによ
り，プレゼンテーション能力も育成する。金城クラスでは，伝承薬物
と基原及び薬効，スクリーニング法，構造決定法，合成法，作用メカ
ニズム，動態などを講義する。特に，健康薬科学と関連深い代替医療
とサプリメントに対象を絞り，講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

代替医療とサプリメントについて知り、説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

課題レポートの評価（90％）と受講態度（10％）により総合的に評価
する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

シラバスに従い、インターネット等で予習することが望ましい。
※各回の事前学習は90分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を90分程度すること。各回終了時に示す課題について、まとめておく
などして理解を深めること。不明な点や興味を持った事項について追
加で学習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１～６）総論１：代替医療とサプリメント
７～12）各論１：イチョウ、エキナケア、ノコギリヤシ、
マリアアザミ、エゾウコギ、ギムネマ
13～18）各論２：セントジョーンズ・ワート、アリストロ
キア酸、ガラナ、グレープフルーツ、クロレラ、エフェド
リン、ヨヒンビン
19～24）各論３：スポーツサプリメントとタンパク質・ペ
プチド＆アミノ酸
25～30）各論４：健康維持のためのビタミン・ミネラルサ
プリメント



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10001-02医薬品素材学演習「田川クラス」

２年通年 6  1 授業形態:演習田川　義展
◎－－－　授業の概要　－－－◎

医薬品を含む有機化合物の合成法としては、逆合成法が現在主流に
なっている。今回の演習では、シントンなど逆合成法で使用される用
語の意味から初めて、逆合成法の方法論を合成問題を解きながら一通
り学ぶ。その後、実際のジャーナルの全合成報告を利用しながら、理
論的に学んだ合成法と現実の合成法とを比較検討して、その差異やメ
リットなどを考察する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１）逆合成法の基本的な考え方を理解できる。
２）逆合成法の基本問題を解くことができる。
３）簡単な化合物の逆合成解析ができる。
４）ジャーナルに報告されている簡単な化合物の合成法を説明でき
る。
５）より複雑な化合物の逆合成解析ができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

演習態度(40%)、レポート(40%)や演習(20%)を通して総合的に評価す
る。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

・テキスト
毎回講義資料（プリント）を配布する。
・参考文献
「プログラム学習　有機合成化学」、S. Warren著、野村・友田・訳、
講談社サイエンティフィク（税込価格2447円）、ISBN
978-4-06-139317-2
「ウォーレン　有機化学　上　第２版」、J. Clayden, N. Greeves, S.
Warren 著、野依・奥山・柴崎・檜山　監訳、2015年、東京化学同人
（6500円＋税)、ISBN 9784807908714
「ウォーレン　有機化学　下　第２版」、J. Clayden, N. Greeves, S.
Warren 著、野依・奥山・柴崎・檜山　監訳、2015年、東京化学同人
（6300円＋税)、ISBN 9784807908721

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

１）配布された資料等は事前に必ず読んでおくこと。
２）資料等は専用ファイルにまとめ、常に持参すること。
３）疑問点等は、遠慮なく意見・質問すること。
※各回の事前学習は90分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を90分程度すること。各回終了時に示す課題について、まとめておく
などして理解を深めること。不明な点や興味を持った事項について追
加で学習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　結合切断の基礎
第２回～第５回　原子団の切断
第６回　周辺環状反応
第７回　複素環式化合物
第８回　小員環の特別な合成法
第９回～第１５回　合成作戦計画
第１６回～第２５回　基礎から応用までの演習問題第２６
回～第３０回　ジャーナルに報告されている化合物の逆合
成解析　



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10001-01医薬品素材学演習「丸岡クラス」

２年通年 6  1 授業形態:演習丸岡　博
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　医薬品・農薬・香料など様々な機能性分子には、ヘテロ原子を含む
環状骨格を有するものが多い。本演習では、創薬を指向したリード化
合物の創製に関する研究の一環として、それらヘテロ環化合物の中で
も、特にピラゾールおよびチアゾリジン誘導体の化学的・薬理学的性
質に着目し、その合成法および評価法について論文指導する。
　また、新薬の研究開発の起点となる新しいリード化合物の発見とそ
の効率的な最適化の流れを理解することを目的とした論文指導を行
う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１）ヘテロ環化合物の合成法や反応性を理解し、説明できる。
２）実験結果に基づいて、基礎的考察ができる。
３）合成化合物の評価法を理解し、説明できる。
４）新規合成化合物の構造を各種スペクトルデータより推定できる。
５）実験に関する英語論文を収集し、紹介できる。
６）研究成果を論文としてまとめて、発表できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研究関連の論文紹介の評価（９０％）を主とし、論文作成およびその
発表会の評価（１０％）などを考慮した総合的な評価を行う。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

適宜、学術論文や学術書などを教示する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

化学実験、薬理実験および生物実験などの基礎的知識および技能を修
得済みの者が望ましい。
※各回の事前学習は90分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を90分程度すること。各回終了時に示す課題について、まとめておく
などして理解を深めること。不明な点や興味を持った事項について追
加で学習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回～第３０回の中で、次の８項目の内容に関して実施
する。
　１）悪性腫瘍について
　２）真菌症について
　３）糖尿病について
　４）ピラゾール誘導体について
　５）チアゾリジン誘導体について
　６）評価法について
　７）英語論文の紹介について
　８）論文作成について



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10002-04医薬品素材学特別実験「大川クラス」

２年通年 12  1 授業形態:実験大川　雅史
◎－－－　授業の概要　－－－◎

医薬品素材学特別実験では、実際に天然資源からの医薬品開発を目指
し、基礎的検討を行う。具体的には、薬用植物の調査、生薬の基原お
よび薬効に関する調査、採集・栽培、スクリーニング法、構造決定
法、合成法、作用メカニズム、動態などである。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・文献調査から必要な情報を収集できる。
・研究素材の採集、栽培を行うことができる。
・抽出・分離により得られた天然由来化合物について各種機器分析を
用い構造を決定することができる。
・天然由来化合物に対して生物活性試験が行える。
・構造と生物試験結果を考察し、構造活性相関が説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

取組・発表、プレゼンテーション力の評価（90％）
課題レポートによる評価（10％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

資料を配付する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

生薬学、天然物化学に関する基礎的知識を修得済みのものが望まし
い。
※各回の事前学習は30分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を30分程度すること。受講後は事後学習として、不明な点や興味を
持った事項について追加で学習を行うなどして理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１）「天然物調査」 文献等による情報収集（第1回～第5
回）
２）「採集 ・栽培」現地調査・採集、研究素材の栽培（第
6回～第10回）
３）「スクリーニング ・構造決定」エキス調製、スクリー
ニング試験、抽出、分離《TLC、溶媒間分配、カラムクロ
マトグラフィーなど》、構造決定《NMR、MS、IR、旋光
度測定》（第11回～第60回）
４）「生物活性測定 」（第61回～第80回）
５）「構造活性相関解析 」構造と生物試験結果を考慮し、
構造活性相関について討論（第81回～第90回）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10002-03医薬品素材学特別実験「金城クラス」

２年通年 12  1 授業形態:実験金城　順英
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本特別実験では，実験計画の設計，実験展開法，データの読み方と解
析の仕方，プレゼンテーションを含めた創薬研究マインドの基礎を養
うことが目的である。また，研究成果を学会・論文発表することで，
幅広い知識を身につけることも目的としている。金城クラスでは，天
然資源からの医薬品開発を目指し，伝承薬物調査，採集，スクリーニ
ング，構造決定などに関する研究指導を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

伝承薬物調査，採集，スクリーニング，構造決定などについて知り、
実施できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

実験ノート及び報告書による評価（90％）と実習に取り組む態度
（10％）により総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

適宜、英文論文を指示する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

予め指定する参考文献について事前に目を通しておくこと。
※各回の事前学習は30分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を30分程度すること。受講後は事後学習として、不明な点や興味を
持った事項について追加で学習を行うなどして理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１～15）伝承薬物調査
16～30）採集
31～45）スクリーニング
46～60）構造決定
61～75）生物活性測定
76～90）構造活性相関解析



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10002-02医薬品素材学特別実験「田川クラス」

２年通年 12  1 授業形態:実験田川　義展
◎－－－　授業の概要　－－－◎

医薬品素材学演習で学んだ逆合成解析法を用いて、簡単な化合物から
ある程度複雑な化合物まで逆合成解析を行って、その後、実際に試
薬、溶媒や器具類を用意して、逆合成解析に基づいたいくつかの化合
物の合成を試みる。その結果に基づいて、逆合成解析全体を検証し、
考察する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１）自分の逆合成解析に基づいたいくつかの化合物の合成ができる。
２）実際の合成結果から自分の逆合成解析の問題点を明らかにするこ
とができる。
３）その問題点を改善し、所期の化合物を合成できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

実験態度(40%)、レポート(40%)あるいは実験結果(20%)を通して総合
的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

・テキスト
毎回講義資料（プリント）を配布する。
・参考文献
１）「研究室で役立つ有機化学反応の実験テクニック」、田川・訳、
丸善出版（税込価格3570円）、ISBN 978-4-621-08433-5
２）「合成化学者のための実験有機金属化学」、佐藤・山本・今本・
編、講談社サイエンティフィク（税込価格6615円）、ISBN
978-4-06-153344-8

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

１）実験に必要な白衣、保護メガネ等を準備しておくこと。
２）実験記録を詳細に付けておくこと。
３）十分注意して実験を行い、安全確保に努めること。
※各回の事前学習は30分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を30分程度すること。受講後は事後学習として、不明な点や興味を
持った事項について追加で学習を行うなどして理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回～第３回　逆合成解析を行う化合物の選択
第４回～第５回　実験準備
第６回～第２０回　逆合成解析に基づく比較的簡単な化合
物の合成
第２１回～第３０回　実験の結果及び考察
第３１回～第５５回　逆合成解析に基づくより複雑な化合
物の合成
第５６回～第８０回　実験の結果及び考察
第８１回～第９０回　プレゼンテーションによるすべての
実験の結果、問題点及び考察の発表

　
　



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10002-01医薬品素材学特別実験「丸岡クラス」

２年通年 12  1 授業形態:実験丸岡　博
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　特徴ある構造と生物活性を有する新規分子設計に関する研究の一環
として、次の３つのテーマ、１）悪性腫瘍治療薬の開発を指向した新
規分子設計に関する研究、２）真菌症治療薬の開発を指向した新規分
子設計に関する研究、３）糖尿病治療薬の開発を指向した新規分子設
計に関する研究などについての研究指導を行う。
　医薬品・農薬・香料など様々な機能性分子には、ヘテロ原子を含む
環状骨格を有するものが多い。それらヘテロ環化合物の中において、
特にピラゾールおよびチアゾリジン誘導体の化学的・薬理学的性質に
着目し、その合成法および評価法について研究指導する。また、新薬
の研究開発の起点となる新しいリード化合物の発見とその効率的な最
適化の流れを理解することを目的とした研究指導を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１）悪性腫瘍治療薬を理解し、説明できる。
２）真菌症治療薬を理解し、説明できる。
３）糖尿病治療薬を理解し、説明できる。
４）ヘテロ環化合物の合成法や反応性を理解し、説明できる。
５）実験結果に基づいて、基礎的考察ができる。
６）合成化合物の評価法を理解し、説明できる。
７）新規合成化合物の構造を各種スペクトルデータより推定できる。
８）研究課題を立案し、実験を展開できる。
９）研究成果を論文としてまとめて、発表できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

実験の取り組み（４０％）、研究成果の発表および論文作成の評価
（３０％）を主とし、研究関連の論文紹介の評価（３０％）などを考
慮した総合的な評価を行う。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

適宜、学術論文や学術書などを教示する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

化学実験、薬理実験および生物実験などの基礎的知識および技能を修
得済みの者が望ましい。
※各回の事前学習は30分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を30分程度すること。受講後は事後学習として、不明な点や興味を
持った事項について追加で学習を行うなどして理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回～第９０回の中で、次の９項目の内容に関して実施
する。
　１）悪性腫瘍について
　２）真菌症について
　３）糖尿病について
　４）ピラゾール誘導体について
　５）チアゾリジン誘導体について
　６）評価法について
　７）英語論文の紹介について
　８）研究成果の発表について
　９）論文作成について



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P20008-01医療コミュニケーション学特論

後期 2  1 授業形態:講義神村　英利、江川　孝、緒方　憲太郎、林　稔展、松尾　宏一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

創薬・育薬研究と同様に、医療もチームによる総力戦であり、スタッ
フや患者・顧客と意思の疎通を図りながら進めていくものである。そ
して、意思の疎通を図るには、コミュニケーションは必須のスキルで
ある。そこで、薬剤師および薬学研究者に求められるコミュニケー
ション技術について講義と事例検討を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．コーチング技術を習得し、傾聴、質問、回答、報告、相談が円滑
に行なえる。
２．健康情報や医療情報をプレゼンテーションできる。
３．高齢者、小児、がん等の患者に対してコミュニケーションが取れ
る。
４．被災者および心的外傷を負う者とのコミュニケーションが取れ
る。
５．医療の安全性を担保するためのコミュニケーションが取れる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業に取り組む姿勢（40％）、授業の成果物（30％）、プレゼンテー
ション力（30％）から総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

授業の都度、講義の要点や事例を記載した資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

医療コミュニケーションに関する基礎的知識を有していることが望ま
しい。
※各回の事前学習として、予習を2時間程度すること。指定した文献
および資料に目を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また授業後
には事後学習として、復習を2時間程度すること。授業終了時に示す
課題について、まとめておくなどして理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1.傾聴と質問（神村）
 2.アイ・メッセージとクッション言葉（神村）
 3.会話のまとめ方とマイゴールの設定（神村）
 4.言語的・非言語的コミュニケーション技術（松尾）
 5.高齢者とのコミュニケーション（松尾）
 6.がん患者とのコミュニケーション（松尾）
 7.意思決定とコミュニケーション（緒方）
8.医療安全とコミュニケーション（緒方）
9.Narrative based medicine（緒方）
10.災害時のリスクコミュニケーション（江川）
11.心理的応急処置のためのコミュニケーション（江川）
12.子どもの心理的応急処置のためのコミュニケーション
（江川）
13.チーム医療におけるコミュニケーション（林）
14.医療連携（薬薬連携）とコミュニケーション（林）
15.医薬品情報管理、情報提供におけるコミュニケーション
（林）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P20012-01環境科学トピック特論

後期 2  1 授業形態:講義山野　茂、松末　公彦、吉田　秀幸、佐藤　朝光、田川　義展
◎－－－　授業の概要　－－－◎

ヒトは、環境中に放出された化学物質の曝露や食習慣などによる内部
環境の変化によって、健康影響を受ける。また、感染症は、生活環境
の改善、ワクチンや抗生物質の開発などによって克服されてきている
が、社会的問題となることがある。本特論では、環境汚染物質などの
有害化学物質による健康障害、生活習慣が係わる疾病ならびに感染症
などについて基本的知識を習得した上で、これらに関連する知見を学
び、有害化学物質による毒性発現メカニズム、生活習慣病発症メカニ
ズムならびに感染症の病原体に関する理解を深め、創薬研究に有用な
情報とする。また、環境汚染物質による環境負荷の評価法およびその
実態を理解し、環境保全に努める態度を学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1．社会的問題となる新興感染症、再興感染症について学び、説明で
きる。
2．代表的な生活習慣病の発症メカニズムについて学び、説明でき
る。
3．環境に負荷をかけない新たな化学物質の合成法について学び、説
明できる。
4．環境負荷化学物質の計測法について学び、説明できる。
5．代表的な環境汚染物質のリスク評価法について学び、説明でき
る。
6．環境科学に関連する最新の論文を読んで、その内容を発表し、討
論できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義への取組・発表・討論（60％）および課題レポート（40％）によ
り、総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

最新科学論文およびそれらに関連する配布資料

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

社会的な環境問題に興味を持ち、科学論文（英文）の読解力を身に付
けて講義に臨んでもらいたい。
各回の事前学習として、予習を２時間程度すること。指定した文献お
よび資料に目を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また授業後に
は事後学習として、復習を２時間程度すること。授業終了時に示す課
題について、まとめておくなどして理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1．ヒトの生活環境における有害生物（佐藤）
 2．防除と総合的有害生物管理（佐藤）
 3．防除の手段（佐藤）
 4．2型糖尿病の成因と治療薬（松末）
 5．2型糖尿病の治療に対する新規ターゲット（松末）
 6．2型糖尿病の新しい治療薬（松末）
 7．グリーンケミストリー（その１）（田川）
 8．グリーンケミストリー（その２）（田川）
 9．グリーンケミストリー（その３）（田川）
10．地球規模の環境問題（その１）（吉田）
11．地球規模の環境問題（その２）（吉田）
12. 地球規模の環境問題（その３）（吉田）
13．有害物質に対する生体(細胞)応答：生体防御と毒性発
現（山野）
14．浮遊粒子状物質（PM10とPM2.5）による環境汚染と健
康影響（山野）
15．ダイオキシン類による環境汚染と健康影響（山野）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P20006-01感染症特論

前期 2  1 授業形態:講義鹿志毛　信広、江川　孝、遠城寺　宗近、神村　英利、中島　学、佐藤　朝光
◎－－－　授業の概要　－－－◎

感染症は、原因となる病原体が宿主 (ヒト) の体内に侵入して特有の症
状を引き起こす病気です。ペニシリン等の抗菌薬の発見・開発により
感染症に対する治療法は大きく進歩しました。しかし、臨床の場で大
量に使用されるようになると、これらの抗菌薬に曝された細菌は短期
間に巧妙な耐性システムを構築し、現在問題になっている各種の耐性
菌や治療困難な多剤耐性菌が出現してきて、世界的な監視と対策が急
務になっています。本講義では、ヘルスサイエンス領域における感染
症についての基礎知識と病原性微生物と免疫の関係、病因の診断と治
療等について概説します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

臨床現場での抗生剤の適正使用を理解し、AMR対策について提案でき
る。
代表的な細菌感染症について説明できる。
代表的なウイルス感染症について説明できる。
感染症における自然免疫の働きを説明できる
消化器関連感染症の発症機構、病態および薬物治療について説明でき
る。
ヒトの適応免疫の機構を説明できる。
感染症における適応免疫の働きを説明できる。
適応免疫異常と感染症を説明できる。
感染症治療に用いる抗菌薬について説明できる。
衛生動物学に関する最新の動向を説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義内容に関するレポート(100%)で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：プリントを配布する
参考文献：各講義のテーマに関する原著論文
参考書：
薬系免疫学　植田　正、前仲勝美　編集　南江堂 ISBN
978-4-524-40351-6、
感染と免疫 第4版 John H.L. Playfair, Gregory J. Bancroft, 翻訳 入村 達郎,
伝田 香里 その他 東京化学同人; 第4版、ISBN 978-4807908974

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

感染症関連分野の最新トピックに関して、インターネットなどを利用
して情報を収集する習慣を身につけておくこと。
※各回の事前学習として、予習を2時間程度すること。指定した文献
および資料に目を通しておくこと。また授業後には事後学習として、
復習を2時間程度すること。授業終了時に示す課題について調べ理解
を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（全１５回）
1. 抗生物質の適正使用（江川）
2. 耐性化のメカニズムとAMR対策（江川）
3. 細菌感染症（鹿志毛）
4. ウイルス感染症（鹿志毛）
5. 自然免疫（鹿志毛）
6. 消化器疾患1（遠城寺）
7. 消化器疾患2（遠城寺）
8. 抗体の多様性獲得と産生機構を説明する。（中島）
9. 細胞性免疫機構とT受容体多様性獲得を
　説明する。（中島）
10. 獲得免疫機構と感染症について説明する。（中島）
11.抗菌薬概論1（神村）
12.抗菌薬概論2（神村）
13.衛生動物学概論1（佐藤）
14.衛生動物学概論2（佐藤）
15.衛生動物学概論3（佐藤）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P20005-01最新薬物治療学特論

前期 2  1 授業形態:講義中島　学、岩崎　克典、遠城寺　宗近、大江　賢治、桂林　秀太郎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　近年の遺伝子解析技術や細胞内シグナル経路の解析の進歩により，様々な疾病の病
態が探求され，効率良くかつ副作用の少ない疾病に特異的な治療薬の開発が行われて
いる。このことは，現代の医薬品の創出（創薬）においては，最新の疾病の病態と治
療薬の作用点を十分に理解する必要がある。本講義では，それぞれの疾患領域または
各疾患における最新の詳細な病態とそれを標的とした治療薬を中心に紹介し，新しい
創薬における疾患治療薬の戦略的標的部位の探索を可能とする情報を教授する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

各講義項目領域の最新薬物や最先端治療法に関して、病態生理的機序や副作用と対処
方法を理解し、その説明または応用ができる。
（岩崎）
・アルツハイマー病の成因と発症機序ならびに治療薬について説明できる。
・パーキンソン病の成因と発症機序ならびに治療薬について説明できる。
・脳梗塞の成因と発症機序ならびに治療薬について説明できる。
（中島）
・自己免疫疾患の発症機序と最新分子標的薬とその機序を説明できる。
・悪性腫瘍の発症機序および免疫チェックポイント阻害薬の種類と作用機序を説明で
きる。
・分子標的薬と化学療法薬等による癌の併用療法について説明できる。
（桂林）
・中枢精神疾患の概念、病態、薬物治療、研究について説明できる。
・細胞工学からみた再生医療の最新知見について説明できる。
・医用工学および再生医学の先端治療について説明できる。
（遠城寺）
・C型肝炎の病態および直接作用型抗ウイルス薬とその作用機序を説明できる。
・B型肝炎の病態および核酸アナログ製剤とその作用機序を説明できる。
・肝細胞癌の発症機序および最新分子標的薬・免疫チェックポイント阻害薬の作用機
序を説明できる。
（大江）
・代謝内分泌疾患の発症機序と最新治療薬とその機序を説明できる。
・2型糖尿病、脂質異常症、高尿酸血症の発症機序およびそれぞれの治療薬の種類、
作用機序、副作用等を説明できる。
・代謝内分泌患者症例の重症度に応じた治療薬の選択について説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価は、各講義における質問など積極的受講状況などの平常点（５％）および口頭も
しくは筆記試験または課題レポート（９５％）の評価で総合的な判断にて行う。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

（岩崎）
・講義プリントを配布する。
（中島）
・講義プリントを配布する。
参考資料として、以下を推奨する。
・薬系免疫学　植田　正、前仲勝美　編集　南江堂　ICBN 978-4-524-40351-6
・薬がみえる　vol．3  Medic Media、ISBN 978-4-89632-640-6
（桂林）
・講義プリントを配布する。
参考資料として、以下を推奨する。
・新しい疾患薬理学　岩崎克典、徳山尚吾　編集　南江堂　ICBN 978-4-524-40335-6
・薬がみえる　vol．1  Medic Media、ISBN 978-4-89632-549-2
（遠城寺）
・授業日に適宜配布する。

（大江）
・講義プリントを配布する。
参考資料として、以下を推奨する。
・今日の治療薬2019:解説と便覧　浦部 晶夫, 島田和幸, 川合眞一　編集　南江堂　
ISBN-13: 978-4524248087

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

各講義項目に関連する英文または邦文レビューをインターネット等で事前に調べて概
略的な知識を理解しておく。
※各回の事前学習として、予習を2時間程度すること。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また授業後には事後学習として、復習を2
時間程度すること。授業終了時に示す課題について、まとめておくなどして理解を深
めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

５名のオムニバス方式／全１５回)
岩崎　克典／3回
・アルツハイマー病の成因と発症機序及び治療薬の最新情
報を概説する。
・パーキンソン病の成因と発症機序及び治療薬の最新情報
を概説する。
・脳梗塞における組織障害の進展機序と抗炎症作用薬の意
義を概説する。

中島　学／3回
・自己免疫疾患の免疫学的発症機序と分子標的治療薬の作
用機序を中心に説明する。
・悪性腫瘍の遺伝子変異を中心とした発生機序と既存の化
学療法を中心に説明する。
・免疫チェックポイント阻害剤を中心とした最新の癌治療
法を説明する。

桂林　秀太郎／3回
・中枢精神疾患の概念、病態、薬物治療、研究について説
明する。
・細胞工学からみた再生医療の最新知見について説明す
る。
・医用工学および再生医学の先端治療について説明する。

遠城寺　宗近／3回
・C型肝炎の病態と直接作用型抗ウイルス薬の作用機序/有
効性を中心に説明する。
・B型肝炎の健康保菌者を含めた病態と既存の核酸アナロ
グ製剤の作用機序/有効性を中心に説明する。
・免疫チェックポイント阻害剤を含めた最新の肝細胞癌治
療法を説明する。

大江　賢治／3回
・2型糖尿病の最新の治療動向を中心に説明する。
・脂質異常症の最新の治療動向を中心に説明する。
・高尿酸血症や他の内分泌疾患に関する最新の治療動向を
中心に説明する。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P20011-01疾患薬理学特論

後期 2  1 授業形態:講義岩崎　克典、遠城寺　宗近、三島　健一、大江　賢治、桂林　秀太郎、佐野　和憲
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　超高齢化社会を迎えた現代において，さまざまな疾患の治療薬ある
いは治療法の最新情報を知ることは，創薬を志す大学院生にとって必
要不可欠なことである。本講義では，授業計画に示すそれぞれの疾患
の発症機序ならびに治療薬の作用機序について，症状に対する影響
（個体レベル），受容体や生体内情報伝達系に及ぼす影響（細胞レベ
ル），さらには遺伝子発現に及ぼす影響（分子レベル）から考えてい
く。また，創薬のキーポイントである病態動物の作成方法や薬効薬理
試験への応用を中心に講義を進めていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１. 受容体理論、病態動物の作製方法や薬効薬理試験への応用を
説明できる。
２. 精神疾患の発症機序，その病態動物モデルの作製方法を説明
できる。
３. 精神疾患の治療薬の現状と新薬開発について説明出来る。
４. アルツハイマー病，うつ病，不安症，統合失調症の発症機
序，その病態動物モデルの作製方法を説明できる。
５. アルツハイマー病，うつ病，不安症，統合失調症の治療薬の
現状と新薬開発について説明出来る。
６. 呼吸器系疾患、消化器系疾患の発症機序、病態動物モデルの
作製方法を説明できる。
７. 呼吸器系疾患、消化器系疾患の治療薬の現状と新薬開発につ
いて説明出来る。
８. 内分泌・代謝系疾患の発症機序、病態動物モデルの作製方法
を説明できる。
９. 内分泌・代謝系疾患の治療薬の現状と新薬開発について説明
出来る。
１０. ミスフォールディング病の発症機序について説明できる。
１１. ミスフォールディング病の創薬標的候補について説明でき
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　ゼミ形式で授業を行うため，討議やプレゼンテーションなどの授業
態度（８０％）および配付資料に関するレポート（２０％）により，
総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：配布資料
参考文献：各講義のテーマに関する原著論文

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　疾患薬理学を学ぶ上で背景となる基礎的な疾患の発症機序やそれに
用いられる薬剤の薬理作用や副作用は十分に修得しておくことが望ま
しい。また、各自、講義ノートを作成し、予習・復習を十分に行うこ
とが望ましい。
※各回の事前学習として、予習を2時間程度すること。指定した文献
および資料に目を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また授業後
には事後学習として、復習を2時間程度すること。授業終了時に示す
課題について、まとめておくなどして理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（オムニバス方式/全15回）
第1～3回：創薬のキーポイントである受容体理論、病態動
物の作製方法や薬効薬理試験への応用を概説する(三島健
一)。

第4～5回：精神疾患の発症機序，その病態動物モデルの作
製方法，それを応用した薬効解析学を講義する(桂林秀太
郎)。

第6～8回：アルツハイマー病，うつ病，不安症，統合失調
症についての疾患の発症機序，その病態動物モデルの作製
方法，それを応用した創薬の開発状況を講義する(岩崎克
典)。

第9～11回：呼吸器系疾患、消化器系疾患についての疾患
の発症機序および創薬の開発状況を講義する(遠城寺宗
近)。

第12～13回：内分泌・代謝系疾患についての疾患の発症機
序および創薬の開発状況を講義する（大江賢治）。

第14～15回：ミスフォールディング病の発症機序および創
薬標的候補について解説する（佐野和憲）。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P30001-01修士論文及び最終試験

通年 0  2 授業形態:演習鹿志毛　信広
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　修士の学位は、大学院学則および学位規定に基づき、修士課程に2
年以上在籍して所定の単位を修得したものに授与されるが、修士論文
ならびに最終試験合格が必須要件となる。
 　修士論文は、指導教授の承認と指導の下に作成、提出する。
 　最終試験は、論文に関する口頭試問ならびに修士論文発表会として
口頭及びポスター発表し、質疑応答のかたちで行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 自分の研究とそのグローバルな位置づけを十分に理解し、整合性の
とれた修士論文を作成することができる。
2.自分の研究について、分かりやすく、説得力のある発表ができる。
3.発表の口頭試問において、適切に理解し、質疑応答ができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

修士論文の合否判定は、通常、指導教授を主査とし、副査に薬学研
究科所属の論文指導教授1名以上を加えることによって行う。
 最終試験はポスター発表の質疑応答の結果と、修士論文に関する内
容を主査、副査がそれぞれ口頭試問した結果から合否判定する。
 主査は修士論文結果報告書として提出し、薬学研究科通常委員会が
これを議決する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

自分の研究に関連する文献を調査し、整理しておく。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

1.関連する修士論文を読み、論文作成の方法をイメージしておく。
2.研究の目的(到達点)や修士論文を意識しながら、実験を計画、実施、
考察する。
3.定期的に修士論文のもとになる研究報告を作成し、指導教員他と議
論する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　修士論文提出及び最終試験に関するスケジュールは次の
ようになる。
10月中旬 論題の提出
1月初旬 審査用修士論文提出
2月初旬 最終試験 (発表)
3月初旬 製本用修士論文提出



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10017-04実務薬剤学演習「今給黎クラス」

２年通年 6  1 授業形態:演習今給黎　修
◎－－－　授業の概要　－－－◎

平成26年6月の改正で、薬剤師法第25条の2は、従来の「情報提供義
務」から「情報提供及び指導義務」へと変更となった。よって臨床の
現場において薬剤師は、処方箋から医師の処方意図を理解し、患者の
病態や臨床検査値等から処方内容を検証し、必要に応じて疑義照会や
副作用の予見、察知ができる能力を身に付ける必要がある。そのため
に実際の臨床で使用される薬剤投与及び適正使用に関係する論文を読
み、評価の適切性など読解力を養成するとともに、それらの論文を各
自で再評価を行い、討論することでプレゼンテーション能力を養成す
る。さらに各自の研究テーマに関する報告会を行い、学会発表及び論
文作成へと発展させる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

医師による処方箋の解析及び臨床現場での医薬品の適正使用に関する
論文や総説を読み、理解し、研究成果を学会及び論文発表に繋げるこ
とができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

課題レポート及び学会発表等（50％）、研究に取り組む態度・姿勢
（30%）、論文作成（20％）を総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要に応じて資料（書籍、論文等）を配付する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

指定された参考文献について事前に読んでおくこと。
※各回の事前学習は90分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を90分程度すること。各回終了時に示す課題について、まとめておく
などして理解を深めること。不明な点や興味を持った事項について追
加で学習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

全30回で、以下の項目に関して実施する。
1．処方解析トレーニング
2．口頭及びポスター発表トレーニング
3．英語論文紹介
4．学会発表及び事前発表会
5．論文作成



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10017-01実務薬剤学演習「江川クラス」

２年通年 6  1 授業形態:演習江川　孝
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　薬剤師は、医薬品の適正使用に貢献するため、疾病の重篤度に応じ
てその職能を発揮する場所が変化する。保険薬局では、症状の重篤度
を判断してより高度な医療へと繋げる臨床判断力と受診勧奨のための
コミュニケーション力が求められ、病院ではそれぞれの専門職種が協
働・連携してチーム医療を提供するための専門性やコミュニケーショ
ン力が求められる。一方、平時と異なる大規模災害時では限られた医
療資源で最大限の医療を提供するメディカルロジスティック力が求め
られる。本科目は、平時や災害時のファーマシューティカルケアにつ
いての知識・技能について指導する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・ 保険薬局の薬学的管理について説明できる。
・ 病院薬局での薬学的管理について説明できる。
・ 患者に配慮した問診について説明できる。
・ バイタルサインについて説明できる。
・ 専門薬剤師制度について説明できる。
・ 副作用アセスメントシートについて説明できる。
・ 受診勧奨のためのアルゴリズムについて説明できる。
・ 災害時の行動原則を説明できる。
・ 災害時に配慮すべき薬事関連法令について説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

実習に取り組む姿勢（60％）・成果報告（40％）をルーブリック評価
する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特に指定しない。適宜、資料を配付する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

各回の事前学習は90分を目安とする。指定した文献および資料に目を
通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習を
90分程度すること。各回終了時に示す課題について、まとめておくな
どして理解を深めること。不明な点や興味を持った事項について追加
で学習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　以下のキーワードに関する社会薬学的テーマついて、最
新の原著論文紹介と討議を中心にした週１回、計３０回の
演習セミナーを行う（各項目６回）
１．災害医療
２．救急医療
３．がん薬物療法
４．在宅医療
５．軽度認知症の早期発見

　　　



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10017-06実務薬剤学演習「緒方クラス」

２年通年 6  1 授業形態:演習緒方　憲太郎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

2007年4月にがん研究の推進とがん診療の向上、がん医療の均てん化
と患者の尊重を基本理念とする「がん対策基本法」が施行され、2009
年の文部科学省の「医学教育モデル・カリキュラム」の改訂では、腫
瘍の病理・病態、発生病因・疫学・予防、症候、診断・治療と診療の
基本事項を学ぶことが盛り込まれた。これにより医学部では臨床腫瘍
学教育が系統だって実施されている。さらに厚生労働省による「がん
診療拠点病院」の指定、文部科学省による「がんプロフェッショナル
養成プラン」、「がんプロフェッショナル基盤推進プラン」事業が進
められてきた。がん医療は多職種からなるがん専門医療者によるチー
ム医療を基盤としており、薬剤師の世界においても「がん専門薬剤
師」、「がん薬物療法認定薬剤師」等の養成が行われ、がん医療にお
ける専門職の養成が盛んに行われている。この授業ではがん医療で捉
えるべき3要素『腫瘍』、『患者』、『治療』と集学的治療・チーム
医療を学び、将来の臨床腫瘍薬剤師としての問題解決能力を養うこと
を目的とし、研究マインドを持ち続けることを意識付けたい。また、
研究テーマに関する発表や論文作成へと発展させたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.悪性腫瘍について病態生理を学び理解できる.
2.担がん患者について理解できる.
3.がんの治療について理解できる.
4.がん医療に用いられる薬物の効果、副作用、薬物間相互作用、支持
療法が説明できる.
5.がん患者や家族が生活の質を維持し、より高められるように患者の
立場で考えることができる.
6.安全ながん化学療法について理解できる．
7.臨床試験、Evidence Based　Medicine、各種ガイドラインが理解でき
る.
8.チーム医療、緩和ケアの必要性が理解できる.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

課題レポート及び学会発表等（50％）研究に取り組む態度・姿勢
（30%）、論文作成（20％）を総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要に応じて資料（書籍、論文等）を配付する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

※各回の事前学習は90分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を90分程度すること。各回終了時に示す課題について、まとめておく
などして理解を深めること。不明な点や興味を持った事項について追
加で学習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

全30回で、以下の項目に関して実施する。
1.がん・がん治療に関する基礎的な知識
2.がん治療に使用される薬物の基礎的な知識
3.がん薬物療法の実施にあたって押さえておくべき事項
4.がん薬物療法の実際



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10017-02実務薬剤学演習「神村クラス」

２年通年 6  1 授業形態:演習神村　英利
◎－－－　授業の概要　－－－◎

医療現場で生じた問題を解決して、有効かつ安全な薬物療法を提供で
きる研究遂行能力の高い薬剤師の養成を目的に、医薬品の適正使用に
関する原著論文や総説を読み、和文のみならず、英文の読解力を養成
すると共に、最新の学術情報を収集する能力を育成する。また、論文
などにより収集した学術情報を要約して紹介し、討論することで、プ
レゼンテーション能力を向上させる。また、調査や研究の進捗状況報
告書を作成することで、論文作成能力を養う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．医薬品適正使用に関する研究論文や総説を読み、内容を理解でき
る。
２．医薬品適正使用に関する研究論文や総説を要約し、内容を説明で
きる。
３．研究成果をまとめて、学会などで発表できる。
４．研究成果を論文化できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

論文紹介や研究発表などの研究室内の発表および学会における発表に
ついて、主に評価する（90％）。作成した論文や文書についても評価
する（10％）。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは使用しない。
必要に応じて参考文献などを配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

医薬品添付文書やインタビューフォームの内容を理解するための基礎
的知識を有していることが望ましい。
各回の事前学習は90分を目安とする。指定した文献および資料に目を
通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習を
90分程度すること。各回終了時に示す課題について、まとめておくな
どして理解を深めること。不明な点や興味を持った事項について追加
で学習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回～第30回の中で、次の項目に関して実施する。
１．英語論文の紹介
２．論文作成
３．医薬品添付文書とインタビューフォームを用いた演習
４．パワーポイントを用いた発表
５．ポスターを利用した発表



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10017-03実務薬剤学演習「冨永クラス」

２年通年 6  1 授業形態:演習冨永　宏治
◎－－－　授業の概要　－－－◎

 医療費が増大する中、薬局における薬剤師の役割は処方せん調剤だけ
でなく、在宅・終末期医療、一般用医薬品など様々な関与が期待され
ている。そのために薬剤師は、調剤や副作用のチェック、健康管理等
を推進し、薬学的管理によりチーム医療に貢献する必要がある。薬学
的管理の成果として死亡率・罹患率の低下、副作用発現率の低下への
貢献など種々評価されているが、関係する論文を読み、評価の適切性
など読解力を養成する。また、各自の研究テーマに関係する論文の内
容を要約して紹介し、討論することでプレゼンテーション能力を養成
する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・チーム医療における薬剤師の果たす役割について現状を解説するこ
とができる。
・文献等の既出データを比較検討することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

課題レポート（複数回）の評価（80％）、受講態度（20％）で評価す
る。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要に応じ資料を配付・指定する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

指定した資料について事前に読んでおくこと。
※各回の事前学習は90分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を90分程度すること。各回終了時に示す課題について、まとめておく
などして理解を深めること。不明な点や興味を持った事項について追
加で学習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

全30回の中で次の項目に関して実施する。
1～7回　薬学的管理とは
8～15回　チーム医療への薬剤師の関与
16～25回　チーム医療における薬学的管理の評価
26～30回　一般用医薬品その他における薬剤師の関与



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10017-07実務薬剤学演習「林クラス」

２年通年 6  1 授業形態:演習林　稔展
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　薬剤師は、医薬品適正使用に貢献するため、疾病の重篤度に応じて
その職能を発揮する場所が変化する。保険薬局では、症状の重篤度を
判断してより高度な医療へと繋げる臨床判断力と受診勧奨のためのコ
ミュニケーションカが求められ、病院ではそれぞれの専門職種が協
働・連携してチーム医療を提供するための専門性やコミュニケーショ
ンカが求められる。人口の高齢化に伴ってがん患者は増加しており、
がん医療では総合的な薬剤師力が求められる。本科目では、がん医療
におけるファーマシューティカルケアについての知識と技能について
指導する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・保険薬局での薬学的管理について説明できる。
・病院薬局での薬学的管理について説明できる。
・患者に配慮した問診について説明できる。
・専門薬剤師制度について説明できる。
・がんの標準治療について説明できる。
・基本的な統計解析方法について説明できる。
・標準治療の根拠となった英語論文を読解できる。
・副作用アセスメントシートについて説明できる。
・緩和ケアについて説明できる。
・補完代替医療について説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

実習に取り組む姿勢 (60%)。成果報告(40%)をルーブリック評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特に指定しない。適宜、資料を配付する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

※各回の事前学習は90分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を90分程度すること。各回終了時に示す課題について、まとめておく
などして理解を深めること。不明な点や興味を持った事項について追
加で学習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回～第30回の中で、次の項目に関して実施する。
1.がんの疫学、がん治療の基本概念についての講義
2.臨床試験、医療統計についての講義と演習
3.論文の紹介、文献検索演習
4.論文抄読と構造化抄録の作成演習
5.エビデンスの評価についての講義と演習
6.レジメン管理についての講義と演習
7.模擬症例を用いた薬学的介入に関する演習
8.パワーポイントまたはポスターを用いた発表

【キーワード】
標準治療、EBM、NBM、セルフケア、副作用アセスメン
ト、CTCAE、早期からの緩和ケア、PBPM、在宅医療、バ
イタルサイン、補完代替医療



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10017-05実務薬剤学演習「松尾クラス」

２年通年 6  1 授業形態:演習松尾　宏一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　薬剤師の業務は、TDMやDI、中心静脈栄養の調製、服薬指導などの
業務にとどまらず、医療安全への関与や各種チーム医療への参画へと
広がりを見せている。2010年4月の医政局通知では、チーム医療で薬
剤師が果たすべき役割が提示され、さらに2012年の診療報酬改定では
病棟業務実施加算が新設された。
　今後の薬剤師としての業務は、医師や看護師などの業務軽減化や安
全で適切な薬物療法管理のために、共同薬物治療管理（日本版CDTM
またはPBPM）が積極的に導入されるであろう。すなわち、標準的な
薬物療法が実践できる患者は、薬剤師が中心となって、その治療や副
作用管理に対して関与していくことになり、その結果として薬剤師外
来などを備える施設も増加すると思われる。これからの薬剤師業務
は、薬のことを分かりやすく丁寧に患者に説明だけでなく、患者情報
を正確に聴取して、それらを的確に判断・評価する能力を介して患者
に接していくことが不可欠である。
　この授業においては、時代の変化に迅速に適合し、自ら主体的に考
え行動し、薬物療法を牽引すべき実践な臨床薬学的な能力を取得した
薬剤師を養成する。また論文などより収集した内容を要約して紹介
し、討論する事でプレゼンテーション能力を高めていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　チーム医療における今後の薬剤師の業務や役割を理解し、それらを
説明・実践できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　課題に対するレポートや研究発表の評価（80%）、授業態度
（20%）で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　必要に応じて資料や文献等を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　指定した資料や参考文献等は事前に読み理解しておくこと。
※各回の事前学習は90分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を90分程度すること。各回終了時に示す課題について、まとめておく
などして理解を深めること。不明な点や興味を持った事項について追
加で学習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回から第30回の中で次の事項に関して実施する。
1. 薬学的管理の実践方法について
2. 診療報酬上で評価されている薬剤師業務に
   ついて
3. これからのチーム医療における薬剤師の役割　 について
4. CDTM(PBPM)の実践の仕方について　
　



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10018-04実務薬剤学特別実験「今給黎クラス」

２年通年 12  1 授業形態:実験今給黎　修
◎－－－　授業の概要　－－－◎

臨床現場における高度な研究能力を持った薬剤師を養成するために、
最適薬物投与計画の設計と実践、副作用再発予防の対策、副作用を起
こしやすい患者背景の探索並びに薬剤性有害事象と薬剤性エラーとの
関係評価等の高度な薬学的管理の遂行を目的とする。手法としてこれ
らの解析結果を数値化し統計学的手法を用いて、アウトカムを評価す
る。さらにはより専門性の高い医学領域における薬剤師活動を目標と
し、臨床研究及び基礎研究のプロトコール構築、科学的考察さらには
学会、論文発表を指導し、実践的臨床薬剤師を育成する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

臨床現場における薬学的管理について数値化し統計学的手法を用い
て、研究成果を学会及び論文発表に繋げることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

プレゼンテーション能力及び学会発表等（40％）、研究に取り組む態
度・姿勢（30%）、論文作成（30％）を総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要に応じて資料（書籍、英語論文等）を配付する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

指定された参考文献について事前に読んでおくこと。
常に研究テーマに応じた資料に目を通し、理解しておくことが望まし
い。
※各回の事前学習は30分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を30分程度すること。受講後は事後学習として、不明な点や興味を
持った事項について追加で学習を行うなどして理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

全90回で、以下の項目に関して実施する。
1．最適薬物投与計画に関する研究
2．薬物副作用に関するアウトカム評価
3．研究成果の討論会
4．学会発表及び事前発表会
5．論文作成



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10018-01実務薬剤学特別実験「江川クラス」

２年通年 12  1 授業形態:実験江川　孝
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　薬剤師は、医薬品の適正使用に貢献するため、疾病の重篤度に応じ
てその職能を発揮する場所が変化する。保険薬局では、症状の重篤度
を判断してより高度な医療へと繋げる臨床判断力と受診勧奨のための
コミュニケーション力が求められ、病院ではそれぞれの専門職種が協
働・連携してチーム医療を提供するための専門性やコミュニケーショ
ン力が求められる。一方、平時と異なる大規模災害時では限られた医
療資源で最大限の医療を提供するメディカルロジスティック力が求め
られる。本科目は、平時や災害時のファーマシューティカルケアにつ
いての技能・態度について指導する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・ 保険薬局の薬学的管理を体験できる。
・ 病院薬局での薬学的管理を体験できる。
・ 患者に配慮した問診が模擬的に実施できる。
・ 代表的なバイタルサインが測定できる。
・ 専門薬剤師制度について説明できる。
・ 副作用アセスメントシートを用いて服薬指導が出来る。
・ アルゴリズムを用いて受診勧奨ができる。
・ 災害時の行動原則の具体例を挙げられる。
・ 過去の大規模災害での薬事関連法令を挙げられる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

実習に取り組む姿勢（60％）・成果報告（40％）をルーブリック評価
する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特に指定しない。適宜、資料を配付する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

各回の事前学習は30分を目安とする。指定した文献および資料に目を
通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習を
30分程度すること。受講後は事後学習として、不明な点や興味を持っ
た事項について追加で学習を行うなどして理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（各年度３０回／全９０回）
到達目標を達成するために、第１回～第９０回の中で、以
下のキーワードに関して実施する。
１．原著論文の紹介
２．英語での論文作成の訓練
３．論文作成
４．国内外での学会発表の練習と実践
５．実験・調査結果の検証と考察
６．実臨床へのフィードバック・提言

【キーワード】
災害医療（プレホスピタル、CSCA-TTT、心理的応急処
置）
在宅医療（セルフメディケーション、副作用アセスメン
ト、ポリファーマシー、LQQTSFA）
がん化学療法（抗がん剤の環境曝露hazardous drugs）
認知症（MCIトリアージ、新オレンジプラン、ケアカ
フェ）
抗菌薬の適正使用（AMR、アンチバイオグラム）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10018-06実務薬剤学特別実験「緒方クラス」

２年通年 12  1 授業形態:実験緒方　憲太郎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

がん医療現場で生じる『腫瘍』、『患者』、『治療』に関する問題を
取り上げ、Evidence Based Medicine（現在の医療の限界）、社会的・医
療資源を知り、全人的医療を実践できる医療チームの中でリーダー
シップを取ることができる臨床腫瘍薬剤師の養成を目的とする。その
視点はpatient-orientedおよびproblem-orientedであり、患者に生じた副作
用等の問題に関するevidenceを知るための文献検索、ガイドラインの
理解を経て、その問題に対する薬剤師としてのゴールが設定でき、さ
らなる介入が可能か立案し、それを検証していく過程をとる。既に学
んでいるフィジカルアセスメントを利用してチーム内で共有できる副
作用評価系構築の試み、特に高齢患者の総合的機能評価に併存疾患に
対する併用薬の影響を加えた治療法の提案等を検討し、これらの研究
データの収集と解析、結果の論理的考察、成果の学会・論文発表を指
導する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．がん医療の実際を知り問題点を挙げることができる。
２．問題解決のための研究計画を立案し、実施することができる。
３．研究結果の論理的考察ができる。
４．研究成果をまとめて、発表し、討議できる。
５．研究成果を学会発表、論文化できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研究に取り組む態度・姿勢（50%）、課題レポート及び学会発表等
（30％）、論文作成（20％）を総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要に応じて文献・資料を紹介する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

※各回の事前学習は30分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を30分程度すること。受講後は事後学習として、不明な点や興味を
持った事項について追加で学習を行うなどして理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回～第90回の中で、次の項目に関して実施する。
１．がん医療における問題点の検索
２．問題点に関する文献検索
３．薬学的臨床研究
３．研究成果のプレゼンテーション
４．学会発表及び事前発表会
５．論文作成



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10018-02実務薬剤学特別実験「神村クラス」

２年通年 12  1 授業形態:実験神村　英利
◎－－－　授業の概要　－－－◎

医療現場で生じた問題を解決して、有効かつ安全な薬物療法を提供で
きる研究遂行能力の高い薬剤師の養成を目的に、医薬品の最適投与法
の開発、副作用発現機序の解明、後発医薬品の治療学的同等性の検
証、薬学的ケアおよび薬剤師が関与したことによるチーム医療の治療
効果などに関する臨床研究および基礎実験の計画立案、データの収集
と解析、結果の論理的考察、成果の学会・論文発表を指導し、医薬品
の適正使用を推進するための深い知識、技能、態度を修得させる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．研究計画を立案し、実施し、結果の論理的考察ができる。
２．研究成果をまとめて、学会発表と論文執筆ができる。
３．臨床研究を行うことで、チーム医療を展開できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研究に取り組む姿勢（40％）、学会発表（30％）、論文作成能力とプ
レゼンテーション能力（30％）から総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは使用しない。
必要に応じて、研究テーマに沿った文献や書籍を紹介する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

指定した参考文献について事前に目を通しておくこと。
臨床研究の進め方を理解しておくことが望ましい。
各回の事前学習は30分を目安とする。指定した文献および資料に目を
通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習を
30分程度すること。受講後は事後学習として、不明な点や興味を持っ
た事項について追加で学習を行うなどして理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回～第90回の中で、次の項目に関して実施する。
１．薬学的臨床研究
２．薬学的臨床研究を補完する基礎実験
３．研究成果を内容とする論文作成
４．パワーポイントを用いた研究成果発表
５．ポスターを用いた研究成果発表



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10018-03実務薬剤学特別実験「冨永クラス」

２年通年 12  1 授業形態:実験冨永　宏治
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　チーム医療において薬学的管理の遂行は当然の行為であるが、薬剤
師の職能をより発揮するためにはこれらの成果を具体的に評価し改善
する必要がある。中でも安全性管理については特に重要である。そこ
で薬学的管理の成果について統計学的手法を用いて有用性について評
価を行う。また、副作用の原因探求、副作用の回避、有害事象の未然
回避や重篤化防止事例などに関する研究を行う事により実践研究能力
を育成する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・臨床研究について統計学的手法を用いて解析することができる。
・解析したデータを元に薬学管理の有用性を比較検討することができ
る。
・薬学的管理に関するデータを収集し、解析することができる。
・得られたデータ、知見に基づき、考えを他者に説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

実験ノート及び修士論文による評価（70％）、実習態度（30％）で評
価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

適宜、英語論文を指定する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

指定した参考文献について事前に読んでおくこと。
※各回の事前学習は30分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を30分程度すること。受講後は事後学習として、不明な点や興味を
持った事項について追加で学習を行うなどして理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

全９０回の中で次の項目に関して実施する。
1～15回　疑義照会の解析
16～30回　副作用情報の収集
31～45回　副作用の発現機序
46～60回　副作用の原因究明
61～75回　有害事象の未然回避
76～90回　有害事象の重篤化防止



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10018-07実務薬剤学特別実験「林クラス」

２年通年 12  1 授業形態:実験林　稔展
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　薬剤師は、医薬品適正使用に貢献するため、疾病の重篤度に応じて
その職能を発揮する場所が変化する。保険薬局では、症状の重篤度を
判断してより高度な医療へと繋げる臨床判断力と受診勧奨のためのコ
ミュニケーションカが求められ、病院では専門職種が協働・連携して
チーム医療を提供するための専門性やコミュニケーションカが求めら
れる。人口の高齢化に伴ってがん患者は増加しており、がん医療では
総合的な薬剤師力が求められる。本科目では、がん患者をケアするた
めの技能と態度について指導する。さらに、症例研究による臨床への
フィードバックを目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・臨床現場における薬学的管理を体験できる。
・患者に配慮した問診を模擬的に実施できる。
・がん化学療法のレジメン監査ができる。
・副作用アセスメントシートを用いて服薬指導ができる。
・疼痛管理や支持療法の提案ができる。
・臨床の問題点に関心を持ち、自らの問題意識を持つことができる。
・論文の読解と批判的吟味ができる。
・リサーチクエスチョンを策定できる。
・基本的な統計解析ができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

実習に取り組む姿勢 (60%)。成果報告(40%)をルーブリック評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特に指定しない。適宜、資料を配付する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

※各回の事前学習は30分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を30分程度すること。受講後は事後学習として、不明な点や興味を
持った事項について追加で学習を行うなどして理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回～第90回の中で、次の項目に関して実施する。
1.副作用・症状アセスメントシートの作成
2.薬学的管理、薬学的介入に関する演習
3.ケーススタディ
4.文献検索と論文の批判的吟味
5.症例研究にむけたリサーチクエスチョンの策定
6.臨床研究プロトコールの作成
7.データ集積
8.データ分析と統計解析
9.学会発表、論文誌筆の練習と実践
10.臨床現場へのフィードバック

【キーワード】
標準治療、EBM、NBM、セルフケア、副作用アセスメン
ト、CTCAE、早期からの緩和ケア、PBPM、在宅医療、バ
イタルサイン、補完代替医療、クリニカルクエスチョン、
リサーチクエスチョン、倫理委員会、統計解析

　



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10018-05実務薬剤学特別実験「松尾クラス」

２年通年 12  1 授業形態:実験松尾　宏一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　生み出された新規治療法や新薬に対しての臨床現場における問題点
や疑問点等を抽出し、それらに対する疫学的な観点からの調査・研究
をおこない、加えてその問題に関しての基礎薬学的な研究に取り組む
「リバーストランスレーショナル・リサーチ」を実践できる能力を
養っていく事を目的とする。
　この授業では、各自の研究テーマに関しての臨床研究および基礎研
究の両面からの計画立案、データ収集と解析の仕方、結果・論理から
の考察法を学んでいきながら、それらの成果を学会や論文などで発表
することを指導して、実践的な研究能力を取得させていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 研究テーマを立案・実施して、その結果を論理的に考察できる。
2. 研究結果をまとめて、学会発表や論文執筆ができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　研究に取り組む姿勢（30%）、学会発表とプレゼンテーション能力
（30%）、論文作成能力（40%）から総合的に判断する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　必要に応じて資料や文献等を紹介する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　指定した資料や参考文献等は事前に読み理解しておくこと。
※各回の事前学習は30分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を30分程度すること。受講後は事後学習として、不明な点や興味を
持った事項について追加で学習を行うなどして理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回から第90回の中で、次の事項に関して実施する。
1. 薬学的臨床研究
2. 基礎薬学的研究
3. 研究成果のプレゼンテーション
4. 研究成果の論文作成



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10003-06生体分子情報学演習「鹿志毛クラス」

２年通年 6  1 授業形態:演習鹿志毛　信広
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　腸内細菌の遺伝子発現・制御および腸管粘膜免疫機構に関連した最
新の学術英語論文を読み、その内容を理解し、自身の研究に役立て
る。また、修士論文の作成のために各自の実験データに関して発表
し、討論を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の学術論文の構成を理解できる。
関連分野の英語学術論分の内容を理解して説明できる。
実験で得られたデータを分かりやすくまとめて説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

英語学術論文の読解力を３割、演習での説明を３割、実験データのプ
レゼンテーション能力を４割で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：関連分野の最新学術論文を配布する。
参考書：増補改訂　微生物・バイオ領域の英語表現文例
集/978-4-06-155605-8

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

論文や実験データについて、パワーポイントなどのプレゼンテーショ
ンソフトを用いて説明してもらうので、使用方法を修得しておくこ
と。
※各回の事前学習として、予習を2時間程度すること。指定した文献
および資料に目を通しておくこと。また授業後には事後学習として、
復習を2時間程度すること。授業終了時に示す課題について調べ理解
を深めること。不明な点や興味を持った事項について追加で学習を行
うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．英語学術論文の読解（1～10回）
２．英語学術論文内容の紹介（11～20回）
３．実験データの発表（21～30回）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10003-03生体分子情報学演習「小迫クラス」

２年通年 6  1 授業形態:演習小迫　知弘
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　成人T細胞白血病(ATL)をはじめとする造血器悪性腫瘍に焦点を当て
演習を行う。ATLは、九州出身者に多いヒトT細胞白血病ウイルス
(HTLV-1)キャリアが、ウイルスの約60年の潜伏期間を経て発症する疾
患である。ATL患者は、抗がん剤等による治療に抵抗性を示し、その
多くが数年以内に死亡する。分子標的治療や骨髄移植などの治療法が
見出され、本疾患の治療成績は改善傾向にはあるものの、依然として
その死亡率は高く、有効な新規治療法の確立が待ち望まれている。本
演習では、白血病発症の分子メカニズムを考究しつつ、発症予防法や
治療薬開発の方途について議論していく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 白血病の種類やその病態について理解し、説明できる。
2. 白血病治療法の現状とその問題点について説明し、討議できる。
3. 白血病発症の分子メカニズムについて説明し、討議できる。
4. 白血病細胞株の種類、特性、生存制御について説明し、討議でき
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　演習の到達目標にふさわしい発表内容であったか、活発に質疑応答
ができたか、さらに演習にまじめに取り組んでいたか、などを勘案
し、総合的に評価する。
　演習課題に対する発表内容と質疑応答能力(90%)、演習に取り組む
姿勢・態度(10%)。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　特にないが、演習課題に関連した文献を題材にして演習を進める。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　生化学に関する基礎的な知識を習得しておくことが望ましい。課題
に関して指定した文献には、事前に目を通しておくこと。
※各回の事前学習は90分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を90分程度すること。各回終了時に示す課題について、まとめておく
などして理解を深めること。不明な点や興味を持った事項について追
加で学習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　以下の項目を中心に、基礎的ならびに先端的な視点に
立って原著論文・総説の紹介発表と討議を行う。
　第1～3回　テーマにかかわる文献収集法と紹介発表およ
び討議のやり方について
　第4～9回　白血病の種類と病態
　第10回　白血病の種類と病態に関する小括
　第11～19回　現在の治療法と問題点
　第20回　現在の治療法と問題点に関する小括
第21～22回　白血病発症の分子メカニズムに関する小括
　第23～29回　白血病細胞株におけるエネルギー代謝とそ
の制御
　第30回　白血病細胞株におけるエネルギー代謝とその制
御に関する小括と全体のまとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10003-02生体分子情報学演習「佐藤クラス」

２年通年 6  1 授業形態:演習佐藤　朝光
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　渡航医学に関連する感染症について、最新の英語学術論文を読み、
その内容を理解する。また、修士論文の作成のために各自の実験デー
タに関する発表を行い、討論する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

関連する英語学術論文の内容を理解することができる。
実験で得られたデータを分かりやすくまとめ、他者に説明することが
できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

英語学術論文の読解力に対する評価（40%）
実験データの発表及びその内容の評価（60%）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

関連分野の最新学術論文を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　各回の事前学習は90分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を90分程度すること。各回終了時に示す課題について、まとめておく
などして理解を深めること。不明な点や興味を持った事項について
は、追加で学習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．英語学術論文の読解（1～10回）
２．英語学術論文内容の紹介（11～20回）
３．実験データの発表（21～30回）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10003-01生体分子情報学演習「本田クラス」

２年通年 6  1 授業形態:演習本田　伸一郎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　個体の発生や細胞の分化は、受精卵を出発点とした時空間を、あら
かじめ遺伝子に組み込まれたプログラムに従い、時に外界からのシグ
ナルを受容し、秩序を持って進行していく。プログラムの遂行に重要
な役割を果たすのが、様々な機能を持つタンパク質であるが、タンパ
ク質の発現量は、遺伝子発現̶転写̶により厳密に制御されている。
このような遺伝子発現の制御は、個体の成熟後も物質代謝や恒常性の
維持など、生体機能の要としての機能を担う。すなわち、発生・分化
プログラムの理解には、シグナル伝達システムや転写制御の分子メカ
ニズムの解明が不可欠である。
　転写は核で実行されるが、それ自体独立した反応ではなく、他の核
内イベントと複雑に相互作用しながらダイナミックに調節されてい
る。細胞核の内部には、様々な高次構造体が構築されており、それぞ
れ特徴的な機能を有して、転写や複製などの染色体機能を系統的に制
御している。このような核内での遺伝情報の制御は、前述のように個
体発生や細胞分化に直接的に関与し、さらには内分泌系、免疫系など
の生体システムの構築はもとより、代謝異常や癌、生活習慣病などの
様々な病態発症メカニズムと密接に関連すると考えられている。
　本演習では上記のような概念を根幹に据えて、組織あるいは時期特
異的に転写活性を制御する因子、シグナル伝達分子の作用メカニズ
ム、および染色体機能の制御メカニズムに関する最新の原著論文・総
説の紹介を通じて、生体機能高分子の生理的意義・機能を中心とした
議論を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・生化学的、遺伝子工学的実験技術の原理を説明できる。
・研究内容について、その歴史的背景や問題点を概説できる。
・研究テーマに関連する学術論文を収集できる。
・学術論文の内容を理解し、説明することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

現代生化学、遺伝子工学的実験技術の原理の理解度（１０％）。各研
究テーマにおける背景の理解度（３０％）。論文紹介形式によるセミ
ナーでの内容の理解度、および発表技巧、論文内容に関する議論など
のプレゼンテーション能力（５０％）。研究に対する取組、態度（１
０％）などを基準として総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

原著論文、研究資料プリント。
特定のテキストの指定はない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

本学薬学部における人体機能分子学、人体生化学、人体機能調節学お
よび遺伝子工学概論などの関連基礎科目、また他学部出身者に関して
は、これらに準ずる学習科目を修得しておくことが望ましい。
※各回の事前学習は90分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を90分程度すること。各回終了時に示す課題について、まとめておく
などして理解を深めること。不明な点や興味を持った事項について追
加で学習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

以下の項目について、基礎的な原著論文の紹介と、それに
関する討論を中心としたセミナーを行う。
○脳特異的なアロマターゼ遺伝子発現による脳の性的二型
決定機構の解析
○転写因子の翻訳後修飾による機能制御メカニズムの解析
○エネルギー代謝制御に関わる種々のシグナル伝達分子と
転写因子に関する研究
○染色体機能を担うタンパク質に作用する新規薬物の探
索・作用メカニズムの解析
○細胞核内部に構築される機能的コンパートメントに関す
る研究

第１ー５回　各テーマに沿った文献収集とセミナー形式の
ディスカッション。
第６－１０回　研究課題の遂行のための実験技術の原理、
解説
第１１－２５回　各実験テーマにおける実験結果の分析と
考察。研究テーマに関連する最近の論文のセミナー形式に
よる紹介、討論。
第２６－３０回　研究結果に関する討論。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10003-05生体分子情報学演習「松末クラス」

２年通年 6  1 授業形態:演習松末　公彦
◎－－－　授業の概要　－－－◎

核内受容体は、細胞内の核に存在する受容体であり、リガンドが結合
するとDNAに結合して転写因子として機能するタンパクである。ヒト
には48種類の核内受容体が存在し、ステロイドホルモン、脂溶性ビタ
ミン等を内因性のリガンドとして結合し、核内で種々の遺伝子発現制
御を行なっている。近年の研究報告から、核内受容体は癌、炎症ある
いはメタボリックシンドロームなど多くの疾病に関与していることが
明らかにされており、これら疾病に対する創薬の標的として注目され
ている。本演習では、核内受容体にフォーカスし，疾病との関連性，
特に創薬のターゲットとしての可能性について議論する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

核内受容体の基礎的性質、及びどのような薬が核内受容体をターゲッ
トにしているのか説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価の方法は、討議能力および配布資料に関するレポート、プレゼン
能力を90％、残り10％は平常点とし、総合的に評価する。平常点は授
業態度と出席状況も考慮する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

スライド及び適時プリントを配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

生物の基礎的な知識を必要とする。また、沢山の英語論文を読むの
で、英語の基礎知識も必要である。
※各回の事前学習は90分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を90分程度すること。各回終了時に示す課題について、まとめておく
などして理解を深めること。不明な点や興味を持った事項について追
加で学習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1-第30回において、以下の項目の討議を行う。

1. 核内受容体とは
2. 核内受容体の種類
3. 核内受容体と糖代謝
4. 核内受容体と脂質代謝
5. 核内受容体と疾病との関連性
6. 創薬と核内受容体



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10003-04生体分子情報学演習「山野クラス」

２年通年 6  1 授業形態:演習山野　茂
◎－－－　授業の概要　－－－◎

ヒトの健康は、栄養素摂取の過不足以外にも、環境汚染物質の曝露や
食品などに混入している有害物質の摂取によって影響を受ける。本演
習では環境中に存在する有害物質による毒性発現についての理解を深
めるために、生体高分子と結合する代謝物の生成ならびに活性酸素種
の産生に伴う酸化ストレスの誘導、レドックス制御の破綻や細胞内シ
グナル伝達の撹乱について学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1．化学物質の毒性および毒性評価法を学び、発表・討論できる。
2．活性酸素種の生成と消去系について学び、発表・討論できる。
3．シグナル分子としての活性酸素種について学び、発表・討論でき
る。
4．酸化ストレスとアポトーシス誘導について学び、発表・討論でき
る。
5．酸化ストレス下でのシグナル伝達と遺伝子発現について学び、発
表・討論できる。
6．酵素、受容体、転写因子のレドックス制御について学び、発表・
討論できる。
7．上記に関連する原著論文（英文）を収集・調査し、内容を評価で
きる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

セミナーでのプレゼンテーション能力・質疑応答（90％）および演習
に取り組む姿勢・態度（10％）により、総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

最新の科学論文を配付する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

毒性学、細胞生物学と分子生物学の基本的知識および原著論文（英
文）の読解力を身に付けておくことが望ましい。
各回の事前学習は90分を目安とする。指定した文献および資料に目を
通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習を
90分程度すること。各回終了時に示す課題について、まとめておくな
どして理解を深めること。不明な点や興味を持った事項について追加
で学習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

以下に記載のテーマに関連した原著論文を収集し、セミ
ナー形式でテーマに関する発表・討論・総括を行う。
第１回～第10回　テーマに沿った論文収集と内容評価
第11回～第20回　論文内容の発表と討論
第21回～第30回　テーマに関する考察と総括
[テーマ]
1　有害物質の代謝的活性化と毒性発現
2．有害物質による活性酸素種産生と毒性発現
3　酸化ストレスとアポトーシス
4　ミトコンドリア損傷とアポトーシス
5　酸化ストレス下の細胞内シグナル伝達と遺伝子発現
6　酵素、受容体、転写因子のレドックス制御



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10004-06生体分子情報学特別実験「鹿志毛クラス」

２年通年 12  1 授業形態:実験鹿志毛　信広
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　遺伝子工学的手法により改変した乳酸菌を用いた腸管粘膜疾患の治
療および腸管粘膜疾患の予防へ応用に関して、与えられたテーマにつ
いての研究を遂行する。研究成果は、最終的に英語の学術論文として
発表するので、科学英文の作成についても指導する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

研究を期間内に完成させるために効率の良い計画を立案できる。
安全に実験を遂行できる。
実験データを解析し、考察できる。
得られた実験データをまとめ、学会等で発表できる。
研究成果をまとめ英文で学術雑誌に投稿できる。
修士論文を作製し、その内容を発表できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

実験態度を３割、実験技能を３割、問題解決能力を４割で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

関連する領域の学術論文

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

与えられた実験テーマの背景についてよく理解しておくこと。
適時、実験の進捗状況を報告し、指導を受けること。
※各回の事前学習として、予習を2時間程度すること。指定した文献
および資料に目を通しておくこと。また授業後には事後学習として、
復習を2時間程度すること。授業終了時に示す課題について調べ理解
を深めること。不明な点や興味を持った事項について追加で学習を行
うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．実験計画の立案 (1～5回)
2．実験実施 (6～65回)
3．実験データの解析 (66～69回)
4．実験データの考察 (70～75回)
5．学会発表 (76～80回)
6．研究成果の英文投稿 (81～85回)
7．修士論文作成 (86～90回)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10004-03生体分子情報学特別実験「小迫クラス」

２年通年 12  1 授業形態:実験小迫　知弘
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　成人T細胞白血病細胞株、ヒトT細胞白血病ウイルス(HTLV-1)感染細
胞株、急性T細胞白血病細胞株などの白血病細胞株を用いて研究を進
め、HTLV-1関連疾患の発症メカニズムを分子レベルで解析する。こ
うした研究成果を基盤として、白血病の発症予防法や新規治療薬の開
発につながる生体内機能性分子の探索を、ウエスタンブロット法やフ
ローサイトメトリー法をはじめとする生化学的および免疫学的な手法
を駆使して実践・指導していく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 白血病細胞株の種類や特性について説明できる。
2. 白血病細胞株の増殖・アポトーシスのメカニズムについて説明でき
る。
3. 白血病の発症予防や治療薬開発に結びつく生体内機能分子を探索す
るために必要な生化学的および免疫学的な実験手技を身につけてい
る。
4. 研究計画を立案し、実験系を組んで実験を円滑に実施できる。
5. 実験結果をまとめて、カンファレンスや学会等で発表し、適切な質
疑応答ができる。
6. 研究結果をもとに、修士論文を作成できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　特別実験に取り組む態度、技能、および研究テーマに関連する知識
の集積度や修士論文の内容、学会発表の有無などをもとにして総合的
に評価する。
　態度・技能(50%)、知識の集積度および論文内容（40%)、学会発表
(10%)。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

なし。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　生化学に関する基礎的な知識を修得していることが望ましい。
※各回の事前学習は30分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を30分程度すること。受講後は事後学習として、不明な点や興味を
持った事項について追加で学習を行うなどして理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　以下の項目に関する実験の計画立案、実施、評価、討議
を行い、円滑な学位論文の作成に結びつける。
　1.白血病細胞株における長寿遺伝子の発現
　2.白血病細胞株の増殖・アポトーシス
　3.白血病細胞株の増殖あるいはアポトーシスに関与する
シグナル伝達系
　4.白血病細胞株におけるエネルギー代謝とその制御
　5.エネルギー代謝調節因子を標的とした白血病治療法の
検討
　6.細胞の生存・死の調節因子を標的とした白血病の発症
予防・治療法の探究
　上記1～6の中から一つないし二つを選び、それに関する
授業を90回行う。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10004-02生体分子情報学特別実験「佐藤クラス」

２年通年 12  1 授業形態:実験佐藤　朝光
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　疾病を媒介する蚊を中心に、宿主の生体反応や微生物との相互作用
を分子レベルで解明する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

実験データを解析し、考察できる。
得られた実験データをまとめ、学会等で発表することができる。
修士論文を作製し、その内容を解説することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

実験への積極性に対する評価（50%）
実験技能に対する評価（50%）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要に応じてプリントを配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　各回の事前学習は30分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を30分程度すること。受講後は事後学習として、不明な点や興味を
持った事項について追加で学習を行うなどして理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．実験計画の立案 (1～5回)
2．実験実施 (6～60回)
3．実験データの解析と考察 (61～70回)
4．学会発表 (71～80回)
5．修士論文作成 (81～90回)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10004-01生体分子情報学特別実験「本田クラス」

２年通年 12  1 授業形態:実験本田　伸一郎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　生体機能の要となるタンパク質の発現量は、遺伝子発現̶転写̶に
より厳密に制御されている。遺伝子発現の制御は、内分泌系や免疫系
などの生体システムの構築はもとより、代謝異常や癌、生活習慣病な
どの様々な病態発症メカニズムと密接に関連している。また遺伝子の
転写は、複製、修復、および細胞周期や核/細胞質間物質輸送など、他
の核内イベントと複雑に相互作用しながらダイナミックに調節されて
いる。
　上記の病態の根本的原因の多くが、正常なシグナル伝達や転写制御
の破綻によるタンパク質の量的、質的な異常であることを考慮する
と、遺伝子発現をはじめとする種々の核内動態を分子レベルで統合的
に理解することは、様々な病態の予防法や治療法の開発に有用である
と考えられる。実際に、分子レベルでの生体機能の解析による病態発
生メカニズムの解明は、医学や薬学に飛躍的な進歩をもたらしてき
た。
　本特別実験では、種々のテーマ、すなわち組織あるいは時期特異的
に転写活性を制御する因子、シグナル伝達分子の作用メカニズム、お
よび薬物による染色体機能制御に関する研究などについて、生化学
的、分子生物学的、および発生工学的手法を用いて解析する。これら
の基本的な実験手法の原理の理解し、結果の解釈などについて実戦的
な実技講習や討論を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・研究目的を達成するために必要な研究計画を立案できる。
・生化学的、遺伝子工学的実験技術を実践できる。
・実験結果の意味を理解し、正しく考察できる。
・研究結果から得られた情報を整理し、発表することができる。
・当該研究領域における自身の研究成果の位置付けができる。
・研究成果を総括して学術論文としてまとめることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

個々のテーマに関する実験・解析方法および、その結果を理解する能
力（１０％）。問題解明のために必要かつ適切な実験計画の立案能
力、およびその到達度を考査する（２０％）。関連文献収集、内容の
理解度（２０％）。最新の関連文献の紹介、自身の研究成果の学会発
表などのプレゼンテーション能力（２０％）。学位論文作成、原著論
文の作成能力（３０％）。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

原著論文、研究資料プリント。
特定のテキストの指定はない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

本学薬学部における人体機能分子学、人体生化学、人体機能調節学お
よび遺伝子工学概論などの関連基礎科目、また他学部出身者に関して
は、これらに準ずる学習科目を修得しておくことが望ましい。
※各回の事前学習は30分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を30分程度すること。受講後は事後学習として、不明な点や興味を
持った事項について追加で学習を行うなどして理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

以下の項目に関して、実験の計画立案、実施、評価、討論
を行う。
○脳特異的なアロマターゼ遺伝子発現による脳の性的二型
決定機構の解析
○転写因子の翻訳後修飾による機能制御メカニズムの解析
○エネルギー代謝制御に関わる種々のシグナル伝達分子と
転写因子に関する研究
○染色体機能を担うタンパク質に作用する新規薬物の探
索・作用メカニズムの解析
○細胞核内部に構築される機能的コンパートメントに関す
る研究

・第１－１０回　生化学的、分子生物学的実験技術の実践
的学習。
・第１１－７５回　各研究テーマに沿った実験、分析。研
究成果に関するディスカッション。
・第７６－８０回　研究成果の総括、発表。
・第８１ー９０回　研究論文の作成



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10004-05生体分子情報学特別実験「松末クラス」

２年通年 12  1 授業形態:実験松末　公彦
◎－－－　授業の概要　－－－◎

核内受容体は、細胞内の核に存在する受容体であり、リガンドが結合
するとDNAに結合して転写因子として機能するタンパクである。ヒト
には48種類の核内受容体が存在し、ステロイドホルモン、脂溶性ビタ
ミン等を内因性のリガンドとして結合し、核内で種々の遺伝子発現制
御を行なっている。近年の研究報告から、核内受容体は癌、炎症ある
いはメタボリックシンドロームなど多くの疾病に関与していることが
明らかにされており、これら疾病に対する創薬の標的として注目され
ている。本実験では、核内受容体の病態下の生理機能を生化学及び分
子生物学的手法により明らかにし、疾病との関連性を明確にする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

核内受容体の基礎的性質、及びどのような薬が核内受容体をターゲッ
トにしているのか説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価の方法は、与えられたテーマに対して適切な実験方法の計画、論
文内容の把握、文献紹介などにおけるプレゼンテーション能力、学会
発表および論文作成などを90％、残り10％は平常点とし、総合的に評
価する。平常点は研究態度と出席状況も考慮する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは使用しない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

生物の基礎的な知識を必要とする。また、沢山の英語論文を読むの
で、英語の基礎知識も必要である。
※各回の事前学習は30分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を30分程度すること。受講後は事後学習として、不明な点や興味を
持った事項について追加で学習を行うなどして理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1-第90回において、以下の項目を討議を行いながら、計
画を立てて実験する。

1. 核内受容体の生理機能
2. 2 型糖尿病病態と核内受容体
3. 核内受容体PPARの肝臓での機能解析
4. 脂肪肝の発症に関与する核内受容体の探索
5. 核内受容体のターゲット遺伝子の探索
6. 病態モデルマウスの作製



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10004-04生体分子情報学特別実験「山野クラス」

２年通年 12  1 授業形態:実験山野　茂
◎－－－　授業の概要　－－－◎

環境化学物質（ディーゼル排ガス微粒子成分など）や医薬品（モルヒ
ネなど）の毒性について、個体レベルおよび細胞レベルで明らかにし
たうえで、それらによる毒性発現機序を分子レベルで解明し、これを
基盤に毒性の軽減化・回避法および医薬品の有効利用法の確立を目指
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1．科学者としての基本的知識・技能・態度を身につけている。
2．研究テーマに関連した専門的知識および実験技術を身につけてい
る。
3．研究を通して問題を発掘したり、問題を解決することができる。
4．科学論文を客観的に評価し、討論することができる。
5．研究成果を学会などで発表することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研究に取り組む態度・姿勢（50％）と論文内容・発表能力（50％）に
より、総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特になし。必要な時に参考文献などを配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

毒性学、細胞生物学、分子生物学の基本的知識と技術を身に付けてお
くことが望ましい。
各回の事前学習は30分を目安とする。指定した文献および資料に目を
通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習を
30分程度すること。受講後は事後学習として、不明な点や興味を持っ
た事項について追加で学習を行うなどして理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

以下に記載のテーマに関する研究の計画立案、実験の実
施、結果を考察し、学会および学術論文として発表する。
第１回～第10回　テーマに沿った論文収集および研究背景
と目的の討論
第11回～第20回　研究計画の立案と研究遂行のための基本
的技術の習得
第21回～第70回　研究の遂行
第71回～第75回　結果の考察と討論
第76回～第80回　研究内容の総括
第81回～第90回　学会発表および学術誌への投稿準備
[テーマ]
1　ディーゼル排ガス微粒子（DEP）成分による活性酸素
種の生成と細胞・遺伝子毒性
2　DEP成分によって量的•質的に変動するタンパク質の同
定
3　酸化ストレス下でのアポトーシスシグナル伝達経路
4　モルヒネおよびその代謝物に対する細胞応答
5　点突然変異法を用いたCYP分子種の機能解析



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10005-01生体分析学演習「池田クラス」

２年通年 6  1 授業形態:演習池田　浩人
◎－－－　授業の概要　－－－◎

医薬品の薬効発現の本質は、薬物分子と受容体などのタンパク質との
相互作用にある。創薬分野において薬物分子の精密な設計を行うに
は、薬物分子およびタンパク質の三次元構造を詳細に解析し、薬物分
子およびタンパク質との間に働く分子間相互作用の実態を明確にする
必要がある。この演習では、分子間相互作用の概念について学習する
と共に、数多く報告されている研究論文を参考にしながら、様々な分
子間相互作用解析法について学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．分子間相互作用の原理を理解し、説明できる。
２．分子間相互作用の解析法を理解し、説明できる。
３．分子間相互作用の解析で得られる物性値の意味を理解し、説明で
きる。
４．薬学分野における分子間相互作用解析の応用例について説明でき
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各セミナーの内容をまとめたレポートの評価（７０％）
セミナーへの取り組みやプレゼンテーション方法ならびに能力の評価
（３０％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

〇　講義では、その都度資料を配付する。
（参考文献）
〇　分子論からみる有機化学、西尾元宏　著、講談社、ISBN
9784061543683
〇　分子間力と表面力、J.N. イスラエルアチヴィリ　著、大島　広行
　訳、朝倉書店、ISBN 9784254140941
〇　分子間相互作用解析ハンドブック、磯辺俊明　他　編、羊土社、
ISBN 9784758101707

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

〇　物理化学、特に熱力学および分子間相互作用の基礎的知識を習得
しておくことが望ましい。

※各回の事前学習は90分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を90分程度すること。各回終了時に示す課題について、まとめておく
などして理解を深めること。不明な点や興味を持った事項について追
加で学習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

分子間相互作用の薬物分野への応用に関する以下の項目に
ついて、最新論文の紹介と討議を中心としたセミナーを行
う。

１．水晶振動子マイクロバランスによる分子間相互作用解
析
２．等温滴定ミクロカロリメトリーによる分子間相互作用
解析
３．表面プラズモン共鳴による分子間相互作用解析
４．分光学的手法による分子間相互作用解析
５．シクロデキストリンによる薬物の包接複合体形成にお
ける分子間相互作用解析
６．薬物と飲食物成分との分子間相互作用解析
７．薬物分子間の相互作用解析
８．薬物と生体成分との分子間相互作用解析

以上、８項目を３０回のセミナーで行う。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10005-03生体分析学演習「能田クラス」

２年通年 6  1 授業形態:演習能田　均
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　生命科学分野で汎用される分析法について、装置、使用方法、得ら
れる情報などの特長を理解し、それらの最新の適用例を調査する。
　最新の分析法に関する論文を調査し，その特長を理解し，パワーポ
イントにより内容を発表し，質疑応答を行う。
　自分の研究は，定期的に進捗状況をまとめ，パワーポイントにより
発表し，質疑応答を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．生命科学分野で汎用される分析法について，方法論の概略，長所
と短所，適用範囲を説明できる。
２．自分の研究を充分に理解し，その内容をパワーポイントで発表
し，有用性をアピールできる。
３．質問に対して適切に応答することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

ゼミ形式の授業での態度(25%)、理解度(25%)、および発表態度(25%)
と質疑応答(25%)で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　適宜，学術論文，学術書，Webサイト等を指示する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　自らのテーマとの関連を常に意識しながら，方法論の概略をしっか
りと理解する。
※各回の事前学習は90分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を90分程度すること。各回終了時に示す課題について、まとめておく
などして理解を深めること。不明な点や興味を持った事項について追
加で学習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.分析法概説（１）光分析（3回)
　吸光光度法，蛍光法･化学発光法，イメージング
2.分析法概説（２）重量分析（3回)
　QCM,ビアコア
3.分析法概説（３）質量分析（3回)
　MS，LC-MS，TOF-MS，イメージング
4.分析法概説（４）分離分析（3回)
　LC，CE，前処理
5.分析法概説（５）免疫測定（3回)
　ELISA,EMIT
6.最新の分析法に関する論文調査とその内容の発表と質疑
応答（PowerPoint使用）（7回)
7.自分の研究の進捗状況の発表と質疑応答（8回)
　（PowerPoint使用）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10005-05生体分析学演習「巴山クラス」

２年通年 6  1 授業形態:演習巴山　忠
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　生体試料を対象とした微量成分の分析技術について、最新の論文等
を調査し、その原理や利用方法のみならず、問題点や改善点などにつ
いての理解を深め、関連する知識をより実践的に習得する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　生体中微量成分の分析技術について学び、それに関連する知識を説
明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　演習に対する態度・姿勢（60%）、課題の評価（20%）、プレゼン
テーション能力の評価（20%）などを考慮し、総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テキストは使用しない。適宜、指示した論文などを使用する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　各回の事前学習は90分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を90分程度すること。各回終了時に示す課題について、まとめておく
などして理解を深めること。不明な点や興味を持った事項について追
加で学習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　以下の項目に関する最新の学術論文や、関連する分析技
術について調査し、それらの内容についての討議を中心と
したセミナーを、週一回のペースで行う（全30回）。
1. クロマトグラフィー
2. 蛍光分析
3. 質量分析
4. 前処理技術
5. 臨床分析
6. オミクス解析



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10005-04生体分析学演習「藤岡クラス」

２年通年 6  1 授業形態:演習藤岡　稔大
◎－－－　授業の概要　－－－◎

生命科学分野で用いられる分析法について、得られる情報を理解し、
それらの最新の適用例について調査研究を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１）実験に関する英語論文を収集し、紹介できる。
２）研究成果を論文としてまとめて発表できる。
３）研究成果をPowerPointを用いて発表できる。
４）研究成果をポスターとしてまとめて発表できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

論文紹介や研究発表などの研究室内の発表会について主に評価
（90％）する。その他に、修士論文およびその発表会でも評価
（10％）する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特になし。必要な時に参考文献などを配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

指定した参考文献について事前に目を通しておくこと。機器分析に関
する基礎的知識を修得済みのものが望ましい。
※各回の事前学習は90分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を90分程度すること。各回終了時に示す課題について、まとめておく
などして理解を深めること。不明な点や興味を持った事項について追
加で学習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回～第30回の中で、次の項目に関して実施する。
１．英語論文の紹介
２．論文作成
３．PowerPointを用いた文献調査内容の発表
４．ポスターを利用した研究発表
５．機器分析法概説（１）核磁気共鳴法
６．機器分析法概説（２）質量分析法



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10005-02生体分析学演習「吉田クラス」

２年通年 6  1 授業形態:演習吉田　秀幸
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　複雑なマトリクスを形成している生体中の生体関連化合物（生理活
性物質・医薬品など）を対象とした高精度前処理技術や超微量計測技
術の開発は、健康薬学研究の発展のために不可欠である。本演習で
は、そのような前処理及び分析（分離・検出）手法を新しく構築する
ために必要となる学術論文・参考図書を読み、その内容についての理
解を深め、関連する知識を習得する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．生体関連化合物を対象とした微量計測技術について概説できる。
２．生体関連化合物を対象とした前処理技術について概説できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　演習に取り組む態度・姿勢（60%程度）、論文内容の理解度（20%
程度）、プレゼンテーション能力（20%程度）などを考慮し、総合的
に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テキストを購入する必要はない。適宜、論文などを指示する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　分析化学に関する基礎的知識を修得済みの者が望ましい。
　各回の事前学習は90分間を目安とする。指定した文献及び資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、90分
間程度の復習を行うこと。各回終了時に示す課題だけでなく、不明な
点や興味を持った事項について追加で調査を行うなどして、理解を深
めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　以下の項目に関する最新の原著論文及びその周辺技術の
紹介と論文内容についての討議を中心としたセミナーを、
週一回のペースで行う（各テーマ3～4回，全30回）。

１．吸光，リン光，蛍光、発光
２．蛍光分子間相互作用
３．フルオラスケミストリー
４．マススクリーニング
５．イメージング
６．バイオマーカー
７．メタボロミクス
８．MS/MS分析
９．イムノアッセイ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10006-01生体分析学特別実験「池田クラス」

２年通年 12  1 授業形態:実験池田　浩人
◎－－－　授業の概要　－－－◎

生体内反応は複雑な機構から構成されており、それを分子レベルで実
験的に解析することは容易ではない。一方、一見複雑に見える反応で
あっても、その本質は素反応の組合せであり、コンピュータ化学によ
る手法を用いることで、分子レベルで生体内反応機構を解析すること
が可能である。実験とコンピュータ化学を組み合わせた研究アプロー
チは、実験では観察できない現象を計算で理論的に解析し、計算で予
測される現象を実験で確認できるという利点がある。この演習では、
コンピュータ化学で得られる様々な物性値（エンタルピー変化、エン
トロピー変化、自由エネルギー変化などの熱力学諸量、NMRスペクト
ル、UVスペクトル、IRスペクトル、ラマンスペクトルなど）と実験値
を比較検討することで、実験とコンピュータ化学の複合領域について
演習する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．分子間相互作用の原理を理解し、説明できる。
２．分子軌道の概念を理解し、説明できる。
３．コンピュータ化学で使用される計算方法の原理を理解し、説明で
きる。
４．コンピュータ化学で得られる物性値の意味を理解し、説明でき
る。
５．コンピュータ化学で得られる物性値を活用し、実験値との比較検
討ができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

論文作成および論文発表（６０％）、1回以上の国内外での学会発表
（３０％）、研究への取り組み（１０％）を総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

〇　講義では、その都度資料を配付する。
（参考文献）
〇　はじめての分子軌道法　軌道概念からのアプローチ、友田修司　
著、講談社、ISBN 9784061543577
〇　新版　すぐできる量子化学計算ビギナーズマニュアル、平尾公彦
　監修、武次徹也　著、講談社サイエンティフィク、ISBN
9784061543881
〇　Gaussianプログラムによる量子化学計算マニュアル、掘　憲次　
監修、社団法人　新化学発展協会　編、ISBN 9784621081501
〇　タンパク質計算科学　基礎と創薬への応用、神谷成敏　他　著、
共立出版、ISBN 9784320056947

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

〇　物理化学、特に熱力学および分子間相互作用の基礎的知識を習得
しておくことが望ましい。

※各回の事前学習は30分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を30分程度すること。受講後は事後学習として、不明な点や興味を
持った事項について追加で学習を行うなどして理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

以下の項目について、実験計画の立案、実施、結果の発表
および議論を行う。

１.　薬物分子の構造最適化
２.　薬物分子の基準振動解析と熱力学諸量の算出
３.　遷移状態の算出
４.　NMRケミカルシフトの算出
５.　UV、IR、ラマンスペクトルの算出
６.　相互作用エネルギーの算出
７.　溶解度の算出

研究テーマを選択し、第1回から第90回を通して実験研究
を実施する。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10006-03生体分析学特別実験「能田クラス」

２年通年 12  1 授業形態:実験能田　均
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　生命科学分野における分析科学的ニーズとシーズを調査し、より有
用な分析手法を確立する方法論を学ぶ。
　確立した分析法を実試料に適用し、その有用性を実証する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.医薬品等の分析法について，現状の分析法の調査とその問題点の把
握ができる。
2.医薬品等の分析法を確立するにあたって，その方法論の立案，最適
化，検証，応用の過程を実践することができる。
3.確立した方法論について，その有用性を検証し，その成果を発表す
ることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　適宜行う実験に関した議論(30%)、進捗発表会や学会における発表
態度、内容、質疑応答(30%)、修士論文（該当者は学術論文も）(40%)
により判断する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　必要に応じて，学術論文等を指示するが，基本的には自らが調査す
る。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　実験については，事前に妥当性，安全性などを指導教官と充分に議
論しておく。事後に当日の成果を整理･考察し，次回の計画を立て
る。
※各回の事前学習は30分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を30分程度すること。受講後は事後学習として、不明な点や興味を
持った事項について追加で学習を行うなどして理解を深めること。　

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.文献調査（5回）
2.方法論のプラニング（5回）
3.方法論の最適化（25回）
4.分析法バリデーション（10回）
5.実試料への適用（25回）
6.進捗発表会（5回）
7.学会発表（準備を含む）（5回）
8.論文作成（10回）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10006-05生体分析学特別実験「巴山クラス」

２年通年 12  1 授業形態:実験巴山　忠
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　疾病の診断や治療効果の判定などを含む「医療」の分野において、
「分析化学」が担う役割は極めて大きい。その発展のためには、生体
成分測定に対するより有用な技術開発を行っていく必要がある。本特
別実験では、生体成分を対象とした新規分析方法を構築することを目
的とする。具体的には、クロマトグラフィーを利用した分離分析法、
蛍光や質量分析を利用した検出法、濃縮や精製といった試料前処理法
などの開発に関する研究を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　生体関連物質を対象とした新規分析方法を開発し、その内容や特徴
を十分に理解した上で、成果として発表できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　特別実験に取り組む態度・姿勢（60%）、研究テーマに関する技能
と知識（20%）、学会などにおける発表態度（20%）などを考慮し、
総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テキストは使用しない。適宜、指示した論文などを使用する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　各回の事前学習は30分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を30分程度すること。受講後は事後学習として、当日の成果の整理
と、翌日の計画を行う。不明な点や興味を持った事項について追加で
学習を行うなどして理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　以下のいずれかの項目に関する研究課題について、実験
内容の立案と実践、進捗状況の報告会、関連学会における
発表及び論文作成を、全90回の中で実施する。

1. 生体成分分析のための新規前処理法開発
2. 微量生体成分の高感度かつ高選択的分析法開発



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10006-04生体分析学特別実験「藤岡クラス」

２年通年 12  1 授業形態:実験藤岡　稔大
◎－－－　授業の概要　－－－◎

生命科学分野における生体関連化合物の微量分析を目的とする。特
に、液体クロマトグラフィーと質量分析法などの組み合わせによる方
法を研究・開発する。この内容について研究指導を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１）生体関連化合物を対象とした高感度分析ができる。
２）研究成果を論文としてまとめて発表することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

修士論文およびその発表会で主に評価（90％）する。その他に、研究
室内の発表会についても評価（10％）する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特になし。必要な時に参考文献などを配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

指定した参考文献について事前に目をとおしておくこと。機器分析に
関する基礎的知識を修得済みのものが望ましい。
※各回の事前学習は30分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を30分程度すること。受講後は事後学習として、不明な点や興味を
持った事項について追加で学習を行うなどして理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回～第90回の中で次の項目の内容に関して実施する。
１．文献調査
２．方法論のプラニング
３．方法論の最適化
４．分析法バリデーション
５．実試料への適用
６．論文作成
７．PowerPointを用いた研究発表
８．ポスターを利用した研究発表



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10006-02生体分析学特別実験「吉田クラス」

２年通年 12  1 授業形態:実験吉田　秀幸
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　複雑なマトリクスを形成している生体中の生体関連化合物（生理活
性物質・医薬品など）を対象とした高精度前処理技術や超微量計測技
術の開発は、健康薬学研究の発展のために不可欠である。本特別実験
では、そのような前処理及び分析（分離・検出）手法を新しく構築す
ることを目的とする。特に検出技術として、特殊蛍光（発蛍光、エキ
シマー蛍光、エキサイプレックス蛍光、蛍光共鳴エネルギー移動な
ど）や化学発光、質量分析法やセンサーを用いる方法を研究・開発す
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．生体関連化合物を対象とした新しい微量計測法を開発できる。
２．生体関連化合物を対象とした新しい前処理法を開発できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　特別実験に取り組む態度・姿勢（60%程度）、研究テーマに関する
技能と知識（20%程度）、問題解決能力（20%程度）などを考慮し、
総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テキストを購入する必要はない。適宜、論文などを指示する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　分析化学に関する基礎的知識を修得済みの者が望ましい。
　各回の事前学習は30分間を目安とする。指定した文献及び資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、30分
間程度の復習を行うこと。不明な点や興味を持った事項について追加
で調査を行うなどして、理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　以下のいずれかの項目に関する研究計画の立案、実験の
実施、得られた結果に対する討議、成果の発表を行い、円
滑な論文の作成に結びつける（全90回）。

１．特殊蛍光技術を利用する生体関連化合物の選択的計測
法の開発
２．生体計測分野へのフルオラスケミストリーの導入に関
する検討
３．生体関連化合物を対象とした高感度・迅速・簡便な計
測法の開発
４．生体計測のための新しいLC-MS活用法の構築に関する
検討
５．新しい前処理技術の構築と生体計測への適用に関する
検討



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P20004-01生命科学トピック特論

前期 2  1 授業形態:講義鹿志毛　信広、本田　伸一郎、松末　公彦、三島　健一、吉田　秀幸、小迫　知弘、佐野　和憲

◎－－－　授業の概要　－－－◎

　生命科学の領域における研究は日々進展しており、発見された新し
い知見をもとに、種々の疾病発症のメカニズムや病態・病理の理解が
進んでいる。また、ゲノム配列が解読・公開され疾患発症のメカニズ
ム解明の一助となる多数の情報がわれわれに提供されつつある。現在
の創薬アプローチは，主に疾病のメカニズムを分子生物学などの手法
を用い解析することからスタートしており、そのプロセスは極めて複
雑・多様化している。本特論では、生命科学分野の各領域における最
先端の研究事例等を紹介し、新たなる創薬ターゲットとして発展させ
ることを目的とし、各分野の専門家による講義を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

腸内フローラの新しい機能を説明できる。
癌細胞の細胞死促進に向けた機構について説明できる。
真核生物における転写制御機構および染色体機能制御機構を説明でき
る。
疾病と核内受容体の関連を説明できる。
疾病特異的に認められる異常タンパク質について説明できる。
大麻の有用性と危険性について説明できる。
生体成分を対象とした新しい分析技術について説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義内容に関するレポートで評価する。（100%）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：プリントを配布する
参考文献：各講義のテーマに関する原著論文

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　生命科学分野の最新トピックに関して、インターネットなどを利用
して情報を収集する習慣を身につけておくこと。
※各回の事前学習として、予習を2時間程度すること。指定した文献
および資料に目を通しておくこと。また授業後には事後学習として、
復習を2時間程度すること。授業終了時に示す課題について調べ理解
を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1̃2.「第二の脳」とも称される消化管における腸内フロー
ラの新たな機能に関する最新の 知見を紹介し、創薬への発
展を探る。(鹿志毛信広)
3̃4. がん細胞は、正常細胞とは異なり、細胞死を促す外
的・内的刺激に絶えずさらされているため、がん細胞が生
存し、成長するためには、細胞死を積極的に避ける必要が
ある。本講義では、がん細胞において細胞死を促す新規化
合物の開発に関する最新の知見を紹介する。(小迫知弘)
5̃6. 外部刺激に応答して働く転写調節因子の活性制御機
構、および低分子化合物による染 色体機能制御に関する最
新の話題を紹介する。(本田伸一郎)
7̃8. 核内受容体は、核に存在する受容体であり、創薬の
ターゲットとして注目されている。本講義では、核内受容
体と疾病発症に関する最新の知見を解説する。(松末公彦)
9̃10. 疾病特異的に異常化を起こすタンパク質およびその
創薬標的としての可能性について解説する。（佐野和憲）
11̃12. 大麻の有用性と危険性について解説する。(三島健
一)
13̃14. 現在の創薬研究に不可欠な「LC- MS(MS/MS)法」に
ついて、その原理・基礎から特長・応用例まで概説する。
(吉田秀幸)
15. 総括（鹿志毛信広）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P20009-01先端医療トピック特論

後期 2  1 授業形態:講義遠城寺　宗近、中島　学、大江　賢治
◎－－－　授業の概要　－－－◎

現在の医療は日々発展しており、薬学の研究分野でも、診療技術や治
療法の進歩を知識として捕捉していくことが絶対条件となる。本講で
は、講師の専門（担当）分野における最新情報を紹介し、その意義や
問題点、今後の展望などを含めて概説する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

各分野での先端医療の発展と方向性を知ることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

ディスカッション、レポート等における内容を総合的に評価する
（100％）。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特になし。配布資料や各自の検索した関連文献を参考とする。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

医療薬学に関する基礎的知識を修得済みである者が望ましい。
集合場所は教員によって異なるので注意。前もって連絡するので、
メール等の連絡先を知らせてもらう。
※各回の事前学習として、予習を2時間程度すること。指定した文献
および資料に目を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また授業後
には事後学習として、復習を2時間程度すること。授業終了時に示す
課題について、まとめておくなどして理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

オムニバス方式 / 全15回
１．分子標的治療、がん免疫療法を中心とした最新治療
（中島；1～5 回）

２．消化器領域における治療の発展と最新医療（遠城
寺；6～10 回）

３．遺伝子治療の最前線（大江；11～15回）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P20003-01先端創薬科学トピック特論

前期 2  1 授業形態:講義金城　順英、松永　和久、丸岡　博
◎－－－　授業の概要　－－－◎

現在の創薬アプローチは，主に疾病のメカニズムを分子生物学などの
手法を用い解析することからスタートしており，そのプロセスは極め
て複雑・多様化している。創薬プロセスには，リード化合物の探索，
有効性，構造活性相関，安全性の各試験や薬物動態，ヒト臨床試験な
どがある。先端創薬科学トピック特論では，創薬プロセスの各過程に
おける基礎的知識の習得と過程相互の連携の理解を目的として，各分
野の専門家による講義をオムニバス方式で行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

創薬プロセスの各過程における基礎的知識を知り，説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

課題レポートによる評価（90％）と受講態度（10％）により総合的に
評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

適宜，資料を配付する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

シラバスに従い，インターネット等で予習することが望ましい。
※各回の事前学習として，予習を2時間程度すること。指定した文献
および資料に目を通し，事前に要旨をまとめておくこと。また授業後
には事後学習として，復習を2時間程度すること。授業終了時に示す
課題について，まとめておくなどして理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１～５　創薬につながった薬用植物の来歴とその開発の経
緯および，現在注目されている植物由来の医薬品（金城）
５～10　薬物の有効性を最大限に引き出し，薬物治療を最
適化するためのDDSや製剤設計について最新の実例を交え
て解説する（松永）
11～15　新薬の研究開発の起点となる新しいリード化合物
の発見とその効率的な最適化の流れの理解および, 生体内
で機能する錯化合物および生体内分子と反応する医薬品
（丸岡）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10013-01創剤学演習「加留部クラス」

２年通年 6  1 授業形態:演習加留部　善晴
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　薬物を効果的に作用させるための製剤設計，薬物送達に関わる研究
学術論文や総説を読み，内容を理解するとともに最新の学術情報を取
得する。また，論文内容を要約，説明することによりプレゼンテー
ション能力を育成する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　薬物を効果的に作用させるための化学的手法、物理的論理性、生物
学的挙動を学び、製剤設計を試みることや薬物送達性の向上を行うこ
とができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　論文紹介や総説の研究室抄読会(10%)及び学会発表(20%)、修士論文
(70%)で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　研究学術論文や総説を資料として配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　事前に配布した学術論文は目を通しておくこと。
※各回の事前学習は90分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を90分程度すること。各回終了時に示す課題について、まとめておく
などして理解を深めること。不明な点や興味を持った事項について追
加で学習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回～第10回　製剤設計や薬物送達に関する抄読会
第11回～第15回　各種製剤の調製方法
第16回～第20回　放射性医薬品の調製とイメージング
第21回～第25回　Power Pointを用いた説明発表会
第26回～第30回　論文内容の見直しと総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10013-02創剤学演習「高田クラス」

２年通年 6  1 授業形態:演習高田　二郎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

薬物を効果的に作用させるための製剤設計，薬物送達に関わる研究学
術論文や総説を読み，内容を理解するとともに最新の学術情報を取得
する。また，論文内容を要約，説明することによりプレゼンテーショ
ン能力を育成する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

薬物を効果的に作用させるための化学的手法、物理的論理性、生物学
的挙動を学び、製剤設計を試みることや薬物送達性の向上を行うこと
ができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

論文紹介や総説の研究室抄読会(10%)及び学会発表(20%)、修士論文
(70%)で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

研究学術論文や総説を資料として配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前に配布した学術論文は目を通しておくこと。
※各回の事前学習は90分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を90分程度すること。各回終了時に示す課題について、まとめておく
などして理解を深めること。不明な点や興味を持った事項について追
加で学習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回～第10回　製剤設計や薬物送達に関する抄読会
第11回～第15回　各種製剤の調製方法
第16回～第20回　放射性医薬品の調製とイメージング
第21回～第25回　Power Pointを用いた説明発表会
第26回～第30回　論文内容の見直しと総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10013-03創剤学演習「松永クラス」

２年通年 6  1 授業形態:演習松永　和久
◎－－－　授業の概要　－－－◎

薬物が治療に適用され、有用な効果を発揮するためには、製剤化によ
り適切な投与剤形にすることが必要である。更に、薬物の有効性を最
大限に引き出し、副作用を抑え、安全性を最大限に追求するために、
薬物を「必要な時」に、「必要な部位」に、「必要な量」送り込む手
法、薬物送達システム (DDS) が開発されている。
薬物を効果的に作用させるための製剤設計、薬物送達に関わる研究学
術論文や総説を読み、内容を理解するとともに最新の学術情報を取得
する。また、論文内容を要約、説明することによりプレゼンテーショ
ン能力を育成する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

製剤化と薬物送達の手法についての情報を収集、理解し、説明するこ
とができる。
得られた知識を元に、製剤開発計画を作成し、説明することができ
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

論文抄読会(10%)、学会発表(20%)、修士論文(70%)で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

適宜資料を配布する他、自分でも随時論文を検索し読解すること。
参考文献
Martin's Physical Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 7版 ISBN
1451191456

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

論文等、事前に配布した資料には目を通しておくこと。
自分でも随時情報収集をかかさないこと。
※各回の事前学習は90分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を90分程度すること。各回終了時に示す課題について、まとめておく
などして理解を深めること。不明な点や興味を持った事項について追
加で学習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第01回～第10回 論文抄読会
第11回～第20回 各種製剤化手法とDDS手法について
第21回～第25回 プレゼンテーション練習と発表
第26回～第30回 論文内容の確認と総括

◎－－－　URL　－－－◎

福岡大学薬学部創剤学教室
(http://www.pha.fukuoka-u.ac.jp/user/housha/)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10014-01創剤学特別実験「加留部クラス」

２年通年 12  1 授業形態:実験加留部　善晴
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　薬物を効果的に作用させるための製剤設計，薬物送達に関わる研究
課題について，実験計画の立案，実験手技，実験方法，実験結果の論
理的考察等の能力を身につけることがねらいである。また，実験目
的，方法，結果，考察を成果として論文・学会発表することで，より
深い知識，技能，態度を身につけることも目的としている。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　薬物の化学的性質、物理的性質、生物学的性質について学び、薬物
の化学的特性、体内動態について説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　実験計画の立案，実験手技，実験方法，実験結果の論理的考察等の
能力を判断して評価する(20%)。また、文献抄読(10%)、実験報告
(10%)、学会発表(20%)、論文作成(40%)で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　参考文献を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　事前に配布した参考文献は目を通しておくこと。
※各回の事前学習は30分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を30分程度すること。受講後は事後学習として、不明な点や興味を
持った事項について追加で学習を行うなどして理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回～第30回　実験計画立案のための文献調査
第31回～第45回　実験方法の確立
第46回～第60回　実験手技の習熟
第61回～第80回　実験結果の整理・発表
第81回～第90回　学会発表、論文作成



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10014-02創剤学特別実験「高田クラス」

２年通年 12  1 授業形態:実験高田　二郎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

薬物を効果的に作用させるための製剤設計，薬物送達に関わる研究課
題について，実験計画の立案，実験手技，実験方法，実験結果の論理
的考察等の能力を身につけることがねらいである。また，実験目的，
方法，結果，考察を成果として論文・学会発表することで，より深い
知識，技能，態度を身につけることも目的としている。

◎－－－　到達目標　－－－◎

薬物の化学的性質、物理的性質、生物学的性質について学び、薬物の
化学的特性、体内動態について説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

実験計画の立案，実験手技，実験方法，実験結果の論理的考察等の能
力を判断して評価する(20%)。また、文献抄読(10%)、実験報告
(10%)、学会発表(20%)、論文作成(40%)で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

参考文献を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前に配布した参考文献は目を通しておくこと。
※各回の事前学習は30分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を30分程度すること。受講後は事後学習として、不明な点や興味を
持った事項について追加で学習を行うなどして理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回～第30回　実験計画立案のための文献調査
第31回～第45回　実験方法の確立
第46回～第60回　実験手技の習熟
第61回～第80回　実験結果の整理・発表
第81回～第90回　学会発表、論文作成



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10014-03創剤学特別実験「松永クラス」

２年通年 12  1 授業形態:実験松永　和久
◎－－－　授業の概要　－－－◎

薬物が治療に適用され、有用な効果を発揮するためには、製剤化によ
り適切な投与剤形にすることが必要である。更に、薬物の有効性を最
大限に引き出し、副作用を抑え、安全性を最大限に追求するために、
薬物を「必要な時」に、「必要な部位」に、「必要な量」送り込む手
法、薬物送達システム (DDS) が開発されている。
製剤設計と薬物送達に関わる研究課題について、実験計画の立案、実
験手技、実験方法、実験結果の論理的考察等の能力を身につける。更
に、成果を学会発表及び論文として発表することで、より深い知識、
技能、態度を身につける。

◎－－－　到達目標　－－－◎

製剤開発計画を元に、実験計画を立案、遂行し、結果を整理、考察し
て発表できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

実験計画の立案、実験手技、実験方法、実験結果の論理的考察能力等
を評価する(50%)。更に、学会発表(25%)や論文作成(25%)能力につい
て評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

適宜資料を配布する他、自分でも随時論文を検索し読解すること。
参考文献
Martin's Physical Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 7版 ISBN
1451191456

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

論文等、事前に配布した資料には目を通しておくこと。
自分でも随時情報収集をかかさないこと。
情報収集、計画、実験、記録、考察、発表のサイクルを能動的に進め
ること。
※各回の事前学習は30分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を30分程度すること。受講後は事後学習として、不明な点や興味を
持った事項について追加で学習を行うなどして理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第01回～第15回 実験計画立案のための文献調査
第16回～第30回 実験計画立案
第31回～第45回 実験方法の確立
第46回～第60回 実験手技の習熟
第61回～第75回 実験結果の整理・発表
第76回～第90回 学会発表、論文作成

◎－－－　URL　－－－◎

福岡大学薬学部創剤学教室
(http://www.pha.fukuoka-u.ac.jp/user/housha/)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P20002-01創薬科学特論

前期 2  1 授業形態:講義丸岡　博、金城　順英、小迫　知弘
◎－－－　授業の概要　－－－◎

創薬の探索アプローチには、天然物より得られる化合物や、分子設計
により合成した化合物の生物活性評価などによる探索、疾患原因や作
用機序の解明による新薬の探索などさまざまなアプローチがある。創
薬科学は極めて多様な学問が融合した学問領域である。創薬科学特論
では、リード化合物の探索や分子設計による探索合成、生化学的研
究、薬物受容体相互作用の解明に基づく創薬など、創薬科学における
基礎的知識の習得、創薬科学の包括する学問領域の幅広い理解を目的
として、各分野の専門家によるオムニバス方式（全１５回）の講義を
行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１）リード化合物探索の代表的例を挙げて、説明できる。
２）医薬品合成の代表的例を挙げて、説明できる。
３）創薬につながった薬用植物研究の代表的例を挙げて、説明でき
る。
４）天然物の生物活性化合物の探索と最近の天然物由来の薬物例を挙
げて、説明できる。
５）生化学的および免疫学的研究に基づく薬剤開発の例を挙げて、説
明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

課題レポートによる評価（９０％）、受講態度（１０％）により総合
的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要に応じて、参考文献や資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

配布された資料や参考文献については、事前に目を通しておくこと。
各回の事前学習として、予習を２時間程度すること。指定した文献お
よび資料に目を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また授業後に
は事後学習として、復習を２時間程度すること。授業終了時に示す課
題について、纏めるなどして理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１）リード化合物探索の代表的例
２）医薬品合成の代表的例
「１）、２）丸岡　博：５回」
３）創薬につながった薬用植物研究の代表的例　
４）天然物の生物活性化合物の探索と最近の天然物由来の
薬物例
「３）、４）金城　順英：５回」
５）エピジェネティック制御作用を有する新規低分子化合
物の開発例　
６）ナノ粒子を基盤としたワクチンによるがん免疫療法研
究の代表的例
「５）、６）小迫　知弘：５回」



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P20007-01治験・臨床開発特論

後期 2  1 授業形態:講義首藤　英樹、今給黎　修、江川　孝、緒方　憲太郎、林　稔展、松永　和久
◎－－－　授業の概要　－－－◎

我が国では新GCPを遵守し、科学的で信頼性の高い治験が実施されて
いる。治験や臨床試験の中心的役割を担う治験中核病院や治験拠点医
療機関が整備され、国際共同治験や医師主導治験なども始まってい
る。薬剤師は治験事務、治験薬管理、治験コーディネーター（CRC）
として、一方、開発業務受託機関（CRO）や治験実施施設支援機関
（SMO）で治験に貢献している。治験・臨床開発を理解するには、臨
床試験における薬剤師の役割、臨床試験の計画に関する基本的事項を
知る必要がある。また、医薬品開発において製剤や包装の開発は重要
な分野の一つであり、これらを中心に講義を組み立てる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．臨床研究について医師主導、企業主導の違いを知り説明できる。
２．治験事務局、治験コーディネーターの役割について知り、治験実
施体制を説明できる。
３．インフォームドコンセントについて患者の立場から臨床研究を説
明できる。
４．医薬品リスク管理計画（RMP：Risk Management Plan）について説
明できる。
５．医薬品の審査プロセスを説明できる。
６．医薬品開発における薬物動態試験の位置付けや意義を説明でき
る。
７．ブリッジング試験と国際共同治験の概要を説明できる。
８．レギュラトリーサイエンスに基づく医薬品等の品質、有効性及び
安全性の評価法について説明できる。
９．医薬品等の開発と規制における国際調和の動向について説明でき
る。
１０．医薬品開発における製剤設計と製造法について重要性を認識し
説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業に取り組む姿勢（8割）、口頭による理解状況評価（2割）から総
合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは使用しない。
授業の都度、講義の要点や事例を記載した資料を配布する。
（参考文献）
臨床試験の進め方/9784524238422
CRCテキストブック第2版/9784260004343
新薬臨床評価ガイドライン2006/9784840809221

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

新GCPに関する基礎的知識を有していることが望ましい。
※各回の事前学習として、予習を2時間程度すること。指定した文献
および資料に目を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また授業後
には事後学習として、復習を2時間程度すること。授業終了時に示す
課題について、まとめておくなどして理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.臨床研究とは（江川）
2.臨床研究の倫理性・科学性（江川）
3.治験センターの構築（江川）
4.GLPとGCP（林）
5.レギュラトリーサイエンス（林）
6.治験事務局での薬剤師の役割（緒方）
7.臨床研究の現状（緒方）
8.治験コーディネーターとしての薬剤師の役割（今給黎）
9.インフォームドコンセント（今給黎）
10.医薬品リスク管理計画（今給黎）
11.医薬品の審査プロセス（首藤）
12.臨床試験データの評価法（首藤）
13.臨床研究のデザイン（首藤）
14.事例から学ぶ製剤設計（松永）
15.事例から学ぶ包装と容器設計（松永）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10009-02分子医学演習「遠城寺クラス」

２年通年 6  1 授業形態:演習遠城寺　宗近
◎－－－　授業の概要　－－－◎

消化器疾患を中心とする研究テーマに関して，現在までに明らかにさ
れてきた知見を研究に生かすため，適切な論文・総説を選択し，その
内容を評価，理解する．以上のことに力点を置いて，一連の講義を構
成する．

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．テーマに関する英語論文を読むことで最新情報の取得を行うとと
もに、その要約を発表・解説することで、読解力やプレゼンテ－ショ
ン能力を身につけ、自己の論文作成ができる。
２．論文で示された実験方法を理解し、自分の実験に応用できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

ディスカッション、レポート等における内容を総合的に評価する
（100％）。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要時に資料を配布する．

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

研究テーマに関する基礎知識を習得しておく．
各回の事前学習は90分を目安とする。指定した文献および資料に目を
通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習を
90分程度すること。各回終了時に示す課題について、まとめておくな
どして理解を深めること。不明な点や興味を持った事項について追加
で学習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回～第30回の中で，次の項目に関して講義，指導す
る．
１．関連文献検索方法
２．テーマに沿った文献収集
３．実験方法の原理，手技の解説
４．テーマに沿った実験計画の作製
５．論文内容のプレゼンテーション
６．論文内容の評価・総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10009-03分子医学演習「大江クラス」

２年通年 6  1 授業形態:演習大江　賢治
◎－－－　授業の概要　－－－◎

内分泌・糖尿病疾患を中心とする研究テーマに関して、現在までに明
らかにされてきた知見を研究に生かすため、適切な論文・総説を選択
し、その内容を評価、理解する。以上のことに力点を置いて、一連の
講義を構成する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．テーマに関する英語論文により最新の知見を取得し、発表・解説
することで、読解力やプレゼンテ－ション能力を身につけ、論文作成
にも生かすことができる。
２．論文で示された実験方法を理解し、自分の実験に応用することが
できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

学習態度（50％）およびディスカッション、レポート等（50％）によ
り総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要時に資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

研究テーマに関する基礎知識を習得しておく。
※各回の事前学習は90分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を90分程度すること。各回終了時に示す課題について、まとめておく
などして理解を深めること。不明な点や興味を持った事項について追
加で学習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回～第30回の中で、次の項目に関して講義、指導す
る。
１．関連文献検索方法
２．テーマに沿った文献収集
３．実験方法の原理，手技の解説
４．テーマに沿った実験計画の作製
５．論文内容のプレゼンテーション
６．論文内容の評価・総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10009-01分子医学演習「中島クラス」

２年通年 6  1 授業形態:演習中島　学
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　はじめに、実験器具や実験操作の基本的手技や操作法およびトラブ
ルシューティングを熟知、習得するとともに、実験テーマに関する適
切な論文の選択やその内容評価ができ、実験に反映することができる
ようになる。また、テーマ（細胞周期制御、細胞死誘導シグナル、抗
炎症性物質作用など）に関する英文総説及び学術論文を読み，研究室
での抄読会にて論文の要約を発表・解説することで，読解力の養成，
プレゼンテ－ション能力の育成および最新情報の取得を行う。また、
論文内容を校正、総括する技量を身に付ける。

◎－－－　到達目標　－－－◎

以下の項目を到達目標とする。
１）実験器具や汎用機器の基本的な扱い方の説明と実施ができる。
２）実験用試薬の取扱方や保存方法などの説明と実施ができる。
３）実験テーマに沿った計画の立案の仕方と実験方法の選択とその意
義を説明し、目標を達成できる実験計画を立案と説明ができる。
４）適切な文献の検索ができ、文献の発表および説明ができる。
５）論文の見直しと総括ができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　演習に対する態度や取り組む姿勢(50%)および論文発表・討論会に
おけるプレゼンテーション技能(30%)と質問等に対する解答内容など
(20%)を総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　なし、各講義テーマに関するプリントと関連文献を参考に、実験系
の組み立てから訂正、および論文の見直しから総括までの演習をすす
める。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前に、実験器具や試薬に添付されている取扱説明書および注意事項
を読み、不明な点に関しては教室のスタッフや先輩学生に確認して充
分に理解しておく。
解析機器等の操作方法や応用に関して、添付使用説明書を熟読してお
く。
プレゼンテーション用ソフトの使用方法を熟知しておく。
発表に関しては、事前に充分に練習し、発表がスムースに制限時間内
に終了する様に練習しておく。
自ら課題テーマに関連する論文を選び、発表準備をする。
※各回の事前学習は90分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を90分程度すること。各回終了時に示す課題について、まとめておく
などして理解を深めること。不明な点や興味を持った事項について追
加で学習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　授業および研究指導計画
　全般的な実験の基本的手技や操作法を理解・習得し、実
験計画立案方法の熟知と実技指導を行なう。
１）関連文献検索方法（PubMed）と抄読会での紹介の仕
方（第１回̃第２回）
２）実験器具の基本的な取扱い方や汎用機器の使用方法、
試薬の取扱い方（第３回～第４回）
３）細胞培養技術の基礎（第５回～第６回）
４）免疫学的解析法の基礎（免疫染色法、免疫沈降法、
ELISA法など）（第７回～第８回）
５）タンパク解析法の基礎（ウエスタンブロッティング、
SDS-PAGE法、ゲル染色法など）（第９回～第１０回）
６）遺伝子解析法の基礎（DNA精製、RNA精製、ゲル電気
泳動法、PCR、RT-PCR、制限酵素反応、遺伝子導入法な
ど）（第１１回～第１２回）
７）実験テーマ別の実験計画立案と実験方法の選択の仕方
（第１３回～第１４回）
８）テーマに沿った文献収集とディスカッション（第１５
回～第２０回）
９）実施した実験に関する論文内容の見直し（第２１回～
第２５回）
１０）論文の総括（第２６回～第３０回）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10010-02分子医学特別実験「遠城寺クラス」

２年通年 12  1 授業形態:実験遠城寺　宗近
◎－－－　授業の概要　－－－◎

研究テーマに関連する消化器疾患について，その病態を解説するとと
もに，最先端の医療を講義で紹介する．また，必要な実験の立案・実
験方法の選択を行い，自己の実験に即して，実際に得られた実験結果
を評価し，その意味するところを解説，発表してもらう．

◎－－－　到達目標　－－－◎

与えられたテーマに対する適切な実験法を組み立てられる．実験の意
味を理解し，実験結果を解釈してその意義・内容を説明できる．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

実験に取り組む態度（50％）や実験報告・到達度（50％）などを考慮
し、総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

最新の原著論文・総説を用いる．

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

研究テーマに関連する疾患について理解する．各実験後には，信頼で
きる結果であるかどうか充分に検討し，他の情報（関連文献など）と
の整合性などを考慮すること．常に実験テーマに関する新しい情報を
得ること．
※各回の事前学習は30分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を30分程度すること。受講後は事後学習として、不明な点や興味を
持った事項について追加で学習を行うなどして理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回～第90回の中で，以下の項目に関して実施する．
・テーマに関連する疾患についての文献を収集し，熟読す
る
・テーマ合った最適な実験のための方法論とその意義を検
討する
・実験が適切に履行されたかどうか検討する
・実験結果を解釈し，説明できるようにする
・実験の総括，プレゼンテーションを行う



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10010-03分子医学特別実験「大江クラス」

２年通年 12  1 授業形態:実験大江　賢治
◎－－－　授業の概要　－－－◎

研究テーマに関連する内分泌糖尿病疾患について、その病態を解説す
るとともに、最先端の医療を講義で紹介する。また、必要な実験の立
案・実験方法の選択を行い、自己の実験に即して、実際に得られた実
験結果を評価し、その意味するところを解説、発表してもらう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．実験テーマに対する適切な実験法を組み立てることができる。
２．実験の意味を理解し、実験結果を解釈してその意義・内容を説明
できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

実験に取り組む態度（50％）や実験報告・到達度（50％）などを考慮
し、総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

最新の原著論文・総説を用いる。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

研究テーマに関連する疾患について理解する。各実験結果の信頼性を
充分に検討し、他の情報（関連文献など）との整合性などを考慮する
こと。常に実験テーマに関する新しい情報を得ること。
※各回の事前学習は30分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を30分程度すること。受講後は事後学習として、不明な点や興味を
持った事項について追加で学習を行うなどして理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回～第90回の中で、以下の項目に関して実施する。
・テーマに関連する疾患についての文献を収集し、熟読す
る。
・テーマ合った最適な実験のための方法論とその意義を検
討する。
・実験が適切に履行されたかどうか検討する。
・実験結果を解釈し、説明できるようにする。
・実験の総括、プレゼンテーションを行う。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10010-01分子医学特別実験「中島クラス」

２年通年 12  1 授業形態:実験中島　学
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　細胞周期制御、細胞死誘導シグナルや抗炎症性物質の作用機序につ
いて，試験管内実験の立案・実験方法の選択を行い，得られた実験結
果を解釈し，研究目的の達成への実験手順を決定する能力を育成する
ことを目的とする。また，これらの実験成果を学会にて発表するとと
もに英文論文として完成させることで，研究者としての研鑽を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１：実験操作の熟知と技量を伸ばし、実験テーマに沿った実験を実施
できる。２：トラブルシューティングに対して対処できる。
３：課題研究論文の完成に必要な補足実験結果のための実験立案と実
施ができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　実験に取り組む態度(60%)や実験遂行状況・到達度(40%)などを考慮
し、総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　実験結果を関連文献等を参考に解析し、自ら実験系を組み立てるこ
とに主眼を置く。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

各実験実施後は、実験結果を充分に考察し、事前に適切に選択した関
連文献やレビューにて実験結果の整合性などを熟慮すること。また、
常に実験テーマに関する新しい情報を得ることに留意する。
※各回の事前学習は30分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を30分程度すること。受講後は事後学習として、不明な点や興味を
持った事項について追加で学習を行うなどして理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

授業および研究指導計画
　初めの数ヶ月間で理解・習得した実験の基本的手技や操
作法を実施し、実験結果の解析方法等を習得する。
１）細胞培養の基本操作実施（第１回～第４回）
２）免疫学的解析法（免疫染色法、免疫沈降法、ELISA法
など）の基本操作実施（第５回～第７回）
３）タンパク解析法（ウエスタンブロッティング、SDS-
PAGE法、ゲル染色法など）の基本操作実施（第８回～第
１０回）
４）遺伝子解析法（DNA精製、RNA精製、ゲル電気泳動
法、PCR、RT-PCR、制限酵素反応、遺伝子導入法など）
の基本操作実施（第１１回～第１３回）
５）実験テーマに沿った実験の実地と結果の検討（第１４
回～第５０回）
６）実験結果の中間報告と総括を行い、実験方法の変更に
沿った実験の実施（第５１回～第７５回）
７）実験の最終総括と補足実験の実施（第７６回～第９０
回）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P20001-01薬学概論

前期 2  1 授業形態:講義大川　雅史、鹿志毛　信広、片岡　泰文、加留部　善晴、高田　二郎、能田　均、藤岡　稔大、本田　伸一郎、丸岡　博、山内　淳史、吉田　秀幸、池田　浩人、道具　伸也、巴山　忠

◎－－－　授業の概要　－－－◎

薬学の専門教育は創薬系薬学と医療系薬学とに分類されるが、これら
の薬の創り方および使い方について学んでいく。これから健康薬科学
の専門家として身につけるべき薬学の基礎知識が習得できるように、
薬とは何か、薬はどのようにしてできるか、薬は体内でどのように挙
動するのか、薬はなぜ病気に効くのか、病気はどのようなものがある
のか、なぜ病気になるのか、などについて各領域の専門家が概説す
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

これから薬学部大学院で学ぶ上で必要な薬学での化学的、生物学的お
よび物理的知識、技能、態度を理解し、授業計画に掲げられた内容を
概説できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各講義ごとの試験あるいはレポート等を集計し、受講態度も考慮して
総合的に評価(100%）する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

指定するテキストはないが、各講義において適宜指示する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

各講義の日時は事前に掲示板等にて指示を行うので、注意すること。
※各回の事前学習として、予習を2時間程度すること。指定した文献
および資料に目を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また授業後
には事後学習として、復習を2時間程度すること。授業終了時に示す
課題について、まとめておくなどして理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（オムニバス方式）
１　薬学部で学ぶ有機化学が薬を創る上でど
　　のように関与しているか、その基本的考
　　え方について概説する。（丸岡）
２　天然に存在する有機化合物の基原、化学
　　構造と生物活性、医薬品としての利用、
　　創薬におけるその重要性について概説す
　　る。（大川）
３　薬の効く仕組みを理解するために、薬物
　　分子と生体分子間の相互作用の解析法に
　　ついて概説する。（池田）
４　有機化合物の機器分析による構造決定に
　　ついて概説する。（藤岡）
５　疾病の診断や予防、治療効果の判定など
　　「医療」において分析化学が担う役割に
　　ついて概説する。（巴山）
６　薬の開発、生産などの創薬領域における
　　分離分析法について概説する。
　　（能田）
７　ドーピング禁止物質の検査方法について
　　概説する。（吉田）
８　薬を効果的に作用させるための投与経路
　　と薬物送達システム(DDS)および製剤評
　　価法について概説する。（高田）　
９　放射性医薬品の製剤設計について概説す
　　る。（加留部）
10　医薬品副作用の低減化を目指す処方設計
　　に関わる薬剤師による「育薬」について
　　概説する。（片岡）
11　薬効に対する薬力学的および薬物動態学
　　的変動要因について概説する。（山内）
12　薬物が生体に投与されて作用（薬効・毒
　　性）を発現し、体内から消失するまでの
　　生体内運命について概説する。（道具）
13　生体情報ネットワーク機構を細胞レベル
　　で理解するため、ホルモンやサイトカイ
　　ンなどのシグナル分子の働きについて概
　　説する。（本田）
14　感染症とその予防および治療薬について
　　概説する。（鹿志毛）
15　総括。自分の研究テーマに関するプレゼ
　　ンテーションとそれに関する質疑応答を
　　行う。（鹿志毛）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10011-01薬剤学演習「片岡クラス」

２年通年 6  1 授業形態:演習片岡　泰文
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　薬物有害作用の予測・回避方法の構築は、創薬とともに薬学に課せ
られた責務といえる。薬物有害作用研究を遂行するためには、まず適
切な情報の収集と批判的な吟味による背景情報の分析が必要である。
また種々の研究手法を熟知しておくことも重要である。本演習では薬
物有害作用の薬力学的，薬物動態学的及び薬理遺伝学的解析に関わる
研究学術論文や総説を収集・査読し，情報解析・評価力を培うととも
に最新の学術情報を取得する。また，論文の内容を要約し解説するこ
とにより発表能力を育成する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．各種データベースを使用し、目的の学術論文・資料を収集でき
る。
２．学術論文を要約し、分かり易くプレゼンテーションできる。
３．薬物有害作用研究について、例を挙げて説明できる。
４．中枢性薬物有害作用における血液脳関門機能の重要性について説
明できる。
５．薬物有害作用研究に用いられるin vivo，in vitroモデルを例を挙げ
て説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

演習に取り組む態度、発表などを考慮し、総合的に評価する。セミ
ナーでの各課題の発表内容（７０％）、態度（３０％）。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

関連する原著論文・総説を題材とし、演習を行う。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

題材となる文献については事前に熟読しておくことが必須である。ま
たプレゼンテーションに必要なソフトウェアの使用方法を習得する必
要がある。
※各回の事前学習は90分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を90分程度すること。各回終了時に示す課題について、まとめておく
などして理解を深めること。不明な点や興味を持った事項について追
加で学習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

以下の項目に関して、最新の原著論文紹介と討議を中心と
したセミナーを週1回、計30回行う（各項目5回）。

１．薬物有害作用とPK-PD解析
２．薬物有害作用と薬剤疫学
３．薬物有害作用と遺伝子多型
４．薬物有害作用と性差
５．中枢性薬物有害作用と血液脳関門
６．有害作用研究のための研究モデル



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10011-03薬剤学演習「首藤クラス」

２年通年 6  1 授業形態:演習首藤　英樹
◎－－－　授業の概要　－－－◎

医薬品の有効性、安全性、経済性の評価を、医薬品使用の観点から行
えるようになるためには、人を集団として捉えて解析・評価する薬剤
疫学を、その基本概念から実践事例における留意事項までを含めて理
解する必要がある。本演習では、人の集団における薬物の使用とその
効果や影響を明らかにするため、未知重篤な副作用の発見、有害事象
を起こした症例の集積、医薬品との因果関係の追及、短期の治療効果
や長期予後の評価、適正な調剤、適切な情報伝達について学び、医薬
品の適正使用の確立について、薬剤疫学の研究デザインを勘案しなが
ら、臨床論文における実例を参考にして、どのような研究手法が使用
されているのか、得られた結果はどのような患者に適応できるのかな
どを発表と討議を通して理解を深めていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．各種データベースを使用し、目的の学術論文・資料を収集でき
る。
２．学術論文を批判的に吟味し、評価できる。
３．学術論文を要約し、分かり易くプレゼンテーションできる。
４．臨床研究のデザインについて説明できる。
５．臨床研究における統計解析の方法及び評価について説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

演習に取り組む態度、発表などを考慮し、総合的に評価する。セミ
ナーでの各課題の発表内容（７０％）、態度（３０％）。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

関連する原著論文・総説を題材とし、演習を行う。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

題材となる文献については事前に熟読しておくことが必須である。ま
たプレゼンテーションに必要なソフトウェアの使用方法を習得する必
要がある。
※各回の事前学習は90分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を90分程度すること。各回終了時に示す課題について、まとめておく
などして理解を深めること。不明な点や興味を持った事項について追
加で学習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

以下の項目に関して、最新の原著論文紹介と討議を中心と
したセミナーを週1回、各項目6回（進捗により増減）、計
30回行う。

１．症例報告・症例集積研究
２．クロス・セクショナル研究
３．ケース・コントロール研究
４．コホート研究
５．メタアナリシス



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10011-02薬剤学演習「道具クラス」

２年通年 6  1 授業形態:演習道具　伸也
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　血液脳関門は脳血管内皮細胞、ペリサイトおよびアストロサイトか
ら構成され、薬物を含む循環血液中物質や炎症細胞の脳内侵入を制限
し、脳恒常性を維持する障壁として機能する。この障壁の破綻が様々
な中枢神経系疾患で認められており、さらに血液脳関門が神経細胞と
の機能的統合体である脳神経血管機構（neurovascular unit）を形成して
いることは、血液脳関門機能障害が中枢神経系疾患の発症・進展に寄
与することを示唆する。従って、神経保護に加え、「血液脳関門保
護」は新たな薬物治療・創薬標的となり得る。
　本演習では、血液脳関門を機能障害へと導く要因（医薬品を含む）
および過程と、既存薬による血液脳関門機能障害および既存薬を用い
た血液脳関門機能強化についての学術論文や総説を収集・精査し、情
報解析能力を養う。収集した情報から「血液脳関門保護」を指向した
中枢神経系疾患・副作用の新たな予防・治療法を提起できる能力の養
成を目標とする。また論文内容を要約し、わかりやすく人に伝えるこ
とができる能力を、セミナーでのプレゼンテーションを通じて育成す
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．各種データベースを使用し、目的の学術論文・資料を収集できる
２．学術論文（英文）を理解・要約し、わかりやすくプレゼンテー
ションできる
３．血液脳関門および脳神経血管機構について説明できる
４．中枢神経変性疾患における血液脳関門機能の重要性について説明
できる
５．血液脳関門の機能障害機序およびその治療方法について説明でき
る

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

演習に取り組む態度、発表内容、セミナーでの積極的な参加態度など
を考慮し、総合的に評価する。セミナーでの各課題の発表内容（５
０％）、態度（５０％）。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

関連する原著論文・総説を題材とし、演習を行う。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前：題材となる文献の要旨を読んでおくこと。
事後：発表の際に質問された内容について、周辺知識も含めて調査
し、考察することが望ましい。
※各回の事前学習は90分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を90分程度すること。各回終了時に示す課題について、まとめておく
などして理解を深めること。不明な点や興味を持った事項について追
加で学習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

以下の項目に関して、最新の原著論文紹介と討議を中心と
したセミナーを週1回、計30回行う。

１．病態と血液脳関門・脳神経血管機構
２．脳ペリサイトの生理・病態生理
３．病態下での脳ペリサイトと脳血管内皮細胞
４．病態下での脳ペリサイトとアストロサイト
５．病態下での脳ペリサイトとミクログリア
６．病態下での脳ペリサイトと神経細胞
７．血液脳関門・脳神経血管機構の制御機構と薬理学的介
入



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10011-04薬剤学演習「山内クラス」

２年通年 6  1 授業形態:演習山内　淳史
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　医薬品安全性の確保は薬剤師の重要な職務である。その中で、薬物
による有害事象の管理を行うためには、まず適切な情報の収集と批判
的な吟味による背景情報の分析が必要である。また有害事象の予測お
よび発現機序に基づく回避対策の構築を達成するには、関連する基礎
研究内容を理解する必要がある。本演習では、薬物による有害事象に
関する情報収集力、批判的評価力、エビデンスの構築および発信力を
養うことを目的に、基礎研究・症例報告から大規模臨床試験まで幅広
く基礎系・臨床系論文の収集・査読を行い、情報解析・評価結果につ
いて討議する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．各種データベースを使用し、目的の学術論文・資料を収集でき
る。
２．学術論文を批判的に吟味し、評価できる。
３．学術論文を要約し、分かり易くプレゼンテーションできる。
４．医薬品臨床試験デザインについて説明できる。
５．基本的な基礎実験手法を説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

演習に取り組む態度、発表などを考慮し、総合的に評価する。セミ
ナーでの各課題の発表内容（７０％）、態度（３０％）。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

関連する原著論文・総説を題材とし、演習を行う。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

題材となる文献については事前に熟読しておくことが必須である。ま
たプレゼンテーションに必要なソフトウェアの使用方法を習得する必
要がある。
※各回の事前学習は90分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を90分程度すること。各回終了時に示す課題について、まとめておく
などして理解を深めること。不明な点や興味を持った事項について追
加で学習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

以下の項目に関して、最新の原著論文紹介と討議を中心と
したセミナーを週1回、各項目7-10回（進捗により増
減）、計30回行う。

１．抗精神病薬による代謝異常
２．高尿酸血症時の薬物有害作用
３．慢性閉塞性肺疾患時の薬物有害作用
４．薬物による皮膚系有害作用



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10012-01薬剤学特別実験「片岡クラス」

２年通年 12  1 授業形態:実験片岡　泰文
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　薬物有害作用の予測・回避方法の構築は、創薬とともに薬学に課せ
られた責務といえる。本特別実験では、医薬品による副作用の予測・
軽減・回避対策を提示する目的で設定された薬剤学研究課題につい
て，実験の計画立案，遂行手法及び結果の総括方法を修得し，その成
果を論文・学会発表することにより基礎的な薬剤学研究力を育成す
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．遂行可能な実験計画を立案し、その意義を説明できる。
２．計画に基づいて実験を準備・遂行できる。
３．実験結果を適切に解析し吟味できる。
４．実験結果より計画の修正・補足点を発見し、再構築できる。
５．実験結果をわかりやすく論文にまとめて発表できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

実験に取り組む態度、議論および修士論文などを考慮し、総合的に評
価する。態度（３０％）、修士論文および議論（７０％）。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テーマに関連する原著論文など。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

日頃より各自で関連する原著論文を検索・熟読し、最新の情報を取得
しておく。またデータ解析・論文執筆などに関わるソフトウェアの使
用方法を習得する必要がある。
※各回の事前学習は30分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を30分程度すること。受講後は事後学習として、不明な点や興味を
持った事項について追加で学習を行うなどして理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

以下の項目に関する実験テーマから、指導教員の助言のも
とに1つを選択し、計画立案、実施、討議を行う（計90
回）。

１．血液脳関門機能制御に対する脳ペリサイトの役割
２．中枢性有害作用発現機序としての薬物の血液脳関門透
過
３．虚血後あるいは生活習慣病時の血液脳関門機能
４．免疫抑制薬のPK-PD解析
５．抗腫瘍薬のPK-PD解析
６．遺伝子多型解析による抗腫瘍薬の有害作用予測
７．薬剤疫学的手法を用いた薬物有害作用の危険因子探索
８．抗精神病薬による糖・脂質代謝異常の発現機序



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10012-03薬剤学特別実験「首藤クラス」

２年通年 12  1 授業形態:実験首藤　英樹
◎－－－　授業の概要　－－－◎

医薬品評価の要点はリスクとベネフィットのバランスをみることであ
る。医薬品の評価においては、承認申請までに得られた有効性・安全
性に関する限られたデータから、市販後のより多くの患者に用いたと
きの有効性・安全性を予測・評価するという科学的判断が要求され
る。一方で、市販後の大量の臨床データの中から、薬剤疫学的手法等
を駆使して重大な副作用等の発生を予測・予防するための安全対策を
構築する必要がある。本特別実験では、具体的なリサーチクエスチョ
ンを設定し、薬剤疫学的手法を適用して医薬品のリスクとベネフィッ
トのバランスを評価するための臨床研究計画を立案・遂行し、得られ
た結果を総括して臨床現場（社会）へ還元する医薬品評価科学の実践
能力を育成する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．遂行可能な研究計画を立案し、その意義を説明できる。
２．計画に基づいて研究を準備・遂行できる。
３．研究結果を適切に解析し、評価できる。
４．研究結果を論文にまとめ、発表できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研究に取り組む態度、議論および修士論文などを考慮し、総合的に評
価する。態度（３０％）、修士論文および議論（７０％）。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テーマに関連する原著論文など

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

日頃より各自で関連する原著論文を検索・熟読し、最新の情報を取得
しておく。またデータ解析・論文執筆などに関わるソフトウェアの使
用方法を習得する必要がある。
※各回の事前学習は90分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を90分程度すること。受講後は事後学習として、不明な点や興味を
持った事項について追加で学習を行うなどして理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

以下の例に示すような、主として「医薬品によるリスク・
ベネフィット評価」に関する研究テーマを設定し、指導教
員の助言のもと1つを選択し、計画立案、実施、討議を行
う（計90回）。

（例）
１．抗血小板薬とプロトンポンプ阻害薬併用時の有効性・
安全性評価
２．各種抗凝固薬による出血イベントの発症頻度及び危険
因子の解析
３．免疫抑制薬の薬物動態・臨床効果・副作用と薬物代謝
酵素・薬物トランスポータの遺伝子多型との関連
４．糖尿病治療薬とがん発症との関連性



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10012-02薬剤学特別実験「道具クラス」

２年通年 12  1 授業形態:実験道具　伸也
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　血液脳関門は脳血管内皮細胞、ペリサイトおよびアストロサイトか
ら構成され、薬物を含む循環血液中物質や炎症細胞の脳内侵入を制限
し、脳恒常性を維持する障壁として機能する。この障壁の破綻が様々
な中枢神経系疾患で認められており、さらに血液脳関門が神経細胞と
の機能的統合体である脳神経血管機構（neurovascular unit）を形成して
いることは、血液脳関門機能障害が中枢神経系疾患の発症・進展に寄
与することを示唆する。従って、神経保護に加え、「血液脳関門保
護」は新たな薬物治療・創薬標的となり得る。
　本特別実験では、血液脳関門を機能障害へと導く要因（医薬品を含
む）および過程と、既存薬による血液脳関門機能障害および既存薬を
用いた血液脳関門機能強化法についての科学的根拠を創出することを
目的として、設定された研究課題についての計画・立案、実践、結果
解析の各手法を習得する。得られた結果を考察して次の課題を抽出す
るサイクルを繰り返し行うことで、基礎的な研究能力を養う。得られ
た成果を適切にまとめ、学術誌への論文投稿や学会での発表を通し
て、社会に情報発信する能力を育成する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．各種データベースを使用し、実験課題に関連する学術論文・資料
を収集できる
２．遂行可能な実験計画を立案し、その意義を説明できる
３．計画に基づいて、準備・遂行できる
４．実験結果を適切に解析し、その結果と意義を説明できる
５．得られた結果に基づいて計画を修正できる
６．得られた成果をわかりやすく発表できる
７．得られた成果を適切にまとめ、論文を作成できる

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

実験に取り組む態度、議論および修士論文を考慮し、総合的に評価す
る。修士論文（５０％）、態度および議論（５０％）。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは使用しない。参考文献として以下を挙げておく。
１．テーマに関連する原著論文・総説
２．実験で扱う手法に関する実験書（例：岡田雅人・宮崎香、タンパ
ク質実験ノート　改訂第4版　上下巻、羊土社、2011）など

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

１．実験テーマに関連した最新の動向についての情報を収集するため
に、日頃からテーマに関連する文献を事前に検索して、内容を把握し
ておく。
２．データ解析・発表・論文作成のためのソフトウェア（Excel、
PowerPoint、Wordなど）の使用方法を修得しておく。
３．基本的な実験手法に関する実験書を読み、大まかな手順や原理な
どを理解しておく。
※各回の事前学習は30分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を30分程度すること。受講後は事後学習として、不明な点や興味を
持った事項について追加で学習を行うなどして理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

以下の項目に関連する実験テーマについて、指導教員とと
もに計画立案、実施、解析、討議を行う（計90回）。

１．病態と血液脳関門・脳神経血管機構
２．脳ペリサイトの生理・病態生理
３．病態下での脳ペリサイトと脳血管内皮細胞
４．病態下での脳ペリサイトとアストロサイト
５．病態下での脳ペリサイトとミクログリア
６．病態下での脳ペリサイトと神経細胞
７．血液脳関門・脳神経血管機構の制御機構と薬理学的介
入



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10012-04薬剤学特別実験「山内クラス」

２年通年 12  1 授業形態:実験山内　淳史
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　薬物有害作用発現の危険因子は多岐にわたる。薬物が市販後に投与
される患者は、治験時と異なり多様な背景を抱えており、これが予期
せぬ有害作用を惹起する一因となっている。近年、糖尿病など多くの
疾患の基盤病態を、慢性炎症病態として捉えるようになってきた。慢
性炎症病態におけるサイトカインなどの炎症シグナルは、疾患の成
立・進展のみならず、薬物有害作用発現に関与していることが示唆さ
れている。本特別実験では、「炎症病態時の薬物有害作用」をキー
ワードに設定された研究課題について，実験の計画立案，遂行手法及
び結果の総括方法を修得し，その成果を論文・学会発表することによ
り基礎的な研究力を育成する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．遂行可能な実験計画を立案し、その意義を説明できる。
２．計画に基づいて実験を準備・遂行できる。
３．実験結果を適切に解析し吟味できる。
４．実験結果より計画の修正・補足点を発見し、再構築できる。
５．実験結果をわかりやすく論文にまとめて発表できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

実験に取り組む態度、議論および修士論文などを考慮し、総合的に評
価する。態度（３０％）、修士論文および議論（７０％）。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テーマに関連する原著論文など

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

日頃より各自で関連する原著論文を検索・熟読し、最新の情報を取得
しておく。またデータ解析・論文執筆などに関わるソフトウェアの使
用方法を習得する必要がある。
※各回の事前学習は30分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を30分程度すること。受講後は事後学習として、不明な点や興味を
持った事項について追加で学習を行うなどして理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

以下の項目に関する実験テーマから、指導教員の助言のも
と1つを選択し、計画立案、実施、討議を行う（計90
回）。

１．高尿酸血症時の血液脳関門機能
２．高尿酸血症時の薬剤性腎障害
３．高尿酸血症時の薬剤性肝障害
４．慢性閉塞性肺疾患時の血液脳関門機能
５．慢性閉塞性肺疾患時の中枢性有害作用
６．動脈硬化症時の中枢性有害作用
７．リウマチ性疾患時の中枢性有害作用



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10007-01薬理学演習「岩崎クラス」

２年通年 6  1 授業形態:演習岩崎　克典
◎－－－　授業の概要　－－－◎

うつ病、不安障害、統合失調症などの精神疾患や認知症は、社会の複
雑化とともに罹患数がますます増えている。本演習の最終目標は、精
神疾患、薬物依存、認知症の発現機序を分子のレベルから明らかにす
ることである。そのために、行動薬理学的手法を基盤にして、遺伝子
レベルから、細胞レベルに至る生化学的、分子生物学的、生理学的手
法を演習する。また、加齢に伴う疾患について、特に機能性食品の薬
理作用及びその機序を明らかにし、予防薬学の立場で演習を進めてい
く。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１． 精神疾患の病態を理解し治療薬の最新情報を文献検索するこ
とにより収集できる。
２． 精神疾患に用いる治療薬の薬理作用の機序を考察・説明でき
る。
３． 精神疾患に関する論文の作成方法について説明できる。
４． 循環器障害が認知症の中核症状・周辺症状に及ぼす影響を考
察・説明できる。
５． 糖尿病が認知症の中核症状・周辺症状に及ぼす影響を考察・
説明できる。
６． 生活習慣病が認知症に及ぼす影響についての論文の作成方法
について説明できる。
７． 漢方薬が中枢神経系疾患に応用できる根拠について考察・説
明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

演習における発表内容や討議（５０％）および修士論文（５０％）な
どを考慮して、総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テーマに関連した原著論文など

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業はゼミ形式で行う。論文や実験データの紹介には、パワーポイン
トやワードなどのプレゼンテーションソフトを用いて説明してもらう
ので、使用方法を修得しておくこと。
※各回の事前学習は90分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を90分程度すること。各回終了時に示す課題について、まとめておく
などして理解を深めること。不明な点や興味を持った事項について追
加で学習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

以下の項目に関して、毎週、討議を行い、１週間の実験方
法と到達目標を具体的に組み立て実験を行う。
１．精神疾患（第１回～第1０回）
第1回～第3回：「精神疾患に関する文献収集の方法とデイ
スカッションなど」

第4回～第6回：「精神疾患ついての分析、考察、発表、討
論」

第7回～第10回：「論文内容の見直しおよび総括」

２．生活習慣病と中枢神経疾患について（第11回～第2０
回）
第11回～第13回：「循環障害が認知症に及ぼす影響につい
て」

第14回～第16回：「糖尿病が認知症に及ぼす影響につい
て」

第17回～第20回：「論文内容の見直しおよび総括」

３．漢方薬と中枢神経疾患（第21回～第30回）
第21回～第23回：「漢方薬に関する文献収集の方法とデイ
スカッションなど」

第24回～第26回：「漢方薬についての分析、考察、発表、
討論」

第27回～第30回：「論文内容の見直しおよび総括」



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10007-03薬理学演習「桂林クラス」

２年通年 6  1 授業形態:演習桂林　秀太郎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　高齢者が患う疾患の一つに、脳血管性障害、認知症などの精神疾患
が挙げられる。一方で、幼若期においては、てんかんや先天的な精神
疾患による高次機能の発達障害が挙げられる。
　本演習の目標は、これらの疾患および症候群の発現機序を薬理学の
観点から理解することである。そのために、電気生理学的および組織
解剖学的手法を基盤にして、遺伝子レベルから、細胞レベルに至る薬
理学的薬物解析法を演習する。具体的には、加齢に伴う精神疾患およ
び先天的精神疾患について、最新の学術情報を紹介しながら演習を進
めていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・それぞれの疾患と症候群の発症機序について学ぶ
・副作用の少ない創薬を考える上でどのような機序をターゲットにす
るのが良いかを考察できる
・新しい病態モデルや新たな治療戦略を発案できる
・Pub Medを使った英文論文検索を行い、その論文が意図する結論を
正確に理解できる

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準は以下の通りとする。
・中枢疾患に関する基本的な学説を自分の言葉で正確に説明できてい
るか
・レポート課題について、十分なデータに基づいて自分の見解を明確
に議論しているか

成績評価の方法は、演習における発表内容や討議（40％）および修士
論文（60％）を考慮して、総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テーマに関連した原著論文など。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・授業はゼミ形式で行う。原著論文や実験データの説明は、パワーポ
イントなどのプレゼンテーションソフトを用いて解説してもらうの
で、基本的な使用方法は各自で修得しておくこと。

・日頃から原著論文を読む癖をつけることが重要である。
※各回の事前学習は90分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を90分程度すること。各回終了時に示す課題について、まとめておく
などして理解を深めること。不明な点や興味を持った事項について追
加で学習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　以下の中枢疾患と症候群に関して、Pub Medを使った最
新の原著論文紹介と討議を中心とした週１回、計３０回の
討論会を行う（各項目５回）。

１．アルツハイマー病
２．脳血管性障害
３．脳の自然老化
４．てんかん
５．自閉症
６．先天性精神疾患

◎－－－　URL　－－－◎

PubMed
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10007-04薬理学演習「佐野クラス」

２年通年 6  1 授業形態:演習佐野　和憲
◎－－－　授業の概要　－－－◎

プリオン病やレビー小体型認知症などの神経変性疾患は、一般的に加
齢により罹患率が急上昇し、老齢化の進む先進国において克服すべき
重要な社会的医学的課題である。そのためには有効な治療法が必要で
あるが、現時点では発展途上段階であり、いまだ根治的治療法は確立
されていない。これらの神経変性疾患では、中枢神経系に疾患特異的
な異常タンパク質が蓄積し、脳内を伝播するのが特徴である。本演習
では、授業計画に示す各疾患において認められる異常タンパク質、そ
の伝播機構および実験方法について、これまでの知見や最新の学術情
報を基にしてディスカッションを行う。また、これまでに治療薬候補
となった薬物の臨床試験での成果を踏まえ、薬理学的観点から創薬に
向けてのディスカッションを行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.　プリオン病の基本的な病態機構および対症療法について説明でき
る。
2.　レビー小体型認知症の基本的な病態機構および対症療法について
説明できる。
3.　パーキンソン病の基本的な病態機構および対症療法について説明
できる。
4.　多系統萎縮症の基本的な病態機構および対症療法について説明で
きる。
5.　筋萎縮性側索硬化症の基本的な病態機構および対症療法について
説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

演習における発表内容やディスカッション（50%）および修士論文
（50%）などを考慮して、総合的に判断する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テーマに関連した学術論文

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業はゼミ形式で行う。パワーポイントを使用して学術論文および実
験結果のプレゼンテーションを行ってもらうので、パワーポイントの
使用方法を習得しておくこと。
各回の事前学習は90分を目安とする。指定した文献および資料に目を
通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習を
90分程度すること。各回終了時に示す課題について、まとめておくな
どして理解を深めること。不明な点や興味を持った事項について追加
で学習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

以下の神経変性疾患に関して、学術論文及びこれまで得た
実験結果を基にディスカッションを行う（週1回、計30
回）。
1.　プリオン病
2.　レビー小体型認知症
3.　パーキンソン病
4.　多系統萎縮症
5.　筋萎縮性側索硬化症



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10007-02薬理学演習「三島クラス」

２年通年 6  1 授業形態:演習三島　健一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　社会の複雑化とともに、脳血管性障害、うつ病や認知症などの精神
疾患、神経因性疼痛や抗がん剤などによる痛覚異常の罹患数はますま
す増えている。一方、大麻をはじめとする乱用薬物による薬物依存も
若齢化が社会的な問題となっている。本演習の目標は、これらの病態
の発現機序を分子のレベルから明らかにすることである。そのため
に、行動薬理学的手法を基盤にして、遺伝子レベルから、細胞レベル
に至る生化学的、分子生物学的、生理学的手法を演習する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　それぞれの疾患の発症機序について学び、創薬を考えるうえでどの
ような機序をターゲットにするかを考察することにより、新しい病態
モデルや新たな治療薬を発案できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　演習における発表内容や討議（50％）および修士論文（50％）など
を考慮して、総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テーマに関連した原著論文など

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　授業はゼミ形式で行う。論文や実験データの紹介には、パワーポイ
ントやワードなどのプレゼンテーションソフトを用いて説明してもら
うので、使用方法を修得しておくこと。
※各回の事前学習は90分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を90分程度すること。各回終了時に示す課題について、まとめておく
などして理解を深めること。不明な点や興味を持った事項について追
加で学習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

以下の項目に関して、最新の原著論文紹介と討議を中心と
した週１回、計３０回のセミナーを行う（各項目６回）。
１．精神疾患
２．脳血管性障害
３．薬物依存症
４．神経因性疼痛
５．悪性腫瘍



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10008-01薬理学特別実験「岩崎クラス」

２年通年 12  1 授業形態:実験岩崎　克典
◎－－－　授業の概要　－－－◎

アルツハイマー型認知症や脳血管性認知症は高齢化社会に突入した我
が国にとって避けて通れない疾患である。本特別実験では、特に認知
症などの疾患に罹患しないからだづくりをするための科学的背景を明
らかにし、予防薬学の基礎を身につけ医療に貢献することを目的とす
る。そのためには、薬理学演習で学んだことを基に、病態の仕組みを
理解する。各自が、研究室で行なっている研究テーマに沿って、実験
を通して適切な薬物治療ならびに予防法を調べ、考え、互いに討議す
る。得られた実験成果から、疾患に対する薬物の作用機序と副作用に
ついて考察する。加えて、将来の創薬への展望をも討議する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１． アルツハイマー型認知症の発症原因に関する最新情報を説明
できる。
２． アルツハイマー型認知症の患者情報に関する最新情報を説明
できる。
３． アルツハイマー型認知症の薬物治療の現状について概説でき
る。
４． アルツハイマー型認知症の薬物治療の最新情報を概説でき
る。
５． アルツハイマー型認知症モデル動物の作製方法について説明
できる。
６． 認知症の中核症状の実験動物を用いた薬効評価を実施するこ
とができる。
７． 認知症の周辺症状に相当する行動変容を実験動物を用いて薬
効評価できる。
８． 認知症に有効性が考えられる漢方方剤を文献検索し概説でき
る
９． 認知症に有効な漢方方剤を用いて薬効評価を行い成果を解説
できる。
１０．実験結果を論文にまとめて、発表、考察、討論できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

与えられたテーマに対する適切な実験を組み立てられるかを評価す
る。論文内容の把握やゼミでの文献紹介、実験報告（１０％）、学会
発表（１０％）、修士論文作成（８０％）などで評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テーマに関連する原著論文など

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

与えられた実験テーマの背景についてよく理解しておくこと。
適時、実験の進歩状況を報告し、指導を受けること。
※各回の事前学習は30分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を30分程度すること。受講後は事後学習として、不明な点や興味を
持った事項について追加で学習を行うなどして理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

以下の項目に関して、毎週、討議を行い、１週間の実験方
法と到達目標を具体的に組み立て実験を行う。
１．精神疾患（第1回～第30回）
第1回～第10回：「アルツハイマー型認知症の発症原因に
関する文献収集の方法とデイスカッションなど」
第11回～第20回：「アルツハイマー型認知症の治療の現状
について文献収集の方法とデイスカッションなど」
第21回～第30回：「論文内容の見直しおよび総括」

２．アルツハイマー型認知症モデル動物の作製と前臨床試
験への応用（第31回～第60回）
第31回～第40回：「アルツハイマー型認知症の動物モデル
の作成法について、論文報告と実験結果の発表」
第41回～第50回：「認知症の行動評価についての実験結果
と考察」
第51回～第60回：「アルツハイマー病モデル動物の行動特
性とモデルとしての有用性について」

３．漢方薬の効果（第61回～第90回）
第61回～第70回：「アルツハイマー型認知症の漢方応用に
関する文献収集の方法とデイスカッションなど」
第71回～第80回：「アルツハイマー型認知症の漢方応用に
ついての分析、考察、発表、討論」
第81回～第90回：「論文内容の見直しおよび総括」



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10008-03薬理学特別実験「桂林クラス」

２年通年 12  1 授業形態:実験桂林　秀太郎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　高齢者が患う疾患の一つに、脳血管性障害、認知症などの精神疾患
が挙げられる。一方で、幼若期においては、てんかんや先天的な精神
疾患による高次機能の発達障害が挙げられる。
　特別実験では、薬理学演習で学んだことを軸として、精神疾患およ
び症候群の発症メカニズムを追究する。各自が研究室で行なっている
研究テーマに沿って、実験を通して適切な薬物治療を調べ、考え、互
いに討議する。得られた実験成果から、疾患や症候群に対する薬物の
作用機序と副作用について考察する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・精神疾患の発症機序について学び、創薬を考えるうえで新しい機序
ターゲットを模索できる
・具体的な実験方法を確立することで、新しい病態モデルや新たな治
療薬の可能性を立案できる
・得られた実験データを分かりやすくグラフ化し、正確な日本語で論
文化することができる

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準は以下の通りとする。
・中枢疾患に関する基本的な学説を自分の言葉で正確に説明できてい
るか
・研究テーマを完結するための具体的な実験アプローチを組み立てら
れているか
・レポート課題について、十分なデータに基づいて自分の見解を明確
に議論しているか

成績評価の方法は、論文内容の把握やゼミでの文献紹介、実験報告
（１０％）、学会発表（２０％）、修士論文作成（７０％）で評価す
る。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テーマに関連する原著論文など。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・与えられた研究テーマの学術的背景についてよく理解しておくこ
と。適時、実験の進捗状況を報告し、研究指導を受けること。

・日頃から原著論文を読む癖をつけることが重要である。
※各回の事前学習は30分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を30分程度すること。受講後は事後学習として、不明な点や興味を
持った事項について追加で学習を行うなどして理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　以下の中枢疾患と症候群を中心に毎週、討議を行い、１
週間の実験方法と到達目標を具体的に組み立て実験を行う
（計９０回）。

１．アルツハイマー病
２．脳血管性障害
３．脳の自然老化
４．てんかん
５．自閉症
６．先天性精神疾患

◎－－－　URL　－－－◎

PubMed
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10008-04薬理学特別実験「佐野クラス」

２年通年 12  1 授業形態:実験佐野　和憲
◎－－－　授業の概要　－－－◎

プリオン病やレビー小体型認知症などの神経変性疾患は、一般的に加
齢により罹患率が急上昇し、老齢化の進む先進国において克服すべき
重要な社会的医学的課題である。そのためには有効な治療法が必要で
あるが、現時点では発展途上段階であり、いまだ根治的治療法は確立
されていない。これらの神経変性疾患では、中枢神経系に疾患特異的
な異常タンパク質が蓄積し、脳内を伝播するのが特徴である。本特別
実験では、授業計画に示す各疾患において認められる異常タンパク質
の伝播機構について新たな知見を得るために実験を行う。また、異常
化するタンパク質の創薬ターゲットとしての可能性についても追及す
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

到達目標
1.　分子生物学実験の基本的な操作ができる。
2.　タンパク質の異常化に関する実験計画を立案できる。
3.　分子生物学実験操作を用いてタンパク質の異常化に関する実験を
遂行できる。
4.　実験データを基にグラフや表を作成できる。
5.　実験結果をパワーポイントにまとめて発表できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研究課題について、信頼できる実験データを集め、その実験データに
基づいて考察や発表が行えたかを評価の基準とする。修士論文作成
（60%）、実験に取り組む態度（20%）、ゼミでの文献紹介や実験報
告（10%）および学会発表（10%）などで評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テーマに関連した学術論文

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

研究課題の背景についてよく理解しておくこと。適時、実験の進捗状
況を報告し、指導を受けること。
※各回の事前学習は30分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を30分程度すること。受講後は事後学習として、不明な点や興味を
持った事項について追加で学習を行うなどして理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

以下の神経変性疾患に関して、毎週、学術論文及びこれま
で得た実験結果を基にディスカッションを行い、その週の
実験計画を立案し実験を行う（計90回）。
1.　プリオン病
2.　レビー小体型認知症
3.　パーキンソン病
4.　多系統萎縮症
5.　筋萎縮性側索硬化症



期別: 単位数: 開講年次:

2019-J030P10008-02薬理学特別実験「三島クラス」

２年通年 12  1 授業形態:実験三島　健一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　社会の複雑化とともに、脳血管性障害、うつ病や認知症などの精神
疾患、神経因性疼痛や抗がん剤などによる痛覚異常の罹患数はますま
す増えている。一方、大麻をはじめとする乱用薬物による薬物依存も
若齢化が社会的な問題となっている。特別実験では、薬理学演習で学
んだことを基に、病態の仕組みを理解する。各自が、研究室で行なっ
ている研究テーマに沿って、実験を通して適切な薬物治療を調べ、考
え、互いに討議する。得られた実験成果から、疾患に対する薬物の作
用機序と副作用について考察する。加えて、将来の創薬への展望をも
討議する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　それぞれの疾患の発症機序について学び、創薬を考えるうえでどの
ような機序をターゲットにし、実験方法を組み立てることにより、新
しい病態モデルや新たな治療薬を立案できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　与えられたテーマに対する適切な実験を組み立てられるかを評価す
る。論文内容の把握やゼミでの文献紹介、実験報告（１０％）、学会
発表（１０％）、修士論文作成（８０％）などで評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テーマに関連する原著論文など

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　与えられた実験テーマの背景についてよく理解しておくこと。適
時、実験の進歩状況を報告し、指導を受けること。
※各回の事前学習は30分を目安とする。指定した文献および資料に目
を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また事後学習として、復習
を30分程度すること。受講後は事後学習として、不明な点や興味を
持った事項について追加で学習を行うなどして理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　以下の項目に関して、毎週、討議を行い、1週間の実験
方法と到達目標を具体的に組み立て実験を行う（計９０
回）。
１．精神疾患
２．脳血管性障害
３．薬物依存症
４．神経因性疼痛
５．悪性腫瘍


