
2019-9030000603-01薬学生物学入門「P-a」（科目番号：1B1）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：後日発表　　

藍　浩之

◎－－－　一般目標　－－－◎

ヒトは生物の一種であり、生物を学ぶことはヒトを学ぶことの
基礎となる。生物は、分子―細胞―組織―器官、個体という複
数の階層性を持ったシステムである。本講義では、薬学を学ぶ
上で必要な生物学の基礎力を身につけるために、生物特有の生
命現象である「代謝」、「細胞分裂」、「発生」、「遺伝」、
「恒常性」、「免疫」を分子、細胞レベルで理解することを目
標とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

細胞および生体の基本的な構造と機能について説明できる。
(知識・理解)

細胞分裂と遺伝の法則について説明できる。(知識・理解)

胚発生について説明できる。(知識・理解)

代謝(異化、同化)について説明できる。(知識・理解)

遺伝および遺伝子の複製、転写、翻訳について説明できる。
(知識・理解)

生体の調節機構（内分泌系、神経系、免疫系）について説明で
きる。(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

授業計画の項目に従い、講義をする。指定された教科書を講義
の際に必携のこと。講義内容はテキストに書かれていることだ
けでなく、より深く理解するため、その背景や研究歴も講義す
る。講義ごとにスライドを使用するので、必ず出席してほし
い。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

本講義は、指定された教科書を事前に読んでおき、予習してお
くこと（60分）。ただし予習は、後述の「授業計画」の後ろの
カッコ内の章を読んでおくこと。講義後にテキスト、および参
考書などを利用し復習をすると理解が深まる(90分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準は、上述の6つの到達目標をそれぞれ正確に理解
し、説明できるかを評価の基準とする。方法は、定期試験の結
果で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

illustrated　基礎生命科学 第３版（竹島浩 柿澤昌 共著、京都廣
川書店、3,400円 ISBN：978-4-906992-91-1 2017年）

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.生物とは何か？―階層とシステム―（第2章）
2.細胞の構成物質（第4章）
3.細胞の膜構造と細胞内器官（第1章）
4.細胞骨格と細胞間接着（第1、2章）
5.酵素と代謝（第5章）
6.酵素と代謝（第5章）
7.生殖と発生（第3章）
8.遺伝（第6章）
9.遺伝子の複製（第7章）
10.遺伝子の転写（第7章）
11.遺伝子の翻訳（第7章）
12.遺伝子の発現調節（第7章）
13.内分泌系による恒常性（第8章）
14.自律神経系による恒常性（第8章）
15.免疫システムによる生体防御系（第9章）



2019-9030000603-01薬学生物学入門「P-a」（科目番号：1B1）

藍　浩之

◎薬  :A-1,A-2

1.細胞および生体の基本的な構造と機能について説明できる。　(A-1)

2.細胞分裂と遺伝の法則について説明できる。　(A-1)

3.胚発生について説明できる。　(A-1)

4.代謝(異化、同化)について説明できる。　(A-2)

5.遺伝および遺伝子の複製、転写、翻訳について説明できる。　(A-1)

6.生体の調節機構（内分泌系、神経系、免疫系）について説明できる。　(A-2)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000603-02薬学生物学入門「P-b」（科目番号：1B1）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・４時限　　試験時間割：後日発表　　

藍　浩之

◎－－－　一般目標　－－－◎

ヒトは生物の一種であり、生物を学ぶことはヒトを学ぶことの
基礎となる。生物は、分子―細胞―組織―器官、個体という複
数の階層性を持ったシステムである。本講義では、薬学を学ぶ
上で必要な生物学の基礎力を身につけるために、生物特有の生
命現象である「代謝」、「細胞分裂」、「発生」、「遺伝」、
「恒常性」、「免疫」を分子、細胞レベルで理解することを目
標とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

細胞および生体の基本的な構造と機能について説明できる。
(知識・理解)

細胞分裂と遺伝の法則について説明できる。(知識・理解)

胚発生について説明できる。(知識・理解)

代謝(異化、同化)について説明できる。(知識・理解)

遺伝および遺伝子の複製、転写、翻訳について説明できる。
(知識・理解)

生体の調節機構（内分泌系、神経系、免疫系）について説明で
きる。(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

授業計画の項目に従い、講義をする。指定された教科書を講義
の際に必携のこと。講義内容はテキストに書かれていることだ
けでなく、より深く理解するため、その背景や研究歴も講義す
る。講義ごとにスライドを使用するので、必ず出席してほし
い。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

本講義は、指定された教科書を事前に読んでおき、予習してお
くこと（60分）。ただし予習は、後述の「授業計画」の後ろの
カッコ内の章を読んでおくこと。講義後にテキスト、および参
考書などを利用し復習をすると理解が深まる(90分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準は、上述の6つの到達目標をそれぞれ正確に理解
し、説明できるかを評価の基準とする。方法は、定期試験の結
果で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

illustrated 基礎生命科学 第３版（竹島浩 柿澤昌 共著、京都廣川
書店、3,400円 ISBN：978-4-906992-91-1 2017年）

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.生物とは何か？―階層とシステム―（第2章）
2.細胞の構成物質（第4章）
3.細胞の膜構造と細胞内器官（第1章）
4.細胞骨格と細胞間接着（第1、2章）
5.酵素と代謝（第5章）
6.酵素と代謝（第5章）
7.生殖と発生（第3章）
8.遺伝（第6章）
9.遺伝子の複製（第7章）
10.遺伝子の転写（第7章）
11.遺伝子の翻訳（第7章）
12.遺伝子の発現調節（第7章）
13.内分泌系による恒常性（第8章）
14.自律神経系による恒常性（第8章）
15.免疫システムによる生体防御系（第9章）



2019-9030000603-02薬学生物学入門「P-b」（科目番号：1B1）

藍　浩之

◎薬  :A-1,A-2

1.細胞および生体の基本的な構造と機能について説明できる。　(A-1)

2.細胞分裂と遺伝の法則について説明できる。　(A-1)

3.胚発生について説明できる。　(A-1)

4.代謝(異化、同化)について説明できる。　(A-2)

5.遺伝および遺伝子の複製、転写、翻訳について説明できる。　(A-1)

6.生体の調節機構（内分泌系、神経系、免疫系）について説明できる。　(A-2)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000601-01薬学物理学入門「P-a」（科目番号：1P1）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：後日発表　　

赤星　信

◎－－－　一般目標　－－－◎

　薬学を学ぶ上で必要な物理学の基礎力を身につけるために、物体の運動状
態と物体に働く力の関係、物体の熱力学的状態量の変化と熱や仕事の授受と
の関係、波動としての音や光の振る舞いなどについて基礎的な知識を修得
し、関連する基本的な物理現象について、それを定性的に説明し定量的に解
析する能力を習得する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１　物理量の値を単位や不確かさを考慮して記述し計算することができ、ま
た、ベクトル量の概念を理解して、ベクトルを適切に記述し諸演算を実行す
ることができる。（準備教育 基本概念）(知識・理解)

２　ニュートン力学の方法に基づいて物体の力学平衡や運動を解析できる。
（準備教育 運動の法則）(知識・理解)

３　物質系における熱平衡の概念と状態変化の可逆不可逆の概念を理解し、
熱や仕事の授受と物質の状態量の変化との関係を熱力学の方法に基づいて解
析できる。（準備教育 エネルギー）(知識・理解)

４　波動という運動様式に見られる一般的現象を定性的に説明でき、また、
音や光などの典型的波動について、その個別的特徴と医療などへの応用の物
理的原理を説明できる。（準備教育 波動）(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　授業は教科書と板書による講義形式で行われる。必要に応じてプリントが
配布される。毎回、その回の授業内容に関する小テストがある。
　薬学準備教育ガイドラインは、かなり広い範囲の内容を短時間に理解習熟
することを求めており、高校物理の未履修者にとってハードルが高いかもし
れない。予習復習がより大切になる。授業中は随時質問が可能で、特に教員
から質問を促された場合は積極的に質問することが望ましい。
　毎回の小テストには、まずは自分ひとりで取り組み、分からない場合は、
放棄せずに友人と一緒に考えて、何らかの結論まで到達することが大切であ
る。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業は授業計画に沿って進むので、事前に教科書の該当部分を予習するこ
と（80分）。事後は授業内容を復習すること（40分）。当然のことながら、
予習復習に必要な時間は人によって異なる。
　高校で物理を履修していない人は、特に予習に励むこと。物理未履修の人
は、物理の受験勉強までした人と比べると、物理の学習にかけた時間が圧倒
的に少ないから、慣れない語句や概念に戸惑うだろう。教科書を丹念に読ん
で、どこが納得できて、どこが分からないかをよく吟味しておくことが必要
である。授業のときに初耳状態では説明を受けても即座には理解できないか
ら、授業の効率は上がらない。復習も必要だが、同じ時間を費やすならば、
予習に使うべきである。
　分かる分からないの違いは、大部分は慣れているか否かの違いに起因する
ので、時間をかければ慣れてきて、慣れれば理解もできる。予習復習の時間
を確保して、あきらめずに勉強することが望まれる。学習は自分の頭の中に
矛盾のない、納得のいく知識体系を作ることである。友人との議論や教員の
説明が助けにはなっても、結局は自分の頭の中の整理は自分にしかできな
い。勉強が大切である。
　高校で物理を履修した人は、ある程度聞き慣れている話が多いので、予習
では何が新しい内容かを確認しておき、授業では、既習の内容についてはそ
れがどう説明されるかに注目して自分の理解と矛盾がないかどうかを確認
し、新しい内容については自分の知識体系の中のどこに位置づけるべきかを
考えながら受講して、事後には教科書の演習問題などに取り組んで理解を確
認すればよい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　到達目標の達成度は、それらを測定すべく出題された定期試験問題に対す
る答案の要所要所の正誤をもとに、０％から100％までの数値として算出され
る。毎回の小テストでは、その日の授業内容についての一応の理解ができた
かどうかが測られる。最終的な成績（評点）は定期試験約90％、毎回行う小
テスト約10％の重みを目安として算出される。

◎－－－　テキスト　－－－◎

大林康二、廣岡秀明、崔 東学、古川裕之、吉村玲子著：薬学の基礎としての
物理、学術図書出版社、第一版、￥1,900＋税、ISBN978-4-7806-0072-8

◎－－－　授業計画　－－－◎

　　　　準備教育 基本概念（知識・理解）
１　＜物理量の単位とベクトルの計算＞
国際単位系。ベクトルとその諸演算（実数倍、和、差、内
積、外積）。直角座標系とベクトルの成分。
２　＜物理量の値の不確かさ＞
物理量の値の不確かさの評価方法と値の表し方。

　　　　準備教育 運動の法則（知識・理解）
３　＜静力学＞
ニュートンの運動の法則と物体のモデル化。作用・反作用の
法則。静止物体に働いている力やそのモーメントの解析。
４　＜運動の第一法則と第二法則＞
物体のもつ慣性と物体の運動量。物体の運動量の変化と物体
に働く力の関係。運動の予測。
５　＜様々な運動の力学的解析＞
ニュートンの運動の法則と微分積分学。等加速度運動。等速
円運動。単振動。摩擦力が働く場合。
６　＜運動量の変化と力積、運動の第三法則＞
力積という量。２つの物体の衝突。運動量保存則。気体分子
と容器壁の衝突。

　　　　準備教育 エネルギー（知識・理解）
７　＜力学的エネルギーの変化と仕事＞
仕事という量。エネルギーという物理量の存在。力学的エネ
ルギー保存則
８　＜気体の状態方程式と気体分子運動論＞
マクロな熱平衡とミクロな熱運動。気体の諸法則と分子運動
論。内部エネルギーという状態量。
９　＜熱力学の第一法則＞
熱という量。物体の熱容量。準静的過程における状態量の変
化と熱や仕事の授受の関係。エンタルピーという状態量。理
想気体の状態変化の解析。
10　＜熱力学の第二法則＞
エントロピーという状態量の存在。不可逆過程とエントロ
ピーの増加。
11　＜自発的変化の方向＞
自由エネルギーという状態量。

　　　　準備教育 波動（知識・理解）
12　＜波動の一般論＞
一様な媒質中の変位の時間的および空間的な変化。変位の位
相。媒質境界での波の反射と屈折。波の回折・干渉・散乱。
13　＜音波＞
圧力変動の波。可聴音と超音波。うなり。ドップラー効果。
14　＜視覚光学、幾何光学、波動光学＞
可視光。明るさと色。光線の法則。光の分散。光波の回折・
干渉・散乱。
15　＜電磁光学、光と物質＞
電磁波とその速さ。光の偏り。光のエネルギー。レーザー。
光と物質。光と計測。前期のまとめ。

＊状況によって、授業の進度は多少変わることがある。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業中に行う小テストは計算問題が多いので、電卓あるい
は関数電卓を携帯することが望ましい。定期試験においても
計算問題が多いので電卓（関数電卓）持ち込み可とする。電
卓の使い方に慣れる意味でも電卓を携帯し、日常的にそれを
使って計算することを推奨する。携帯電話など、通信や記憶
の機能が高いものは定期試験では使えない。



2019-9030000601-01薬学物理学入門「P-a」（科目番号：1P1）

赤星　信

◎薬  :A-1,A-2

1.１　物理量の値を単位や不確かさを考慮して記述し計算することができ、ま
た、ベクトル量の概念を理解して、ベクトルを適切に記述し諸演算を実行する
ことができる。（準備教育 基本概念）　(A-1)

2.２　ニュートン力学の方法に基づいて物体の力学平衡や運動を解析できる。
（準備教育 運動の法則）　(A-1)

3.３　物質系における熱平衡の概念と状態変化の可逆不可逆の概念を理解し、
熱や仕事の授受と物質の状態量の変化との関係を熱力学の方法に基づいて解析
できる。（準備教育 エネルギー）　(A-2)

4.４　波動という運動様式に見られる一般的現象を定性的に説明でき、また、
音や光などの典型的波動について、その個別的特徴と医療などへの応用の物理
的原理を説明できる。（準備教育 波動）　(A-2)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000601-02薬学物理学入門「P-b」（科目番号：1P1）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：後日発表　　

赤星　信

◎－－－　一般目標　－－－◎

　薬学を学ぶ上で必要な物理学の基礎力を身につけるために、物体の運動状
態と物体に働く力の関係、物体の熱力学的状態量の変化と熱や仕事の授受と
の関係、波動としての音や光の振る舞いなどについて基礎的な知識を修得
し、関連する基本的な物理現象について、それを定性的に説明し定量的に解
析する能力を習得する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１　物理量の値を単位や不確かさを考慮して記述し計算することができ、ま
た、ベクトル量の概念を理解して、ベクトルを適切に記述し諸演算を実行す
ることができる。（準備教育 基本概念）(知識・理解)

２　ニュートン力学の方法に基づいて物体の力学平衡や運動を解析できる。
（準備教育 運動の法則）(知識・理解)

３　物質系における熱平衡の概念と状態変化の可逆不可逆の概念を理解し、
熱や仕事の授受と物質の状態量の変化との関係を熱力学の方法に基づいて解
析できる。（準備教育 エネルギー）(知識・理解)

４　波動という運動様式に見られる一般的現象を定性的に説明でき、また、
音や光などの典型的波動について、その個別的特徴と医療などへの応用の物
理的原理を説明できる。（準備教育 波動）(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　授業は教科書と板書による講義形式で行われる。必要に応じてプリントが
配布される。毎回、その回の授業内容に関する小テストがある。
　薬学準備教育ガイドラインは、かなり広い範囲の内容を短時間に理解習熟
することを求めており、高校物理の未履修者にとってハードルが高いかもし
れない。予習復習がより大切になる。授業中は随時質問が可能で、特に教員
から質問を促された場合は積極的に質問することが望ましい。
　毎回の小テストには、まずは自分ひとりで取り組み、分からない場合は、
放棄せずに友人と一緒に考えて、何らかの結論まで到達することが大切であ
る。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業は授業計画に沿って進むので、事前に教科書の該当部分を予習するこ
と（80分）。事後は授業内容を復習すること（40分）。当然のことながら、
予習復習に必要な時間は人によって異なる。
　高校で物理を履修していない人は、特に予習に励むこと。物理未履修の人
は、物理の受験勉強までした人と比べると、物理の学習にかけた時間が圧倒
的に少ないから、慣れない語句や概念に戸惑うだろう。教科書を丹念に読ん
で、どこが納得できて、どこが分からないかをよく吟味しておくことが必要
である。授業のときに初耳状態では説明を受けても即座には理解できないか
ら、授業の効率は上がらない。復習も必要だが、同じ時間を費やすならば、
予習に使うべきである。
　分かる分からないの違いは、大部分は慣れているか否かの違いに起因する
ので、時間をかければ慣れてきて、慣れれば理解もできる。予習復習の時間
を確保して、あきらめずに勉強することが望まれる。学習は自分の頭の中に
矛盾のない、納得のいく知識体系を作ることである。友人との議論や教員の
説明が助けにはなっても、結局は自分の頭の中の整理は自分にしかできな
い。勉強が大切である。
　高校で物理を履修した人は、ある程度聞き慣れている話が多いので、予習
では何が新しい内容かを確認しておき、授業では、既習の内容についてはそ
れがどう説明されるかに注目して自分の理解と矛盾がないかどうかを確認
し、新しい内容については自分の知識体系の中のどこに位置づけるべきかを
考えながら受講して、事後には教科書の演習問題などに取り組んで理解を確
認すればよい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　到達目標の達成度は、それらを測定すべく出題された定期試験問題に対す
る答案の要所要所の正誤をもとに、０％から100％までの数値として算出され
る。毎回の小テストでは、その日の授業内容についての一応の理解ができた
かどうかが測られる。最終的な成績（評点）は定期試験約90％、毎回行う小
テスト約10％の重みを目安として算出される。

◎－－－　テキスト　－－－◎

大林康二、廣岡秀明、崔 東学、古川裕之、吉村玲子著：薬学の基礎としての
物理、学術図書出版社、第一版、￥1,900＋税、ISBN978-4-7806-0072-8

◎－－－　授業計画　－－－◎

　　　　準備教育 基本概念（知識・理解）
１　＜物理量の単位とベクトルの計算＞
国際単位系。ベクトルとその諸演算（実数倍、和、差、内
積、外積）。直角座標系とベクトルの成分。
２　＜物理量の値の不確かさ＞
物理量の値の不確かさの評価方法と値の表し方。

　　　　準備教育 運動の法則（知識・理解）
３　＜静力学＞
ニュートンの運動の法則と物体のモデル化。作用・反作用の
法則。静止物体に働いている力やそのモーメントの解析。
４　＜運動の第一法則と第二法則＞
物体のもつ慣性と物体の運動量。物体の運動量の変化と物体
に働く力の関係。運動の予測。
５　＜様々な運動の力学的解析＞
ニュートンの運動の法則と微分積分学。等加速度運動。等速
円運動。単振動。摩擦力が働く場合。
６　＜運動量の変化と力積、運動の第三法則＞
力積という量。２つの物体の衝突。運動量保存則。気体分子
と容器壁の衝突。

　　　　準備教育 エネルギー（知識・理解）
７　＜力学的エネルギーの変化と仕事＞
仕事という量。エネルギーという物理量の存在。力学的エネ
ルギー保存則
８　＜気体の状態方程式と気体分子運動論＞
マクロな熱平衡とミクロな熱運動。気体の諸法則と分子運動
論。内部エネルギーという状態量。
９　＜熱力学の第一法則＞
熱という量。物体の熱容量。準静的過程における状態量の変
化と熱や仕事の授受の関係。エンタルピーという状態量。理
想気体の状態変化の解析。
10　＜熱力学の第二法則＞
エントロピーという状態量の存在。不可逆過程とエントロ
ピーの増加。
11　＜自発的変化の方向＞
自由エネルギーという状態量。

　　　　準備教育 波動（知識・理解）
12　＜波動の一般論＞
一様な媒質中の変位の時間的および空間的な変化。変位の位
相。媒質境界での波の反射と屈折。波の回折・干渉・散乱。
13　＜音波＞
圧力変動の波。可聴音と超音波。うなり。ドップラー効果。
14　＜視覚光学、幾何光学、波動光学＞
可視光。明るさと色。光線の法則。光の分散。光波の回折・
干渉・散乱。
15　＜電磁光学、光と物質＞
電磁波とその速さ。光の偏り。光のエネルギー。レーザー。
光と物質。光と計測。前期のまとめ。

＊状況によって、授業の進度は多少変わることがある。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業中に行う小テストは計算問題が多いので、電卓あるい
は関数電卓を携帯することが望ましい。定期試験においても
計算問題が多いので電卓（関数電卓）持ち込み可とする。電
卓の使い方に慣れる意味でも電卓を携帯し、日常的にそれを
使って計算することを推奨する。携帯電話など、通信や記憶
の機能が高いものは定期試験では使えない。



2019-9030000601-02薬学物理学入門「P-b」（科目番号：1P1）

赤星　信

◎薬  :A-1,A-2

1.１　物理量の値を単位や不確かさを考慮して記述し計算することができ、ま
た、ベクトル量の概念を理解して、ベクトルを適切に記述し諸演算を実行する
ことができる。（準備教育 基本概念）

2.２　ニュートン力学の方法に基づいて物体の力学平衡や運動を解析できる。
（準備教育 運動の法則）

3.３　物質系における熱平衡の概念と状態変化の可逆不可逆の概念を理解し、
熱や仕事の授受と物質の状態量の変化との関係を熱力学の方法に基づいて解析
できる。（準備教育 エネルギー）

4.４　波動という運動様式に見られる一般的現象を定性的に説明でき、また、
音や光などの典型的波動について、その個別的特徴と医療などへの応用の物理
的原理を説明できる。（準備教育 波動）

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000614-01天然医薬資源学「P-a」（科目番号：1C5）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・２時限　　試験時間割：後日発表　　

大川　雅史、(中野　大輔)

◎－－－　一般目標　－－－◎

人類は長い歴史の中で自然界に存在するさまざまな物質を医薬品
などに利用してきた。それらは生物が作り出す様々な化学物質
（二次代謝産物）であり、多様な活性作用をもち、その生物に固
有のものである。それらが医薬品として、あるいはその開発にお
いて重要であることを認識するとともに、日本独自の漢方医学も
含め、天然物が有用でかつ身近なものであることを理解する。薬
学６年制「薬学モデル・コアカリキュラム（日本薬学会）」の指
針「C5自然が生み出す薬物」にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本薬局方収載の代表的な生薬（植物、動物、藻類、菌類由来）
を列挙し、その基原、薬用部位を説明できる。（C5(1)2-1）(知
識・理解)

日本薬局方収載の代表的な生薬（植物、動物、藻類、菌類由来）
の薬効、成分、用途などを説明できる。（C5(1)3-1）(知識・理
解)

生薬由来の代表的な生物活性物質を化学構造に基づいて分類し、
それらの生合成経路を概説できる。（C5(2)1-1）(知識・理解)

医薬品として使われている代表的な天然生物活性物質を列挙し、
その用途を説明できる。 （C5(2)4-1）(知識・理解)

農薬や香粧品などとして使われている代表的な天然生物活性物質
を列挙し、その用途を説明できる。（C5(2)4-3）(知識・理解)

漢方薬と西洋薬、民間薬、サプリメント、保健機能食品などとの
相違について説明できる。（E2(10)1-4）(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

教科書とプリント（講義資料）により講義を行う。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

配布されたプリントを十分に復習すること（30分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標１.～６.に関する理解度を成績評価の基準として、原則
として定期試験の成績（100％）によって評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

伊藤美千穂・北山隆監修、原島広至「生薬単　改訂第3版」（丸
善雄松堂） 2018年、￥3800、ISBN978-4-8419-4008-4
北川勲ほか「生薬学［第９版］」（廣川書店）2016年、￥7200、
ISBN978-4-567-42210-9

適宜プリントを配布

◎－－－　参考書　－－－◎

指田　豊監修「日本の薬草」増補改訂フィールドベスト図鑑（Ｇ
ａｋｋｅｎ）2010年、￥1944 、ISBN978-4-05-404472-2
竹田忠紘ほか「天然医薬資源学」第６版（廣川書店）2017年、
￥6800、ISBN978-4-567-43126-2

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．導入講義（準備教育）（中野）
２．総論（大川）
３．薬用植物・生薬の命名法（C5(1)2-1、4-1,2）（大川）
４．植物分類学、植物形態学（C5(1)1-1～3）（大川）
５．一次代謝と二次代謝（C5(1)3-1、(2)1-4,5） （大川）
６．薬食同源・サプリメント（E2(10)1-4）（大川）
７．日本の伝統医療-民間薬-（E2(10)1-4）（大川）
８．五味（酸、苦、甘、辛、鹹）（C5(1)3-1、アドバンス
ト）（大川）
９．日本の伝統医学-漢方薬-（E2(10)1-4）（大川）
１０．天然毒（C5(1)3-1、アドバンスト）（大川）
１１．植物と色（C5(1)3-1、アドバンスト）（大川）
１２．香味成分（C5(2)4-3）（大川）
１３．その他 の利用（アドバンスト）（大川）
１４．天然由来の医薬品（C5(2)4-1,2、準備教育）（大
川）
１５．まとめ（大川）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

薬用植物園を利用し、植栽されている標本を実地に見学す
ることで薬用植物への基本的理解を深めること。



2019-9030000614-01天然医薬資源学「P-a」（科目番号：1C5）

大川　雅史、(中野　大輔)

◎薬  :A-1,A-2

1.日本薬局方収載の代表的な生薬（植物、動物、藻類、菌類由来）を列挙し、
その基原、薬用部位を説明できる。（C5(1)2-1）　(A-1)

2.日本薬局方収載の代表的な生薬（植物、動物、藻類、菌類由来）の薬効、成
分、用途などを説明できる。（C5(1)3-1）　(A-2)

3.生薬由来の代表的な生物活性物質を化学構造に基づいて分類し、それらの生
合成経路を概説できる。（C5(2)1-1）　(A-1)

4.医薬品として使われている代表的な天然生物活性物質を列挙し、その用途を
説明できる。 （C5(2)4-1）　(A-1)

5.農薬や香粧品などとして使われている代表的な天然生物活性物質を列挙し、
その用途を説明できる。（C5(2)4-3）　(A-2)

6.漢方薬と西洋薬、民間薬、サプリメント、保健機能食品などとの相違につい
て説明できる。（E2(10)1-4）　(A-2)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000614-02天然医薬資源学「P-b」（科目番号：1C5）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・１時限　　試験時間割：後日発表　　

大川　雅史、(中野　大輔)

◎－－－　一般目標　－－－◎

人類は長い歴史の中で自然界に存在するさまざまな物質を医薬品
などに利用してきた。それらは生物が作り出す様々な化学物質
（二次代謝産物）であり、多様な活性作用をもち、その生物に固
有のものである。それらが医薬品として、あるいはその開発にお
いて重要であることを認識するとともに、日本独自の漢方医学も
含め、天然物が有用でかつ身近なものであることを理解する。薬
学６年制「薬学モデル・コアカリキュラム（日本薬学会）」の指
針「C5自然が生み出す薬物」にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本薬局方収載の代表的な生薬（植物、動物、藻類、菌類由来）
を列挙し、その基原、薬用部位を説明できる。（C5(1)2-1） (知
識・理解)

日本薬局方収載の代表的な生薬（植物、動物、藻類、菌類由来）
の薬効、成分、用途などを説明できる。（C5(1)3-1）(知識・理
解)

生薬由来の代表的な生物活性物質を化学構造に基づいて分類し、
それらの生合成経路を概説できる。（C5(2)1-1）(知識・理解)

医薬品として使われている代表的な天然生物活性物質を列挙し、
その用途を説明できる。 （C5(2)4-1）(知識・理解)

農薬や香粧品などとして使われている代表的な天然生物活性物質
を列挙し、その用途を説明できる。（C5(2)4-3）(知識・理解)

漢方薬と西洋薬、民間薬、サプリメント、保健機能食品などとの
相違について説明できる。（E2(10)1-4）(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

教科書とプリント（講義資料）により講義を行う。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

配布されたプリントを十分に復習すること（30分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標１.～６.に関する理解度を成績評価の基準として、原則
として定期試験の成績（100％）によって評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

伊藤美千穂・北山隆監修、原島広至「生薬単　改訂第3版」（丸
善雄松堂） 2018年、￥3800、ISBN978-4-8419-4008-4
北川勲ほか「生薬学［第９版］」（廣川書店）2016年、￥7200、
ISBN978-4-567-42210-9

適宜プリントを配布

◎－－－　参考書　－－－◎

指田　豊監修「日本の薬草」増補改訂フィールドベスト図鑑（Ｇ
ａｋｋｅｎ）2010年、￥1944 、ISBN978-4-05-404472-2
竹田忠紘ほか「天然医薬資源学」第６版（廣川書店）2017年、
￥6800、ISBN978-4-567-43126-2

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．導入講義（準備教育）（中野）
２．総論（大川）
３．薬用植物・生薬の命名法（C5(1)2-1、4-1,2）（大川）
４．植物分類学、植物形態学（C5(1)1-1～3）（大川）
５．一次代謝と二次代謝（C5(1)3-1、(2)1-4,5） （大川）
６．薬食同源・サプリメント（E2(10)1-4）（大川）
７．日本の伝統医療-民間薬-（E2(10)1-4）（大川）
８．五味（酸、苦、甘、辛、鹹）（C5(1)3-1、アドバンス
ト）（大川）
９．日本の伝統医学-漢方薬-（E2(10)1-4）（大川）
１０．天然毒（C5(1)3-1、アドバンスト）（大川）
１１．植物と色（C5(1)3-1、アドバンスト）（大川）
１２．香味成分（C5(2)4-3）（大川）
１３．その他 の利用（アドバンスト）（大川）
１４．天然由来の医薬品（C5(2)4-1,2、準備教育）（大
川）
１５．まとめ（大川）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

薬用植物園を利用し、植栽されている標本を実地に見学す
ることで薬用植物への基本的理解を深めること。



2019-9030000614-02天然医薬資源学「P-b」（科目番号：1C5）

大川　雅史、(中野　大輔)

◎薬  :A-1,A-2

1.日本薬局方収載の代表的な生薬（植物、動物、藻類、菌類由来）を列挙し、
その基原、薬用部位を説明できる。（C5(1)2-1） 　(A-1)

2.日本薬局方収載の代表的な生薬（植物、動物、藻類、菌類由来）の薬効、成
分、用途などを説明できる。（C5(1)3-1）　(A-2)

3.生薬由来の代表的な生物活性物質を化学構造に基づいて分類し、それらの生
合成経路を概説できる。（C5(2)1-1）　(A-1)

4.医薬品として使われている代表的な天然生物活性物質を列挙し、その用途を
説明できる。 （C5(2)4-1）　(A-2)

5.農薬や香粧品などとして使われている代表的な天然生物活性物質を列挙し、
その用途を説明できる。（C5(2)4-3）　(A-2)

6.漢方薬と西洋薬、民間薬、サプリメント、保健機能食品などとの相違につい
て説明できる。（E2(10)1-4）　(A-2)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000619-01薬学概論「P-a」（科目番号：1S1）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・３時限　　試験時間割：後日発表　　

神村　英利、加留部　善晴、江川　孝、緒方　憲太郎、冨永　宏治、林　稔展

◎－－－　一般目標　－－－◎

　薬の専門家として薬剤師が果たすべき役割を自覚するため、医療
や社会における薬学の役割や薬剤師の使命、薬学発展の歴史を知
り、薬学部ではどのような知識、技術、態度を取得すれば良いかを
理解し、薬学生としてのモチベーションを高める。病院および薬局
での勤務経験を踏まえて、薬学教育モデルコアカリキュラム（日本
薬学会）の指針「基本事項（A(1)～(5)）」に沿って講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

薬学の歴史、薬学教育の概要および医療人としての薬剤師の使命及
び果たすべき役割について説明できる。（A(1)①、A(1)②、A(1)
④1～4、A(5)②1・2）(知識・理解)

医療人としての基本姿勢を獲得し、薬剤師として求められる基本的
資質について説明できるようになり、科学者としての謙虚さを取得
して、社会の薬学的問題点を常に考え、その問題を解決するための
方策を検討する姿勢を身に付ける。（A(1)①1～7、A(5)①1～5、A
(5)②1～2）(態度・志向性)

薬剤師の役割の変遷（医薬分業等）、医薬品の適正使用、健康管
理、セルフメディケーション、薬物乱用防止、患者安全と薬害の防
止等のために薬剤師が果たすべき役割を説明できる。（A(1)②2～
7、A(1)③2～4・6、A(1)④1～3）(知識・理解)

患者、家族、周囲の人々の心身に及ぼす病気やケアの影響、多職種
協働とチーム医療における薬剤師、各職種、患者・家族の役割につ
いてについて説明できる。（A(3)②1、A(4)①1～3）(知識・理解)

生涯学習の必要性を説明でき、次世代を担う人材育成の重要性を実
感できる。（A(5)③、A(5)④）(態度・志向性)

言語的および非言語的コミュニケーション、対人関係に影響を及ぼ
す心理的要因について概説できる　(A(3)①1～4)(知識・理解)

生命の尊厳、生命倫理の諸原則、医療倫理および薬剤師が遵守すべ
き倫理規範について説明できる。(A(2)①1～4、A(2)②1～3)(知識・
理解)

患者の権利の重要性を理解し、臨床研究における倫理規範について
説明できる。（A(2)③1～4、A(2)④1～3、G(2)3）(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　教科書およびプロジェクターを用いて講義する。教科書で不十分
な項目については、資料を配布する。指定した教科書を事前に読ん
でおくこと。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　次回の授業に関連する事項を予習しておくこと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　到達目標の到達度を定期試験で評価する（100％）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

日本薬学会編：スタンダード薬学シリーズⅡ1　薬学総論Ⅰ．薬剤
師としての基本事項　東京化学同人　2015年　本体4,800円＋税　
ISBN 978-4-8079-1700-6

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1　薬学部のディプロマポリシーと薬学教育の概要、医療
人としての薬剤師の使命及び果たすべき役割（A(5)②1,2、
A(1)①、A(1)②、加留部）
 2　薬学の歴史と薬剤師の役割（A(1)④1～4、加留部）
 3　患者等の心身に及ぼす病気やケアの影響（A(3)②1、緒
方）
 4　多職種協働とチーム医療（A(4)①1～3、緒方）
 5　コミュニケーション（A(3)①1～4、神村）
 6　生涯学習と人材育成（A(5)③、A(5)④、緒方）
 7　医薬品適正使用、セルフメディケーション等における
薬剤師の役割（A(1)②2～7、冨永）
 8　患者安全、薬害の防止に関する薬剤師の役割（A(1)③2
～4,6、冨永）
 9　薬剤師の役割の変遷（医薬分業等）（A(1)④1～3、冨
永）
10　薬剤師教育の概要（A(5)②1・2、江川）
11　学習の在り方（A(5)①1～5、江川）
12　医療人として（A(1)①1～7、江川）
13　生命倫理（A(2)①1～4、林）
14　医療倫理（A(2)②1～3、林）
15　患者の権利と研究倫理（A(2)③1～4,A(2)④1～3,G(2)
3、林）



2019-9030000619-01薬学概論「P-a」（科目番号：1S1）

神村　英利、加留部　善晴、江川　孝、緒方　憲太郎、冨永　宏治、林　稔展

◎薬  :A-3,C-1

1.薬学の歴史、薬学教育の概要および医療人としての薬剤師の使命及び果たす
べき役割について説明できる。（A(1)①、A(1)②、A(1)④1～4、A(5)②1・2）
　(A-3)

2.医療人としての基本姿勢を獲得し、薬剤師として求められる基本的資質につ
いて説明できるようになり、科学者としての謙虚さを取得して、社会の薬学的
問題点を常に考え、その問題を解決するための方策を検討する姿勢を身に付け
る。（A(1)①1～7、A(5)①1～5、A(5)②1～2）　(C-1)

3.薬剤師の役割の変遷（医薬分業等）、医薬品の適正使用、健康管理、セルフ
メディケーション、薬物乱用防止、患者安全と薬害の防止等のために薬剤師が
果たすべき役割を説明できる。（A(1)②2～7、A(1)③2～4・6、A(1)④1～3）　
(A-3)

4.患者、家族、周囲の人々の心身に及ぼす病気やケアの影響、多職種協働と
チーム医療における薬剤師、各職種、患者・家族の役割についてについて説明
できる。（A(3)②1、A(4)①1～3）　(A-3)

5.生涯学習の必要性を説明でき、次世代を担う人材育成の重要性を実感でき
る。（A(5)③、A(5)④）　(C-1)

6.言語的および非言語的コミュニケーション、対人関係に影響を及ぼす心理的
要因について概説できる　(A(3)①1～4)　(A-3)

7.生命の尊厳、生命倫理の諸原則、医療倫理および薬剤師が遵守すべき倫理規
範について説明できる。(A(2)①1～4、A(2)②1～3)　(A-3)

8.患者の権利の重要性を理解し、臨床研究における倫理規範について説明でき
る。（A(2)③1～4、A(2)④1～3、G(2)3）　(A-3)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000619-02薬学概論「P-b」（科目番号：1S1）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・４時限　　試験時間割：後日発表　　

神村　英利、加留部　善晴、江川　孝、緒方　憲太郎、冨永　宏治、林　稔展

◎－－－　一般目標　－－－◎

　薬の専門家として薬剤師が果たすべき役割を自覚するため、医療
や社会における薬学の役割や薬剤師の使命、薬学発展の歴史を知
り、薬学部ではどのような知識、技術、態度を取得すれば良いかを
理解し、薬学生としてのモチベーションを高める。病院および薬局
での勤務経験を踏まえて、薬学教育モデルコアカリキュラム（日本
薬学会）の指針「基本事項（A(1)～(5)）」に沿って講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

薬学の歴史、薬学教育の概要および医療人としての薬剤師の使命及
び果たすべき役割について説明できる。（A(1)①、A(1)②、A(1)
④1～4、A(5)②1・2）(知識・理解)

医療人としての基本姿勢を獲得し、薬剤師として求められる基本的
資質について説明できるようになり、科学者としての謙虚さを取得
して、社会の薬学的問題点を常に考え、その問題を解決するための
方策を検討する姿勢を身に付ける。（A(1)①1～7、A(5)①1～5、A
(5)②1～2）(態度・志向性)

薬剤師の役割の変遷（医薬分業等）、医薬品の適正使用、健康管
理、セルフメディケーション、薬物乱用防止、患者安全と薬害の防
止等のために薬剤師が果たすべき役割を説明できる。（A(1)②2～
7、A(1)③2～4・6、A(1)④1～3）(知識・理解)

患者、家族、周囲の人々の心身に及ぼす病気やケアの影響、多職種
協働とチーム医療における薬剤師、各職種、患者・家族の役割につ
いてについて説明できる。（A(3)②1、A(4)①1～3）(知識・理解)

生涯学習の必要性を説明でき、次世代を担う人材育成の重要性を実
感できる。（A(5)③、A(5)④）(態度・志向性)

言語的および非言語的コミュニケーション、対人関係に影響を及ぼ
す心理的要因について概説できる　(A(3)①1～4)(知識・理解)

生命の尊厳、生命倫理の諸原則、医療倫理および薬剤師が遵守すべ
き倫理規範について説明できる。(A(2)①1～4、A(2)②1～3)(知識・
理解)

患者の権利の重要性を理解し、臨床研究における倫理規範について
説明できる。（A(2)③1～4、A(2)④1～3、G(2)3）(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　教科書およびプロジェクターを用いて講義する。教科書で不十分
な項目については、資料を配布する。指定した教科書を事前に読ん
でおくこと。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　次回の授業に関連する事項を予習しておくこと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　到達目標の到達度を定期試験で評価する（100％）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

日本薬学会編：スタンダード薬学シリーズⅡ1　薬学総論Ⅰ．薬剤
師としての基本事項　東京化学同人　2015年　本体4,800円＋税　
ISBN 978-4-8079-1700-6

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1　薬学部のディプロマポリシーと薬学教育の概要、医療
人としての薬剤師の使命及び果たすべき役割（A(5)②1,2、
A(1)①、A(1)②、加留部）
 2　薬学の歴史と薬剤師の役割（A(1)④1～4、加留部）
 3　患者等の心身に及ぼす病気やケアの影響（A(3)②1、緒
方）
 4　多職種協働とチーム医療（A(4)①1～3、緒方）
 5　コミュニケーション（A(3)①1～4、神村）
 6　生涯学習と人材育成（A(5)③、A(5)④、緒方）
 7　医薬品適正使用、セルフメディケーション等における
薬剤師の役割（A(1)②2～7、冨永）
 8　患者安全、薬害の防止に関する薬剤師の役割（A(1)③2
～4,6、冨永）
 9　薬剤師の役割の変遷（医薬分業等）（A(1)④1～3、冨
永）
10　薬剤師教育の概要（A(5)②1・2、江川）
11　学習の在り方（A(5)①1～5、江川）
12　医療人として（A(1)①1～7、江川）
13　生命倫理（A(2)①1～4、林）
14　医療倫理（A(2)②1～3、林）
15　患者の権利と研究倫理（A(2)③1～4,A(2)④1～3,G(2)
3、林）



2019-9030000619-02薬学概論「P-b」（科目番号：1S1）

神村　英利、加留部　善晴、江川　孝、緒方　憲太郎、冨永　宏治、林　稔展

◎薬  :A-3,C-1

1.薬学の歴史、薬学教育の概要および医療人としての薬剤師の使命及び果たす
べき役割について説明できる。（A(1)①、A(1)②、A(1)④1～4、A(5)②1・2）
　(A-3)

2.医療人としての基本姿勢を獲得し、薬剤師として求められる基本的資質につ
いて説明できるようになり、科学者としての謙虚さを取得して、社会の薬学的
問題点を常に考え、その問題を解決するための方策を検討する姿勢を身に付け
る。（A(1)①1～7、A(5)①1～5、A(5)②1～2）　(C-1)

3.薬剤師の役割の変遷（医薬分業等）、医薬品の適正使用、健康管理、セルフ
メディケーション、薬物乱用防止、患者安全と薬害の防止等のために薬剤師が
果たすべき役割を説明できる。（A(1)②2～7、A(1)③2～4・6、A(1)④1～3）　
(A-3)

4.患者、家族、周囲の人々の心身に及ぼす病気やケアの影響、多職種協働と
チーム医療における薬剤師、各職種、患者・家族の役割についてについて説明
できる。（A(3)②1、A(4)①1～3）　(A-3)

5.生涯学習の必要性を説明でき、次世代を担う人材育成の重要性を実感でき
る。（A(5)③、A(5)④）　(C-1)

6.言語的および非言語的コミュニケーション、対人関係に影響を及ぼす心理的
要因について概説できる　(A(3)①1～4)　(A-3)

7.生命の尊厳、生命倫理の諸原則、医療倫理および薬剤師が遵守すべき倫理規
範について説明できる。(A(2)①1～4、A(2)②1～3)　(A-3)

8.患者の権利の重要性を理解し、臨床研究における倫理規範について説明でき
る。（A(2)③1～4、A(2)④1～3、G(2)3）　(A-3)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000612-01生体機能分子学Ⅰ「P-a」（科目番号：1B3）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：後日発表　　

佐藤　朝光

◎－－－　一般目標　－－－◎

生命現象を分子レベルで理解できるようになるために、生命現象を担う分
子に関する基本的な事項を修得する。（薬学教育モデル・コアカリキュラ
ム C6 生命現象の基礎 （1）細胞の構造と機能、（2）生命現象を担う分
子、（3）生命活動を担うタンパク質）

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 細胞膜を構成する代表的な生体成分を列挙し、その機能を分子レベルで
説明できる。（C6(1)①-1）(知識・理解)

2. 代表的な脂質の種類、構造、性質、役割を説明できる。（C6(2)①-1）
(知識・理解)

3. 代表的な単糖、二糖の種類、構造、性質を説明できる。（C6(2)②-1）
(知識・理解)

4. 代表的な多糖の種類、構造 、性質、役割を説明できる。（C6(2)②-2）
(知識・理解)

5. アミノ酸を列挙し、その構造に基づいて性質を説明できる。（C6(2)
③-1）(知識・理解)

6. タンパク質の構造（一次、二次、三次、四次構造）と性質を説明でき
る。（C6(2)④-1）(知識・理解)

7. 代表的なビタミンの種類、構造 、性質、役割を説明できる。（C6(2)
⑥-1）(知識・理解)

8. 代表的な必須微量元素の種類、役割を説明できる。（C6(2)⑦-1）(知
識・理解)

9. 多彩な機能をもつタンパク質(酵素、受容体、シグナル分子、膜輸送
体、運搬・輸送タンパク質、 貯蔵タンパク質、構造タンパク質、接着タ
ンパク質、防御タンパク質、調節タンパク質)を列挙し 概説できる。（C6
(3)①-1）(知識・理解)

10. 酵素反応の特性と反応速度論を説明できる。（C6(3)③-1）(知識・理
解)

11. 酵素反応における補酵素、微量金属の役割を説明できる。（C6(3)
③-2）(知識・理解)

12. 代表的な酵素活性調節機構を説明できる。（C6(3)③-3）(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

教科書に則して講義を行なうが、必要に応じてプリント、スライド等を用
いる。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習として、テキストを事前に読んでおく（30分程度）。復習として、板
書や配布プリント等をまとめる（30分程度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

生命現象を担う分子の構造、性質、役割に関する基本的な事項を修得して
いることを評価の基準とする。評価は、定期試験の成績（100％）で行
う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

マクマリ－生物有機化学 生化学編 原書8版:菅原二三男 監訳　丸善　定
価：4,900円+税　2018年　ISBN9784621302408

◎－－－　参考書　－－－◎

生体分子の化学　相本三郎・赤路健一 著　化学同人　定価：2,000円+税　
2014年　ISBN978-4-7598-0892-6

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.　ヒトは何からできているのか(準備教育)
2.　アミノ酸（C6(2)③-1）
3.　タンパク質（C6(2)④-1）
4.　タンパク質の構造と機能（C6(3)①-1）
5.　酵素の特性と働き（C6(3)③-1）
6.　酵素活性調節機構（C6(3)③-2、③-3）
7.　ビタミン（C6(2)⑥-1）
8.　微量元素（C6(2)⑦-1）
9.　グルコースの構造と機能（C6(2)②-1）
10.　代表的な単糖およひ゛二糖（C6(2)②-1）
11.　代表的な多糖（C6(2)②-2）
12.  脂肪酸（C6(2)①-1）
13.  脂質（C6(2)①-1）
14.  細胞膜の機能（C6(1)①-1）
15.　まとめ

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

各自、講義ノートを作成し、予習・復習を十分に行なうこ
とが望ましい。



2019-9030000612-01生体機能分子学Ⅰ「P-a」（科目番号：1B3）

佐藤　朝光

◎薬  :A-1,A-2

1.1. 細胞膜を構成する代表的な生体成分を列挙し、その機能を分子レベルで説
明できる。（C6(1)①-1）　(A-1)

2.2. 代表的な脂質の種類、構造、性質、役割を説明できる。（C6(2)①-1）　
(A-1)

3.3. 代表的な単糖、二糖の種類、構造、性質を説明できる。（C6(2)②-1）　
(A-1)

4.4. 代表的な多糖の種類、構造 、性質、役割を説明できる。（C6(2)②-2）　
(A-1)

5.5. アミノ酸を列挙し、その構造に基づいて性質を説明できる。（C6(2)③-1）
　(A-1)

6.6. タンパク質の構造（一次、二次、三次、四次構造）と性質を説明できる。
（C6(2)④-1）　(A-1)

7.7. 代表的なビタミンの種類、構造 、性質、役割を説明できる。（C6(2)⑥-1）
　(A-1)

8.8. 代表的な必須微量元素の種類、役割を説明できる。（C6(2)⑦-1）　(A-1)

9.9. 多彩な機能をもつタンパク質(酵素、受容体、シグナル分子、膜輸送体、運
搬・輸送タンパク質、 貯蔵タンパク質、構造タンパク質、接着タンパク質、防
御タンパク質、調節タンパク質)を列挙し 概説できる。（C6(3)①-1）　(A-1)

10.10. 酵素反応の特性と反応速度論を説明できる。（C6(3)③-1）　(A-1)

11.11. 酵素反応における補酵素、微量金属の役割を説明できる。（C6(3)③-2）
　(A-1)

12.12. 代表的な酵素活性調節機構を説明できる。（C6(3)③-3）　(A-2)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000612-02生体機能分子学Ⅰ「P-b」（科目番号：1B3）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：後日発表　　

佐藤　朝光

◎－－－　一般目標　－－－◎

生命現象を分子レベルで理解できるようになるために、生命現象を担う分
子に関する基本的な事項を修得する。（薬学教育モデル・コアカリキュラ
ム C6 生命現象の基礎 （1）細胞の構造と機能、（2）生命現象を担う分
子、（3）生命活動を担うタンパク質）

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 細胞膜を構成する代表的な生体成分を列挙し、その機能を分子レベルで
説明できる。（C6(1)①-1）(知識・理解)

2. 代表的な脂質の種類、構造、性質、役割を説明できる。（C6(2)①-1）
(知識・理解)

3. 代表的な単糖、二糖の種類、構造、性質を説明できる。（C6(2)②-1）
(知識・理解)

4. 代表的な多糖の種類、構造 、性質、役割を説明できる。（C6(2)②-2）
(知識・理解)

5. アミノ酸を列挙し、その構造に基づいて性質を説明できる。（C6(2)
③-1）(知識・理解)

6. タンパク質の構造（一次、二次、三次、四次構造）と性質を説明でき
る。（C6(2)④-1）(知識・理解)

7. 代表的なビタミンの種類、構造 、性質、役割を説明できる。（C6(2)
⑥-1）(知識・理解)

8. 代表的な必須微量元素の種類、役割を説明できる。（C6(2)⑦-1）(知
識・理解)

9. 多彩な機能をもつタンパク質(酵素、受容体、シグナル分子、膜輸送
体、運搬・輸送タンパク質、 貯蔵タンパク質、構造タンパク質、接着タ
ンパク質、防御タンパク質、調節タンパク質)を列挙し 概説できる。（C6
(3)①-1）(知識・理解)

10. 酵素反応の特性と反応速度論を説明できる。（C6(3)③-1）(知識・理
解)

11. 酵素反応における補酵素、微量金属の役割を説明できる。（C6(3)
③-2）(知識・理解)

12. 代表的な酵素活性調節機構を説明できる。（C6(3)③-3）(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

教科書に則して講義を行なうが、必要に応じてプリント、スライド等を用
いる。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習として、テキストを事前に読んでおく（30分程度）。復習として、板
書や配布プリント等をまとめる（30分程度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

生命現象を担う分子の構造、性質、役割に関する基本的な事項を修得して
いることを評価の基準とする。評価は、定期試験の成績（100％）で行
う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

マクマリ－生物有機化学 生化学編 原書8版:菅原二三男 監訳　丸善　定
価：4,900円+税　2018年　ISBN9784621302408

◎－－－　参考書　－－－◎

生体分子の化学　相本三郎・赤路健一 著　化学同人　定価：2,000円+税　
2014年　ISBN978-4-7598-0892-6

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.　ヒトは何からできているのか(準備教育)
2.　アミノ酸（C6(2)③-1）
3.　タンパク質（C6(2)④-1）
4.　タンパク質の構造と機能（C6(3)①-1）
5.　酵素の特性と働き（C6(3)③-1）
6.　酵素活性調節機構（C6(3)③-2、③-3）
7.　ビタミン（C6(2)⑥-1）
8.　微量元素（C6(2)⑦-1）
9.　グルコースの構造と機能（C6(2)②-1）
10.　代表的な単糖およひ゛二糖（C6(2)②-1）
11.　代表的な多糖（C6(2)②-2）
12.  脂肪酸（C6(2)①-1）
13.  脂質（C6(2)①-1）
14.  細胞膜の機能（C6(1)①-1）
15.　まとめ

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

各自、講義ノートを作成し、予習・復習を十分に行なうこ
とが望ましい。



2019-9030000612-02生体機能分子学Ⅰ「P-b」（科目番号：1B3）

佐藤　朝光

◎薬  :A-1,A-2

1.1. 細胞膜を構成する代表的な生体成分を列挙し、その機能を分子レベルで説
明できる。（C6(1)①-1）　(A-1)

2.2. 代表的な脂質の種類、構造、性質、役割を説明できる。（C6(2)①-1）　
(A-1)

3.3. 代表的な単糖、二糖の種類、構造、性質を説明できる。（C6(2)②-1）　
(A-1)

4.4. 代表的な多糖の種類、構造 、性質、役割を説明できる。（C6(2)②-2）　
(A-1)

5.5. アミノ酸を列挙し、その構造に基づいて性質を説明できる。（C6(2)③-1）
　(A-1)

6.6. タンパク質の構造（一次、二次、三次、四次構造）と性質を説明できる。
（C6(2)④-1）　(A-1)

7.7. 代表的なビタミンの種類、構造 、性質、役割を説明できる。（C6(2)⑥-1）
　(A-1)

8.8. 代表的な必須微量元素の種類、役割を説明できる。（C6(2)⑦-1）　(A-1)

9.9. 多彩な機能をもつタンパク質(酵素、受容体、シグナル分子、膜輸送体、運
搬・輸送タンパク質、 貯蔵タンパク質、構造タンパク質、接着タンパク質、防
御タンパク質、調節タンパク質)を列挙し 概説できる。（C6(3)①-1）　(A-1)

10.10. 酵素反応の特性と反応速度論を説明できる。（C6(3)③-1）　(A-1)

11.11. 酵素反応における補酵素、微量金属の役割を説明できる。（C6(3)③-2）
　(A-1)

12.12. 代表的な酵素活性調節機構を説明できる。（C6(3)③-3）　(A-2)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000613-01生体機能分子学Ⅱ「P-a」（科目番号：1B4）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・３時限　　試験時間割：後日発表　　

佐藤　朝光、三島　健一（中島 幸彦、入江 圭一）

◎－－－　一般目標　－－－◎

生命現象を分子レベルで理解できるようになるために、生命現象
を担う分子に関する基本的な事項を修得する。（薬学教育モデ
ル・コアカリキュラム C6 生命現象の基礎 （2）生命現象を担う
分子、（4）生命情報を担う遺伝子）

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. ヌクレオチドと核酸の種類、構造、性質を説明できる。（C6
(2)⑤-1）(知識・理解)

2. 染色体の構造を説明できる。（C6(4)②-1）(知識・理解)

3. 遺伝子の構造を説明できる。（C6(4)②-2）(知識・理解)

4. DNAの複製の過程について説明できる。（C6(4)③-1）(知識・
理解)

5. DNAからRNA への転写の過程について説明できる。（C6(4)
④-1）(知識・理解)

6. RNAのプロセシングについて説明できる。（C6(4)④-4）(知
識・理解)

7. RNAからタンパク質への翻訳の過程について説明できる。
（C6(4)④-5）(知識・理解)

8. DNAの変異と修復について説明できる。（C6(4)⑤-1）(知識・
理解)

9. 遺伝子工学技術を概説できる。（C6(4)⑥-1）(知識・理解)

10. 細胞小器官、細胞骨格、細胞間コミュニケーションに関連し
た分子を説明できる。（C6(1)①-2、C6(1)②-1、C6(1)③-1、C6(6)
③-1、C6(6)③-2）(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

教科書にそって説明する。必要に応じてパワーポイントやプリン
ト等を用いる。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習として、テキストを事前に読んでおく（30分程度）。復習と
して、板書や配布プリント等をまとめる（30分程度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

生命現象を担う分子の構造、性質、役割に関する基本的な事項を
修得していることを評価の基準とする。評価は、定期試験の成績
（100％）で行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

マクマリ－生物有機化学 生化学編 原書8版:菅原二三男 監訳　丸
善　定価：4,900円+税　2018年　ISBN9784621302408

◎－－－　参考書　－－－◎

生体分子の化学　相本三郎・赤路健一 著　化学同人　定
価：2,000円+税　2014年　ISBN978-4-7598-0892-6

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. ヌクレオチドと核酸（佐藤）（C6(2)⑤-1）
2. 染色体の構造（佐藤）（C6(4)②-1）
3. 遺伝子の構造（佐藤）（C6(4)②-2）
4. 遺伝子の複製（佐藤）（C6(4)③-1）
5. 転写・翻訳の過程と調節（佐藤）（C6(4)④-1、④-4、
④-5）
6. 遺伝子の変異と修復（佐藤）（C6(4)⑤-1）
7. 組換えDNA（中島）（（C6(4)⑥-1））
8. まとめ1（佐藤）
9. 薬物受容体に関連する生体機能分子Ⅰ（三島）（C6(1)
①-2、C6(1)②-1、C6(1)③-1、C6(6)③-1、C6(6)③-2）
10. 薬物受容体に関連する生体機能分子Ⅱ（三島）（アド
バンスト）
11. 薬物受容体に関連する生体機能分子Ⅲ（三島）（アド
バンスト）
12. 薬物動態に関連する生体機能分子Ⅰ（三島）（アドバ
ンスト）
13. 薬物動態に関連する生体機能分子Ⅱ（三島）（アドバ
ンスト）
14. 薬学研究に関連する生態機能分子（入江）（アドバン
スト）
15. まとめ2（三島）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

各自、講義ノートを作成し、予習・復習を十分に行なうこ
とが望ましい。



2019-9030000613-01生体機能分子学Ⅱ「P-a」（科目番号：1B4）

佐藤　朝光、三島　健一（中島 幸彦、入江 圭一）

◎薬  :A-1,A-2

1.1. ヌクレオチドと核酸の種類、構造、性質を説明できる。（C6(2)⑤-1）　
(A-1)

2.2. 染色体の構造を説明できる。（C6(4)②-1）　(A-1)

3.3. 遺伝子の構造を説明できる。（C6(4)②-2）　(A-1)

4.4. DNAの複製の過程について説明できる。（C6(4)③-1）　(A-1)

5.5. DNAからRNA への転写の過程について説明できる。（C6(4)④-1）　(A-1)

6.6. RNAのプロセシングについて説明できる。（C6(4)④-4）　(A-1)

7.7. RNAからタンパク質への翻訳の過程について説明できる。（C6(4)④-5）　
(A-1)

8.8. DNAの変異と修復について説明できる。（C6(4)⑤-1）　(A-1)

9.9. 遺伝子工学技術を概説できる。（C6(4)⑥-1）　(A-2)

10.10. 細胞小器官、細胞骨格、細胞間コミュニケーションに関連した分子を説
明できる。（C6(1)①-2、C6(1)②-1、C6(1)③-1、C6(6)③-1、C6(6)③-2）　(A-2)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000613-02生体機能分子学Ⅱ「P-b」（科目番号：1B4）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・４時限　　試験時間割：後日発表　　

佐藤　朝光、三島　健一（中島 幸彦、入江 圭一）

◎－－－　一般目標　－－－◎

生命現象を分子レベルで理解できるようになるために、生命現象
を担う分子に関する基本的な事項を修得する。（薬学教育モデ
ル・コアカリキュラム C6 生命現象の基礎 （2）生命現象を担う
分子、（4）生命情報を担う遺伝子）

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. ヌクレオチドと核酸の種類、構造、性質を説明できる。（C6
(2)⑤-1）(知識・理解)

2. 染色体の構造を説明できる。（C6(4)②-1）(知識・理解)

3. 遺伝子の構造を説明できる。（C6(4)②-2）(知識・理解)

4. DNAの複製の過程について説明できる。（C6(4)③-1）(知識・
理解)

5. DNAからRNA への転写の過程について説明できる。（C6(4)
④-1）(知識・理解)

6. RNAのプロセシングについて説明できる。（C6(4)④-4）(知
識・理解)

7. RNAからタンパク質への翻訳の過程について説明できる。
（C6(4)④-5）(知識・理解)

8. DNAの変異と修復について説明できる。（C6(4)⑤-1）(知識・
理解)

9. 遺伝子工学技術を概説できる。（C6(4)⑥-1）(知識・理解)

10. 細胞小器官、細胞骨格、細胞間コミュニケーションに関連し
た分子を説明できる。（C6(1)①-2、C6(1)②-1、C6(1)③-1、C6(6)
③-1、C6(6)③-2）(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

教科書にそって説明する。必要に応じてパワーポイントやプリン
ト等を用いる。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習として、テキストを事前に読んでおく（30分程度）。復習と
して、板書や配布プリント等をまとめる（30分程度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

生命現象を担う分子の構造、性質、役割に関する基本的な事項を
修得していることを評価の基準とする。評価は、定期試験の成績
（100％）で行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

マクマリ－生物有機化学 生化学編 原書8版:菅原二三男 監訳　丸
善　定価：4,900円+税　2018年　ISBN9784621302408

◎－－－　参考書　－－－◎

生体分子の化学　相本三郎・赤路健一 著　化学同人　定
価：2,000円+税　2014年　ISBN978-4-7598-0892-6

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. ヌクレオチドと核酸（佐藤）（C6(2)⑤-1）
2. 染色体の構造（佐藤）（C6(4)②-1）
3. 遺伝子の構造（佐藤）（C6(4)②-2）
4. 遺伝子の複製（佐藤）（C6(4)③-1）
5. 転写・翻訳の過程と調節（佐藤）（C6(4)④-1、④-4、
④-5）
6. 遺伝子の変異と修復（佐藤）（C6(4)⑤-1）
7. 組換えDNA（中島）（（C6(4)⑥-1））
8. まとめ1（佐藤）
9. 薬物受容体に関連する生体機能分子Ⅰ（三島）（C6(1)
①-2、C6(1)②-1、C6(1)③-1、C6(6)③-1、C6(6)③-2）
10. 薬物受容体に関連する生体機能分子Ⅱ（三島）（アド
バンスト）
11. 薬物受容体に関連する生体機能分子Ⅲ（三島）（アド
バンスト）
12. 薬物動態に関連する生体機能分子Ⅰ（三島）（アドバ
ンスト）
13. 薬物動態に関連する生体機能分子Ⅱ（三島）（アドバ
ンスト）
14. 薬学研究に関連する生態機能分子（入江）（アドバン
スト）
15. まとめ2（三島）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

各自、講義ノートを作成し、予習・復習を十分に行なうこ
とが望ましい。



2019-9030000613-02生体機能分子学Ⅱ「P-b」（科目番号：1B4）

佐藤　朝光、三島　健一（中島 幸彦、入江 圭一）

◎薬  :A-1,A-2

1.1. ヌクレオチドと核酸の種類、構造、性質を説明できる。（C6(2)⑤-1）　
(A-1)

2.2. 染色体の構造を説明できる。（C6(4)②-1）　(A-1)

3.3. 遺伝子の構造を説明できる。（C6(4)②-2）　(A-1)

4.4. DNAの複製の過程について説明できる。（C6(4)③-1）　(A-1)

5.5. DNAからRNA への転写の過程について説明できる。（C6(4)④-1）　(A-1)

6.6. RNAのプロセシングについて説明できる。（C6(4)④-4）　(A-1)

7.7. RNAからタンパク質への翻訳の過程について説明できる。（C6(4)④-5）　
(A-1)

8.8. DNAの変異と修復について説明できる。（C6(4)⑤-1）　(A-1)

9.9. 遺伝子工学技術を概説できる。（C6(4)⑥-1）　(A-2)

10.10. 細胞小器官、細胞骨格、細胞間コミュニケーションに関連した分子を説
明できる。（C6(1)①-2、C6(1)②-1、C6(1)③-1、C6(6)③-1、C6(6)③-2）　(A-2)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000618-01機能形態学Ⅰ「P-a」（科目番号：1B2）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・４時限　　試験時間割：後日発表　　

佐野　和憲

◎－－－　一般目標　－－－◎

　私たちの身体は、驚異と言えるほど精巧に造られ、途方もなく複
雑な活動を日々行なっている。本講義では、医療薬学の専門科目を
理解するために、系統器官別に主要臓器の構造と働きを習得する。
なお、本講義は、2年次前期の機能形態学Ⅱと連携しており、機能
形態学Ⅱと本講義とで身体全体を理解する。薬学部6年制の「薬学
教育モデル・コアカリキュラム（日本薬学会）」の指針「C7人体の
成り立ちと生体機能の調節」にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

神経細胞の興奮と伝導、シナプス伝達の調節機構について説明でき
る。(C7(2)①1)(知識・理解)

代表的な神経伝達物質やホルモンなどの生理活性物質を挙げ、その
産生器官、生理活性および作用機構について概説できる。(C7(2)
①2, C7(2)②1, C7(2)③1)(知識・理解)

末梢神経系について概説できる。(C7(1)③1, C7(1)③2, C7(1)④2, C7
(2)①3)(知識・理解)

中枢神経系について概説できる。(C7(1)③1, C7(1)③2, C7(1)④1, C7
(2)①3)(知識・理解)

内分泌系について概説できる。(C7(1)③1, C7(1)③2, C7(1)⑫1, C7(2)
①3)(知識・理解)

生殖器系について概説できる。(C7(1)③1, C7(1)③2, C7(1)⑪1, C7(2)
⑩1)(知識・理解)

消化器系について概説できる。(C7(1)③1, C7(1)③2, C7(1)⑨1, C7(1)
⑨2, C7(2)⑥1)(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

機能形態学は、生理学、解剖学的な基礎的知識にとどまらず、2年
次以降の薬理学や病態生理学の基礎となるので非常に重要である。
講義では教科書に記載されている基礎内容を配布資料やパワーポイ
ントを用いて講義する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

配布資料を事前にFUポータル内の講義照会に添付するので、次回の
授業範囲を予習し、専門用語の意味などを理解しておくこと。授業
後は、教科書及び配布資料を使って復習することを勧める（90
分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標の各項目を達成できているかを評価の基準とする。評価
は、定期試験（８０％）と中間テスト（２０％）で行う。フィード
バックとして、中間試験後、解答の解説を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

パートナー機能形態学改訂３版（岩崎克典、他編、南江堂、6000
円、ISBN978-4-524-40355-4、2018年）

◎－－－　参考書　－－－◎

薬学を学ぶためのやさしい生物学（高野行夫、岩崎克典編、南江
堂、2500円、ISBN978-4-524-40266-3、2013年）

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　概論、人体の構成（C7(1)③1）
２　細胞の構造と機能（C7(1)③2）
３　神経の構造と機能（C7(2)①1）
４　末梢神経系Ⅰ（C7(1)③1, C7(1)③2, C7(1)④2, C7(2)
①2）
５　末梢神経系Ⅱ（C7(1)③1, C7(1)③2, C7(1)④2, C7(2)①2,
C7(2)①3, アドバンスト）
６　中枢神経系Ⅰ（C7(1)③1, C7(1)③2, C7(1)④1, C7(2)
①2）
７　中枢神経系Ⅱ（C7(1)③1, C7(1)③2, C7(1)④1, C7(2)①2,
アドバンスト）
８　神経疾患（アドバンスト）
９　中間テスト
１０　内分泌系Ⅰ（C7(1)③1, C7(1)③2, C7(1)⑫1, C7(2)①3,
C7(2)②1）
１１　内分泌系Ⅱ（C7(1)③1, C7(1)③2, C7(1)⑫1, C7(2)①3,
C7(2)②1, アドバンスト）
１２　生殖器系（C7(1)③1, C7(1)③2, C7(1)⑪1, C7(2)②1,
C7(2)⑩1）
１３　消化器系Ⅰ（C7(1)③1, C7(1)③2, C7(1)⑨1, C7(1)⑨2,
C7(2)①2, C7(2)②1, C7(2)③1）
１４　消化器系Ⅱ（C7(1)③1, C7(1)③2, C7(1)⑨1、C7(1)
⑨2）
１５　消化器系Ⅲ（C7(1)③1, C7(1)③2, C7(1)⑨1、C7(1)
⑨2, C7(2)⑥1）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

単に知識を増やすのでなく、身体の仕組みをよく理解して
ください。そのために復習することを勧めます。また、高
校の生物を十分に理解していない人は、教科書の「薬学を
学ぶためのやさしい生物学」であらかじめ勉強してくださ
い。



2019-9030000618-01機能形態学Ⅰ「P-a」（科目番号：1B2）

佐野　和憲

◎薬  :A-1,A-2

1.神経細胞の興奮と伝導、シナプス伝達の調節機構について説明できる。(C7
(2)①1)　(A-1)

2.代表的な神経伝達物質やホルモンなどの生理活性物質を挙げ、その産生器
官、生理活性および作用機構について概説できる。(C7(2)①2, C7(2)②1, C7(2)
③1)　(A-1)

3.末梢神経系について概説できる。(C7(1)③1, C7(1)③2, C7(1)④2, C7(2)①3)　
(A-2)

4.中枢神経系について概説できる。(C7(1)③1, C7(1)③2, C7(1)④1, C7(2)①3)　
(A-2)

5.内分泌系について概説できる。(C7(1)③1, C7(1)③2, C7(1)⑫1, C7(2)①3)　
(A-2)

6.生殖器系について概説できる。(C7(1)③1, C7(1)③2, C7(1)⑪1, C7(2)⑩1)　
(A-2)

7.消化器系について概説できる。(C7(1)③1, C7(1)③2, C7(1)⑨1, C7(1)⑨2, C7(2)
⑥1)　(A-2)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000618-02機能形態学Ⅰ「P-b」（科目番号：1B2）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・３時限　　試験時間割：後日発表　　

佐野　和憲

◎－－－　一般目標　－－－◎

　私たちの身体は、驚異と言えるほど精巧に造られ、途方もなく複
雑な活動を日々行なっている。本講義では、医療薬学の専門科目を
理解するために、系統器官別に主要臓器の構造と働きを習得する。
なお、本講義は、2年次前期の機能形態学Ⅱと連携しており、機能
形態学Ⅱと本講義とで身体全体を理解する。薬学部6年制の「薬学
教育モデル・コアカリキュラム（日本薬学会）」の指針「C7人体
の成り立ちと生体機能の調節」にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

神経細胞の興奮と伝導、シナプス伝達の調節機構について説明でき
る。(C7(2)①1)(知識・理解)

代表的な神経伝達物質やホルモンなどの生理活性物質を挙げ、その
産生器官、生理活性および作用機構について概説できる。(C7(2)
①2, C7(2)②1, C7(2)③1)(知識・理解)

末梢神経系について概説できる。(C7(1)③1, C7(1)③2, C7(1)④2, C7
(2)①3)(知識・理解)

中枢神経系について概説できる。(C7(1)③1, C7(1)③2, C7(1)④1, C7
(2)①3)(知識・理解)

内分泌系について概説できる。(C7(1)③1, C7(1)③2, C7(1)⑫1, C7(2)
①3)(知識・理解)

生殖器系について概説できる。(C7(1)③1, C7(1)③2, C7(1)⑪1, C7(2)
⑩1)(知識・理解)

消化器系について概説できる。(C7(1)③1, C7(1)③2, C7(1)⑨1, C7(1)
⑨2, C7(2)⑥1)(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

機能形態学は、生理学、解剖学的な基礎的知識にとどまらず、2年
次以降の薬理学や病態生理学の基礎となるので非常に重要である。
講義では教科書に記載されている基礎内容を配布資料やパワーポイ
ントを用いて講義する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

配布資料を事前にFUポータル内の講義照会に添付するので、次回
の授業範囲を予習し、専門用語の意味などを理解しておくこと。授
業後は、教科書及び配布資料を使って復習することを勧める（90
分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標の各項目を達成できているかを評価の基準とする。評価
は、定期試験（８０％）と中間テスト（２０％）で行う。フィード
バックとして、中間試験後、解答の解説を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

パートナー機能形態学改訂３版（岩崎克典、他編、南江堂、6000
円、ISBN978-4-524-40355-4、2018年）

◎－－－　参考書　－－－◎

薬学を学ぶためのやさしい生物学（高野行夫、岩崎克典編、南江
堂、2500円、ISBN978-4-524-40266-3、2013年）

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　概論、人体の構成（C7(1)③1）
２　細胞の構造と機能（C7(1)③2）
３　神経の構造と機能（C7(2)①1）
４　末梢神経系Ⅰ（C7(1)③1, C7(1)③2, C7(1)④2, C7(2)
①2）
５　末梢神経系Ⅱ（C7(1)③1, C7(1)③2, C7(1)④2, C7(2)①2,
C7(2)①3, アドバンスト）
６　中枢神経系Ⅰ（C7(1)③1, C7(1)③2, C7(1)④1, C7(2)
①2）
７　中枢神経系Ⅱ（C7(1)③1, C7(1)③2, C7(1)④1, C7(2)①2,
アドバンスト）
８　神経疾患（アドバンスト）
９　中間テスト
１０　内分泌系Ⅰ（C7(1)③1, C7(1)③2, C7(1)⑫1, C7(2)①3,
C7(2)②1）
１１　内分泌系Ⅱ（C7(1)③1, C7(1)③2, C7(1)⑫1, C7(2)①3,
C7(2)②1, アドバンスト）
１２　生殖器系（C7(1)③1, C7(1)③2, C7(1)⑪1, C7(2)②1,
C7(2)⑩1）
１３　消化器系Ⅰ（C7(1)③1, C7(1)③2, C7(1)⑨1, C7(1)⑨2,
C7(2)①2, C7(2)②1, C7(2)③1）
１４　消化器系Ⅱ（C7(1)③1, C7(1)③2, C7(1)⑨1、C7(1)
⑨2）
１５　消化器系Ⅲ（C7(1)③1, C7(1)③2, C7(1)⑨1、C7(1)
⑨2, C7(2)⑥1）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

単に知識を増やすのでなく、身体の仕組みをよく理解して
ください。そのために復習することを勧めます。また、高
校の生物を十分に理解していない人は、教科書の「薬学を
学ぶためのやさしい生物学」であらかじめ勉強してくださ
い。



2019-9030000618-02機能形態学Ⅰ「P-b」（科目番号：1B2）

佐野　和憲

◎薬  :A-1,A-2

1.神経細胞の興奮と伝導、シナプス伝達の調節機構について説明できる。(C7
(2)①1)　(A-1)

2.代表的な神経伝達物質やホルモンなどの生理活性物質を挙げ、その産生器
官、生理活性および作用機構について概説できる。(C7(2)①2, C7(2)②1, C7(2)
③1)　(A-1)

3.末梢神経系について概説できる。(C7(1)③1, C7(1)③2, C7(1)④2, C7(2)①3)　
(A-2)

4.中枢神経系について概説できる。(C7(1)③1, C7(1)③2, C7(1)④1, C7(2)①3)　
(A-2)

5.内分泌系について概説できる。(C7(1)③1, C7(1)③2, C7(1)⑫1, C7(2)①3)　
(A-2)

6.生殖器系について概説できる。(C7(1)③1, C7(1)③2, C7(1)⑪1, C7(2)⑩1)　
(A-2)

7.消化器系について概説できる。(C7(1)③1, C7(1)③2, C7(1)⑨1, C7(1)⑨2, C7(2)
⑥1)　(A-2)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000606-01化学「P-a」（科目番号：1C2）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・４時限　　試験時間割：後日発表　　

中原　史

◎－－－　一般目標　－－－◎

物質を構成する原子・分子の構造および化学結合に関する基礎
的事項を修得する。さらに、その知識を利用して代表的な無機
化合物・錯体（医薬品を含む）の構造、性質に関する基本的事
項を修得する。薬学部6年制の「薬学教育モデル・コアカリ
キュラム（日本薬学会）」の指針「C3化学物質の性質と反応
(5)無機化合物・錯体の構造と性質」にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

化学結合の様式について説明できる。(C1(1)①1)(知識・理解)

分子間相互作用について説明できる。(C1(1)②1-7)(知識・理解)

代表的な典型元素を列挙できる。(C3(5)①1)(知識・理解)

代表的な無機酸化物、オキソ化合物の名称、構造、性質を列挙
できる。(C3(5)①2)(知識・理解)

代表的な遷移元素を列挙できる。(C3(5)①1)(知識・理解)

代表的な錯体の名称、構造、基本的な性質を説明できる。(C3
(5)①4)。(知識・理解)

活性酸素と窒素化合物の名称、構造、性質を列挙できる。(C3
(5)①3)(知識・理解)

医薬品として用いられる代表的な無機化合物および錯体を列挙
できる。(C3(5)①5)(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

指定したテキストを使用してスライドおよび板書による講義形
式で行う。必要に応じてプリントを使用する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

指定したテキストである無機化合物・錯体を事前に読んでおく
こと。毎回の講義の復習を行うことにより、十分な理解を心が
けること。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標の項目を達成できているかを評価の基準とする。定期
試験を100％として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

秋澤宏行他，無機化合物・錯体-生物無機化学の基礎-（第3版）
　廣川書店平成28年発行　定価3200円　ISBN
978-4-567-21152-9

◎－－－　参考書　－－－◎

スタンダード薬学シリーズ　化学系薬学II. 生体分子・医薬品の
化学による理解　ISBN 9784807917068

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　 原子内の電子と量子数（準備教育）
2　 電子配置の成り立ち（準備教育）
3　 原子間結合(C1(1)①1)
4　 分子間結合(C1(1)②1-7)
5　 典型元素（1,2,13族）(C3(5)①1,2)
6　 典型元素（14,15族）(C3(5)①1,2)
7　 典型元素（16,17族）(C3(5)①1,2)
8　 遷移元素(C3(5)①1)
9 　錯体の構造と性質(C3(5)①4)
10　金属錯体の安定性(C3(5)①4)
11　遷移金属錯体の有機反応への応用(C3(5)①4)
12　活性酸素の電子配置とその性質-生体との関わり-(C3
(5)①3)
13　無機元素と生体との関わり(C3(5)①1,5)
14　錯体と生体との関わり(C3(5)①4,5)
15　まとめ

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

高校の化学および前期の薬学化学入門をよく修得しておく
ことが望ましい。



2019-9030000606-01化学「P-a」（科目番号：1C2）

中原　史

◎薬  :A-1,A-2

1.化学結合の様式について説明できる。(C1(1)①1)　(A-1)

2.分子間相互作用について説明できる。(C1(1)②1-7)　(A-1)

3.代表的な典型元素を列挙できる。(C3(5)①1)　(A-1)

4.代表的な無機酸化物、オキソ化合物の名称、構造、性質を列挙できる。(C3
(5)①2)　(A-1)

5.代表的な遷移元素を列挙できる。(C3(5)①1)　(A-1)

6.代表的な錯体の名称、構造、基本的な性質を説明できる。(C3(5)①4)。　
(A-1)

7.活性酸素と窒素化合物の名称、構造、性質を列挙できる。(C3(5)①3)　(A-2)

8.医薬品として用いられる代表的な無機化合物および錯体を列挙できる。(C3
(5)①5)　(A-2)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000606-02化学「P-b」（科目番号：1C2）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・３時限　　試験時間割：後日発表　　

中原　史

◎－－－　一般目標　－－－◎

物質を構成する原子・分子の構造および化学結合に関する基礎
的事項を修得する。さらに、その知識を利用して代表的な無機
化合物・錯体（医薬品を含む）の構造、性質に関する基本的事
項を修得する。薬学部6年制の「薬学教育モデル・コアカリ
キュラム（日本薬学会）」の指針「C3化学物質の性質と反応
(5)無機化合物・錯体の構造と性質」にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

化学結合の様式について説明できる。(C1(1)①1)(知識・理解)

分子間相互作用について説明できる。(C1(1)②1-7)(知識・理解)

代表的な典型元素を列挙できる。(C3(5)①1)(知識・理解)

代表的な無機酸化物、オキソ化合物の名称、構造、性質を列挙
できる。(C3(5)①2)(知識・理解)

代表的な遷移元素を列挙できる。(C3(5)①1)(知識・理解)

代表的な錯体の名称、構造、基本的な性質を説明できる。(C3
(5)①4)。(知識・理解)

活性酸素と窒素化合物の名称、構造、性質を列挙できる。(C3
(5)①3)(知識・理解)

医薬品として用いられる代表的な無機化合物および錯体を列挙
できる。(C3(5)①5)(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

指定したテキストを使用してスライドおよび板書による講義形
式で行う。必要に応じてプリントを使用する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

指定したテキストである無機化合物・錯体を事前に読んでおく
こと。毎回の講義の復習を行うことにより、十分な理解を心が
けること。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標の項目を達成できているかを評価の基準とする。定期
試験を100％として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

秋澤宏行他，無機化合物・錯体-生物無機化学の基礎-（第3版）
　廣川書店平成28年発行　定価3200円　ISBN
978-4-567-21152-9

◎－－－　参考書　－－－◎

スタンダード薬学シリーズ　化学系薬学II. 生体分子・医薬品の
化学による理解　ISBN 9784807917068

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　 原子内の電子と量子数（準備教育）
2　 電子配置の成り立ち（準備教育）
3　 原子間結合(C1(1)①1)
4　 分子間結合(C1(1)②1-7)
5　 典型元素（1,2,13族）(C3(5)①1,2)
6　 典型元素（14,15族）(C3(5)①1,2)
7　 典型元素（16,17族）(C3(5)①1,2)
8　 遷移元素(C3(5)①1)
9 　錯体の構造と性質(C3(5)①4)
10　金属錯体の安定性(C3(5)①4)
11　遷移金属錯体の有機反応への応用(C3(5)①4)
12　活性酸素の電子配置とその性質-生体との関わり-(C3
(5)①3)
13　無機元素と生体との関わり(C3(5)①1,5)
14　錯体と生体との関わり(C3(5)①4,5)
15　まとめ

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

高校の化学および前期の薬学化学入門をよく修得しておく
ことが望ましい。



2019-9030000606-02化学「P-b」（科目番号：1C2）

中原　史

◎薬  :A-1,A-2

1.化学結合の様式について説明できる。(C1(1)①1)　(A-1)

2.分子間相互作用について説明できる。(C1(1)②1-7)　(A-1)

3.代表的な典型元素を列挙できる。(C3(5)①1)　(A-1)

4.代表的な無機酸化物、オキソ化合物の名称、構造、性質を列挙できる。(C3
(5)①2)　(A-1)

5.代表的な遷移元素を列挙できる。(C3(5)①1)　(A-1)

6.代表的な錯体の名称、構造、基本的な性質を説明できる。(C3(5)①4)。　
(A-1)

7.活性酸素と窒素化合物の名称、構造、性質を列挙できる。(C3(5)①3)　(A-2)

8.医薬品として用いられる代表的な無機化合物および錯体を列挙できる。(C3
(5)①5)　(A-2)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000607-01薬学計算法「P-a」（科目番号：1P2）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・４時限　　試験時間割：後日発表　　

能田　均、加留部　善晴、山内　淳史、池田　浩人、桂林　秀太郎、巴山　忠、林　稔展

◎－－－　一般目標　－－－◎

医薬品の開発・生産・品質管理から適正な使用に至るまで、お
よそ薬学に掛かる全領域で計算が必要である。計算はもちろん
正確さが大事であるが、その迅速性も重要となる場合も多い。
この講義では、薬学において必須の計算法およびそれに関連す
る基礎事項を学び、今後の専門科目の学習、実習、実務現場に
おいて迷いなく迅速に計算するための基盤をつくる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．単位と濃度に関する基本的事項について説明し、正確に計
算できる。（薬学準備教育(4)①1-3，(5)③1-4，(7)①；F(2)③）
(知識・理解)

２．指数関数、対数関数を式、グラフを用いて説明できる。
(薬学準備教育(7)②）(知識・理解)

３．pH、酸化還元電位、放射能を求める計算式を理解し、計算
できる。(薬学準備教育(5)③4,5，C1(1)④1，C2(2)①2,4，②3)
(知識・理解)

４．微分積分関する基本的事項を理解し、計算問題が解ける。
(薬学準備教育(7)③）(知識・理解)

５．指数、対数、微分積分の薬学への応用を理解し、関連する
計算問題が解ける。(C1(3)①，E4(2)①1-4，E5(1)①3, ④2）(知
識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

（テキスト及び）配布プリントを使った講義を行い、適宜、関
連する演習問題を解く。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

（テキスト及び）配布プリントを読んで予習する。講義後に内
容を確認し、演習問題等を通して理解を定着させる(復習)。(90
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標の達成度を評価の基準とする。定期試験は、講義内容
に則した問題が出題され、その成果をもって評価される
（100％）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし

◎－－－　参考書　－－－◎

薬学の基礎としての数学・統計学　ISBN 9784807916566
わかりやすい薬学系の数学入門　ISBN 9784061536999
薬学系の基礎がため化学計算　ISBN 9784061563230
薬学生のための計算問題集　ISBN/9784907368623

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．数値の取扱、有効数字他(薬学準備教育(4)①1-3,(7)①、
巴山）
２．単位と濃度、溶液調製(薬学準備教育(4)①1-3,(5)③1、
巴山）
３．調剤における濃度計算(F(2)③、林）
４．指数と対数(薬学準備教育(7)②、池田）
５．酸塩基平衡(薬学準備教育(5)③4、能田）
６．緩衝液(薬学準備教育(5)③4, C2(2)①、能田）
７．酸化還元平衡(薬学準備教育(5)③5, C2(2)②3、桂林）
８．放射線と放射能(C1(1)④1、加留部）
９．微分と積分(薬学準備教育(7)③、山内）
10．速度論 (1)（C1(3)①、池田）
11．速度論 (2)（C1(3)①、池田）
12．速度論 (3)（C1(3)①、池田）
13．薬剤（1）（E4(2)①1-4、山内）
14．薬剤（2）（E4(2)①1-4、山内
15．薬剤（3）（E5(1)①3, ④2、山内）



2019-9030000607-01薬学計算法「P-a」（科目番号：1P2）

能田　均、加留部　善晴、山内　淳史、池田　浩人、桂林　秀太郎、巴山　忠、林　稔展

◎薬  :A-1,A-2

1.１．単位と濃度に関する基本的事項について説明し、正確に計算できる。
（薬学準備教育(4)①1-3，(5)③1-4，(7)①；F(2)③）　(A-1)

2.２．指数関数、対数関数を式、グラフを用いて説明できる。(薬学準備教育(7)
②）　(A-1)

3.３．pH、酸化還元電位、放射能を求める計算式を理解し、計算できる。(薬
学準備教育(5)③4,5，C1(1)④1，C2(2)①2,4，②3)　(A-2)

4.４．微分積分関する基本的事項を理解し、計算問題が解ける。(薬学準備教育
(7)③）　(A-1)

5.５．指数、対数、微分積分の薬学への応用を理解し、関連する計算問題が解
ける。(C1(3)①，E4(2)①1-4，E5(1)①3, ④2）　(A-2)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000607-02薬学計算法「P-b」（科目番号：1P2）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：後日発表　　

能田　均、加留部　善晴、山内　淳史、池田　浩人、桂林　秀太郎、巴山　忠、林　稔展

◎－－－　一般目標　－－－◎

医薬品の開発・生産・品質管理から適正な使用に至るまで、お
よそ薬学に掛かる全領域で計算が必要である。計算はもちろん
正確さが大事であるが、その迅速性も重要となる場合も多い。
この講義では、薬学において必須の計算法およびそれに関連す
る基礎事項を学び、今後の専門科目の学習、実習、実務現場に
おいて迷いなく迅速に計算するための基盤をつくる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．単位と濃度に関する基本的事項について説明し、正確に計
算できる。（薬学準備教育(4)①1-3，(5)③1-4，(7)①；F(2)③）
(知識・理解)

２．指数関数、対数関数を式、グラフを用いて説明できる。
(薬学準備教育(7)②）(知識・理解)

３．pH、酸化還元電位、放射能を求める計算式を理解し、計算
できる。(薬学準備教育(5)③4,5，C1(1)④1，C2(2)①2,4，②3)
(知識・理解)

４．微分積分関する基本的事項を理解し、計算問題が解ける。
(薬学準備教育(7)③）(知識・理解)

５．指数、対数、微分積分の薬学への応用を理解し、関連する
計算問題が解ける。(C1(3)①，E4(2)①1-4，E5(1)①3, ④2）(知
識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

（テキスト及び）配布プリントを使った講義を行い、適宜、関
連する演習問題を解く。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

（テキスト及び）配布プリントを読んで予習する。講義後に内
容を確認し、演習問題等を通して理解を定着させる(復習)。(90
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標の達成度を評価の基準とする。定期試験は、講義内容
に則した問題が出題され、その成果をもって評価される
（100％）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし

◎－－－　参考書　－－－◎

薬学の基礎としての数学・統計学　ISBN 9784807916566
わかりやすい薬学系の数学入門　ISBN 9784061536999
薬学系の基礎がため化学計算　ISBN 9784061563230
薬学生のための計算問題集　ISBN/9784907368623

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．数値の取扱、有効数字他(薬学準備教育(4)①1-3,(7)①、
巴山）
２．単位と濃度、溶液調製(薬学準備教育(4)①1-3,(5)③1、
巴山）
３．調剤における濃度計算(F(2)③、林）
４．指数と対数(薬学準備教育(7)②、池田）
５．酸塩基平衡(薬学準備教育(5)③4、能田）
６．緩衝液(薬学準備教育(5)③4, C2(2)①、能田）
７．酸化還元平衡(薬学準備教育(5)③5, C2(2)②3、桂林）
８．放射線と放射能(C1(1)④1、加留部）
９．微分と積分(薬学準備教育(7)③、山内）
10．速度論 (1)（C1(3)①、池田）
11．速度論 (2)（C1(3)①、池田）
12．速度論 (3)（C1(3)①、池田）
13．薬剤（1）（E4(2)①1-4、山内）
14．薬剤（2）（E4(2)①1-4、山内
15．薬剤（3）（E5(1)①3, ④2、山内）



2019-9030000607-02薬学計算法「P-b」（科目番号：1P2）

能田　均、加留部　善晴、山内　淳史、池田　浩人、桂林　秀太郎、巴山　忠、林　稔展

◎薬  :A-1,A-2

1.１．単位と濃度に関する基本的事項について説明し、正確に計算できる。
（薬学準備教育(4)①1-3，(5)③1-4，(7)①；F(2)③）　(A-1)

2.２．指数関数、対数関数を式、グラフを用いて説明できる。(薬学準備教育(7)
②）　(A-1)

3.３．pH、酸化還元電位、放射能を求める計算式を理解し、計算できる。(薬
学準備教育(5)③4,5，C1(1)④1，C2(2)①2,4，②3)　(A-1)

4.４．微分積分関する基本的事項を理解し、計算問題が解ける。(薬学準備教育
(7)③）　(A-1)

5.５．指数、対数、微分積分の薬学への応用を理解し、関連する計算問題が解
ける。(C1(3)①，E4(2)①1-4，E5(1)①3, ④2）　(A-2)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000605-01薬学化学入門「P-a」（科目番号：1C1）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・１時限　　試験時間割：後日発表　　

丸岡　博、（刀根　菜七子）

◎－－－　一般目標　－－－◎

　薬学を学ぶ上で必要となる化学の基礎的事項を修得する。高校化学の知識を
復習しながら、これから学ぶ薬学にどのように関連するのか具体的な例を挙げ
られるようになることを目標とする。薬学部６年制の「薬学教育モデル・コア
カリキュラム（日本薬学会）」の指針「C１物質の物理的性質（１）物質の構
造、C２化学物質の分析（２）溶液中の化学平衡、C３化学物質の性質と反
応」にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 有効数字の概念を説明できる。（準備教育）(知識・理解)

2. 物質量の基本単位の定義を説明できる。（準備教育）(知識・理解)

3. 溶液の濃度計算ができる。（準備教育）(知識・理解)

4. 原子、分子、イオンの基本的構造、同素体と同位体について例を挙げて説明
できる。（準備教育）(知識・理解)

5. 原子の電子配置、周期表に基づいて原子の諸性質を説明できる。（準備教
育）(知識・理解)

6. 電子のスピンとパウリの排他律を説明できる。（準備教育）(知識・理解)

7. 化学結合の様式を説明できる。（C1(1)①1）(知識・理解)

8. 分子軌道の基本的概念および混成軌道を説明できる。（準備教育, C1(1)
①2）(知識・理解)

9. 共役や共鳴の概念を説明できる。（C1(1)①3, C3(1)①4）(知識・理解)

10. 分子間相互作用を説明できる。（C1(1)②1-5）(知識・理解)

11. 反応の過程を、エネルギー図を用いて説明できる。（C3(1)①8）(知識・理
解)

12. 酸と塩基の基本的な性質および強弱の指標を説明できる。（C2(2)①1, 2,
4）(知識・理解)

13. 酸化還元平衡と電子の授受を説明できる。（C2(2)②3）(知識・理解)

14. IUPAC命名法の概念を説明できる。（C3(1)①1）(知識・理解)

15. 立体配置の表し方を説明できる。（C3(1))②3）(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　教科書を中心として、板書とスライドによる講義と演習を行う。穴埋め形式
のプリントや理解度を確認する練習問題などを使用する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　高校化学の内容理解が不十分である学生は、事前に高校の教科書などで関連
する項目を復習しておくことが望ましい。講義の内容は６年間に亘り薬学を学
んでいく上で非常に重要となる基礎事項であるため、講義の復習をきちんと行
い、理解できない箇所は早めに質問するなど、自主的な学習習慣を身に付けら
れるよう心がけること（45分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　薬学化学の基本事項を正しく理解できているか、到達目標の項目を達成でき
ているかを評価の対象とし、定期試験の成績（９０％）および授業態度や練習
問題の提出状況などの平常点（１０％）を目安として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

薬学のための基礎化学 第１版 石川さと子・望月正隆 著（化学同人）2018年、
1,800円＋税、ISBN 978-4-7598-1810-9　

◎－－－　参考書　－－－◎

化学《基礎固め》シリーズ  第２版 小島一光 著（化学同人）2013年、1,900円
＋税　ISBN 978-4-7598-1537-5

◎－－－　授業計画　－－－◎

１. 薬学における化学とは（準備教育, 丸岡）
２. 化学の基本：単位と濃度（準備教育, 刀根）
３. 元素と原子（準備教育, 刀根）
４. 原子と電子（準備教育, 刀根）
５. 化学結合と電子①（C1(1)①1, 刀根）　
６. 化学結合と電子②（C1(1)①2, 3, C3(1)①4, 刀根）　
７. 分子間相互作用（C1(1)②1-5, 刀根）
８. 化学反応の基礎（C3(1)①8, 9, 刀根）
９. 酸と塩基（C2(2)①1, 2, 4, 刀根）
10. 酸化と還元（C2(2)②3, 刀根）
11. 有機化合物の命名法①（C3(1)①1, 刀根）
12. 有機化合物の命名法②（C3(1)①1, 刀根）
13. 立体配置の表し方（C3(1)②3, 刀根）
14. 総合演習（準備教育, 刀根）
15. まとめ（丸岡）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　高校化学の内容をよく修得しておくことが望ましい。他
の薬学専門教育科目との繋がりを意識しながら受講するこ
と。



2019-9030000605-01薬学化学入門「P-a」（科目番号：1C1）

丸岡　博、（刀根　菜七子）

◎薬  :A-1,A-2

1.1. 有効数字の概念を説明できる。（準備教育）　(A-1)

2.2. 物質量の基本単位の定義を説明できる。（準備教育）　(A-1)

3.3. 溶液の濃度計算ができる。（準備教育）　(A-2)

4.4. 原子、分子、イオンの基本的構造、同素体と同位体について例を挙げて説
明できる。（準備教育）　(A-2)

5.5. 原子の電子配置、周期表に基づいて原子の諸性質を説明できる。（準備教
育）　(A-1)

6.6. 電子のスピンとパウリの排他律を説明できる。（準備教育）　(A-1)

7.7. 化学結合の様式を説明できる。（C1(1)①1）　(A-1)

8.8. 分子軌道の基本的概念および混成軌道を説明できる。（準備教育, C1(1)
①2）　(A-1)

9.9. 共役や共鳴の概念を説明できる。（C1(1)①3, C3(1)①4）　(A-1)

10.10. 分子間相互作用を説明できる。（C1(1)②1-5）　(A-2)

11.11. 反応の過程を、エネルギー図を用いて説明できる。（C3(1)①8）　(A-1)

12.12. 酸と塩基の基本的な性質および強弱の指標を説明できる。（C2(2)①1, 2,
4）　(A-1)

13.13. 酸化還元平衡と電子の授受を説明できる。（C2(2)②3）　(A-1)

14.14. IUPAC命名法の概念を説明できる。（C3(1)①1）　(A-1)

15.15. 立体配置の表し方を説明できる。（C3(1))②3）　(A-2)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000605-02薬学化学入門「P-b」（科目番号：1C1）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・２時限　　試験時間割：後日発表　　

丸岡　博、（刀根　菜七子）

◎－－－　一般目標　－－－◎

　薬学を学ぶ上で必要となる化学の基礎的事項を修得する。高校化学の知識
を復習しながら、これから学ぶ薬学にどのように関連するのか具体的な例を
挙げられるようになることを目標とする。薬学部６年制の「薬学教育モデ
ル・コアカリキュラム（日本薬学会）」の指針「C１物質の物理的性質（１）
物質の構造、C２化学物質の分析（２）溶液中の化学平衡、C３化学物質の性
質と反応」にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 有効数字の概念を説明できる。（準備教育）(知識・理解)

2. 物質量の基本単位の定義を説明できる。（準備教育）(知識・理解)

3. 溶液の濃度計算ができる。（準備教育）(知識・理解)

4. 原子、分子、イオンの基本的構造、同素体と同位体について例を挙げて説
明できる。（準備教育）(知識・理解)

5. 原子の電子配置、周期表に基づいて原子の諸性質を説明できる。（準備教
育）(知識・理解)

6. 電子のスピンとパウリの排他律を説明できる。（準備教育）(知識・理解)

7. 化学結合の様式を説明できる。（C1(1)①1）(知識・理解)

8. 分子軌道の基本的概念および混成軌道を説明できる。（準備教育, C1(1)
①2）(知識・理解)

9. 共役や共鳴の概念を説明できる。（C1(1)①3, C3(1)①4）(知識・理解)

10. 分子間相互作用を説明できる。（C1(1)②1-5）(知識・理解)

11. 反応の過程を、エネルギー図を用いて説明できる。（C3(1)①8）(知識・理
解)

12. 酸と塩基の基本的な性質および強弱の指標を説明できる。（C2(2)①1, 2,
4）(知識・理解)

13. 酸化還元平衡と電子の授受を説明できる。（C2(2)②3）(知識・理解)

14. IUPAC命名法の概念を説明できる。（C3(1)①1）(知識・理解)

15. 立体配置の表し方を説明できる。（C3(1))②3）(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　教科書を中心として、板書とスライドによる講義と演習を行う。穴埋め形
式のプリントや理解度を確認する練習問題などを使用する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　高校化学の内容理解が不十分である学生は、事前に高校の教科書などで関
連する項目を復習しておくことが望ましい。講義の内容は６年間に亘り薬学
を学んでいく上で非常に重要となる基礎事項であるため、講義の復習をきち
んと行い、理解できない箇所は早めに質問するなど、自主的な学習習慣を身
に付けられるよう心がけること（45分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　薬学化学の基本事項を正しく理解できているか、到達目標の項目を達成で
きているかを評価の対象とし、定期試験の成績（９０％）および授業態度や
練習問題の提出状況などの平常点（１０％）を目安として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

薬学のための基礎化学 第１版 石川さと子・望月正隆 著（化学同人）2018年、
1,800円＋税、ISBN 978-4-7598-1810-9　

◎－－－　参考書　－－－◎

化学《基礎固め》シリーズ  第２版 小島一光 著（化学同人）2013年、1,900円
＋税　ISBN 978-4-7598-1537-5

◎－－－　授業計画　－－－◎

１. 薬学における化学とは（準備教育, 丸岡）
２. 化学の基本：単位と濃度（準備教育, 刀根）
３. 元素と原子（準備教育, 刀根）
４. 原子と電子（準備教育, 刀根）
５. 化学結合と電子①（C1(1)①1, 刀根）　
６. 化学結合と電子②（C1(1)①2, 3, C3(1)①4, 刀根）　
７. 分子間相互作用（C1(1)②1-5, 刀根）
８. 化学反応の基礎（C3(1)①8, 9, 刀根）
９. 酸と塩基（C2(2)①1, 2, 4, 刀根）
10. 酸化と還元（C2(2)②3, 刀根）
11. 有機化合物の命名法①（C3(1)①1, 刀根）
12. 有機化合物の命名法②（C3(1)①1, 刀根）
13. 立体配置の表し方（C3(1)②3, 刀根）
14. 総合演習（準備教育, 刀根）
15. まとめ（丸岡）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　高校化学の内容をよく修得しておくことが望ましい。他
の薬学専門教育科目との繋がりを意識しながら受講するこ
と。



2019-9030000605-02薬学化学入門「P-b」（科目番号：1C1）

丸岡　博、（刀根　菜七子）

◎薬  :A-1,A-2

1.1. 有効数字の概念を説明できる。（準備教育）　(A-1)

2.2. 物質量の基本単位の定義を説明できる。（準備教育）　(A-1)

3.3. 溶液の濃度計算ができる。（準備教育）　(A-2)

4.4. 原子、分子、イオンの基本的構造、同素体と同位体について例を挙げて説
明できる。（準備教育）　(A-2)

5.5. 原子の電子配置、周期表に基づいて原子の諸性質を説明できる。（準備教
育）　(A-1)

6.6. 電子のスピンとパウリの排他律を説明できる。（準備教育）　(A-1)

7.7. 化学結合の様式を説明できる。（C1(1)①1）　(A-1)

8.8. 分子軌道の基本的概念および混成軌道を説明できる。（準備教育, C1(1)
①2）　(A-1)

9.9. 共役や共鳴の概念を説明できる。（C1(1)①3, C3(1)①4）　(A-1)

10.10. 分子間相互作用を説明できる。（C1(1)②1-5）　(A-2)

11.11. 反応の過程を、エネルギー図を用いて説明できる。（C3(1)①8）　(A-1)

12.12. 酸と塩基の基本的な性質および強弱の指標を説明できる。（C2(2)①1, 2,
4）　(A-1)

13.13. 酸化還元平衡と電子の授受を説明できる。（C2(2)②3）　(A-1)

14.14. IUPAC命名法の概念を説明できる。（C3(1)①1）　(A-1)

15.15. 立体配置の表し方を説明できる。（C3(1))②3）　(A-2)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000610-01有機薬化学Ⅰ「P-a」（科目番号：1C3）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・４時限　　試験時間割：後日発表　　

丸岡　博

◎－－－　一般目標　－－－◎

　化学物質を理解できるようになるために、基本的な有機化合物の電子配置、反
応、立体構造などに関する基本的事項を修得する。また、有機化合物の基本骨格
となる脂肪族化合物の構造、性質、反応性などに関する基本的事項を修得する。
薬学６年制の「薬学教育モデル・コアカリキュラム（日本薬学会）」の指針「 C
３化学物質の性質と反応 (1) 化学物質の基本性質 (2) 有機化合物の基本骨格の構
造と反応」にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

 1.  有機化合物の共鳴について説明できる。
   　（C3(1)①4）(知識・理解)

 2.  ルイス酸・塩基を定義することができる。
   　（C3(1)①5）(知識・理解)

 3.  カルボカチオン、カルボアニオン、ラジカルを説明できる。
   　（C3(1)①7）(知識・理解)

 4.  構造異性体と立体異性体について説明できる。
   　（C3(1)②1）(知識・理解)

 5.  エナンチオマーとジアステレオマーについて説明できる。
  　 （C3(1)②3）(知識・理解)

 6.  ラセミ体とメソ体について説明できる。
   　（C3(1)②4）(知識・理解)

 7.  絶対配置の表示法を説明できる。
   　（C3(1)②5）(知識・理解)

 8. フィッシャー投影式とニューマン投影式について説明できる。
  　 （C3(1)②7）(知識・理解)

 9. エタンとブタンの立体配座について説明できる。
   　（C3(1)②8）(知識・理解)

10. シクロアルカンの環のひずみについて説明できる。
   　（C3(2)①3）(知識・理解)

11. シクロヘキサンのいす形配座を図示できる。
   　（C3(2)①4）(知識・理解)

12. 置換シクロヘキサンの安定な立体配座について説明できる。
  　 （C3(2)①5）(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　テキスト、配布プリント、確認問題および演習問題を使い、板書とパワーポイ
ントによる講義を行う。習った授業内容を各自で復習ノートに整理し、次回の授
業までによく理解しておくこと。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　指定した教科書を事前に読んでおくこと。毎回授業の復習をして、その内容を
よく理解しておくこと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の成績を90％、平常点を10％の目安として総合的に評価する。定期試
験では、到達目標を達成できているかを評価の基準とする。平常点については、
課題の提出物（１回：１％）を評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

ベーシック薬学教科書シリーズ ５ 有機化学  第２版 （化学同人） 定価：6,000円
＋税  2016年 ISBN 978-4-7598-1622-8

◎－－－　参考書　－－－◎

ソロモンの新有機化学 ［Ｉ］ 第11版 （廣川書店） 定価：7,500円＋税 2015年　
ISBN 978-4-567-23506-8
スミス有機化学（上）第５版（化学同人）定価：6,500円＋税 2017年　ISBN
978-4-7598-1938-0
有機電子論解説-有機化学の基礎- 第４版（東京化学同人）定価：3,500円＋税
1990年　ISBN 978-4-8079-0338-2

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 導入講義 （準備教育）
2. 化学結合と分子構造Ｉ(C3(1)①1)
　　 電子配置 他
3. 化学結合と分子構造 II (C3(1)①2)
　　 混成軌道 他
4. 化学結合と分子構造 III (C3(1)①3)
　　 分子軌道法 他
5. 化学結合と分子構造 IV (C3(1)①4,9)
　　 共鳴・平衡 他
6. 演習 I（アドバンスト）
7. 立体化学 I (C3(1)②1-4)
　　 異性体・キラル 他
8. 立体化学 II  (C3(1)②5-7)
　　 絶対配置 他
9. 立体化学 III (C3(1)②8, C3(2)①1-3)
　　 立体配座 他
10. シクロアルカン (C3(2)①4,5)
　　 立体配座 他
11. 演習 II（アドバンスト）
12. 有機化学の基礎 I (C3(1)①5-7)
　　 結合の開裂と生成 他
13. 有機化学の基礎 II (C3(1)①8)
　　 ラジカル・カルベン 他
14. 演習 III（アドバンスト）
15. 総合演習 （アドバンスト）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　高校化学をよく修得しておくことが望ましい。



2019-9030000610-01有機薬化学Ⅰ「P-a」（科目番号：1C3）

丸岡　博

◎薬  :A-1,A-2

1. 1.  有機化合物の共鳴について説明できる。
   　（C3(1)①4）　(A-1)

2. 2.  ルイス酸・塩基を定義することができる。
   　（C3(1)①5）　(A-1)

3. 3.  カルボカチオン、カルボアニオン、ラジカルを説明できる。
   　（C3(1)①7）　(A-1)

4. 4.  構造異性体と立体異性体について説明できる。
   　（C3(1)②1）　(A-1)

5. 5.  エナンチオマーとジアステレオマーについて説明できる。
  　 （C3(1)②3）　(A-1)

6. 6.  ラセミ体とメソ体について説明できる。
   　（C3(1)②4）　(A-2)

7. 7.  絶対配置の表示法を説明できる。
   　（C3(1)②5）　(A-2)

8. 8. フィッシャー投影式とニューマン投影式について説明できる。
  　 （C3(1)②7）　(A-1)

9. 9. エタンとブタンの立体配座について説明できる。
   　（C3(1)②8）　(A-1)

10.10. シクロアルカンの環のひずみについて説明できる。
   　（C3(2)①3）　(A-1)

11.11. シクロヘキサンのいす形配座を図示できる。
   　（C3(2)①4）　(A-1)

12.12. 置換シクロヘキサンの安定な立体配座について説明できる。
  　 （C3(2)①5）　(A-2)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000610-02有機薬化学Ⅰ「P-b」（科目番号：1C3）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・３時限　　試験時間割：後日発表　　

丸岡　博

◎－－－　一般目標　－－－◎

　化学物質を理解できるようになるために、基本的な有機化合物の電子配置、反
応、立体構造などに関する基本的事項を修得する。また、有機化合物の基本骨格
となる脂肪族化合物の構造、性質、反応性などに関する基本的事項を修得する。
薬学６年制の「薬学教育モデル・コアカリキュラム（日本薬学会）」の指針「 C
３化学物質の性質と反応 (1) 化学物質の基本性質 (2) 有機化合物の基本骨格の構
造と反応」にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

 1.  有機化合物の共鳴について説明できる。
   　（C3(1)①4）(知識・理解)

 2.  ルイス酸・塩基を定義することができる。
   　（C3(1)①5）(知識・理解)

 3.  カルボカチオン、カルボアニオン、ラジカルを説明できる。
   　（C3(1)①7）(知識・理解)

 4.  構造異性体と立体異性体について説明できる。
   　（C3(1)②1）(知識・理解)

 5.  エナンチオマーとジアステレオマーについて説明できる。
  　 （C3(1)②3）(知識・理解)

 6.  ラセミ体とメソ体について説明できる。
   　（C3(1)②4）(知識・理解)

 7.  絶対配置の表示法を説明できる。
   　（C3(1)②5）(知識・理解)

 8. フィッシャー投影式とニューマン投影式について説明できる。
  　 （C3(1)②7）(知識・理解)

 9. エタンとブタンの立体配座について説明できる。
   　（C3(1)②8）(知識・理解)

10. シクロアルカンの環のひずみについて説明できる。
   　（C3(2)①3）(知識・理解)

11. シクロヘキサンのいす形配座を図示できる。
   　（C3(2)①4）(知識・理解)

12. 置換シクロヘキサンの安定な立体配座について説明できる。
  　 （C3(2)①5）(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　テキスト、配布プリント、確認問題および演習問題を使い、板書とパワーポイ
ントによる講義を行う。習った授業内容を各自で復習ノートに整理し、次回の授
業までによく理解しておくこと。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　指定した教科書を事前に読んでおくこと。毎回授業の復習をして、その内容を
よく理解しておくこと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の成績を90％、平常点を10％の目安として総合的に評価する。定期試
験では、到達目標を達成できているかを評価の基準とする。平常点については、
課題の提出物（１回：１％）を評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

ベーシック薬学教科書シリーズ ５ 有機化学  第２版 （化学同人） 定価：6,000円
＋税  2016年 ISBN 978-4-7598-1622-8

◎－－－　参考書　－－－◎

ソロモンの新有機化学 ［Ｉ］ 第11版 （廣川書店） 定価：7,500円＋税 2015年　
ISBN 978-4-567-23506-8
スミス有機化学（上）第５版（化学同人）定価：6,500円＋税 2017年　ISBN
978-4-7598-1938-0
有機電子論解説-有機化学の基礎- 第４版（東京化学同人）定価：3,500円＋税
1990年　ISBN 978-4-8079-0338-2

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 導入講義 （準備教育）
2. 化学結合と分子構造Ｉ(C3(1)①1)
　　 電子配置 他
3. 化学結合と分子構造 II (C3(1)①2)
　　 混成軌道 他
4. 化学結合と分子構造 III (C3(1)①3)
　　 分子軌道法 他
5. 化学結合と分子構造 IV (C3(1)①4,9)
　　 共鳴・平衡 他
6. 演習 I（アドバンスト）
7. 立体化学 I (C3(1)②1-4)
　　 異性体・キラル 他
8. 立体化学 II  (C3(1)②5-7)
　　 絶対配置 他
9. 立体化学 III (C3(1)②8, C3(2)①1-3)
　　 立体配座 他
10. シクロアルカン (C3(2)①4,5)
　　 立体配座 他
11. 演習 II（アドバンスト）
12. 有機化学の基礎 I (C3(1)①5-7)
　　 結合の開裂と生成 他
13. 有機化学の基礎 II (C3(1)①8)
　　 ラジカル・カルベン 他
14. 演習 III（アドバンスト）
15. 総合演習 （アドバンスト）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　高校化学をよく修得しておくことが望ましい。



2019-9030000610-02有機薬化学Ⅰ「P-b」（科目番号：1C3）

丸岡　博

◎薬  :A-1,A-2

1. 1.  有機化合物の共鳴について説明できる。
   　（C3(1)①4）　(A-1)

2. 2.  ルイス酸・塩基を定義することができる。
   　（C3(1)①5）　(A-1)

3. 3.  カルボカチオン、カルボアニオン、ラジカルを説明できる。
   　（C3(1)①7）　(A-1)

4. 4.  構造異性体と立体異性体について説明できる。
   　（C3(1)②1）　(A-1)

5. 5.  エナンチオマーとジアステレオマーについて説明できる。
  　 （C3(1)②3）　(A-1)

6. 6.  ラセミ体とメソ体について説明できる。
   　（C3(1)②4）　(A-2)

7. 7.  絶対配置の表示法を説明できる。
   　（C3(1)②5）　(A-2)

8. 8. フィッシャー投影式とニューマン投影式について説明できる。
  　 （C3(1)②7）　(A-1)

9. 9. エタンとブタンの立体配座について説明できる。
   　（C3(1)②8）　(A-1)

10.10. シクロアルカンの環のひずみについて説明できる。
   　（C3(2)①3）　(A-1)

11.11. シクロヘキサンのいす形配座を図示できる。
   　（C3(2)①4）　(A-1)

12.12. 置換シクロヘキサンの安定な立体配座について説明できる。
  　 （C3(2)①5）　(A-2)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000611-01有機薬化学Ⅱ「P-a」（科目番号：1C4）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・１時限　　試験時間割：後日発表　　

丸岡　博

◎－－－　一般目標　－－－◎

　化学物質を理解できるようになるために、有機化合物の基本骨格と
なる脂肪族化合物の構造、性質、反応性などに関する基本的事項を修
得する。また、官能基を有する有機化合物の性質、反応性などに関す
る基本的事項を修得する。薬学６年制の「薬学教育モデル・コアカリ
キュラム（日本薬学会）」の指針「 C３化学物質の性質と反応 (2) 有機
化合物の基本骨格の構造と反応 (3) 官能基の性質と反応」にそって講義
する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

 1. アルケンの代表的な付加反応を説明できる。
   　（C3(2)②1）(知識・理解)

 2. アルケンの代表的な酸化・還元反応を説明できる。
   　（C3(2)②2）(知識・理解)

 3. アルキンの代表的な反応を説明できる。
   　（C3(2)②3）(知識・理解)

 4. 有機ハロゲン化合物の代表的な反応を説明できる。
   　（C3(3)②1）(知識・理解)

 5. 求核置換反応について説明できる。
   　（C3(3)②2）(知識・理解)

 6. 脱離反応について説明できる。
   　（C3(3)②3）(知識・理解)

 7. アルコール類の基本的な性質と反応について説明できる。
   　（C3(3)③1）(知識・理解)

 8. エーテル類の基本的な性質と反応について説明できる。
   　（C3(3)③2）(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　テキスト、配布プリント、確認問題および演習問題を使い、板書と
パワーポイントによる講義を行う。習った授業内容を各自で復習ノー
トに整理し、次回の授業までによく理解しておくこと。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　指定した教科書を事前に読んでおくこと。毎回授業の復習をして、
その内容をよく理解しておくこと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の成績を90％、平常点を10％の目安として総合的に評価す
る。定期試験では、到達目標を達成できているかを評価の基準とす
る。平常点については、課題の提出物（１回：１％）を評価の基準と
する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

ベーシック薬学教科書シリーズ ５ 有機化学  第２版 （化学同人） 定
価：6,000円＋税 2016年 ISBN 978-4-7598-1622-8

◎－－－　参考書　－－－◎

ソロモンの新有機化学 ［Ｉ］ 第11版 （廣川書店） 定価：7,500円＋税
2015年　ISBN 978-4-567-23506-8
スミス有機化学（上）第５版（化学同人）定価：6,500円＋税　2017年
　ISBN 978-4-7598-1938-0
有機電子論解説-有機化学の基礎- 第４版（東京化学同人）定価：3,500
円＋税　1990年　ISBN 978-4-8079-0338-2

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 導入講義 （準備教育）
　　 前期復習 他
2. アルケンの反応 I (C3(2)②1-2)
　　 アルケンの安定性・水素化 他
3. アルケンの反応 II (C3(2)②2)
　　 ヒドロホウ素化 他
4. 演習 I（アドバンスト）
5. アルケンの反応 III (C3(2)②2)
　　 酸化的開裂反応 他
6. アルキンの反応 (C3(2)②3)
　　 バーチ還元 他
7. 演習 II（アドバンスト）　　
8. ハロゲン化合物の反応 I (C3(3)①1, ②1)
　　 求核置換反応 他
9. ハロゲン化合物の反応 II (C3(3)②2-3)
　　 脱ハロゲン化水素の反応 他
10. ハロゲン化合物の反応 III (C3(3)②3)
　　 置換反応と脱離反応の応用 他
11. アルコールの反応 (C3(3)③1)
　　 合成・反応 他
12. エーテルの反応 (C3(3)③2)
　　 合成・反応 他
13. 演習 III （アドバンスト）
14. 創薬（アドバンスト）
15. 総合演習 （アドバンスト）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　高校化学および１年次の有機薬化学 Ⅰ をよく修得して
おくことが望ましい。



2019-9030000611-01有機薬化学Ⅱ「P-a」（科目番号：1C4）

丸岡　博

◎薬  :A-1,A-2

1. 1. アルケンの代表的な付加反応を説明できる。
   　（C3(2)②1）　(A-1)

2. 2. アルケンの代表的な酸化・還元反応を説明できる。
   　（C3(2)②2）　(A-1)

3. 3. アルキンの代表的な反応を説明できる。
   　（C3(2)②3）　(A-1)

4. 4. 有機ハロゲン化合物の代表的な反応を説明できる。
   　（C3(3)②1）　(A-1)

5. 5. 求核置換反応について説明できる。
   　（C3(3)②2）　(A-2)

6. 6. 脱離反応について説明できる。
   　（C3(3)②3）　(A-2)

7. 7. アルコール類の基本的な性質と反応について説明できる。
   　（C3(3)③1）　(A-2)

8. 8. エーテル類の基本的な性質と反応について説明できる。
   　（C3(3)③2）　(A-2)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000611-02有機薬化学Ⅱ「P-b」（科目番号：1C4）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・２時限　　試験時間割：後日発表　　

丸岡　博

◎－－－　一般目標　－－－◎

　化学物質を理解できるようになるために、有機化合物の基本骨格と
なる脂肪族化合物の構造、性質、反応性などに関する基本的事項を修
得する。また、官能基を有する有機化合物の性質、反応性などに関す
る基本的事項を修得する。薬学６年制の「薬学教育モデル・コアカリ
キュラム（日本薬学会）」の指針「 C３化学物質の性質と反応 (2) 有機
化合物の基本骨格の構造と反応 (3) 官能基の性質と反応」にそって講義
する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

 1. アルケンの代表的な付加反応を説明できる。
   　（C3(2)②1）(知識・理解)

 2. アルケンの代表的な酸化・還元反応を説明できる。
   　（C3(2)②2）(知識・理解)

 3. アルキンの代表的な反応を説明できる。
   　（C3(2)②3）(知識・理解)

 4. 有機ハロゲン化合物の代表的な反応を説明できる。
   　（C3(3)②1）(知識・理解)

 5. 求核置換反応について説明できる。
   　（C3(3)②2）(知識・理解)

 6. 脱離反応について説明できる。
   　（C3(3)②3）(知識・理解)

 7. アルコール類の基本的な性質と反応について説明できる。
   　（C3(3)③1）(知識・理解)

 8. エーテル類の基本的な性質と反応について説明できる。
   　（C3(3)③2）(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　テキスト、配布プリント、確認問題および演習問題を使い、板書と
パワーポイントによる講義を行う。習った授業内容を各自で復習ノー
トに整理し、次回の授業までによく理解しておくこと。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　指定した教科書を事前に読んでおくこと。毎回授業の復習をして、
その内容をよく理解しておくこと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の成績を90％、平常点を10％の目安として総合的に評価す
る。定期試験では、到達目標を達成できているかを評価の基準とす
る。平常点については、課題の提出物（１回：１％）を評価の基準と
する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

ベーシック薬学教科書シリーズ ５ 有機化学  第２版 （化学同人） 定
価：6,000円＋税 2016年 ISBN 978-4-7598-1622-8

◎－－－　参考書　－－－◎

ソロモンの新有機化学 ［Ｉ］ 第11版 （廣川書店）定価：7,500円＋税
2015年　ISBN 978-4-567-23506-8
スミス有機化学（上）第５版（化学同人）定価：6,500円＋税　2017年
　ISBN 978-4-7598-1938-0
有機電子論解説-有機化学の基礎- 第４版（東京化学同人）定価：3,500
円＋税　1990年　ISBN 978-4-8079-0338-2

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 導入講義 （準備教育）
　　 前期復習 他
2. アルケンの反応 I (C3(2)②1-2)
　　 アルケンの安定性・水素化 他
3. アルケンの反応 II (C3(2)②2)
　　 ヒドロホウ素化 他
4. 演習 I（アドバンスト）
5. アルケンの反応 III (C3(2)②2)
　　 酸化的開裂反応 他
6. アルキンの反応 (C3(2)②3)
　　 バーチ還元 他
7. 演習 II（アドバンスト）　　
8. ハロゲン化合物の反応 I (C3(3)①1, ②1)
　　 求核置換反応 他
9. ハロゲン化合物の反応 II (C3(3)②2-3)
　　 脱ハロゲン化水素の反応 他
10. ハロゲン化合物の反応 III (C3(3)②3)
　　 置換反応と脱離反応の応用 他
11. アルコールの反応 (C3(3)③1)
　　 合成・反応 他
12. エーテルの反応 (C3(3)③2)
　　 合成・反応 他
13. 演習 III （アドバンスト）
14. 創薬（アドバンスト）
15. 総合演習 （アドバンスト）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　高校化学および１年次の有機薬化学 Ⅰ をよく修得して
おくことが望ましい。



2019-9030000611-02有機薬化学Ⅱ「P-b」（科目番号：1C4）

丸岡　博

◎薬  :A-1,A-2

1. 1. アルケンの代表的な付加反応を説明できる。
   　（C3(2)②1）　(A-1)

2. 2. アルケンの代表的な酸化・還元反応を説明できる。
   　（C3(2)②2）　(A-1)

3. 3. アルキンの代表的な反応を説明できる。
   　（C3(2)②3）　(A-1)

4. 4. 有機ハロゲン化合物の代表的な反応を説明できる。
   　（C3(3)②1）　(A-1)

5. 5. 求核置換反応について説明できる。
   　（C3(3)②2）　(A-2)

6. 6. 脱離反応について説明できる。
   　（C3(3)②3）　(A-2)

7. 7. アルコール類の基本的な性質と反応について説明できる。
   　（C3(3)③1）　(A-2)

8. 8. エーテル類の基本的な性質と反応について説明できる。
   　（C3(3)③2）　(A-2)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000620-01早期臨床体験Ⅰ（科目番号：1S2（多職種連携協働学習））

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：月・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

三島　健一、他

◎－－－　一般目標　－－－◎

　医療の担い手として求められる活動を適切な態度で実践するために、薬剤
師の活躍する臨床現場で必要な心構えを把握する。医療と薬学の歴史を認識
するとともに、国民の健康管理、医療安全、薬害防止における役割を理解
し、薬剤師としての使命感を身につける。医療・福祉・行政・教育機関及び
関連職種の連携の必要性を理解し、チームの一員としての在り方を身 につけ
る。人と社会に関わる薬剤師として自覚を持って行動するために、地域の保
健、医療、福祉について、現状と課題を認識する。薬学部6年制の「薬学教育
モデル・コアカリキュラム（日本薬学会）」の指針「A基本事項(1)薬剤師の
使命、(2)薬剤師に求められる倫理観、(4)多職種連携協働とチーム医療、B薬
学と社会(4)地域における薬局と薬剤師、F薬学臨床(1)薬学臨床の基礎」に
そって講義を進める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.医療人としての倫理観、使命感、責任感を持って、常に患者・生活者の視
点に立ち、ふさわしい態度で行動する。（A(1)①1-3） (態度・志向性)

2.患者・患者家族・生活者が求める医療人について、自らの考えを述べる。
（A(1)①4）(知識・理解)

3.地域における薬局の役割について説明できる。（B(4)①1-4）(技能)

4.患者・生活者の視点に立って、様々な薬剤師の業務を見聞し、その体験か
ら薬剤師業務の重要性について討議する。（F(1)①1） (知識・理解)

5.地域の保健・福祉を見聞した具体的体験に基づきその重要性や課題を討議
する。（F(1)①2）(態度・志向性)

6.チームワークと情報共有の重要性を理解し、チームの一員としての役割を
積極的に果たすように努める。（A(4)1-5）
(　　)内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番号(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　様々な薬剤師の業務を見聞・体験するために、病院、薬局の見学を行う。
見学前には事前講義として、各担当者から諸注意などの説明が行われる。学
生を十数名のグループに分けて、担当教員の指導のもとでスモールグループ
ディスカッション（SGD)を行う。SGDの内容を授業計画に記す。
【事前学習】　臨床体験を行うにあたり、担当教員の指導のもとでSGDを行
う。SGDでは、体験の意義、注意事項、どのように体験するか、何を学んで
くるか、等を十分に議論する。
【病院】　病院における薬剤師及び他の医療スタッフの業務を見聞・体験
し、レポートを提出する。
【薬局】　開局薬剤師の業務を見聞・体験し、レポートを提出する。
【事後学習】　体験終了後、当初のグループで体験についての発表会、SGD
を行う。
【多職種連携協働学習】　薬学部、医学部（医学科、看護学科）、ｽﾎﾟｰﾂ科学
部の3学部から学部間をこえたｸﾞﾙｰﾌﾟを形成する。各ｸﾞﾙｰﾌﾟは医療に関係する
テーマから一つを選択し、SGDを行い、発表会をする。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　次回の授業範囲に関しては、関連書籍等により予習しておくこと（60
分）。
見学に際しては､予め質問事項等を準備し、積極的な見学を行うこと（60
分）。
体験終了後のSGDで積極的な意見交換が出来るように、体験で学んだことに
ついて各自でまとめ、ポスターを作成すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　「薬学教育モデル・コアカリキュラム（日本薬学会）」の指針「A基本事
項(1)薬剤師の使命、(2)薬剤師に求められる倫理観、(4)多職種連携協働とチー
ム医療、B薬学と社会(4)地域における薬局と薬剤師、F薬学臨床(1)薬学臨床
の基礎」に基づいて薬剤師として臨床現場で必要な心構えを把握できたかを
評価の基準とする。評価は、レポートを50％、平常点（学習態度やSGDでの
態度など）を50％の目安としてルーブリック評価を用いる。詳細な評価基準
表については、授業の中で配布・説明する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　必要に応じ適宜プリントや資料を配布する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス、自己紹介
２　医療人とは(A(1)①1-4)
３　薬局で何を学んでくるか(B(4)①1-4)
４　病院で何を学んでくるか(A(1)①3)
５　薬局で何を学んできたか(F(1)①1-2)
６　病院で何を学んできたか(F(1)①1-2)
７　施設見学における服装について
８　薬局・病院の事前講義(B(4)①1-4、F(1)①1-2)
９　どういう薬剤師になりたいか、そのためにはどうした
らよいか(A(1)①1-4,B(4)①1-4,F(1)①1-2)
10　多職種連携協働学習のガイダンス・グループワーク
(医・薬・看・ｽﾎﾟｰﾂ科学部の4学科合同演習、A(4)1-5)
11　多職種連携協働学習の発表会(医・薬・看・ｽﾎﾟｰﾂ科学
部の4学科合同演習、A(4)1-5)
12　個人情報について(A(1)①1-4)
13　自由テーマ（例：生命倫理、進路など）
14　自由テーマ（例：生命倫理、進路など）
15　早期臨床体験のよかった点および問題点・改善点(A(1)
①1-4、B(4)①1-4、F(1)①1-2)
(　　）内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO
番号

◎－－－　添付ファイル　－－－◎

2019早期臨床体験Ⅰ担当者
(20192早期臨床体験Ⅰ担当者.pdf)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　見学する際の服装及び身だしなみは、現場をはじめ周囲
の者に不快感を与えないものとする。また、見学中は見学
施設の指導者の指示に従うこと。



2019-9030000620-01早期臨床体験Ⅰ（科目番号：1S2（多職種連携協働学習））

三島　健一、他

◎薬  :A-3,A-4,B-1,B-4,C-1,C-4

1.1.医療人としての倫理観、使命感、責任感を持って、常に患者・生活者の視
点に立ち、ふさわしい態度で行動する。（A(1)①1-3） 　(C-1)

2.2.患者・患者家族・生活者が求める医療人について、自らの考えを述べる。
（A(1)①4）　(A-3)

3.3.地域における薬局の役割について説明できる。（B(4)①1-4）　(B-4)

4.4.患者・生活者の視点に立って、様々な薬剤師の業務を見聞し、その体験か
ら薬剤師業務の重要性について討議する。（F(1)①1） 　(A-4)

5.5.地域の保健・福祉を見聞した具体的体験に基づきその重要性や課題を討議
する。（F(1)①2）　(C-4)

6.6.チームワークと情報共有の重要性を理解し、チームの一員としての役割を
積極的に果たすように努める。（A(4)1-5）
(　　)内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番号　(B-1)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。


