
2019-9030000705-01物理系実習Ⅱ（科目番号：3P7）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：実習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・３時限～５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

池田　浩人、堤　広之（大波多　友規、湯川　美穂）

◎－－－　一般目標　－－－◎

　物質の物理化学的性質および物理平衡を理解するための基礎的な実習を行
う。その中で、実験で得られたデータを効率よく整理して統計的に解析し、
理論的に考察する方法を修得する。
　課題に関する情報を「収集する」、「加工する」、「まとめる」、「発表
する」技能を向上させるために、情報収集・解析ツールとしてのPC活用法を
学習する。
　
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」、「C1 物質の物理的性質」および「C2 化学物質の分析」
にそって実習を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

講義、国内外の教科書・論文・検索情報等の内容について、重要事項や問題
点を抽出できる。（A(5)1-2）(態度・志向性)

必要な情報を的確に収集し、信憑性について判断できる。（A(5)1-3）(態
度・志向性)

得られた情報を論理的に統合・整理し、自らの考えとともに分かりやすく表
現できる。（A(5)1-4）(態度・志向性)

インターネット上の情報が持つ意味・特徴を知り、情報倫理、情報セキュリ
ティに配慮して活用できる。（A(5)1-5）(態度・志向性)

分析に用いる器具を正しく使用出来る。（C2(1)1-1）(態度・志向性)

測定値を適切に取り扱うことが出来る。（C2(1)1-2）(態度・志向性)

分配平衡について説明できる。（C2(2)2-4 ）(態度・志向性)

界面の性質（界面張力）について説明できる。（E5(1)3-1）(態度・志向性)

◎－－－　学習方法　－－－◎

○　実習テキストに基づいて実習を行う。事前に実習説明会を行いテキスト
を配布する。実習説明会の日時はFU ポータルに掲示するので、必ず出席する
こと。
○　前半は実習室において実験実習を行う。後半は17号館PC教室において、
PCを使用して実験データの解析およびアプリケーションソフトによる演習を
行う。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

実習が安全かつ速やかに行えるように、実習日までに、実習テキストで実習
内容の予習を行う。実習後、実習項目ごとにレポートを作成する。（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。評価方法
は、平常の活動状況を30％、レポートを70％（実習30％および演習40％）と
して、それぞれルーブリック評価を行う。
○　平常の活動状況では実習態度（時間厳守、マナー遵守、グループ内での
活動、基本的な実験操作や実験データの処理の正確さ等）を、レポートでは
実習・演習内容の理解度や書式に則った表記や図表の完成度等を、４段階で
評価する。詳細な評価基準表は実習説明会で配布する。
○　上記の成績評価は、原則として実習説明会および全ての実習・演習を出
席することを前提とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

実習テキストを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

コンパス物理化学　改訂第２版：南江堂　￥4,400 + 税　ISBN 9784524403158
スタンダード薬学シリーズⅡ2「物理系薬学Ⅰ 物質の物理的性質」：日本薬
学会編　東京化学同人　￥4,900 + 税　ISBN 9784807917020
薬学物理化学（第５版）：廣川書店　￥5,000 + 税　ISBN 9784567221184

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 実験：薬物の分配平衡
（C2(2)2-4、C2(1)1-1、C2(1)1-2）
2. 実験：ミセルの形成、表面張力の測定
（E5(1)3-1、C2(1)1-1、C2(1)1-2）
3. 演習：Excel を用いた実験データの解析
（C2(1)1-2）
4. 演習：インターネットによる薬物分子の情報検索
（A(5)1-2、A(5)1-3 A(5)1-4、A(5)1-5）
5. 演習：ChemBioOffice を用いた化学構造式の作成
（A(5)1-2、A(5)1-3 A(5)1-4、A(5)1-5）
6. 演習：PowerPoiont を用いたプレゼンテーション
（A(5)1-2、A(5)1-3 A(5)1-4、A(5)1-5）
（　　）内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO
番号

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

○　２年次における薬学物理化学ⅠおよびⅡを履修してお
くことが望ましい。
○　実習・演習中の注意点や評価に関する資料を実習説明
会で配布する。特に、遅刻、実験・　演習途中の退室、マ
ナー違反、グループ内での個人行動は減点対象となりま
す。



2019-9030000705-01物理系実習Ⅱ（科目番号：3P7）

池田　浩人、堤　広之（大波多　友規、湯川　美穂）

◎薬  :C-2

1.講義、国内外の教科書・論文・検索情報等の内容について、重要事項や問題
点を抽出できる。（A(5)1-2）　(C-2)

2.必要な情報を的確に収集し、信憑性について判断できる。（A(5)1-3）　(C-2)

3.得られた情報を論理的に統合・整理し、自らの考えとともに分かりやすく表
現できる。（A(5)1-4）　(C-2)

4.インターネット上の情報が持つ意味・特徴を知り、情報倫理、情報セキュリ
ティに配慮して活用できる。（A(5)1-5）　(C-2)

5.分析に用いる器具を正しく使用出来る。（C2(1)1-1）　(C-2)

6.測定値を適切に取り扱うことが出来る。（C2(1)1-2）　(C-2)

7.分配平衡について説明できる。（C2(2)2-4 ）　(C-2)

8.界面の性質（界面張力）について説明できる。（E5(1)3-1）　(C-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。



2019-9030000631-01薬学物理化学Ⅰ「P-a」（科目番号：2P1）

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

池田　浩人

◎－－－　一般目標　－－－◎

　物質の状態を理解する上で、気体は分子間の相互作用を無視した理想状態
であり、物事を考える出発点として、気体の性質を理解することが重要とな
る。　
　「熱力学」は、自然科学の全ての領域に適用できる体系的で有用な理論で
ある。原子や分子に関する微視的情報を必ずしも必要とせず、単純なモデル
を使い、温度、圧力、濃度などの物質状態を特定する性質および三種の熱力
学法則に基づいて、エネルギーの相互変換や物質の物理的、化学的変化の方
向と平衡状態を予測することができる。本講義では、物質の状態および相互
変換過程を解析できるようになるために、「熱力学」の基本的知識と技能を
習得する。
　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「C1 物質の物理的性質 (2) 物質のエネルキ ーと平衡」にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ファンデルワールスの状態方程式について説明できる。（C1(2)①1）(知識・
理解)

気体の分子運動とエネルギーの関係について説明できる。（C1(2)①2-3）(知
識・理解)

熱力学第一法則を説明できる。（C1(2)②1-5）(知識・理解)

エンタルピーについて説明できる。（C1(2)②6-7）(知識・理解)

熱力学第二法則および熱力学第三法則を説明できる。（C1(2)③1-3）(知識・
理解)

熱力学関数によって自発的な変化の方向と程度を予測できる。（C1(2)③4-5）
(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

テキストと板書による講義形式で行い、必要に応じてプリントを配布する。
演習により理解度を確認する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

○数式の意味が分かるようになることが重要である。
○単位の次元を理解することが重要である。
○予習で専門用語をチェックし、授業でその意味を理解する。
○小テストを実施することがあるので、演習問題を解いてよく復習してお
く。
（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

「物質のエネルキ ー」および「平衡」に関する基本的知識や技能がどの程度
身についているかを評価の基準とする。定期試験の成績を100 %として評価す
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

１　コンパス物理化学　改訂第2版：南江堂 2014 ISBN 9784524403158 ￥4,400
＋税
２　薬学物理化学演習（第3版）：廣川書店 2011
ISBN 9784567222921　￥5.000＋税
（これらのテキストは薬学物理化学Ⅱ,Ⅲ,Ⅳにも使用）

◎－－－　参考書　－－－◎

○スタンダード薬学シリーズⅡ－2「物理系薬学 I. 物質の物理的性質」：日本
薬学会編　東京化学同人　ISBN 9784807917020
○Innovated物理化学大義－事象と理論の融合－：京都廣川書店　ISBN
9784901789417
○薬学物理化学（第5版）：廣川書店　ISBN 9784567221184

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　気体の性質 Ⅰ　（C1(2)①1） 　
２　気体の性質 Ⅱ　（C1(2)①2）　　 　   　
３　気体の性質 Ⅲ　（C1(2)①2）
４　気体の性質 Ⅳ　（C1(2)①3）
５　エネルギー Ⅰ　（C1(2)②1、C1(2)②2、C1(2)②3）　
　　　
６　エネルギー Ⅱ　（C1(2)②4、C1(2)②5、C1(2)②6）
７　エネルギー Ⅲ　（C1(2)②4、C1(2)②5、C1(2)②6、ア
ドバンスト）
８　エネルギー Ⅳ　（C1(2)②7）
９　エントロピー Ⅰ　（C1(2)③1）
１０　エントロピー Ⅱ　（C1(2)③2）
１１　エントロピー Ⅲ　（C1(2)③3、アドバンスト）
１２　自由エネルギー Ⅰ　（C1(2)③4）
１３　自由エネルギー Ⅱ　（C1(2)③5）
１４　自由エネルギー Ⅲ　（C1(2)③5、アドバンスト）
１５　熱力学総合　（アドバンスト）
（　　）内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO
番号 　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

CBTおよび薬剤師国家試験に必須。暗記するのではなく、
理解することが重要



2019-9030000631-01薬学物理化学Ⅰ「P-a」（科目番号：2P1）

池田　浩人

◎薬  :A-1,A-2

1.ファンデルワールスの状態方程式について説明できる。（C1(2)①1）　(A-1)

2.気体の分子運動とエネルギーの関係について説明できる。（C1(2)①2-3）　
(A-1)

3.熱力学第一法則を説明できる。（C1(2)②1-5）　(A-1)

4.エンタルピーについて説明できる。（C1(2)②6-7）　(A-1)

5.熱力学第二法則および熱力学第三法則を説明できる。（C1(2)③1-3）　(A-1)

6.熱力学関数によって自発的な変化の方向と程度を予測できる。（C1(2)
③4-5）　(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。



2019-9030000631-02薬学物理化学Ⅰ「P-b」（科目番号：2P1）

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

池田　浩人

◎－－－　一般目標　－－－◎

　物質の状態を理解する上で、気体は分子間の相互作用を無視した理想状態
であり、物事を考える出発点として、気体の性質を理解することが重要とな
る。　
　「熱力学」は、自然科学の全ての領域に適用できる体系的で有用な理論で
ある。原子や分子に関する微視的情報を必ずしも必要とせず、単純なモデル
を使い、温度、圧力、濃度などの物質状態を特定する性質および三種の熱力
学法則に基づいて、エネルギーの相互変換や物質の物理的、化学的変化の方
向と平衡状態を予測することができる。本講義では、物質の状態および相互
変換過程を解析できるようになるために、「熱力学」の基本的知識と技能を
習得する。
　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「C1 物質の物理的性質 (2) 物質のエネルキ ーと平衡」にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ファンデルワールスの状態方程式について説明できる。（C1(2)①1）(知識・
理解)

気体の分子運動とエネルギーの関係について説明できる。（C1(2)①2-3）(知
識・理解)

熱力学第一法則を説明できる。（C1(2)②1-5）(知識・理解)

エンタルピーについて説明できる。（C1(2)②6-7）(知識・理解)

熱力学第二法則および熱力学第三法則を説明できる。（C1(2)③1-3）(知識・
理解)

熱力学関数によって自発的な変化の方向と程度を予測できる。（C1(2)③4-5）
(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

テキストと板書による講義形式で行い、必要に応じてプリントを配布する。
演習により理解度を確認する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

○数式の意味が分かるようになることが重要である。
○単位の次元を理解することが重要である。
○予習で専門用語をチェックし、授業でその意味を理解する。
○小テストを実施することがあるので、演習問題を解いてよく復習してお
く。
（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

「物質のエネルキ ー」および「平衡」に関する基本的知識や技能がどの程度
身についているかを評価の基準とする。定期試験の成績を100 %として評価す
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

１　コンパス物理化学　改訂第2版：南江堂 2014 ISBN 9784524403158 ￥4,400
＋税
２　薬学物理化学演習（第3版）：廣川書店 2011
ISBN 9784567222921　￥5.000＋税
（これらのテキストは薬学物理化学Ⅱ,Ⅲ,Ⅳにも使用）

◎－－－　参考書　－－－◎

○スタンダード薬学シリーズⅡ－2「物理系薬学 I. 物質の物理的性質」：日本
薬学会編　東京化学同人　ISBN 9784807917020
○Innovated物理化学大義－事象と理論の融合－：京都廣川書店　ISBN
9784901789417
○薬学物理化学（第5版）：廣川書店　ISBN 9784567221184

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　気体の性質 Ⅰ　（C1(2)①1） 　
２　気体の性質 Ⅱ　（C1(2)①2）　　 　   　
３　気体の性質 Ⅲ　（C1(2)①2）
４　気体の性質 Ⅳ　（C1(2)①3）
５　エネルギー Ⅰ　（C1(2)②1、C1(2)②2、C1(2)②3）　
　　　
６　エネルギー Ⅱ　（C1(2)②4、C1(2)②5、C1(2)②6）
７　エネルギー Ⅲ　（C1(2)②4、C1(2)②5、C1(2)②6、ア
ドバンスト）
８　エネルギー Ⅳ　（C1(2)②7）
９　エントロピー Ⅰ　（C1(2)③1）
１０　エントロピー Ⅱ　（C1(2)③2）
１１　エントロピー Ⅲ　（C1(2)③3、アドバンスト）
１２　自由エネルギー Ⅰ　（C1(2)③4）
１３　自由エネルギー Ⅱ　（C1(2)③5）
１４　自由エネルギー Ⅲ　（C1(2)③5、アドバンスト）
１５　熱力学総合　（アドバンスト）
（　　）内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO
番号 　 　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

CBTおよび薬剤師国家試験に必須。暗記するのではなく、
理解することが重要



2019-9030000631-02薬学物理化学Ⅰ「P-b」（科目番号：2P1）

池田　浩人

◎薬  :A-1,A-2

1.ファンデルワールスの状態方程式について説明できる。（C1(2)①1）　(A-1)

2.気体の分子運動とエネルギーの関係について説明できる。（C1(2)①2-3）　
(A-1)

3.熱力学第一法則を説明できる。（C1(2)②1-5）　(A-1)

4.エンタルピーについて説明できる。（C1(2)②6-7）　(A-1)

5.熱力学第二法則および熱力学第三法則を説明できる。（C1(2)③1-3）　(A-1)

6.熱力学関数によって自発的な変化の方向と程度を予測できる。（C1(2)
③4-5）　(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。



2019-9030000632-01薬学物理化学Ⅱ「P-a」（科目番号：2P2）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　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　　

池田　浩人

◎－－－　一般目標　－－－◎

　溶液の性質では、薬学物理化学Ⅰで学んだ熱力学理論を用いて、理想溶液お
よび実在溶液の性質、電解質溶液におけるイオンの相互作用や挙動を理解す
る。　
　電気化学では、生体系､非生体系を問わず自然界に多く存在し重要な地位を
占める電子移動を伴う反応（酸化還元反応）の熱力学的な取り扱いを理解す
る。
　化学結合および分子間相互作用では、原子間に働いて分子を形成する強い力
の化学結合および集合体としての分子間に働く弱い力の分子間相互作用（エネ
ルギー）に関する知識を習得し理解する。特に、分子間相互作用は、気体分子
が凝集して液体や固体を形成する、医薬品が作用部位に作用して薬効を発揮す
る、分子集合体を形成して細胞を形作る、タンパク質や核酸が高次構造を形成
してその機能を果す等、自然現象や生命の源となる力であるともいえる。
　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 (2) 物質のエネルキ ーと平衡および(1) 物質の構造」
にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

活量と活量係数について説明できる。(C1(2)⑥2)(知識・理解)

電解質溶液のモル伝導率およびイオン強度について説明できる。(C1(2)⑥3-4)
(知識・理解)

化学電池における起電力とギブズエネルギーの関係について説明できる。(C1
(2)⑦1)(知識・理解)

化学電池における電極電位（酸化還元電位）について説明できる。(C1(2)⑦2)
(知識・理解)

化学結合および分子間相互作用について説明できる。(C1(1)①1-3、C1(1)②1-7)
(知識・理解)

電磁波の性質および物質との相互作用を説明できる。(C1(1)③1)(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

テキストと板書による講義形式で行い、必要に応じてプリントを配布する。演
習により理解度を確認する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

○数式の意味が分かるようになることが重要である。
○単位の次元を理解することが重要である。
○予習で専門用語をチェックし、授業でその意味を理解する。
○小テストを実施することがあるので、演習問題を解いてよく復習しておく。
（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

「物質のエネルキ ー」、「平衡」、「物質の構造」に関する基本的知識や技
能がどの程度身についているかを評価の基準とする。定期試験の成績を100 %
として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

１　コンパス物理化学　改訂第2版：南江堂 2014 ISBN 9784524403158 ￥4,400
＋税
２　薬学物理化学演習（第3版）：廣川書店 2011
ISBN 9784567222921　￥5.000＋税
（これらのテキストは薬学物理化学Ⅰ,Ⅲ,Ⅳにも使用）

◎－－－　参考書　－－－◎

○スタンダード薬学シリーズⅡ－2「物理系薬学 I. 物質の物理的性質」：日本
薬学会編　東京化学同人　ISBN 9784807917020
○Innovated物理化学大義－事象と理論の融合－：京都廣川書店　ISBN
9784901789417
○薬学物理化学（第5版）：廣川書店　ISBN 9784567221184

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　溶液の化学 Ⅰ　（C1(2)⑥2） 　
２　溶液の化学 Ⅱ　（C1(2)⑥3）　　 　   　
３　溶液の化学 Ⅲ　（C1(2)⑥4）
４　電気化学 Ⅰ　（C1(2)⑦1）　 　　　
５　電気化学 Ⅱ　（C1(2)⑦2）
６　膜電位と能動輸送 （アドバンスト）
７　化学結合 Ⅰ　（C1(1)①1）
８　化学結合 Ⅱ　（C1(1)①2）
９　化学結合 Ⅲ　（C1(1)①3）
１０　創薬と計算機化学　（アドバンスト）
１１　分子間相互作用 Ⅰ　（C1(1)②1、C1(1)②2）
１２　分子間相互作用 Ⅱ　（C1(1)②3、C1(1)②4、C1(1)
②5）
１３　分子間相互作用 Ⅲ　（C1(1)②6、C1(1)②7、C1(1)
③1）　 　
１４　薬物相互作用の物理化学 Ⅰ　（アドバンスト） 　
　
１５　薬物相互作用の物理化学 Ⅱ　（アドバンスト） 　
　
（　　）内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO
番号

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

CBTおよび薬剤師国家試験に必須。暗記するのではなく、
理解することが重要



2019-9030000632-01薬学物理化学Ⅱ「P-a」（科目番号：2P2）

池田　浩人

◎薬  :A-1,A-2

1.活量と活量係数について説明できる。(C1(2)⑥2)　(A-1)

2.電解質溶液のモル伝導率およびイオン強度について説明できる。(C1(2)⑥3-4)
　(A-1)

3.化学電池における起電力とギブズエネルギーの関係について説明できる。(C1
(2)⑦1)　(A-2)

4.化学電池における電極電位（酸化還元電位）について説明できる。(C1(2)⑦2)
　(A-2)

5.化学結合および分子間相互作用について説明できる。(C1(1)①1-3、C1(1)
②1-7)　(A-2)

6.電磁波の性質および物質との相互作用を説明できる。(C1(1)③1)　(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。



2019-9030000632-02薬学物理化学Ⅱ「P-b」（科目番号：2P2）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　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　　

池田　浩人

◎－－－　一般目標　－－－◎

　溶液の性質では、薬学物理化学Ⅰで学んだ熱力学理論を用いて、理想溶液お
よび実在溶液の性質、電解質溶液におけるイオンの相互作用や挙動を理解す
る。　
　電気化学では、生体系､非生体系を問わず自然界に多く存在し重要な地位を
占める電子移動を伴う反応（酸化還元反応）の熱力学的な取り扱いを理解す
る。
　化学結合および分子間相互作用では、原子間に働いて分子を形成する強い力
の化学結合および集合体としての分子間に働く弱い力の分子間相互作用（エネ
ルギー）に関する知識を習得し理解する。特に、分子間相互作用は、気体分子
が凝集して液体や固体を形成する、医薬品が作用部位に作用して薬効を発揮す
る、分子集合体を形成して細胞を形作る、タンパク質や核酸が高次構造を形成
してその機能を果す等、自然現象や生命の源となる力であるともいえる。
　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 (2) 物質のエネルキ ーと平衡および(1) 物質の構造」
にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

活量と活量係数について説明できる。(C1(2)⑥2)(知識・理解)

電解質溶液のモル伝導率およびイオン強度について説明できる。(C1(2)⑥3-4)
(知識・理解)

化学電池における起電力とギブズエネルギーの関係について説明できる。(C1
(2)⑦1)(知識・理解)

化学電池における電極電位（酸化還元電位）について説明できる。(C1(2)⑦2)
(知識・理解)

化学結合および分子間相互作用について説明できる。(C1(1)①1-3、C1(1)②1-7)
(知識・理解)

電磁波の性質および物質との相互作用を説明できる。(C1(1)③1)(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

テキストと板書による講義形式で行い、必要に応じてプリントを配布する。演
習により理解度を確認する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

○数式の意味が分かるようになることが重要である。
○単位の次元を理解することが重要である。
○予習で専門用語をチェックし、授業でその意味を理解する。
○小テストを実施することがあるので、演習問題を解いてよく復習しておく。
（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

「物質のエネルキ ー」、「平衡」、「物質の構造」に関する基本的知識や技
能がどの程度身についているかを評価の基準とする。定期試験の成績を100 %
として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

１　コンパス物理化学　改訂第2版：南江堂 2014 ISBN 9784524403158 ￥4,400
＋税
２　薬学物理化学演習（第3版）：廣川書店 2011
ISBN 9784567222921　￥5.000＋税
（これらのテキストは薬学物理化学Ⅰ,Ⅲ,Ⅳにも使用）

◎－－－　参考書　－－－◎

○スタンダード薬学シリーズⅡ－2「物理系薬学 I. 物質の物理的性質」：日本
薬学会編　東京化学同人　ISBN 9784807917020
○Innovated物理化学大義－事象と理論の融合－：京都廣川書店　ISBN
9784901789417
○薬学物理化学（第5版）：廣川書店　ISBN 9784567221184

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　溶液の化学 Ⅰ　（C1(2)⑥2） 　
２　溶液の化学 Ⅱ　（C1(2)⑥3）　　 　   　
３　溶液の化学 Ⅲ　（C1(2)⑥4）
４　電気化学 Ⅰ　（C1(2)⑦1）　 　　　
５　電気化学 Ⅱ　（C1(2)⑦2）
６　膜電位と能動輸送 （アドバンスト）
７　化学結合 Ⅰ　（C1(1)①1）
８　化学結合 Ⅱ　（C1(1)①2）
９　化学結合 Ⅲ　（C1(1)①3）
１０　創薬と計算機化学　（アドバンスト）
１１　分子間相互作用 Ⅰ　（C1(1)②1、C1(1)②2）
１２　分子間相互作用 Ⅱ　（C1(1)②3、C1(1)②4、C1(1)
②5）
１３　分子間相互作用 Ⅲ　（C1(1)②6、C1(1)②7、C1(1)
③1）　 　
１４　薬物相互作用の物理化学 Ⅰ　（アドバンスト） 　
　
１５　薬物相互作用の物理化学 Ⅱ　（アドバンスト） 　
　
（　　）内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO
番号

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

CBTおよび薬剤師国家試験に必須。暗記するのではなく、
理解することが重要



2019-9030000632-02薬学物理化学Ⅱ「P-b」（科目番号：2P2）

池田　浩人

◎薬  :A-1,A-2

1.活量と活量係数について説明できる。(C1(2)⑥2)　(A-1)

2.電解質溶液のモル伝導率およびイオン強度について説明できる。(C1(2)⑥3-4)
　(A-1)

3.化学電池における起電力とギブズエネルギーの関係について説明できる。(C1
(2)⑦1)　(A-2)

4.化学電池における電極電位（酸化還元電位）について説明できる。(C1(2)⑦2)
　(A-2)

5.化学結合および分子間相互作用について説明できる。(C1(1)①1-3、C1(1)
②1-7)　(A-2)

6.電磁波の性質および物質との相互作用を説明できる。(C1(1)③1)　(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。



2019-9030000690-01医薬品開発・経済学「P-a」（科目番号：3R2）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　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　　

今給黎　修

◎－－－　一般目標　－－－◎

　薬剤師にとって、医療資源、疾病統計、医薬品市場、創薬の流れ、臨床試験、国
際化、製造工程管理、医療経営および薬物治療の薬剤経済学的評価に関して学んで
おくべき知識を修得する。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「A基本事項」及び「B薬学と社会」にそって講義する。また担当
教員の実務経験（病院薬剤師業務、治験業務）から得られた具体的な情報を講義の
テーマに合わせて紹介し、薬剤経済学の習得と将来の薬剤師像の形成に役立てる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

新薬の研究開発と承認の動向について説明できる。（A(1)②5、B(2)②2-4）(技能)

医薬品の革新的医薬品の創出に向けての動向について説明できる。（A(1)②5）(技
能)

医薬行政における薬価制度についてそのしくみ、問題点等を説明できる。（B(3)
①6）(技能)

医療行政における医療安全対策は最重要課題であることについて説明できる。（A
(1)③3）(態度・志向性)

医療制度の動向について、診療報酬改定、診療ガイドライン等をもとに説明でき
る。（B(3)①7）(技能)

国内製薬企業の最新動向について説明できる。（B(3)②1、3）(技能)

国内の主要医療用医薬品の薬効別市場の動向について説明できる。（B(3)②1、3）
(技能)

海外における医薬品開発の最新動向について説明できる。（B(3)②1）(技能)

薬剤の真の価値は、有効性、安全性、QOL改善および医療費で決まることを説明す
ることができる。（B(3)②4）(態度・志向性)

薬剤経済学の分析手法、すなわち費用－効果分析（CEA）、費用最小化分析
（CMA）、費用－効用分析（CUA）、費用－便益分析（CBA）について説明する
ことができる。（B(3)②4）(技能)

薬剤経済学におけるモデリングの目的と種類について理解し、判断分析モデルの手
法を理解し、説明できる。（B(3)②4）(技能)

判断分析モデルを利用し、そのアウトカムについて感度分析を用いて評価すること
ができる。（B(3)②4）(技能)

マルコフモデルの手法を理解し、説明できる。（B(3)②4）(技能)

マルコフモデル及び割引計算を利用し、慢性疾患における長期的な経済効果につい
て評価をすることができる。（B(3)②4）(技能)

薬剤経済学の理解を通じて、医療の社会的価値を説明できる。（B(3)②4）(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　テキストに準拠し講義する。プロジェクターを使用することもある。テキストで
不十分な項目については、資料を配付する。薬剤経済学分野のモデル分析において
は、講義中に問題を出し、実際にトレーニングを行うので、電卓を準備しておくこ
とが望ましい。また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)　－－－◎

次回の授業範囲を予習し、専門用語の意味等を理解しておくこと（60分）。
モデル分析においては授業中のトレーニング問題のために事前に学習しておくこと
（30分）。また定期試験に備えトレーニング問題の確認をしておくこと（30分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義内容から作成した期末試験を90％、平常点（トレーニング問題、受講態度も加
味する）を10％の目安として総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

薬事ハンドブック　2019　じほう　価格、ISBN未定
坂巻弘之著：やさしく学ぶ薬剤経済学　じほう　2,808円　ISBN9784840731157

◎－－－　参考書　－－－◎

使える薬剤経済学入門（エルゼビア・ジャパン）　ISBN 9784860345273
薬学生のための薬剤経済学（廣川書店）　ISBN 9784567401500

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．新薬の研究開発と臨床試験
　　（A(1)②5、B(2)②2-4）
2．薬事行政①-医薬品創出（A(1)②5、ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ）
3．薬事行政②薬価制度（B(3)①6）
4．薬事行政③医療安全（A(1)③3）
5．薬事行政④診療報酬（B(3)①7）
6．医薬品業界①国内動向
　　（B(3)②1、3、ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ）
7．医薬品業界②医薬品市場（B(3)②1、3）
8．医薬品業界③海外動向（B(3)②1、ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ）
9．薬剤経済学概論（B(3)②4）
10．アウトカム研究と分析方法（B(3)②4）
11．判断分析モデル（B(3)②4）
12．判断分析モデルと感度分析（B(3)②4）
13．マルコフモデル（B(3)②4）
14．マルコフモデルと割引計算（B(3)②4）
15．薬剤経済学の研究デザイン（B(3)②4）
（　　）内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO
番号

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

限られた医療資源のもとで健康成果を最大化するために
は、科学的にものごとを考えることが必要である。薬剤経
済学を理解するには、テキストを熟読し自ら研究計画を立
案できることが望ましい。



2019-9030000690-01医薬品開発・経済学「P-a」（科目番号：3R2）

今給黎　修

◎薬  :B-4,C-4

1.新薬の研究開発と承認の動向について説明できる。（A(1)②5、B(2)②2-4）
　(B-4)

2.医薬品の革新的医薬品の創出に向けての動向について説明できる。（A(1)
②5）　(B-4)

3.医薬行政における薬価制度についてそのしくみ、問題点等を説明できる。
（B(3)①6）　(B-4)

4.医療行政における医療安全対策は最重要課題であることについて説明でき
る。（A(1)③3）　(C-4)

5.医療制度の動向について、診療報酬改定、診療ガイドライン等をもとに説明
できる。（B(3)①7）　(B-4)

6.国内製薬企業の最新動向について説明できる。（B(3)②1、3）　(B-4)

7.国内の主要医療用医薬品の薬効別市場の動向について説明できる。（B(3)
②1、3）　(B-4)

8.海外における医薬品開発の最新動向について説明できる。（B(3)②1）　(B-4)

9.薬剤の真の価値は、有効性、安全性、QOL改善および医療費で決まることを
説明することができる。（B(3)②4）　(C-4)

10.薬剤経済学の分析手法、すなわち費用－効果分析（CEA）、費用最小化分析
（CMA）、費用－効用分析（CUA）、費用－便益分析（CBA）について説明
することができる。（B(3)②4）　(B-4)

11.薬剤経済学におけるモデリングの目的と種類について理解し、判断分析モデ
ルの手法を理解し、説明できる。（B(3)②4）　(B-4)

12.判断分析モデルを利用し、そのアウトカムについて感度分析を用いて評価す
ることができる。（B(3)②4）　(B-4)

13.マルコフモデルの手法を理解し、説明できる。（B(3)②4）　(B-4)

14.マルコフモデル及び割引計算を利用し、慢性疾患における長期的な経済効果
について評価をすることができる。（B(3)②4）　(B-4)

15.薬剤経済学の理解を通じて、医療の社会的価値を説明できる。（B(3)②4）
　(B-4)

◎　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。



2019-9030000690-02医薬品開発・経済学「P-b」（科目番号：3R2）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　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　　

今給黎　修

◎－－－　一般目標　－－－◎

　薬剤師にとって、医療資源、疾病統計、医薬品市場、創薬の流れ、臨床試験、国
際化、製造工程管理、医療経営および薬物治療の薬剤経済学的評価に関して学んで
おくべき知識を修得する。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「A基本事項」及び「B薬学と社会」にそって講義する。また担当
教員の実務経験（病院薬剤師業務、治験業務）から得られた具体的な情報を講義の
テーマに合わせて紹介し、薬剤経済学の習得と将来の薬剤師像の形成に役立てる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

新薬の研究開発と承認の動向について説明できる。（A(1)②5、B(2)②2-4）(技能)

医薬品の革新的医薬品の創出に向けての動向について説明できる。（A(1)②5）(技
能)

医薬行政における薬価制度についてそのしくみ、問題点等を説明できる。（B(3)
①6）(技能)

医療行政における医療安全対策は最重要課題であることについて説明できる。（A
(1)③3） (態度・志向性)

医療制度の動向について、診療報酬改定、診療ガイドライン等をもとに説明でき
る。（B(3)①7）(技能)

国内製薬企業の最新動向について説明できる。（B(3)②1、3）(技能)

国内の主要医療用医薬品の薬効別市場の動向について説明できる。（B(3)②1、3）
(技能)

海外における医薬品開発の最新動向について説明できる。（B(3)②1）(技能)

薬剤の真の価値は、有効性、安全性、QOL改善および医療費で決まることを説明す
ることができる。（B(3)②4）(態度・志向性)

薬剤経済学の分析手法、すなわち費用－効果分析（CEA）、費用最小化分析
（CMA）、費用－効用分析（CUA）、費用－便益分析（CBA）について説明する
ことができる。（B(3)②4）(技能)

薬剤経済学におけるモデリングの目的と種類について理解し、判断分析モデルの手
法を理解し、説明できる。（B(3)②4）(技能)

判断分析モデルを利用し、そのアウトカムについて感度分析を用いて評価すること
ができる。（B(3)②4）(技能)

マルコフモデルの手法を理解し、説明できる。（B(3)②4）(技能)

マルコフモデル及び割引計算を利用し、慢性疾患における長期的な経済効果につい
て評価をすることができる。（B(3)②4）(技能)

薬剤経済学の理解を通じて、医療の社会的価値を説明できる。（B(3)②4）(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　テキストに準拠し講義する。プロジェクターを使用することもある。テキストで
不十分な項目については、資料を配付する。薬剤経済学分野のモデル分析において
は、講義中に問題を出し、実際にトレーニングを行うので、電卓を準備しておくこ
とが望ましい。また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)　－－－◎

次回の授業範囲を予習し、専門用語の意味等を理解しておくこと（60分）。
モデル分析においては授業中のトレーニング問題のために事前に学習しておくこと
（30分）。また定期試験に備えトレーニング問題の確認をしておくこと（30分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義内容から作成した期末試験を90％、平常点（トレーニング問題、受講態度も加
味する）を10％の目安として総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

薬事ハンドブック　2019　じほう　価格、ISBN未定
坂巻弘之著：やさしく学ぶ薬剤経済学　じほう　2,808円　ISBN9784840731157

◎－－－　参考書　－－－◎

使える薬剤経済学入門（エルゼビア・ジャパン）　ISBN 9784860345273
薬学生のための薬剤経済学（廣川書店）　ISBN 9784567401500

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．新薬の研究開発と臨床試験
　　（A(1)②5、B(2)②2-4）
2．薬事行政①-医薬品創出（A(1)②5、ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ）
3．薬事行政②薬価制度（B(3)①6）
4．薬事行政③医療安全（A(1)③3）
5．薬事行政④診療報酬（B(3)①7）
6．医薬品業界①国内動向
　　（B(3)②1、3、ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ）
7．医薬品業界②医薬品市場（B(3)②1、3）
8．医薬品業界③海外動向（B(3)②1、ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ）
9．薬剤経済学概論（B(3)②4）
10．アウトカム研究と分析方法（B(3)②4）
11．判断分析モデル（B(3)②4）
12．判断分析モデルと感度分析（B(3)②4）
13．マルコフモデル（B(3)②4）
14．マルコフモデルと割引計算（B(3)②4）
15．薬剤経済学の研究デザイン（B(3)②4）
（　　）内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO
番号

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

限られた医療資源のもとで健康成果を最大化するために
は、科学的にものごとを考えることが必要である。薬剤経
済学を理解するには、テキストを熟読し自ら研究計画を立
案できることが望ましい。



2019-9030000690-02医薬品開発・経済学「P-b」（科目番号：3R2）

今給黎　修

◎薬  :B-4,C-4

1.新薬の研究開発と承認の動向について説明できる。（A(1)②5、B(2)②2-4）
　(B-4)

2.医薬品の革新的医薬品の創出に向けての動向について説明できる。（A(1)
②5）　(B-4)

3.医薬行政における薬価制度についてそのしくみ、問題点等を説明できる。
（B(3)①6）　(B-4)

4.医療行政における医療安全対策は最重要課題であることについて説明でき
る。（A(1)③3） 　(C-4)

5.医療制度の動向について、診療報酬改定、診療ガイドライン等をもとに説明
できる。（B(3)①7）　(B-4)

6.国内製薬企業の最新動向について説明できる。（B(3)②1、3）　(B-4)

7.国内の主要医療用医薬品の薬効別市場の動向について説明できる。（B(3)
②1、3）　(B-4)

8.海外における医薬品開発の最新動向について説明できる。（B(3)②1）　(B-4)

9.薬剤の真の価値は、有効性、安全性、QOL改善および医療費で決まることを
説明することができる。（B(3)②4）　(C-4)

10.薬剤経済学の分析手法、すなわち費用－効果分析（CEA）、費用最小化分析
（CMA）、費用－効用分析（CUA）、費用－便益分析（CBA）について説明
することができる。（B(3)②4）　(B-4)

11.薬剤経済学におけるモデリングの目的と種類について理解し、判断分析モデ
ルの手法を理解し、説明できる。（B(3)②4）　(B-4)

12.判断分析モデルを利用し、そのアウトカムについて感度分析を用いて評価す
ることができる。（B(3)②4）　(B-4)

13.マルコフモデルの手法を理解し、説明できる。（B(3)②4）　(B-4)

14.マルコフモデル及び割引計算を利用し、慢性疾患における長期的な経済効果
について評価をすることができる。（B(3)②4）　(B-4)

15.薬剤経済学の理解を通じて、医療の社会的価値を説明できる。（B(3)②4）
　(B-4)

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

岩崎　克典、桂林　秀太郎、遠城寺　宗近、中島　学、三島　健一、大江　賢治、佐野　和憲、安河内　友世

◎－－－　一般目標　－－－◎

医療薬学特別講義IIでは、疾患の病理学的知識や治療薬の薬理作用や副作用などについて
学習する。これまでに学んだ機能形態学、疾患薬理学、病態生理学などの知識を、臓器ご
と、疾患ごとに整理し、系統的に理解する。さらに、各疾患に作用する医薬品の薬理およ
び疾患の病態・薬物治療に関する基本的知識を習得し、治療に必要な情報収集・解析およ
び医薬品の適正使用に関する基本的事項を習得する。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「E1薬の作用と体の変化（E1(1)-(4)）、E2薬理・病
態・薬物治療(E2(1)-(7))にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１． 薬の作用と医薬品の安全性について説明できる。(E1(1)①1-9,②1-3, E1(4)1-4）
(態度・志向性)

２． 全身麻酔薬、催眠薬、麻薬性鎮痛薬、非麻薬性鎮痛薬、中枢興奮薬の薬理(薬理
作用、機序、主な副作用)および臨床適用を説明できる。（E2(1)③1-3）(態度・志向性)

３． 中枢神経系の疾患について、治療薬の薬理（薬理作用、機序、主な副作用）を
説明できる。（E2(1)③4～11）(態度・志向性)

４． 循環器系疾患、呼吸器系疾患、消化器系疾患、代謝系疾患について、治療薬の
薬理（薬理作用、機序、主な副作用）を説明できる。（E2(3)①1-5, E2(4)①1-4, E2(4)②1-4,
E2(5)①1-3）(態度・志向性)

５． 自律神経系（交感神経、副交感神経、神経節）および体性神経系（知覚神経、
運動神経）に作用し、その支配領域の機能を修飾する代表的な薬物を挙げ、薬理作用、機
序、主な副作用を説明できる。（E2(1)①1-3, E2(1)②1,2）(態度・志向性)

６． 抗炎症薬（ステロイド性および非ステロイド性）および解熱制鎮痛薬、アレル
ギー治療薬、泌尿器作用薬（利尿薬等）、感覚器作用薬（眼疾患治療薬）の薬理（薬理作
用、機序、主な副作用）が説明できる。（E2(2)①1-3, E2(2)②1-3,E2(3)③1-5, E2(6)①1-3）
(態度・志向性)

７． 内分泌系疾患治療薬の薬理（薬理作用、機序、主な副作用）を説明できる。
（E2(5)②1-5）(態度・志向性)

８． 内分泌・代謝疾患、耳鼻咽喉疾患、皮膚疾患、眼疾患、骨・関節疾患につい
て、病態（病態生理、症状等）・薬物治療（医薬品の選択）を説明できる。（E2(2)③4、
E2(5)①1-3,②1-5、E2(6)①1-4,②1-2,③1-4、E2(2)③1-4、E2(7)③7）(態度・志向性)

９． 精神神経疾患について、病態・薬物治療を説明できる。（E2(1)③4-11、E2(7)
③6,⑧10）(態度・志向性)

１０．代表的症候、臨床検査の基本的事項を習得する。呼吸器疾患について、病態・薬物
治療を説明できる。(E2(4)①1-4、E2(7)③1,④3,⑤2,⑧9)(態度・志向性)

１１．消化器疾患について、病態・薬物治療を説明できる。(E2(4)②1-9,E2(7)③2,④4,⑥1,2,
⑦4)(態度・志向性)

１２．主な泌尿器系疾患と生殖器系疾患の病態と薬物治療および妊娠・分娩・避妊の病態
と薬物治療を説明できる。（E2(3)③1-8、E2(7)③4,5,⑥1,⑧11,12）(態度・志向性)

１３．悪性腫瘍の定義・分類および薬物治療の位置づけと、主な悪性腫瘍の病態と薬物療
法を説明できる。E2(7)⑦1-3,⑧1,2,3,13,⑨1,2）(態度・志向性)

１４．主な循環器系疾患の病態と薬物療法を説明できる。（E2(3)①1-5）(態度・志向性)

１５．主な免疫・炎症・アレルギー疾患、血液・造血器疾患、感染症の病態と薬物療法を
説明できる。(E2(2)①1-3、②1-9,③1-3、E2(3)②1-5、E2(7)①1,2,②1,③9,10,④1,2,6,⑤1,2)(態
度・志向性)

◎－－－　学習方法　－－－◎

本講義では、各科目の講義内容の総復習を中心に基礎内容を講義した上で、その要点を確
実に習得する。オムニバス形式で疾患ならびに治療薬に関する基礎から臨床までを網羅的
に講義を進める。復習を欠かさないことが肝要である。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業計画に基づいて、前日までにこれまでに受講した疾患薬理学、機能形態学、病態・薬
物治療学などの関連科目で配布した講義プリントおよび教科書の内容について最重要点の
み抜き出したまとめノートを作製しておくこと（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。定期試験（100％）の成績によ
り評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

各項目ごとにプリントを配布する。国家試験出題問題を利用する。これまでに薬理系の講
義で使用した教科書を継続使用する。

◎－－－　参考書　－－－◎

新しい疾患薬理学　ISBN 978-4-524-40335-6

◎－－－　授業計画　－－－◎

１． 薬の受容体と情報伝達、作用・副作用(E1(1)①1-9,
②1-3, E1(4)1-4）(三島)
２． 全身麻酔薬、催眠薬、鎮痛薬、中興奮薬薬（E2(1)
③1-3）(三島)
３． 自律神経作用薬（交感神経作用薬・副交感神経作
用薬、知覚神経作用薬）（E2(1)①1～３）(桂林)
４．抗炎症・アレルギー関連薬、泌尿器作用薬、感覚器作
用薬 （E2(2)①1～3,②1～7）(桂林)
５．精神疾患治療薬（統合失調症、うつ病、神経症治療
薬）（E2(1)③4～6）, (抗てんかん薬、抗パ薬、抗アルツハ
イマー薬、脳血管障害治療薬)（E2(1)③7～10）（岩崎）
６． 循環器作用薬（E2(3)①1～4）,呼吸器系作用薬、
代謝系作用薬、消化器作用薬（E2(4)①1～4,② 1～9）(岩
崎)
７． 内分泌系疾患治療薬(E2(5)②1～5)(佐野)
８．精神神経・筋疾患の病態と治療（E2(1)④2,4～11、E2
(7)③6,⑧10）（村田）
９． 内分泌・代謝疾患、耳鼻咽喉、皮膚、眼疾患、
骨・関節疾患の病態と治療（E2(2)③4、E2(5)①1～3,②1～
5、E2(6)①1～4,②1～2,③1～4、E2(2)③1～4、E2(7)③7,
⑧10）（大江）
１０．体の変化と臨床検査（E1(2)①1,②1～8）、呼吸器疾
患の病態と治療(E2(4)①1～4、E2(7)③1,④3,⑤2,⑧9)（遠城
寺）
１１．消化器疾患の病態と治療(E2(4)②1～9,E2(7)③2,④4,
⑥1,2,⑦4)(遠城寺)
１２．腎臓・尿路、生殖器疾患の病態と治療（E2(3)③1～
8、E2(7)③4,5,⑥1,⑧11,12）（安河内）
１３．悪性腫瘍の病態と治療（E2(7)⑦1～3,⑧1,2,3,13,
⑨1,2）(安河内)
１４．循環器疾患（E2(3)①1～5）（中島）
１５．アレルギー・免疫疾患の病態と治療、血液疾患、感
染症の病態と治療(E2(2)①1～3、②1～9,③1～3、E2(3)②1
～5、E2(7)①1,2,②1,③9,10,④1,2,6,⑤1,2)（中島）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本講義内容の要点を確実に習得することが重要である。広
範囲の講義内容になるので、毎回の復習と復習整理ノート
の作成が役立つ。本講義では深い理解より幅広い知識を求
める。
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岩崎　克典、桂林　秀太郎、遠城寺　宗近、中島　学、三島　健一、大江　賢治、佐野　和憲、安河内　友世

◎薬

1.１． 薬の作用と医薬品の安全性について説明できる。(E1(1)①1-9,②1-3,
E1(4)1-4）　(C-2)

2.２． 全身麻酔薬、催眠薬、麻薬性鎮痛薬、非麻薬性鎮痛薬、中枢興奮
薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)および臨床適用を説明できる。（E2(1)
③1-3）　(C-2)

3.３． 中枢神経系の疾患について、治療薬の薬理（薬理作用、機序、主
な副作用）を説明できる。（E2(1)③4～11）　(C-2)

4.４． 循環器系疾患、呼吸器系疾患、消化器系疾患、代謝系疾患につい
て、治療薬の薬理（薬理作用、機序、主な副作用）を説明できる。（E2(3)
①1-5, E2(4)①1-4, E2(4)②1-4, E2(5)①1-3）　(C-2)

5.５． 自律神経系（交感神経、副交感神経、神経節）および体性神経系
（知覚神経、運動神経）に作用し、その支配領域の機能を修飾する代表的な薬
物を挙げ、薬理作用、機序、主な副作用を説明できる。（E2(1)①1-3, E2(1)
②1,2）　(C-2)

6.６． 抗炎症薬（ステロイド性および非ステロイド性）および解熱制鎮
痛薬、アレルギー治療薬、泌尿器作用薬（利尿薬等）、感覚器作用薬（眼疾患
治療薬）の薬理（薬理作用、機序、主な副作用）が説明できる。（E2(2)①1-3,
E2(2)②1-3,E2(3)③1-5, E2(6)①1-3）　(C-2)

7.７． 内分泌系疾患治療薬の薬理（薬理作用、機序、主な副作用）を説
明できる。（E2(5)②1-5）　(C-2)

8.８． 内分泌・代謝疾患、耳鼻咽喉疾患、皮膚疾患、眼疾患、骨・関節
疾患について、病態（病態生理、症状等）・薬物治療（医薬品の選択）を説明
できる。（E2(2)③4、E2(5)①1-3,②1-5、E2(6)①1-4,②1-2,③1-4、E2(2)③1-4、
E2(7)③7）　(C-2)

9.９． 精神神経疾患について、病態・薬物治療を説明できる。（E2(1)
③4-11、E2(7)③6,⑧10）　(C-2)

10.１０．代表的症候、臨床検査の基本的事項を習得する。呼吸器疾患につい
て、病態・薬物治療を説明できる。(E2(4)①1-4、E2(7)③1,④3,⑤2,⑧9)　(C-2)

11.１１．消化器疾患について、病態・薬物治療を説明できる。(E2(4)②1-9,E2
(7)③2,④4,⑥1,2,⑦4)　(C-2)

12.１２．主な泌尿器系疾患と生殖器系疾患の病態と薬物治療および妊娠・分
娩・避妊の病態と薬物治療を説明できる。（E2(3)③1-8、E2(7)③4,5,⑥1,
⑧11,12）　(C-2)

13.１３．悪性腫瘍の定義・分類および薬物治療の位置づけと、主な悪性腫瘍の
病態と薬物療法を説明できる。E2(7)⑦1-3,⑧1,2,3,13,⑨1,2）　(C-2)

14.１４．主な循環器系疾患の病態と薬物療法を説明できる。（E2(3)①1-5）　
(C-2)

15.１５．主な免疫・炎症・アレルギー疾患、血液・造血器疾患、感染症の病態
と薬物療法を説明できる。(E2(2)①1-3、②1-9,③1-3、E2(3)②1-5、E2(7)①1,2,
②1,③9,10,④1,2,6,⑤1,2)　(C-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。



2019-9030000744-01医療薬学特別講義Ⅱ「15台以降」（科目番号：4M4）

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

岩崎　克典、桂林　秀太郎、遠城寺　宗近、中島　学、三島　健一、大江　賢治、佐野　和憲、安河内　友世

◎－－－　一般目標　－－－◎

医療薬学特別講義IIでは、疾患の病理学的知識や治療薬の薬理作用や副作用などについて
学習する。これまでに学んだ機能形態学、疾患薬理学、病態生理学などの知識を、臓器ご
と、疾患ごとに整理し、系統的に理解する。さらに、各疾患に作用する医薬品の薬理およ
び疾患の病態・薬物治療に関する基本的知識を習得し、治療に必要な情報収集・解析およ
び医薬品の適正使用に関する基本的事項を習得する。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「E1薬の作用と体の変化（E1(1)-(4)）、E2薬理・病
態・薬物治療(E2(1)-(7))にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１． 薬の作用と医薬品の安全性について説明できる。(E1(1)①1-9,②1-3, E1(4)1-4）
(態度・志向性)

２． 全身麻酔薬、催眠薬、麻薬性鎮痛薬、非麻薬性鎮痛薬、中枢興奮薬の薬理(薬理
作用、機序、主な副作用)および臨床適用を説明できる。（E2(1)③1-3）(態度・志向性)

３． 中枢神経系の疾患について、治療薬の薬理（薬理作用、機序、主な副作用）を
説明できる。（E2(1)③4～11）(態度・志向性)

４． 循環器系疾患、呼吸器系疾患、消化器系疾患、代謝系疾患について、治療薬の
薬理（薬理作用、機序、主な副作用）を説明できる。（E2(3)①1-5, E2(4)①1-4, E2(4)②1-4,
E2(5)①1-3）(態度・志向性)

５． 自律神経系（交感神経、副交感神経、神経節）および体性神経系（知覚神経、
運動神経）に作用し、その支配領域の機能を修飾する代表的な薬物を挙げ、薬理作用、機
序、主な副作用を説明できる。（E2(1)①1-3, E2(1)②1,2）(態度・志向性)

６． 抗炎症薬（ステロイド性および非ステロイド性）および解熱制鎮痛薬、アレル
ギー治療薬、泌尿器作用薬（利尿薬等）、感覚器作用薬（眼疾患治療薬）の薬理（薬理作
用、機序、主な副作用）が説明できる。（E2(2)①1-3, E2(2)②1-3,E2(3)③1-5, E2(6)①1-3）
(態度・志向性)

７． 内分泌系疾患治療薬の薬理（薬理作用、機序、主な副作用）を説明できる。
（E2(5)②1-5）(態度・志向性)

８． 内分泌・代謝疾患、耳鼻咽喉疾患、皮膚疾患、眼疾患、骨・関節疾患につい
て、病態（病態生理、症状等）・薬物治療（医薬品の選択）を説明できる。（E2(2)③4、
E2(5)①1-3,②1-5、E2(6)①1-4,②1-2,③1-4、E2(2)③1-4、E2(7)③7）(態度・志向性)

９． 精神疾患、神経・筋疾患について、病態（病態生理、症状等）・薬物治療（医
薬品の選択）を説明できる。（E2(1)③4-11、E2(7)③6,⑧10）(態度・志向性)

１０．代表的症候、臨床検査の基本的事項を習得する。呼吸器疾患について、病態・薬物
治療を説明できる。(E2(4)①1-4、E2(7)③1,④3,⑤2,⑧9)(態度・志向性)

１１．消化器疾患について、病態・薬物治療を説明できる。(E2(4)②1-9,E2(7)③2,④4,⑥1,2,
⑦4)(態度・志向性)

１２．主な泌尿器系疾患と生殖器系疾患の病態と薬物治療および妊娠・分娩・避妊の病態
と薬物治療を説明できる。（E2(3)③1-8、E2(7)③4,5,⑥1,⑧11,12）(態度・志向性)

１３．悪性腫瘍の定義・分類および薬物治療の位置づけと、主な悪性腫瘍の病態と薬物療
法を説明できる。E2(7)⑦1-3,⑧1,2,3,13,⑨1,2）(態度・志向性)

１４．主な循環器系疾患の病態と薬物療法を説明できる。（E2(3)①1-5）(態度・志向性)

１５． 主な免疫・炎症・アレルギー疾患、血液・造血器疾患、感染症の病態と薬物
療法を説明できる。(E2(2)①1-3、②1-9,③1-3、E2(3)②1-5、E2(7)①1,2,②1,③9,10,④1,2,6,
⑤1,2)(態度・志向性)

◎－－－　学習方法　－－－◎

本講義では、各科目の講義内容の総復習を中心に基礎内容を講義した上で、その要点を確
実に習得する。オムニバス形式で疾患ならびに治療薬に関する基礎から臨床までを網羅的
に講義を進める。復習を欠かさないことが肝要である。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業計画に基づいて、前日までにこれまでに受講した疾患薬理学、機能形態学、病態・薬
物治療学などの関連科目で配布した講義プリントおよび教科書の内容について最重要点の
み抜き出したまとめノートを作製しておくこと（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。定期試験（100％）の成績によ
り評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

各項目ごとにプリントを配布する。国家試験出題問題を利用する。これまでに薬理系の講
義で使用した教科書を継続使用する。

◎－－－　参考書　－－－◎

新しい疾患薬理学　ISBN 978-4-524-40335-6

◎－－－　授業計画　－－－◎

１． 薬の受容体と情報伝達、作用・副作用(E1(1)①1-9,
②1-3, E1(4)1-4）(三島)
２． 全身麻酔薬、催眠薬、鎮痛薬、中興奮薬薬（E2(1)
③1-3）(三島)
３． 自律神経作用薬（交感神経作用薬・副交感神経作
用薬、知覚神経作用薬）（E2(1)①1～３）(桂林)
４．抗炎症・アレルギー関連薬、泌尿器作用薬、感覚器作
用薬 （E2(2)①1～3,②1～7）(桂林)
５．精神疾患治療薬（統合失調症、うつ病、神経症治療
薬）（E2(1)③4～6）, (抗てんかん薬、抗パ薬、抗アルツハ
イマー薬、脳血管障害治療薬)（E2(1)③7～10）（岩崎）
６． 循環器作用薬（E2(3)①1～4）,呼吸器系作用薬、
代謝系作用薬、消化器作用薬（E2(4)①1～4,② 1～9）(岩
崎)
７． 内分泌系疾患治療薬(E2(5)②1～5)(佐野)
８．精神神経・筋疾患の病態と治療（E2(1)④2,4～11、E2
(7)③6,⑧10）（村田）
９． 内分泌・代謝疾患、耳鼻咽喉、皮膚、眼疾患、
骨・関節疾患の病態と治療（E2(2)③4、E2(5)①1～3,②1～
5、E2(6)①1～4,②1～2,③1～4、E2(2)③1～4、E2(7)③7,
⑧10）（大江）
１０．体の変化と臨床検査（E1(2)①1,②1～8）、呼吸器疾
患の病態と治療(E2(4)①1～4、E2(7)③1,④3,⑤2,⑧9)（遠城
寺）
１１．消化器疾患の病態と治療(E2(4)②1～9,E2(7)③2,④4,
⑥1,2,⑦4)(遠城寺)
１２．腎臓・尿路、生殖器疾患の病態と治療（E2(3)③1～
8、E2(7)③4,5,⑥1,⑧11,12）（安河内）
１３．悪性腫瘍の病態と治療（E2(7)⑦1～3,⑧1,2,3,13,
⑨1,2）(安河内)
１４．循環器疾患（E2(3)①1～5）（中島）
１５．アレルギー・免疫疾患の病態と治療、血液疾患、感
染症の病態と治療(E2(2)①1～3、②1～9,③1～3、E2(3)②1
～5、E2(7)①1,2,②1,③9,10,④1,2,6,⑤1,2)（中島）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本講義内容の要点を確実に習得することが重要である。広
範囲の講義内容になるので、毎回の復習と復習整理ノート
の作成が役立つ。本講義では深い理解より幅広い知識を求
める。



2019-9030000744-01医療薬学特別講義Ⅱ「15台以降」（科目番号：4M4）

岩崎　克典、桂林　秀太郎、遠城寺　宗近、中島　学、三島　健一、大江　賢治、佐野　和憲、安河内　友世

◎薬  :C-2

1.１． 薬の作用と医薬品の安全性について説明できる。(E1(1)①1-9,②1-3,
E1(4)1-4）　(C-2)

2.２． 全身麻酔薬、催眠薬、麻薬性鎮痛薬、非麻薬性鎮痛薬、中枢興奮
薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)および臨床適用を説明できる。（E2(1)
③1-3）　(C-2)

3.３． 中枢神経系の疾患について、治療薬の薬理（薬理作用、機序、主
な副作用）を説明できる。（E2(1)③4～11）　(C-2)

4.４． 循環器系疾患、呼吸器系疾患、消化器系疾患、代謝系疾患につい
て、治療薬の薬理（薬理作用、機序、主な副作用）を説明できる。（E2(3)
①1-5, E2(4)①1-4, E2(4)②1-4, E2(5)①1-3）　(C-2)

5.５． 自律神経系（交感神経、副交感神経、神経節）および体性神経系
（知覚神経、運動神経）に作用し、その支配領域の機能を修飾する代表的な薬
物を挙げ、薬理作用、機序、主な副作用を説明できる。（E2(1)①1-3, E2(1)
②1,2）　(C-2)

6.６． 抗炎症薬（ステロイド性および非ステロイド性）および解熱制鎮
痛薬、アレルギー治療薬、泌尿器作用薬（利尿薬等）、感覚器作用薬（眼疾患
治療薬）の薬理（薬理作用、機序、主な副作用）が説明できる。（E2(2)①1-3,
E2(2)②1-3,E2(3)③1-5, E2(6)①1-3）　(C-2)

7.７． 内分泌系疾患治療薬の薬理（薬理作用、機序、主な副作用）を説
明できる。（E2(5)②1-5）　(C-2)

8.８． 内分泌・代謝疾患、耳鼻咽喉疾患、皮膚疾患、眼疾患、骨・関節
疾患について、病態（病態生理、症状等）・薬物治療（医薬品の選択）を説明
できる。（E2(2)③4、E2(5)①1-3,②1-5、E2(6)①1-4,②1-2,③1-4、E2(2)③1-4、
E2(7)③7）　(C-2)

9.９． 精神疾患、神経・筋疾患について、病態（病態生理、症状等）・
薬物治療（医薬品の選択）を説明できる。（E2(1)③4-11、E2(7)③6,⑧10）　
(C-2)

10.１０．代表的症候、臨床検査の基本的事項を習得する。呼吸器疾患につい
て、病態・薬物治療を説明できる。(E2(4)①1-4、E2(7)③1,④3,⑤2,⑧9)　(C-2)

11.１１．消化器疾患について、病態・薬物治療を説明できる。(E2(4)②1-9,E2
(7)③2,④4,⑥1,2,⑦4)　(C-2)

12.１２．主な泌尿器系疾患と生殖器系疾患の病態と薬物治療および妊娠・分
娩・避妊の病態と薬物治療を説明できる。（E2(3)③1-8、E2(7)③4,5,⑥1,
⑧11,12）　(C-2)

13.１３．悪性腫瘍の定義・分類および薬物治療の位置づけと、主な悪性腫瘍の
病態と薬物療法を説明できる。E2(7)⑦1-3,⑧1,2,3,13,⑨1,2）　(C-2)

14.１４．主な循環器系疾患の病態と薬物療法を説明できる。（E2(3)①1-5）　
(C-2)

15.１５． 主な免疫・炎症・アレルギー疾患、血液・造血器疾患、感染症
の病態と薬物療法を説明できる。(E2(2)①1-3、②1-9,③1-3、E2(3)②1-5、E2(7)
①1,2,②1,③9,10,④1,2,6,⑤1,2)　(C-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。



2019-9030000699-01疾患薬理学Ⅱ「P-a」（科目番号：3M1）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　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　　

岩崎　克典

◎－－－　一般目標　－－－◎

薬剤師として服薬指導を行う場合には、単に処方箋に従って投薬をするのではなく、
疾患の病態像と医師の処方の根拠を十分に理解した上で最良の薬物治療を行うことが
必要不可欠である。そのためには、各疾患ごとの病態や治療薬の薬理作用ならびにそ
の背景となる最新の作用機序を学ぶ必要がある。本講義では、これまでの機能形態学
や疾患薬理学Iで学んだ受容体論や細胞内情報伝達論を土台にして、疾患の成り立ち
および治療薬として用いられる薬物の作用機序について詳細に学習する。特に薬物治
療の基礎となる自律神経系疾患とその作用薬、中枢神経系疾患について精神科領域の
疾患と薬物治療に用いる薬物の作用について基礎的知識を修得する。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「E１薬の作用と体の
変化、E2薬理・病態・薬物治療」にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．自律神経の支配臓器と生理的役割について、代表的な神経伝達物質を挙げ、生理
活性および作用寄稿について説明できる。（C7(1)④2, C7(2)①1̃3）(技能)

２．交感神経系に作用し、その支配器官の機能を修飾する代表的な薬物を挙げ、薬理
作用、機序、主な副作用および臨床応用を説明できる。（E2(1)①1）(技能)

３．副交感神経系に作用し、その支配器官の機能を修飾する代表的な薬物を挙げ、薬
理作用、機序、主な副作用および臨床応用を説明できる。（E2(1)①2）(技能)

４．神経節に作用する代表的な薬物を挙げ、薬理作用、機序、主な副作用、臨床応用
を説明できる。（E2(1)①3）(技能)

５．知覚神経、運動神経系に作用する代表的な薬物を挙げ、薬理作用、機序、主な副
作用、臨床応用を説明できる。（E2(1)②1-2）(技能)

６．統合失調症について、治療薬の薬理（薬理作用、機序、主な副作用）、および病
態（病態生理、症状等）・臨床適用（医薬品の選択）を説明できる。(E2(1)③4)(技能)

７．うつ病、躁うつ病（双極性障害）について、治療薬の薬理（薬理作用、機序、主
な副作用）、および病態（病態生理、症状等）・臨床適用（医薬品の選択）を説明で
きる。(E2(1)③5)(技能)

８．不眠症について、治療薬（催眠薬）の（薬理作用、機序、主な副作用）、および
病態（病態生理、症状等）・臨床適用（医薬品の選択）を説明できる。(E2(1)③1)(技
能)

９．不安神経症(パニック障害と全般性不安障害)、心身症、不眠症について、治療薬
の薬理(薬理作用、 機序、主な副作用)、および病態(病態生理、症状等)・臨床適用(医
薬品の選択等)を説明できる。 (E2(1)③6)(技能)

１０．脳血管疾患(脳内出血、脳梗塞(脳血栓、脳塞栓、一過性脳虚血)、くも膜下出
血)について、治療 薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病態生理、
症状等)・薬物治療(医薬品の 選択等)を説明できる。(E2(1)③8) (技能)

１１．認知症(Alzheimer(アルツハイマー)型認知症、脳血管性認知症等)について、治
療薬の薬理(薬 理作用、機序、主な副作用)、および病態(病態生理、症状等)・薬物治
療(医薬品の選択等)を説 明できる。(E2(1)③10) (技能)

１２．Parkinson(パーキンソン)病について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作
用)、および病 態(病態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。 (E2
(1)③9) (技能)

１３．てんかんについて、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態
(病態生理、症状等)・ 薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。  (E2(1)③7)(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

各種疾患の成り立ちについて、どの臓器がどのような病理変化を呈するのかを理解し
た上で、有効な医薬品を疾患別に講義していく。講義にはサブノート形式のプリント
を配布するのでこれを利用するとよい。なお、毎回の講義の復習を忘れないことが重
要である。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回の講義内容のまとめをＦＵポータルにアップロードする。最重要点を空欄にして
いるので講義プリント・教科書を参考にして埋める。学習の程度についてＦＵポータ
ル上の確認テストで確認する（60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。定期試験の成績を70％、
中間テスト（6月初旬に行う）20%、宿題遂行や授業態度等の平常点(10%)として総合
的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

新しい疾患薬理学:南江堂, 7,200円, ISBN：978-4-524-40335-6
今日の治療薬　2019：南江堂,4,600円,ISBN：978-4-524-24808-7

◎－－－　授業計画　－－－◎

授業計画
●自律神経系・体性神経系の機能と作用薬
１．関連基礎科目の復習（プレイスメントテスト）、自律
神経の支配臓器と生理的役割(C7(1)④2,C7(2)①1̃3)
２．交感神経作用薬の作用機序と臨床応用(E2(1)①1)
３．交感神経遮断薬の作用機序と臨床応用(E2(1)①1)
４．副交感神経作用薬の作用機序と臨床応用(E2(1)①2)
５．副交感神経遮断薬の作用機序と臨床応用(E2(1)①2)
６．自律神経節作用薬、拮抗薬の作用機序と臨床応用(E2
(1)①3)
７．体性神経系に作用する薬物の作用機序と臨床応用(E2
(1)②1-2)
●精神科・神経内科領域の疾患に用いる薬物
８．統合失調症（陽性症状、陰性症状）の病態と治療薬お
よび作用機序(E2(1)③4)
９．うつ病および躁病（気分障害、感情障害）の病態と治
療薬および作用機序(E2(1)③5)
１０．不眠症の病態と治療薬および作用機序(E2(1)③1)
１１．不安神経症（パニック障害と全般性不安障害）、心
身症の病態と治療薬および作用機序(E2(1)③6)
１２．脳血管疾患（一過性脳虚血発作、脳梗塞、くも膜下
出血）の病態と治療薬および作用機序(E2(1)③8)
１３．認知症(アルツハイマー型認知症、レビー小体型認
知症、脳血管性認知症)の病態と治療薬(E2(1)③10
１４．パーキンソン病の病態と治療薬および作用機序(E2
(1)③9)
１５．てんかんの病態と治療薬(E2(1)③7)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

病態を理解した上での薬理作用の理解でないと履修の意味
がない。従って下位学年で既に履修した機能形態学や基礎
薬理学の内容を常に反復復習できるようにすること。すな
わち使用した教科書や講義ノート等も常に直ぐ見直せるよ
うにしておく。毎回の講義では、復習を第一に行うこと。
習熟度は確認テスト等により頻回にチェックします。



2019-9030000699-01疾患薬理学Ⅱ「P-a」（科目番号：3M1）

岩崎　克典

◎薬  :B-3

1.１．自律神経の支配臓器と生理的役割について、代表的な神経伝達物質を挙
げ、生理活性および作用寄稿について説明できる。（C7(1)④2, C7(2)①1̃3）　
(B-3)

2.２．交感神経系に作用し、その支配器官の機能を修飾する代表的な薬物を挙
げ、薬理作用、機序、主な副作用および臨床応用を説明できる。（E2(1)①1）
　(B-3)

3.３．副交感神経系に作用し、その支配器官の機能を修飾する代表的な薬物を
挙げ、薬理作用、機序、主な副作用および臨床応用を説明できる。（E2(1)
①2）　(B-3)

4.４．神経節に作用する代表的な薬物を挙げ、薬理作用、機序、主な副作用、
臨床応用を説明できる。（E2(1)①3）　(B-3)

5.５．知覚神経、運動神経系に作用する代表的な薬物を挙げ、薬理作用、機
序、主な副作用、臨床応用を説明できる。（E2(1)②1-2）　(B-3)

6.６．統合失調症について、治療薬の薬理（薬理作用、機序、主な副作用）、
および病態（病態生理、症状等）・臨床適用（医薬品の選択）を説明できる。
(E2(1)③4)　(B-3)

7.７．うつ病、躁うつ病（双極性障害）について、治療薬の薬理（薬理作用、
機序、主な副作用）、および病態（病態生理、症状等）・臨床適用（医薬品の
選択）を説明できる。(E2(1)③5)　(B-3)

8.８．不眠症について、治療薬（催眠薬）の（薬理作用、機序、主な副作
用）、および病態（病態生理、症状等）・臨床適用（医薬品の選択）を説明で
きる。(E2(1)③1)　(B-3)

9.９．不安神経症(パニック障害と全般性不安障害)、心身症、不眠症につい
て、治療薬の薬理(薬理作用、 機序、主な副作用)、および病態(病態生理、症状
等)・臨床適用(医薬品の選択等)を説明できる。 (E2(1)③6)　(B-3)

10.１０．脳血管疾患(脳内出血、脳梗塞(脳血栓、脳塞栓、一過性脳虚血)、くも
膜下出血)について、治療 薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態
(病態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の 選択等)を説明できる。(E2(1)③8) 　
(B-3)

11.１１．認知症(Alzheimer(アルツハイマー)型認知症、脳血管性認知症等)につ
いて、治療薬の薬理(薬 理作用、機序、主な副作用)、および病態(病態生理、症
状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説 明できる。(E2(1)③10) 　(B-3)

12.１２．Parkinson(パーキンソン)病について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、
主な副作用)、および病 態(病態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説
明できる。 (E2(1)③9) 　(B-3)

13.１３．てんかんについて、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、お
よび病態(病態生理、症状等)・ 薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。  (E2
(1)③7)　(B-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。



2019-9030000699-02疾患薬理学Ⅱ「P-b」（科目番号：3M1）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　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　　

岩崎　克典

◎－－－　一般目標　－－－◎

薬剤師として服薬指導を行う場合には、単に処方箋に従って投薬をするのではなく、
疾患の病態像と医師の処方の根拠を十分に理解した上で最良の薬物治療を行うことが
必要不可欠である。そのためには、各疾患ごとの病態や治療薬の薬理作用ならびにそ
の背景となる最新の作用機序を学ぶ必要がある。本講義では、これまでの機能形態学
や疾患薬理学Iで学んだ受容体論や細胞内情報伝達論を土台にして、疾患の成り立ちお
よび治療薬として用いられる薬物の作用機序について詳細に学習する。特に薬物治療
の基礎となる自律神経系疾患とその作用薬、中枢神経系疾患について精神科領域の疾
患と薬物治療に用いる薬物の作用について基礎的知識を修得する。薬学部６年制「薬
学教育モデル・コアカリキュラム（日本薬学会）」の指針「E１薬の作用と体の変化、
E2薬理・病態・薬物治療」にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１． 自律神経の支配臓器と生理的役割について、代表的な神経伝達物質を挙げ、
生理活性および作用寄稿について説明できる。（C7(1)④2, C7(2)①1̃3）(技能)

２． 交感神経系に作用し、その支配器官の機能を修飾する代表的な薬物を挙げ、
薬理作用、機序、主な副作用および臨床応用を説明できる。（E2(1)①1）(技能)

３． 副交感神経系に作用し、その支配器官の機能を修飾する代表的な薬物を挙
げ、薬理作用、機序、主な副作用および臨床応用を説明できる。（E2(1)①2）(技能)

４． 神経節に作用する代表的な薬物を挙げ、薬理作用、機序、主な副作用、臨床
応用を説明できる。（E2(1)①3）(技能)

５． 知覚神経、運動神経系に作用する代表的な薬物を挙げ、薬理作用、機序、主
な副作用、臨床応用を説明できる。（E2(1)②1-2）(技能)

６． 統合失調症について、治療薬の薬理（薬理作用、機序、主な副作用）、およ
び病態（病態生理、症状等）・臨床適用（医薬品の選択）を説明できる。(E2(1)③4)(技
能)

７． うつ病、躁うつ病（双極性障害）について、治療薬の薬理（薬理作用、機
序、主な副作用）、および病態（病態生理、症状等）・臨床適用（医薬品の選択）を
説明できる。(E2(1)③5)(技能)

８． 不眠症について、治療薬（催眠薬）の（薬理作用、機序、主な副作用）、お
よび病態（病態生理、症状等）・臨床適用（医薬品の選択）を説明できる。(E2(1)③1)
(技能)

９． 不安神経症(パニック障害と全般性不安障害)、心身症、不眠症について、治
療薬の薬理(薬理作用、 機序、主な副作用)、および病態(病態生理、症状等)・臨床適用
(医薬品の選択等)を説明できる。 (E2(1)③6)(技能)

１０． 脳血管疾患(脳内出血、脳梗塞(脳血栓、脳塞栓、一過性脳虚血)、くも膜下
出血)について、治療 薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病態生理、
症状等)・薬物治療(医薬品の 選択等)を説明できる。(E2(1)③8) (技能)

１１． 認知症(Alzheimer(アルツハイマー)型認知症、脳血管性認知症等)につい
て、治療薬の薬理(薬 理作用、機序、主な副作用)、および病態(病態生理、症状等)・薬
物治療(医薬品の選択等)を説 明できる。(E2(1)③10) (技能)

１２． Parkinson(パーキンソン)病について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な
副作用)、および病 態(病態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。
(E2(1)③9) (技能)

１３． てんかんについて、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および
病態(病態生理、症状等)・ 薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。  (E2(1)③7)(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

各種疾患の成り立ちについて、どの臓器がどのような病理変化を呈するのかを理解し
た上で、有効な医薬品を疾患別に講義していく。講義にはサブノート形式のプリント
を配布するのでこれを利用するとよい。なお、毎回の講義の復習を忘れないことが重
要である。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回の講義内容のまとめをＦＵポータルにアップロードする。最重要点を空欄にして
いるので講義プリント・教科書を参考にして埋める。学習の程度についてＦＵポータ
ル上の確認テストで確認する（60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。定期試験の成績を70％、
中間テスト（6月初旬に行う）20%、宿題遂行や授業態度等の平常点(10%)として総合的
に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

新しい疾患薬理学:南江堂, 7,200円, ISBN：978-4-524-40335-6
今日の治療薬　2019：南江堂,4,600円,ISBN：978-4-524-24808-7

◎－－－　授業計画　－－－◎

授業計画
●自律神経系・体性神経系の機能と作用薬
１．関連基礎科目の復習（プレイスメントテスト）、自律
神経の支配臓器と生理的役割(C7(1)④2,C7(2)①1̃3)
２．交感神経作用薬の作用機序と臨床応用(E2(1)①1)
３．交感神経遮断薬の作用機序と臨床応用(E2(1)①1)
４．副交感神経作用薬の作用機序と臨床応用(E2(1)①2)
５．副交感神経遮断薬の作用機序と臨床応用(E2(1)①2)
６．自律神経節作用薬、拮抗薬の作用機序と臨床応用(E2
(1)①3)
７．体性神経系に作用する薬物の作用機序と臨床応用(E2
(1)②1-2)
●精神科・神経内科領域の疾患に用いる薬物
８．統合失調症（陽性症状、陰性症状）の病態と治療薬お
よび作用機序(E2(1)③4)
９．うつ病および躁病（気分障害、感情障害）の病態と治
療薬および作用機序(E2(1)③5)
１０．不眠症の病態と治療薬および作用機序(E2(1)③1)
１１．不安神経症（パニック障害と全般性不安障害）、心
身症の病態と治療薬および作用機序(E2(1)③6)
１２．脳血管疾患（一過性脳虚血発作、脳梗塞、くも膜下
出血）の病態と治療薬および作用機序(E2(1)③8)
１３．認知症(アルツハイマー型認知症、レビー小体型認
知症、脳血管性認知症)の病態と治療薬(E2(1)③10
１４．パーキンソン病の病態と治療薬および作用機序(E2
(1)③9)
１５．てんかんの病態と治療薬(E2(1)③7)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

病態を理解した上での薬理作用の理解でないと履修の意味
がない。従って下位学年で既に履修した機能形態学や基礎
薬理学の内容を常に反復復習できるようにすること。すな
わち使用した教科書や講義ノート等も常に直ぐ見直せるよ
うにしておく。毎回の講義では、復習を第一に行うこと。
習熟度は確認テスト等により頻回にチェックします。



2019-9030000699-02疾患薬理学Ⅱ「P-b」（科目番号：3M1）

岩崎　克典

◎薬  :B-3

1.１． 自律神経の支配臓器と生理的役割について、代表的な神経伝達物
質を挙げ、生理活性および作用寄稿について説明できる。（C7(1)④2, C7(2)
①1̃3）　(B-3)

2.２． 交感神経系に作用し、その支配器官の機能を修飾する代表的な薬
物を挙げ、薬理作用、機序、主な副作用および臨床応用を説明できる。（E2(1)
①1）　(B-3)

3.３． 副交感神経系に作用し、その支配器官の機能を修飾する代表的な
薬物を挙げ、薬理作用、機序、主な副作用および臨床応用を説明できる。（E2
(1)①2）　(B-3)

4.４． 神経節に作用する代表的な薬物を挙げ、薬理作用、機序、主な副
作用、臨床応用を説明できる。（E2(1)①3）　(B-3)

5.５． 知覚神経、運動神経系に作用する代表的な薬物を挙げ、薬理作
用、機序、主な副作用、臨床応用を説明できる。（E2(1)②1-2）　(B-3)

6.６． 統合失調症について、治療薬の薬理（薬理作用、機序、主な副作
用）、および病態（病態生理、症状等）・臨床適用（医薬品の選択）を説明で
きる。(E2(1)③4)　(B-3)

7.７． うつ病、躁うつ病（双極性障害）について、治療薬の薬理（薬理
作用、機序、主な副作用）、および病態（病態生理、症状等）・臨床適用（医
薬品の選択）を説明できる。(E2(1)③5)　(B-3)

8.８． 不眠症について、治療薬（催眠薬）の（薬理作用、機序、主な副
作用）、および病態（病態生理、症状等）・臨床適用（医薬品の選択）を説明
できる。(E2(1)③1)　(B-3)

9.９． 不安神経症(パニック障害と全般性不安障害)、心身症、不眠症につ
いて、治療薬の薬理(薬理作用、 機序、主な副作用)、および病態(病態生理、症
状等)・臨床適用(医薬品の選択等)を説明できる。 (E2(1)③6)　(B-3)

10.１０． 脳血管疾患(脳内出血、脳梗塞(脳血栓、脳塞栓、一過性脳虚
血)、くも膜下出血)について、治療 薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、
および病態(病態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の 選択等)を説明できる。(E2
(1)③8) 　(B-3)

11.１１． 認知症(Alzheimer(アルツハイマー)型認知症、脳血管性認知症
等)について、治療薬の薬理(薬 理作用、機序、主な副作用)、および病態(病態
生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説 明できる。(E2(1)③10) 　(B-3)

12.１２． Parkinson(パーキンソン)病について、治療薬の薬理(薬理作用、
機序、主な副作用)、および病 態(病態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択
等)を説明できる。 (E2(1)③9) 　(B-3)

13.１３． てんかんについて、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作
用)、および病態(病態生理、症状等)・ 薬物治療(医薬品の選択等)を説明でき
る。  (E2(1)③7)　(B-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。



2019-9030000700-01疾患薬理学Ⅲ「P-a」（科目番号：3M2）

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

岩崎　克典

◎－－－　一般目標　－－－◎

疾患薬理学IIに引き続いて、各臓器ごとの疾患と治療について系統的、診療科別に学習す
る。外科手術に必要な全身麻酔薬および鎮痛薬一般について、内科領域の疾患として循
環器系疾患、呼吸器系疾患、消化器系疾患、また生活習慣病の基礎疾患でもある高血圧
症・糖尿病・高脂血症などの内分泌系疾患に有効な薬物について、疾患の成り立ち（解
剖・病理）の概略を理解し、薬物の作用機序、臨床応用および主な副作用ならびに臨床
適用に関する知識を修得する。薬剤師になって経験する疾患の多くをこの講義で学ぶこ
とになる。薬学部６年制「薬学教育モデル・コアカリキュラム（日本薬学会）」の指針
「E2薬理・病態・薬物治療」にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．全身麻酔薬、催眠薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)および臨床適用を説明でき
る。 (E2(1)③1)(技能)

２．麻薬性鎮痛薬、非麻薬性鎮痛薬および解熱生鎮痛薬の薬理(薬理作用、機序、主な副
作用)、および臨床適用を説明できる。(E2(1)③2) (技能)

3. 片頭痛について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病態生
理、症状等)・ 薬物治療(医薬品の選択等)について説明できる。 (E2(1)③11)(技能)

４．不整脈および関連疾患について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、およ
び病態 (病態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。 (E2(3)①1)(技能)

５．急性および慢性心不全について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、およ
び病態(病態 生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。(E2(3)①2)(技能)

６．虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞)について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副
作用)、およ び病態(病態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。(E2(3)
①3)(技能)

７．本態性高血圧症、二次性高血圧症(腎性高血圧症、腎血管性高血圧症を含む) につい
て、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病態生理、 症状等)・薬物
治療(医薬品の選択等)を説明できる。 (E2(3)①4)(技能)

８．抗炎症薬(ステロイド性および非ステロイド性)および解熱性鎮痛薬の薬理(薬理作
用、機序、主な副作用)および関節リウマチの病態(病態生理、症 状等)・薬物治療(医薬品
の選択等)を説明できる 。(E2(2)①1-2) (E2(2)③1)(技能)

９．鎮咳薬、去痰薬、呼吸興奮薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)および臨床適用を
説明できる。(E2(4)①4)(技能)

１０．気管支喘息について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態
(病態生理、症 状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。(E2(4)①1) (技能)

１１．胃食道逆流症（逆流性食道炎を含む）、消化性潰瘍、胃炎について、治療薬の薬
理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病 態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の
選択等)を説明できる。(E2(4)②1)(技能)

１２．炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病等)について、治療薬の薬理(薬理作用、
機序、主な副 作用)、および病態(病態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明
できる。 (E2(4)②2)(技能)

１３．糖尿病とその合併症について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、およ
び病態(病態 生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。(E2(5)①1)  (技能)

１４．脂質異常症について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態
(病態生理、症 状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。(E2(5)①2)   (技能)

１５．高尿酸血症・痛風について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および
病態(病態生 理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。 (E2(5)①3)   (技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

各種疾患の成り立ちについて、どの臓器がどのような病理変化を呈するのかを理解した
上で、有効な医薬品を疾患別に講義していく。講義にはサブノート形式のプリントを配
布するのでこれを利用するとよい。なお、毎回の講義の復習を忘れないことが重要であ
る。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回の講義内容のまとめをＦＵポータルにアップロードする。最重要点を空欄にしてい
るので講義プリント・教科書を参考にして埋める。学習の程度についてＦＵポータル上
の確認テストで確認する（60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。定期試験の成績を70％、中
間テスト（10月下旬に行う）20%、宿題遂行や授業態度等の平常点(10%)として総合的に
評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

新しい疾患薬理学:南江堂, 7,200円, ISBN：978-4-524-40335-6
今日の治療薬　2019：南江堂,4,600円,ISBN：978-4-524-24808-7

◎－－－　授業計画　－－－◎

●麻酔科（ペインクリニック）領域の疾患に用いる薬物
１. 全身麻酔薬の作用および作用機序(E2(1)③1)
２. 鎮痛薬（麻薬性・非麻薬性鎮痛薬）、片頭痛および
頭痛治療薬の作用および作用機序(E2(1)③2)
３. 片頭痛治療薬の薬理の作用および作用機序(E2(1)
③11)
●循環器内科領域の疾患に用いる薬物
４．不整脈の病態と治療薬の作用および作用機序(E2(3)①1
～２)
５．急性および慢性心不全（うっ血性心不全）の病態と治
療薬の作用および作用機序(E2(3)①2)
６．狭心症・心筋梗塞の病態と治療薬の作用および作用機
序(E2(3)①3)
７．高血圧症の病態と治療薬の作用および作用機序(E2(3)
①4)
●炎症反応と骨・関節の疾患に用いる薬物
８．炎症の発症機序とステロイド性・非ステロイド性抗炎
症薬の作用および作用機序、関節リウマチ治療薬の作用お
よび作用機序(E(2)①1̃2) (E2(2)③1)
●呼吸器内科領域の疾患に用いる薬物
９．呼吸器系疾患の病態と治療薬の作用および作用機序
(E2(4)①2～４)
１０．気管支喘息の病態と気管支拡張薬および喘息治療薬
の作用および作用機序(E2(4)①1)
●消化器内科領域の疾患に用いる薬物
１１．胃・十二指腸潰瘍の病態と治療薬の作用および作用
機序(E2(4)②1)
１２．炎症性腸疾患の病態と治療薬の作用および作用機序
(E2(4)②2～4)
●糖尿病・代謝系内科領域の疾患に用いる薬物
１３．糖尿病の病態と治療薬の作用および作用機序(E2(5)
①1)
１４．脂質代謝異常症の病態と治療薬の作用および作用機
序(E2(5)①2)
１５．高尿酸血症・痛風の病態と治療薬の作用および作用
機序(E2(5)①3)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

病態を理解した上での薬理作用の理解でないと履修の意味
がない。従って下位学年で既に履修した機能形態学や基礎
薬理学の内容を常に反復復習できるようにすること。すな
わち使用した教科書や講義ノート等も常に直ぐ見直せるよ
うにしておく。毎回の講義では、復習を第一に行うこと。
習熟度は確認テスト等により頻回にチェックします。



2019-9030000700-01疾患薬理学Ⅲ「P-a」（科目番号：3M2）

岩崎　克典

◎薬  :B-3

1.１．全身麻酔薬、催眠薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)および臨床適
用を説明できる。 (E2(1)③1)　(B-3)

2.２．麻薬性鎮痛薬、非麻薬性鎮痛薬および解熱生鎮痛薬の薬理(薬理作用、機
序、主な副作用)、および臨床適用を説明できる。(E2(1)③2) 　(B-3)

3.3. 片頭痛について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病
態(病態生理、症状等)・ 薬物治療(医薬品の選択等)について説明できる。 (E2
(1)③11)　(B-3)

4.４．不整脈および関連疾患について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副
作用)、および病態 (病態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明でき
る。 (E2(3)①1)　(B-3)

5.５．急性および慢性心不全について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副
作用)、および病態(病態 生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明でき
る。(E2(3)①2)　(B-3)

6.６．虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞)について、治療薬の薬理(薬理作用、機
序、主な副作用)、およ び病態(病態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)
を説明できる。(E2(3)①3)　(B-3)

7.７．本態性高血圧症、二次性高血圧症(腎性高血圧症、腎血管性高血圧症を含
む) について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病態
生理、 症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。 (E2(3)①4)　(B-3)

8.８．抗炎症薬(ステロイド性および非ステロイド性)および解熱性鎮痛薬の薬
理(薬理作用、機序、主な副作用)および関節リウマチの病態(病態生理、症 状
等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる 。(E2(2)①1-2) (E2(2)③1)　(B-3)

9.９．鎮咳薬、去痰薬、呼吸興奮薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)およ
び臨床適用を説明できる。(E2(4)①4)　(B-3)

10.１０．気管支喘息について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、
および病態(病態生理、症 状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。(E2
(4)①1) 　(B-3)

11.１１．胃食道逆流症（逆流性食道炎を含む）、消化性潰瘍、胃炎について、
治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病 態生理、症状
等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。(E2(4)②1)　(B-3)

12.１２．炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病等)について、治療薬の薬理
(薬理作用、機序、主な副 作用)、および病態(病態生理、症状等)・薬物治療(医
薬品の選択等)を説明できる。 (E2(4)②2)　(B-3)

13.１３．糖尿病とその合併症について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な
副作用)、および病態(病態 生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明で
きる。(E2(5)①1)  　(B-3)

14.１４．脂質異常症について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、
および病態(病態生理、症 状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。(E2
(5)①2)   　(B-3)

15.１５．高尿酸血症・痛風について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副
作用)、および病態(病態生 理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明でき
る。 (E2(5)①3)   　(B-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。



2019-9030000700-02疾患薬理学Ⅲ「P-b」（科目番号：3M2）

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

岩崎　克典

◎－－－　一般目標　－－－◎

疾患薬理学IIに引き続いて、各臓器ごとの疾患と治療について系統的、診療科別に学習す
る。外科手術に必要な全身麻酔薬および鎮痛薬一般について、内科領域の疾患として循
環器系疾患、呼吸器系疾患、消化器系疾患、また生活習慣病の基礎疾患でもある高血圧
症・糖尿病・高脂血症などの内分泌系疾患に有効な薬物について、疾患の成り立ち（解
剖・病理）の概略を理解し、薬物の作用機序、臨床応用および主な副作用ならびに臨床
適用に関する知識を修得する。薬剤師になって経験する疾患の多くをこの講義で学ぶこ
とになる。薬学部６年制「薬学教育モデル・コアカリキュラム（日本薬学会）」の指針
「E2薬理・病態・薬物治療」にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．全身麻酔薬、催眠薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)および臨床適用を説明でき
る。 (E2(1)③1)(技能)

２．麻薬性鎮痛薬、非麻薬性鎮痛薬および解熱生鎮痛薬の薬理(薬理作用、機序、主な副
作用)、および臨床適用を説明できる。(E2(1)③2) (技能)

3. 片頭痛について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病態生
理、症状等)・ 薬物治療(医薬品の選択等)について説明できる。 (E2(1)③11)(技能)

４．不整脈および関連疾患について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、およ
び病態 (病態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。 (E2(3)①1)(技能)

５．急性および慢性心不全について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、およ
び病態(病態 生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。(E2(3)①2)(技能)

６．虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞)について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副
作用)、およ び病態(病態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。(E2(3)
①3)(技能)

７．本態性高血圧症、二次性高血圧症(腎性高血圧症、腎血管性高血圧症を含む) につい
て、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病態生理、 症状等)・薬物
治療(医薬品の選択等)を説明できる。 (E2(3)①4)(技能)

８．抗炎症薬(ステロイド性および非ステロイド性)および解熱性鎮痛薬の薬理(薬理作
用、機序、主な副作用)および関節リウマチの病態(病態生理、症 状等)・薬物治療(医薬品
の選択等)を説明できる 。(E2(2)①1-2) (E2(2)③1)(技能)

９．鎮咳薬、去痰薬、呼吸興奮薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)および臨床適用を
説明できる。(E2(4)①4)(技能)

１０．気管支喘息について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態
(病態生理、症 状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。(E2(4)①1) (技能)

１１．胃食道逆流症（逆流性食道炎を含む）、消化性潰瘍、胃炎について、治療薬の薬
理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病 態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の
選択等)を説明できる。(E2(4)②1)(技能)

１２．炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病等)について、治療薬の薬理(薬理作用、
機序、主な副 作用)、および病態(病態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明
できる。 (E2(4)②2)(技能)

１３．糖尿病とその合併症について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、およ
び病態(病態 生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。(E2(5)①1)  (技能)

１４．脂質異常症について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態
(病態生理、症 状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。(E2(5)①2)   (技能)

１５．高尿酸血症・痛風について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および
病態(病態生 理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。 (E2(5)①3)   (技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

各種疾患の成り立ちについて、どの臓器がどのような病理変化を呈するのかを理解した
上で、有効な医薬品を疾患別に講義していく。講義にはサブノート形式のプリントを配
布するのでこれを利用するとよい。なお、毎回の講義の復習を忘れないことが重要であ
る。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回の講義内容のまとめをＦＵポータルにアップロードする。最重要点を空欄にしてい
るので講義プリント・教科書を参考にして埋める。学習の程度についてＦＵポータル上
の確認テストで確認する（60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。定期試験の成績を70％、中
間テスト（10月下旬に行う）20%、宿題遂行や授業態度等の平常点(10%)として総合的に
評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

新しい疾患薬理学:南江堂, 7,200円, ISBN：978-4-524-40335-6
今日の治療薬　2019：南江堂,4,600円,ISBN：978-4-524-24808-7

◎－－－　授業計画　－－－◎

●麻酔科（ペインクリニック）領域の疾患に用いる薬物
１. 全身麻酔薬の作用および作用機序(E2(1)③1)
２. 鎮痛薬（麻薬性・非麻薬性鎮痛薬）、片頭痛および
頭痛治療薬の作用および作用機序(E2(1)③2)
３. 片頭痛治療薬の薬理の作用および作用機序(E2(1)
③11)
●循環器内科領域の疾患に用いる薬物
４．不整脈の病態と治療薬の作用および作用機序(E2(3)①1
～２)
５．急性および慢性心不全（うっ血性心不全）の病態と治
療薬の作用および作用機序(E2(3)①2)
６．狭心症・心筋梗塞の病態と治療薬の作用および作用機
序(E2(3)①3)
７．高血圧症の病態と治療薬の作用および作用機序(E2(3)
①4)
●炎症反応と骨・関節の疾患に用いる薬物
８．炎症の発症機序とステロイド性・非ステロイド性抗炎
症薬の作用および作用機序、関節リウマチ治療薬の作用お
よび作用機序(E(2)①1̃2) (E2(2)③1)
●呼吸器内科領域の疾患に用いる薬物
９．呼吸器系疾患の病態と治療薬の作用および作用機序
(E2(4)①2～４)
１０．気管支喘息の病態と気管支拡張薬および喘息治療薬
の作用および作用機序(E2(4)①1)
●消化器内科領域の疾患に用いる薬物
１１．胃・十二指腸潰瘍の病態と治療薬の作用および作用
機序(E2(4)②1)
１２．炎症性腸疾患の病態と治療薬の作用および作用機序
(E2(4)②2～4)
●糖尿病・代謝系内科領域の疾患に用いる薬物
１３．糖尿病の病態と治療薬の作用および作用機序(E2(5)
①1)
１４．脂質代謝異常症の病態と治療薬の作用および作用機
序(E2(5)①2)
１５．高尿酸血症・痛風の病態と治療薬の作用および作用
機序(E2(5)①3)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

病態を理解した上での薬理作用の理解でないと履修の意味
がない。従って下位学年で既に履修した機能形態学や基礎
薬理学の内容を常に反復復習できるようにすること。すな
わち使用した教科書や講義ノート等も常に直ぐ見直せるよ
うにしておく。毎回の講義では、復習を第一に行うこと。
習熟度は確認テスト等により頻回にチェックします。



2019-9030000700-02疾患薬理学Ⅲ「P-b」（科目番号：3M2）

岩崎　克典

◎薬  :B-3

1.１．全身麻酔薬、催眠薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)および臨床適
用を説明できる。 (E2(1)③1)　(B-3)

2.２．麻薬性鎮痛薬、非麻薬性鎮痛薬および解熱生鎮痛薬の薬理(薬理作用、機
序、主な副作用)、および臨床適用を説明できる。(E2(1)③2) 　(B-3)

3.3. 片頭痛について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病
態(病態生理、症状等)・ 薬物治療(医薬品の選択等)について説明できる。 (E2
(1)③11)　(B-3)

4.４．不整脈および関連疾患について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副
作用)、および病態 (病態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明でき
る。 (E2(3)①1)　(B-3)

5.５．急性および慢性心不全について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副
作用)、および病態(病態 生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明でき
る。(E2(3)①2)　(B-3)

6.６．虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞)について、治療薬の薬理(薬理作用、機
序、主な副作用)、およ び病態(病態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)
を説明できる。(E2(3)①3)　(B-3)

7.７．本態性高血圧症、二次性高血圧症(腎性高血圧症、腎血管性高血圧症を含
む) について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病態
生理、 症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。 (E2(3)①4)　(B-3)

8.８．抗炎症薬(ステロイド性および非ステロイド性)および解熱性鎮痛薬の薬
理(薬理作用、機序、主な副作用)および関節リウマチの病態(病態生理、症 状
等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる 。(E2(2)①1-2) (E2(2)③1)　(B-3)

9.９．鎮咳薬、去痰薬、呼吸興奮薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)およ
び臨床適用を説明できる。(E2(4)①4)　(B-3)

10.１０．気管支喘息について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、
および病態(病態生理、症 状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。(E2
(4)①1) 　(B-3)

11.１１．胃食道逆流症（逆流性食道炎を含む）、消化性潰瘍、胃炎について、
治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病 態生理、症状
等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。(E2(4)②1)　(B-3)

12.１２．炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病等)について、治療薬の薬理
(薬理作用、機序、主な副 作用)、および病態(病態生理、症状等)・薬物治療(医
薬品の選択等)を説明できる。 (E2(4)②2)　(B-3)

13.１３．糖尿病とその合併症について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な
副作用)、および病態(病態 生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明で
きる。(E2(5)①1)  　(B-3)

14.１４．脂質異常症について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、
および病態(病態生理、症 状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。(E2
(5)①2)   　(B-3)

15.１５．高尿酸血症・痛風について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副
作用)、および病態(病態生 理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明でき
る。 (E2(5)①3)   　(B-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。



2019-9030000697-01生物系実習Ⅳ（科目番号：3M5）

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：実習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・３時限～５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

岩崎　克典、三島　健一、桂林　秀太郎、佐野　和憲（窪田　香織、渡辺　拓也、入江　圭一、山下　郁太）

◎－－－　一般目標　－－－◎

講義で習った機能形態学、生化学、薬理学および病態生理学等の知識
を活かして実際に動物を用いることによって、薬物の効力や作用機序
を学ぶ。この実験を通して、動物から得られるあらゆる情報、すなわ
ち薬の効果を注意深く観察することによって薬物の作用を理解する。
このような視覚的また経験的に得られた知識が薬物治療の指針とな
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「E1薬の作用と体の変化」「E2薬理・病態・薬物治療」
を中心に実習する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１. 動物実験における倫理について配慮できる。（E1(1)②1）(態度・
志向性)

２. 実験動物を適正に取り扱うことができる。（E1(1)②2） (態度・志
向性)

実験動物での代表的な投与方法が実施できる。（E1(1)②3）(態度・志
向性)

自律神経系に作用する代表的な薬物の効果を動物実験で測定できる。
（E2(1)①4） (態度・志向性)

知覚神経、運動神経に作用する代表的な薬物の効果を動物実験で測定
できる。（E2(1)②3） (態度・志向性)

中枢神経系に作用する薬物の効果を動物実験で測定できる。（E2(1)
③12） (態度・志向性)

循環器系に作用する薬物の効果を動物実験で測定できる。（E2(3)
①6）(態度・志向性)

◎－－－　学習方法　－－－◎

毎回の実験と実験結果に基づくスモールグループディスカッション
（SGD）を行なう。毎回かなり広範な学習が必要となるので、よく予
習をして実習に臨むことを勧める。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

実習は薬理学の講義（疾患薬理学）と連携して行うので、前日までに
その日に行う予定の項目に関して実習書を熟読し、どのような手順で
実験すればいいかを考えておく（予習）。実習後のSGDに備えて得ら
れたデータから何がわかるかを十分に考察しておくこと（復習）｛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。実習試験
の成績を50%、実習レポートを20%、平常点を30%として総合的に評
価する。平常点(30%)は実習態度（時間厳守、マナー尊守、グループ
内での活動、基本的な実験操作など）を、実習レポート(20%)では、
実習内容の理解度（考察）や図表の完成度を、４段階で評価する。詳
細な評価基準については、初日の講義の中で説明する。フィードバッ
クとしてレポートにコメントして返却する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

実習書を配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

基礎薬理学実験　ISBN 4524480242
薬理学実習の実際とデータの見方　ISBN 4525722916

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　中枢神経作用薬
　抗精神病薬や抗不安薬を投与したマウスの自発運動量、
カタレプシー、協調運動を調べ、中枢作用の仕組みを理解
する。（E1(1)②1-3、E2(1)③12）
２　鎮痛作用
　Hot plate法、Haffner法、tail-flick法により、種々の実験的
疼痛に対する鎮痛薬の作用を観察し、その鎮痛効果の仕組
みを理解する。（E1(1)②1-3、E2(1)②3）
３　自律神経作用薬
　動物の血圧および心拍数をシュミレーションしながら、
各種作用機序の異なる薬物を用いて、循環器系の調節機構
を考察する。（E1(1)②1-3、E2(1)①4、E2(3)①6、アドバン
スト）
４　腸管作用の観察
　モルモットの摘出腸管を用い、種々の薬物による収縮、
弛緩作用を観察する。（E1(1)②1-3、E2(1)①4）
５　利尿作用の観察
　マウスの尿量に及ぼす各種利尿薬の作用を観察し、尿生
成の仕組みと利尿薬の作用機序を理解する。（E1(1)
②1-3、アドバンスト）



2019-9030000697-01生物系実習Ⅳ（科目番号：3M5）

岩崎　克典、三島　健一、桂林　秀太郎、佐野　和憲（窪田　香織、渡辺　拓也、入江　圭一、山下　郁太）

◎薬  :C-2

1.１. 動物実験における倫理について配慮できる。（E1(1)②1）　(C-2)

2.２. 実験動物を適正に取り扱うことができる。（E1(1)②2） 　(C-2)

3.実験動物での代表的な投与方法が実施できる。（E1(1)②3）　(C-2)

4.自律神経系に作用する代表的な薬物の効果を動物実験で測定できる。（E2(1)
①4） 　(C-2)

5.知覚神経、運動神経に作用する代表的な薬物の効果を動物実験で測定でき
る。（E2(1)②3） 　(C-2)

6.中枢神経系に作用する薬物の効果を動物実験で測定できる。（E2(1)③12） 　
(C-2)

7.循環器系に作用する薬物の効果を動物実験で測定できる。（E2(3)①6）　
(C-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。



2019-9030000789-01総合医療薬学特別講義Ⅳ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 6 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・１時限～２時限　　試験時間割：後日発表　　

岩崎　克典、三島　健一、桂林　秀太郎、佐野　和憲（窪田　香織、渡辺　拓也）

◎－－－　一般目標　－－－◎

総合医療薬学特別講義IVでは、これまでに学んだ機能形態学、疾患薬理学、病態生理学、病態・
薬物治療学などの知識を、臓器ごと、疾患ごとに整理し、系統的に解説する。さらに、医療チー
ムの一員として患者情報に応じた薬の選択、用法、用量の設定及び医薬品情報・安全性や治療ガ
イドラインを考慮した適正な薬物治療に参画できるようになることを目標とし、基本的事項から
臨床応用まで系統的に学習する。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「E1薬の作用と体の変化（E1(1)-(4)）、E2薬理・病態・薬物治療(E2(1)-(7))にそって講
義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１． 薬の作用について説明できる。(E1(1)①1-9,②1-3)(知識・理解)

２． 医薬品の安全性について説明できる。(E1(4)1-4)(知識・理解)

３． 感覚器・皮膚の疾患 について、治療薬の薬理（薬理作用、機序、主な副作用）および
病態（病態生理、症状等）・薬物治療（医薬品の選択等）を説明できる。(E2(6)①1-4,②1-2,③1-4,
④1)(技能)

４． 全身麻酔薬、催眠薬、麻薬性鎮痛薬、非麻薬性鎮痛薬、中枢興奮薬の薬理（薬理作
用、機序、主な副作用）および薬物治療（医薬品の選択）を説明できる。(E2(1)③1-3)(技能)

５． 中枢神経系の疾患のうち、てんかん、パーキンソン病、認知症（アルツハイマー型認
知症、脳血管性認知症）、脳血管疾患（脳内出血、脳梗塞、くも膜下出血）について治療の薬理
（薬理作用、機序、主な副作用）および薬物治療（医薬品の選択）を説明できる。(E2(1)③7-10)
(技能)

６． 交感神経系、副交感神経系および知覚神経に作用し、その支配器官の機能を修飾する
代表的な薬物を挙げ、薬理作用、機序、主な副作用を説明できる。(E2(1)①1,2,②1)(技能)

７． 運動神経系ならびに神経節に作用する代表的な薬物を挙げ、薬理作用、機序、主な副
作用を説明できる。(E2(1)①1-3,②1,4) (技能)

８． 加齢に関する疾患のうち、骨粗鬆症について、治療薬の薬理（薬理作用、機序、主な
副作用）、および病態（病態生理、症状等）・薬物治療（医薬品の選択等）を説明できる。(E2(2)
③1-4)(技能)

９． 中枢神経系の疾患のうち、統合失調症、うつ病、躁うつ病、不安神経症（パニック障
害と全般性不安障害）、心身症、不眠症について、治療の薬理（薬理作用、機序、主な副作用）
および薬物治療（医薬品の選択）を説明できる。(E2(1)③3-6)(技能)

１０．抗炎症薬、アレルギー治療薬（抗ヒスタミン薬、抗アレルギー薬等）、泌尿器作用薬（利
尿薬等）、骨・関節・カルシウム代謝疾患治療薬の薬理（薬理作用、機序、主な副作用）を説明
できる。（E2(2)①1-3, E2(2)②1-3, E2(3)③1-４,E2(2)③1-4）(技能)

１１．循環器系の疾患（不整脈、急性および慢性心不全、虚血性心疾患、高血圧症）について、
治療薬の薬理（薬理作用、機序、主な副作用）および病態（病態生理、症状等）・薬物治療（医
薬品の選択等）を説明できる。（E2(3)①1-4）(技能)

１２．呼吸器系疾患、消化器系疾患、代謝系疾患（について、治療薬の薬理（薬理作用、機序、
主な副作用）および病態（病態生理、症状等）・薬物治療（医薬品の選択等）を説明できる。
（E2(4)①1-4, E2(4)②1-4, E2(5)①1-3）(技能)

１３．血液・造血器系疾患について、治療薬の薬理（薬理作用、機序、主な副作用）および薬物
治療（医薬品の選択）を説明できる。（E2(3)②1-5）(技能)

１４．免疫疾患について、治療薬である免疫抑制薬・免疫刺激薬の薬理（薬理作用、機序、主な
副作用）および薬物治療（医薬品の選択）を説明できる。（E2(2)①1-3, E2(2)②1-9）(技能)

１５．悪性新生物について、抗悪性腫瘍薬の薬理（薬理作用、機序、主な副作用）および薬物治
療（医薬品の選択）を説明できる。（E2(7)⑦1-3,⑧1-13）(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

本講義は、薬に対する幅広い知識が要求される薬剤師としての自覚と薬理作用に関する幅広い知
識を習得することを第一目標にする。最終的には薬剤師国家試験の合格を目指すものであるが、
これにとらわれず講義を進める。また講義は各自の勉強の進行状況に合わせて柔軟な進行形態で
進める。疾患ごとに使用される薬物のまとめノートを作製し国家試験問題のうち特に薬理学理論
に関する問題と対応できるようにしておくことが肝要である。なお、毎回の講義の復習を忘れな
いことが重要である。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義で配布するプリントの講義項目について、疾患薬理学の講義プリントおよび教科書で理解を
深めておくこと。講義で解説した内容および問題解説はその日のうちに再確認して確実に理解を
深めておくこと(90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

薬の効くプロセスに関する基本的な知識の習得が、到達目標のを達成できているかどうかを評価
の基準とする。定期試験(100%)の成績により評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

基本的にこれまでの薬理系教科で使用した教科書を使用する。

◎－－－　参考書　－－－◎

今日の治療薬2018　ISBN 978-4-524-24012-8
新しい疾患薬理学　ISBN 978-4-524-40335-6
１．基礎薬理学実験（南江堂） 久保田和彦〔ほか〕編　ISBN　4524480242　1987年

２．薬理学実習の実際とデータの見方（南山堂） ISBN　4525722916　1999年

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．薬の受容体と情報伝達、作用・副作用（E1(1)、E1(4)
三島）
２．薬の作用機序（用量と反応、標的分子・受容体、生理
活性物質、相互作用、副作用と毒性）（E1(1)、E1(4)三
島）
３．感覚器作用薬（眼疾患その他の感覚器疾患治療薬）
（E2(6)①1-4,②1-2,③1-4,④1三島）
４．中枢神経作用薬１（全身麻酔薬、催眠薬、鎮痛薬）
（E2(1)③1～３三島）
５．中枢神経作用薬２（抗てんかん薬、抗パーキンソン病
薬、抗アルツハイマー病薬、脳血管障害治療薬）（E2(1)
③7～10渡辺）
６．自律神経作用薬（交感神経作用薬・副交感神経作用
薬）（E2(1)①1～３渡辺）
７．運動神経作用薬（骨格筋作用薬）（E2(1)②1,4桂林）
８．加齢疾患関連薬（E2(2)③1-4桂林）
９．精神疾患治療薬（統合失調症、うつ病、神経症治療
薬）（E2(1)③4～6窪田）
１０．抗炎症・アレルギー関連薬、骨代謝関連薬、泌尿器
作用薬、感覚器作用薬 （E2(2)①1～3,②1～7,③1～4窪田）
１１．循環器作用薬（心不全治療薬、抗不整脈薬、虚血性
心疾患治療薬、抗高血圧薬）（E2(3)①1～4岩崎）
１２．呼吸器系作用薬（抗ぜんそく薬）、代謝系作用薬
（糖尿病、脂質異常、高尿酸血症治療薬）、消化器作用薬
（胃十二指腸潰瘍治療薬、消化器疾患治療薬） （E2(4)①1
～4,② 1～9岩崎）
１３．血液・造血器作用薬（E2(3)②1～5佐野）
１４．免疫抑制薬・免疫刺激薬（E2(2)①1～3,②1～9佐
野）
１５．抗悪性腫瘍薬（E2(7)⑦1～3,⑧2～13佐野）
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岩崎　克典、三島　健一、桂林　秀太郎、佐野　和憲（窪田　香織、渡辺　拓也）

◎薬

1.１． 薬の作用について説明できる。(E1(1)①1-9,②1-3)　(A-2)

2.２． 医薬品の安全性について説明できる。(E1(4)1-4)　(A-2)

3.３． 感覚器・皮膚の疾患 について、治療薬の薬理（薬理作用、機序、
主な副作用）および病態（病態生理、症状等）・薬物治療（医薬品の選択等）
を説明できる。(E2(6)①1-4,②1-2,③1-4,④1)　(B-3)

4.４． 全身麻酔薬、催眠薬、麻薬性鎮痛薬、非麻薬性鎮痛薬、中枢興奮
薬の薬理（薬理作用、機序、主な副作用）および薬物治療（医薬品の選択）を
説明できる。(E2(1)③1-3)　(B-3)

5.５． 中枢神経系の疾患のうち、てんかん、パーキンソン病、認知症
（アルツハイマー型認知症、脳血管性認知症）、脳血管疾患（脳内出血、脳梗
塞、くも膜下出血）について治療の薬理（薬理作用、機序、主な副作用）およ
び薬物治療（医薬品の選択）を説明できる。(E2(1)③7-10)　(B-3)

6.６． 交感神経系、副交感神経系および知覚神経に作用し、その支配器
官の機能を修飾する代表的な薬物を挙げ、薬理作用、機序、主な副作用を説明
できる。(E2(1)①1,2,②1)　(B-3)

7.７． 運動神経系ならびに神経節に作用する代表的な薬物を挙げ、薬理
作用、機序、主な副作用を説明できる。(E2(1)①1-3,②1,4) 　(B-3)

8.８． 加齢に関する疾患のうち、骨粗鬆症について、治療薬の薬理（薬
理作用、機序、主な副作用）、および病態（病態生理、症状等）・薬物治療
（医薬品の選択等）を説明できる。(E2(2)③1-4)　(B-3)

9.９． 中枢神経系の疾患のうち、統合失調症、うつ病、躁うつ病、不安
神経症（パニック障害と全般性不安障害）、心身症、不眠症について、治療の
薬理（薬理作用、機序、主な副作用）および薬物治療（医薬品の選択）を説明
できる。(E2(1)③3-6)　(B-3)

10.１０．抗炎症薬、アレルギー治療薬（抗ヒスタミン薬、抗アレルギー薬
等）、泌尿器作用薬（利尿薬等）、骨・関節・カルシウム代謝疾患治療薬の薬
理（薬理作用、機序、主な副作用）を説明できる。（E2(2)①1-3, E2(2)②1-3,
E2(3)③1-４,E2(2)③1-4）　(B-3)

11.１１．循環器系の疾患（不整脈、急性および慢性心不全、虚血性心疾患、高
血圧症）について、治療薬の薬理（薬理作用、機序、主な副作用）および病態
（病態生理、症状等）・薬物治療（医薬品の選択等）を説明できる。（E2(3)
①1-4）　(B-3)

12.１２．呼吸器系疾患、消化器系疾患、代謝系疾患（について、治療薬の薬理
（薬理作用、機序、主な副作用）および病態（病態生理、症状等）・薬物治療
（医薬品の選択等）を説明できる。（E2(4)①1-4, E2(4)②1-4, E2(5)①1-3）　
(B-3)

13.１３．血液・造血器系疾患について、治療薬の薬理（薬理作用、機序、主な
副作用）および薬物治療（医薬品の選択）を説明できる。（E2(3)②1-5）　
(B-3)

14.１４．免疫疾患について、治療薬である免疫抑制薬・免疫刺激薬の薬理（薬
理作用、機序、主な副作用）および薬物治療（医薬品の選択）を説明できる。
（E2(2)①1-3, E2(2)②1-9）　(B-3)

15.１５．悪性新生物について、抗悪性腫瘍薬の薬理（薬理作用、機序、主な副
作用）および薬物治療（医薬品の選択）を説明できる。（E2(7)⑦1-3,⑧1-13）
　(B-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。
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 6 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・３時限～５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

江川　孝、（甲斐　麻美子、中野　貴文）

◎－－－　一般目標　－－－◎

薬剤師の職能については、これまでに学修してきた薬学の知識
を駆使し、病棟業務や在宅医療の実臨床で薬剤師が医師・看護
師と協同で適切な薬物療法を患者に提供するための共通の知
識・技能・態度の習得することを目標とする。また、本演習で
は、薬物治療における副作用モニタリングのための知識を復習
し、医薬品適正使用のためのフィジカルアセスメントに関する
技能・態度を習得する。本演習は、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「F薬学臨
床[F(3)-(5)]」に沿って行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

フィジカルアセスメントの意義を説明できる。(知識・理解)

代表的な医薬品の副作用による症状を列挙できる。(技能)

フィジカルイグザミネーションに必要な知識・技能・態度を説
明できる。(知識・理解)

模擬患者の状態を系統的に観察し、正常もしくは異常を判断で
きる。(技能)

フィジカルアセスメントから得られた情報をもとに受診勧奨が
できる。(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

本演習は、これまで学んだ適切な薬物療法を提供するための知
識を駆使してPBL型演習を行う。医師・看護師・薬剤師に共通
の知識・技能・態度を習得することを目標にしているので、演
習に必要な科目の教科書を読んで知識を整理しておくこと。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

演習の予習、復習は必須である。薬学的知識のみならず医師・
看護師の職能や法的規制についても理解しておくこと。とくに
演習にて習得した技能は復習することを推奨する（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

問題解決のためのパフォーマンス（70％）及び成果報告
（30％）をルーブリック評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

追加の資料は適宜配付する

◎－－－　参考書　－－－◎

フィジカルアセスメントガイドブック　ISBN
978-4-260-01384-0

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. フィジカルアセスメント概論（江川・甲斐・中野）
2. 問診（江川・甲斐・中野）
3. バイタルサイン（江川・甲斐・中野）
4. フィジカルイグザミネーション（江川・甲斐・中
野）
5. 循環器系のフィジカルアセスメント －血圧－（江
川・甲斐・中野）
6. 循環器系のフィジカルアセスメント －心電図－（江
川・甲斐・中野）
7. 循環器系のフィジカルアセスメント －心音－（江
川・甲斐・中野）
8. 呼吸器系のフィジカルアセスメント －呼吸様式－
（江川・甲斐・中野）
9. 呼吸器系のフィジカルアセスメント －呼吸回数－
（江川・甲斐・中野）
10. 呼吸器系のフィジカルアセスメント －肺雑音－
（江川・甲斐・中野）
11. 浮腫のアセスメント（江川・甲斐・中野）
12. セルフメディケーションのアルゴリズム（江川・甲
斐・中野）
13. PBL演習・ロールプレイ（江川・甲斐・中野）
14. PBL演習・SOAP作成（江川・甲斐・中野）
15. PBL演習・症例の解説（江川・甲斐・中野）
16. PBL演習（疼痛管理）・ロールプレイ（江川・甲
斐・中野）
17. PBL演習・SOAP作成（江川・甲斐・中野）
18. PBL演習・症例の解説（江川・甲斐・中野）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　履修者の定員を24名程度とし、履修希望者が定員を超え
た場合は、GPAを参考に選考する。また、履修登録者の服
装は、Tシャツもしくは薄手の開襟シャツ、パンツスタイ
ルもしくはハーフパンツおよび脱ぎ履きのし易い履物が望
ましい。
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江川　孝、（甲斐　麻美子、中野　貴文）

◎薬

1.フィジカルアセスメントの意義を説明できる。　(A-2)

2.代表的な医薬品の副作用による症状を列挙できる。　(B-2)

3.フィジカルイグザミネーションに必要な知識・技能・態度を説明できる。　
(A-2)

4.模擬患者の状態を系統的に観察し、正常もしくは異常を判断できる。　(B-2)

5.フィジカルアセスメントから得られた情報をもとに受診勧奨ができる。　
(B-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。
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 6 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：後日発表　　

江川　孝、首藤 英樹、冨永 宏治、林　稔展

◎－－－　一般目標　－－－◎

これまでに学習した薬物動態学・薬力学・薬学疾患管理学の知識
と実務実習での経験を統合して、模擬症例で設定された課題を多
面的に解析することにより、医薬品適正使用や安全な薬物療法を
支援するための問題認識能力と問題解決能力を身につける。
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「E1薬の作用と体の変化(1)-(4)」および「F薬学臨
床(2)-(3）」にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

模擬症例について、主訴、現病歴、既往歴、生活歴、身体所見、
検査所見、処方内容などから、症例の全体像を説明できる。(E1
(2)①1,F(3)①1-3）(知識・理解)

当該疾患・病態の定義、診断基準、予後および標準的な治療法に
ついて説明できる。(E1(3)1-2）(知識・理解)

当該疾患・病態および薬物療法の評価に関して必要な自覚的所
見、他覚的所見および検査法について説明できる。(F(3)①1-3,
④1-2）(知識・理解)

処方薬剤の目的・意義などについて説明できる。(E1(1)①7,F(2)
②1,F(3)③1-2）(技能)

薬剤師の立場からの患者教育・患者指導について説明できる。(F
(2)④5-6,F(3)③3）(技能)

薬物治療上の問題点を抽出し、対処法を提案できる。(E1(1)
①7-8,(4)1-3,F(2)②2-5,F(3)③3,④3）(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

教科書に準拠し重要ポイントについて講義する。教科書で不十分
な項目については資料を配布する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前に実務実習で学習した内容を復習するとともに、教科書をよ
く読んで予習しておくこと（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

提示された症例や処方の解析および薬学的問題点について説明で
きること。またその対応策の提案ができることを評価の基準とす
る。
原則として、定期試験１００％とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

薬学生・薬剤師のための処方解析トレーニング帳、門林宗男・前
田初男編著、化学同人、2010年、3000円、
【ISBN978-4-7598-1297-8】

◎－－－　参考書　－－－◎

症例で身につける臨床薬学ハンドブック第2版、越前宏俊・鈴木
孝編集、羊土社、2014年、3500円、【ISBN978-4-7581-0931-4】　

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．疾患解析と処方解析（江川）
(E1(1)①7-8,(2)①1,(3)1-2,(4)1-3,F(2)②1-5,④5-6,(3)①1-3,
③1-3,④1-3)
２．心臓と血管の疾患（首藤）
(E1(1)①7-8,(2)①1,(3)1-2,(4)1-3,F(2)②1-5,④5-6,(3)①1-3,
③1-3,④1-3)
３．肺と気道の疾患（首藤）
(E1(1)①7-8,(2)①1,(3)1-2,(4)1-3,F(2)②1-5,④5-6,(3)①1-3,
③1-3,④1-3)
４．消化器の疾患（首藤）
(E1(1)①7-8,(2)①1,(3)1-2,(4)1-3,F(2)②1-5,④5-6,(3)①1-3,
③1-3,④1-3)
５．肝臓の疾患（林）
(E1(1)①7-8,(2)①1,(3)1-2,(4)1-3,F(2)②1-5,④5-6,(3)①1-3,
③1-3,④1-3)
６．腎臓の疾患（林）
(E1(1)①7-8,(2)①1,(3)1-2,(4)1-3,F(2)②1-5,④5-6,(3)①1-3,
③1-3,④1-3)
７．尿路の疾患（林）
(E1(1)①7-8,(2)①1,(3)1-2,(4)1-3,F(2)②1-5,④5-6,(3)①1-3,
③1-3,④1-3)
８．血液の疾患（林）
(E1(1)①7-8,(2)①1,(3)1-2,(4)1-3,F(2)②1-5,④5-6,(3)①1-3,
③1-3,④1-3)
９．脳と神経の疾患（江川）
(E1(1)①7-8,(2)①1,(3)1-2,(4)1-3,F(2)②1-5,④5-6,(3)①1-3,
③1-3,④1-3)
１０．内分泌代謝性疾患（江川）
(E1(1)①7-8,(2)①1,(3)1-2,(4)1-3,F(2)②1-5,④5-6,(3)①1-3,
③1-3,④1-3)
１１．皮膚の疾患（冨永）
(E1(1)①7-8,(2)①1,(3)1-2,(4)1-3,F(2)②1-5,④5-6,(3)①1-3,
③1-3,④1-3)
１２．骨と関節の疾患（冨永）
(E1(1)①7-8,(2)①1,(3)1-2,(4)1-3,F(2)②1-5,④5-6,(3)①1-3,
③1-3,④1-3)
１３．免疫の疾患（冨永）
(E1(1)①7-8,(2)①1,(3)1-2,(4)1-3,F(2)②1-5,④5-6,(3)①1-3,
③1-3,④1-3)
１４．感覚器の疾患（冨永）
(E1(1)①7-8,(2)①1,(3)1-2,(4)1-3,F(2)②1-5,④5-6,(3)①1-3,
③1-3,④1-3)
１５．まとめ（江川）
(E1(1)①7-8,(2)①1,(3)1-2,(4)1-3,F(2)②1-5,④5-6,(3)①1-3,
③1-3,④1-3)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

３年次前期の薬物動態理論、３年次後期の臨床薬物動態解
析学、４年次前期の臨床薬物動態学、薬学健康管理学、薬
学疾患管理学、５年次の実務実習事前学習および実務実習
で学んだ内容について、総合的に復習し理解しておくこと
が望ましい。



2019-9030000774-01医療薬剤学Ⅰ「12台以前」

江川　孝、首藤 英樹、冨永 宏治、林　稔展

◎薬

1.模擬症例について、主訴、現病歴、既往歴、生活歴、身体所見、検査所見、
処方内容などから、症例の全体像を説明できる。(E1(2)①1,F(3)①1-3）　(A-2)

2.当該疾患・病態の定義、診断基準、予後および標準的な治療法について説明
できる。(E1(3)1-2）　(A-2)

3.当該疾患・病態および薬物療法の評価に関して必要な自覚的所見、他覚的所
見および検査法について説明できる。(F(3)①1-3,④1-2）　(A-2)

4.処方薬剤の目的・意義などについて説明できる。(E1(1)①7,F(2)②1,F(3)
③1-2）　(B-3)

5.薬剤師の立場からの患者教育・患者指導について説明できる。(F(2)④5-6,F(3)
③3）　(B-3)

6.薬物治療上の問題点を抽出し、対処法を提案できる。(E1(1)①7-8,(4)1-3,F(2)
②2-5,F(3)③3,④3）　(B-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。



2019-9030000790-01総合医療薬学特別講義Ⅴ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 6 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・３時限～４時限　　試験時間割：後日発表　　

江川　孝、今給黎　修、緒方　憲太郎、林　稔展

◎－－－　一般目標　－－－◎

薬剤師の職能については、これまでに学修してきた薬学の知識を駆
使し、薬剤師が実臨床で携わる実務について調剤、疑義照会、注射
剤、輸液、服薬指導、医薬品情報、医薬品の管理、リスクマネジメ
ント、チーム医療に関する業務を系統立てて理解し、これらの知識
を習得することを目標とする。本講義は、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「F薬学臨床
[F(2)-(5)]」に沿って行う。担当教員の実務経験から得られた具体的
な知見を講義のテーマにあわせて紹介する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

剤形別の調剤について説明できる。(知識・理解)

チーム医療に必要な薬剤師の役割と医薬品の適正使用について説明
できる。(知識・理解)

疑義照会や処方箋監査に必要な医薬品のTDM・相互作用について
説明できる。(知識・理解)

代表的な輸液と使用方法について説明できる。(知識・理解)

漢方処方の適正使用について説明できる。(知識・理解)

患者情報の取扱と適切な服薬指導について説明できる。(知識・理
解)

薬剤師による医薬品の管理とリスクマネジメントについて説明でき
る。(知識・理解)

医薬品の情報と臨床試験の結果について説明できる。(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

本講義は、これまで学んだ薬学の知識を臨床現場の実務である調
剤、疑義照会、注射剤、輸液、服薬指導、医薬品情報、無菌調製、
医薬品の管理、リスクマネジメント、チーム医療に関する業務別に
再構成して復習する。薬学の分野を横断した知識が求められるので
予め関連する分野の教科書を読んで予習をしてくること。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業の予習は、今までに薬学部で学んだ知識を想起させるためにも
重要である。予め教科書を読んで予習をしてくること。また、授業
に関連する薬剤師国家試験問題を解いて復習することを推奨する
（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

臨床現場の実務である調剤、疑義照会、注射剤、輸液、服薬指導、
医薬品情報、医薬品の管理、リスクマネジメント、チーム医療に関
する知識がどの程度理解しているかを評価基準とする。定期試験の
成績で評価する（100％）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

追加資料は適宜配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

調剤学総論　改訂12版　南山堂　2015年　本体6,800円　ISBN
9784525772321

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　薬剤師としての心構え・調剤（江川）
２　チーム医療 －高血圧－（江川）
３　疑義照会 －TDM－（江川）
４　チーム医療 －うつ病－（江川）
５　注射剤・輸液（江川）
６　処方箋鑑査 －相互作用－（江川）
７　患者情報（緒方）
８　服薬指導の基本（緒方）
９　服薬指導の導入（緒方）
10　服薬指導の応用（緒方）
11　リスクマネジメント（今給黎）
12　院内製剤・医薬品の管理（今給黎）
13　医薬品情報（林）
14　臨床試験（林）
15　現代医療の中の漢方薬（江川）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

これまでの関連科目と5年次の実務実習を振り返り、各自
で講義内容の総まとめを作成することが望ましい。



2019-9030000790-01総合医療薬学特別講義Ⅴ

江川　孝、今給黎　修、緒方　憲太郎、林　稔展

◎薬

1.剤形別の調剤について説明できる。　(A-2)

2.チーム医療に必要な薬剤師の役割と医薬品の適正使用について説明できる。
　(A-2)

3.疑義照会や処方箋監査に必要な医薬品のTDM・相互作用について説明でき
る。　(A-2)

4.代表的な輸液と使用方法について説明できる。　(A-2)

5.漢方処方の適正使用について説明できる。　(A-2)

6.患者情報の取扱と適切な服薬指導について説明できる。　(A-2)

7.薬剤師による医薬品の管理とリスクマネジメントについて説明できる。　
(A-2)

8.医薬品の情報と臨床試験の結果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。



2019-9030000797-01薬剤師の職能について「13台以降」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 6 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・３時限～５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

江川　孝、（甲斐　麻美子、中野　貴文）

◎－－－　一般目標　－－－◎

薬剤師の職能については、これまでに学修してきた薬学の知識
を駆使し、病棟業務や在宅医療の実臨床で薬剤師が医師・看護
師と協同で適切な薬物療法を患者に提供するための共通の知
識・技能・態度の習得することを目標とする。また、本演習で
は、薬物治療における副作用モニタリングのための知識を復習
し、医薬品適正使用のためのフィジカルアセスメントに関する
技能・態度を習得する。本演習は、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「F薬学臨
床[F(3)-(5)]」に沿って行う。担当教員の実務経験から得られた
具体的な知見を講義のテーマにあわせて紹介する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

フィジカルアセスメントの意義を説明できる。(知識・理解)

代表的な医薬品の副作用による症状を列挙できる。(技能)

フィジカルイグザミネーションに必要な知識・技能・態度を説
明できる。(知識・理解)

模擬患者の状態を系統的に観察し、正常もしくは異常を判断で
きる。(技能)

フィジカルアセスメントから得られた情報をもとに受診勧奨が
できる。(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

本演習は、これまで学んだ適切な薬物療法を提供するための知
識を駆使してPBL型演習を行う。医師・看護師・薬剤師に共通
の知識・技能・態度を習得することを目標にしているので、演
習に必要な科目の教科書を読んで知識を整理しておくこと。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

演習の予習、復習は必須である。薬学的知識のみならず医師・
看護師の職能や法的規制についても理解しておくこと。とくに
演習にて習得した技能は復習することを推奨する（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

問題解決のためのパフォーマンス（70％）及び成果報告
（30％）をルーブリック評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

追加の資料は適宜配付する

◎－－－　参考書　－－－◎

フィジカルアセスメントガイドブック　ISBN
978-4-260-01384-0

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. フィジカルアセスメント概論（江川・甲斐・中野）
2. 問診（江川・甲斐・中野）
3. バイタルサイン（江川・甲斐・中野）
4. フィジカルイグザミネーション（江川・甲斐・中
野）
5. 循環器系のフィジカルアセスメント －血圧－（江
川・甲斐・中野）
6. 循環器系のフィジカルアセスメント －心電図－（江
川・甲斐・中野）
7. 循環器系のフィジカルアセスメント －心音－（江
川・甲斐・中野）
8. 呼吸器系のフィジカルアセスメント －呼吸様式－
（江川・甲斐・中野）
9. 呼吸器系のフィジカルアセスメント －呼吸回数－
（江川・甲斐・中野）
10. 呼吸器系のフィジカルアセスメント －肺雑音－
（江川・甲斐・中野）
11. 浮腫のアセスメント（江川・甲斐・中野）
12. セルフメディケーションのアルゴリズム（江川・甲
斐・中野）
13. PBL演習・ロールプレイ（江川・甲斐・中野）
14. PBL演習・SOAP作成（江川・甲斐・中野）
15. PBL演習・症例の解説（江川・甲斐・中野）
16. PBL演習（疼痛管理）・ロールプレイ（江川・甲
斐・中野）
17. PBL演習・SOAP作成（江川・甲斐・中野）
18. PBL演習・症例の解説（江川・甲斐・中野）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　履修者の定員を24名程度とし、履修希望者が定員を超え
た場合は、GPAを参考に選考する。また、履修登録者の服
装は、Tシャツもしくは薄手の開襟シャツ、パンツスタイ
ルもしくはハーフパンツおよび脱ぎ履きのし易い履物が望
ましい。



2019-9030000797-01薬剤師の職能について「13台以降」

江川　孝、（甲斐　麻美子、中野　貴文）

◎薬

1.フィジカルアセスメントの意義を説明できる。　(A-2)

2.代表的な医薬品の副作用による症状を列挙できる。　(B-2)

3.フィジカルイグザミネーションに必要な知識・技能・態度を説明できる。　
(A-2)

4.模擬患者の状態を系統的に観察し、正常もしくは異常を判断できる。　(B-2)

5.フィジカルアセスメントから得られた情報をもとに受診勧奨ができる。　
(B-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。



2019-9030000796-01薬科処方解析学「13台以降」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 6 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：後日発表　　

江川　孝、首藤 英樹、冨永 宏治、林　稔展

◎－－－　一般目標　－－－◎

これまでに学習した薬物動態学・薬力学・薬学疾患管理学の知識
と実務実習での経験を統合して、模擬症例で設定された課題を多
面的に解析することにより、医薬品適正使用や安全な薬物療法を
支援するための問題認識能力と問題解決能力を身につける。
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「E1薬の作用と体の変化(1)-(4)」および「F薬学臨
床(2)-(3）」にそって講義する。担当教員の実務経験から得られ
た具体的な知見を講義のテーマにあわせて紹介する

◎－－－　到達目標　－－－◎

模擬症例について、主訴、現病歴、既往歴、生活歴、身体所見、
検査所見、処方内容などから、症例の全体像を説明できる。(E1
(2)①1,F(3)①1-3）(知識・理解)

当該疾患・病態の定義、診断基準、予後および標準的な治療法に
ついて説明できる。(E1(3)1-2）(知識・理解)

当該疾患・病態および薬物療法の評価に関して必要な自覚的所
見、他覚的所見および検査法について説明できる。(F(3)①1-3,
④1-2）(知識・理解)

処方薬剤の目的・意義などについて説明できる。(E1(1)①7,F(2)
②1,F(3)③1-2）(技能)

薬剤師の立場からの患者教育・患者指導について説明できる。(F
(2)④5-6,F(3)③3）(技能)

薬物治療上の問題点を抽出し、対処法を提案できる。(E1(1)
①7-8,(4)1-3,F(2)②2-5,F(3)③3,④3）(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

教科書に準拠し重要ポイントについて講義する。教科書で不十分
な項目については資料を配布する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前に実務実習で学習した内容を復習するとともに、教科書をよ
く読んで予習しておくこと（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

提示された症例や処方の解析および薬学的問題点について説明で
きること。またその対応策の提案ができることを評価の基準とす
る。
原則として、定期試験１００％とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

薬学生・薬剤師のための処方解析トレーニング帳、門林宗男・前
田初男編著、化学同人、2010年、3000円、
【ISBN978-4-7598-1297-8】

◎－－－　参考書　－－－◎

症例で身につける臨床薬学ハンドブック第2版、越前宏俊・鈴木
孝編集、羊土社、2014年、3500円、【ISBN978-4-7581-0931-4】　

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．疾患解析と処方解析（江川）
(E1(1)①7-8,(2)①1,(3)1-2,(4)1-3,F(2)②1-5,④5-6,(3)①1-3,
③1-3,④1-3)
２．心臓と血管の疾患（首藤）
(E1(1)①7-8,(2)①1,(3)1-2,(4)1-3,F(2)②1-5,④5-6,(3)①1-3,
③1-3,④1-3)
３．肺と気道の疾患（首藤）
(E1(1)①7-8,(2)①1,(3)1-2,(4)1-3,F(2)②1-5,④5-6,(3)①1-3,
③1-3,④1-3)
４．消化器の疾患（首藤）
(E1(1)①7-8,(2)①1,(3)1-2,(4)1-3,F(2)②1-5,④5-6,(3)①1-3,
③1-3,④1-3)
５．肝臓の疾患（林）
(E1(1)①7-8,(2)①1,(3)1-2,(4)1-3,F(2)②1-5,④5-6,(3)①1-3,
③1-3,④1-3)
６．腎臓の疾患（林）
(E1(1)①7-8,(2)①1,(3)1-2,(4)1-3,F(2)②1-5,④5-6,(3)①1-3,
③1-3,④1-3)
７．尿路の疾患（林）
(E1(1)①7-8,(2)①1,(3)1-2,(4)1-3,F(2)②1-5,④5-6,(3)①1-3,
③1-3,④1-3)
８．血液の疾患（林）
(E1(1)①7-8,(2)①1,(3)1-2,(4)1-3,F(2)②1-5,④5-6,(3)①1-3,
③1-3,④1-3)
９．脳と神経の疾患（江川）
(E1(1)①7-8,(2)①1,(3)1-2,(4)1-3,F(2)②1-5,④5-6,(3)①1-3,
③1-3,④1-3)
１０．内分泌代謝性疾患（江川）
(E1(1)①7-8,(2)①1,(3)1-2,(4)1-3,F(2)②1-5,④5-6,(3)①1-3,
③1-3,④1-3)
１１．皮膚の疾患（冨永）
(E1(1)①7-8,(2)①1,(3)1-2,(4)1-3,F(2)②1-5,④5-6,(3)①1-3,
③1-3,④1-3)
１２．骨と関節の疾患（冨永）
(E1(1)①7-8,(2)①1,(3)1-2,(4)1-3,F(2)②1-5,④5-6,(3)①1-3,
③1-3,④1-3)
１３．免疫の疾患（冨永）
(E1(1)①7-8,(2)①1,(3)1-2,(4)1-3,F(2)②1-5,④5-6,(3)①1-3,
③1-3,④1-3)
１４．感覚器の疾患（冨永）
(E1(1)①7-8,(2)①1,(3)1-2,(4)1-3,F(2)②1-5,④5-6,(3)①1-3,
③1-3,④1-3)
１５．まとめ（江川）
(E1(1)①7-8,(2)①1,(3)1-2,(4)1-3,F(2)②1-5,④5-6,(3)①1-3,
③1-3,④1-3)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

３年次前期の薬物動態理論、３年次後期の臨床薬物動態解
析学、４年次前期の臨床薬物動態学、薬学健康管理学、薬
学疾患管理学、５年次の実務実習事前学習および実務実習
で学んだ内容について、総合的に復習し理解しておくこと
が望ましい。



2019-9030000796-01薬科処方解析学「13台以降」

江川　孝、首藤 英樹、冨永 宏治、林　稔展

◎薬

1.模擬症例について、主訴、現病歴、既往歴、生活歴、身体所見、検査所見、
処方内容などから、症例の全体像を説明できる。(E1(2)①1,F(3)①1-3）　(A-2)

2.当該疾患・病態の定義、診断基準、予後および標準的な治療法について説明
できる。(E1(3)1-2）　(A-2)

3.当該疾患・病態および薬物療法の評価に関して必要な自覚的所見、他覚的所
見および検査法について説明できる。(F(3)①1-3,④1-2）　(A-2)

4.処方薬剤の目的・意義などについて説明できる。(E1(1)①7,F(2)②1,F(3)
③1-2）　(B-3)

5.薬剤師の立場からの患者教育・患者指導について説明できる。(F(2)④5-6,F(3)
③3）　(B-3)

6.薬物治療上の問題点を抽出し、対処法を提案できる。(E1(1)①7-8,(4)1-3,F(2)
②2-5,F(3)③3,④3）　(B-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。



2019-9030000704-01病態・薬物治療学Ⅱ「P-a」（科目番号：3M4）

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　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　　

遠城寺　宗近、(村田　雄介)

◎－－－　一般目標　－－－◎

病態生理学とは、ヒトが病気に侵された時に、全身的あるいは各臓器に
どのような変化が起こるのかを理解し、その病気の原因と病態の発症機
構を解明する学問である。また、薬物治療学とは、各種疾患の診断・治
療法および治療薬の適切な選択と副作用対策などを学ぶ学問である。こ
れらの学問はお互いに深い関係にあるため、単独での講義構成よりも統
合的に講義することが重要と考えられる。
　本講義を含め、病態・薬物治療学Ⅰ～Ⅳを通じて総合的に講義を進め
ていく。これは、医療内容が高度になるにつれて、薬剤師の役割とし
て、医薬品に関する知識だけでなく、医療現場においても患者の症候、
病因、病態生理、診断、治療法などに関して、より深い知識が要求され
るためである。また、チーム医療の一員として、的確な知識のもとで患
者への服薬指導や薬物治療が出来る能力を修得する必要がある。本講義
では、臨床薬剤師として、医療人として、病人の治療において適切な役
割を果たせるようになるために必要な、基本的な臨床医学の知識と考え
方を身につけることを目的としている。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」「E 医療薬学」にそって講義する。担当教官が，大学
病院，医・薬学部での診療・研究に従事してきた実務経験を活かし，各
種疾患の最新医療まで講義・解説する．

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．精神神経疾患：代表的な精神神経疾患（脳炎、パーキンソン病、て
んかん、アルツハイマー病、脳血管疾患、統合失調症、うつ病、不安神
経症、心身症など）を挙げて、その病態や症状、および診断法・治療法
や副作用についての説明ができる。（Ｃ７(1)④、Ｅ１(2-4)、Ｅ２(1)）
(技能)

２．消化管疾患：代表的な消化管疾患（逆流性食道炎、消化性潰瘍、炎
症性腸疾患、食道癌、胃癌、大腸癌など）を挙げて、その病態や症状、
および診断法・治療法や副作用についての説明ができる。（Ｃ７(1)⑨、
Ｅ１(2-4)、Ｅ２(4)②）(技能)

３．肝胆膵疾患：代表的な肝胆膵疾患（肝炎、肝硬変、膵炎、胆管炎、
胆石症、肝癌、膵癌、胆管癌など）を挙げて、その病態や症状、および
診断法・治療法や副作用についての説明ができる。（Ｃ７(1)⑨、Ｅ１
(2-4)、Ｅ２(4)②）(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

薬物治療学、病態生理学とも同様な形式で、代表的な疾患についてその
概念、病態生理、臨床症状、診断基準、治療法を、主にプリントを用い
て講義する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各講義前には、講義内容に関してのこれまでに習った基本的な薬学およ
び医学生理学的な知識を復習し、参考書で予備的な知識を得ておくこと
が望ましい（30分）。また、講義後は各疾患の病態を充分に理解し、診
断法、治療法および治療薬の用法、用量や副作用対策などの統合的なま
とめを作成するとよい。さらに、講義で習った以外の関連疾患に関して
も、参考書などを利用して学習し、知識を充実させると理解が深まる
（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業計画に記載した領域の疾患について、その病態と治療を正しく理解
し、説明できる能力をどの程度身につけているかを以て評価基準とす
る。期末試験（100％）にて総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

各講義で配布するプリント。

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書は特に指定しない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１～３　精神神経疾患（C７(1)④、E１(2-4)、E２(1)、アド
バンスト、村田）

４～６　精神神経疾患（C７(1)④、E１(2-4)、E２(1)、アド
バンスト、村田）

７～１０　消化管疾患（C７(1)⑨、E１(2-4)、E２(4)②、ア
ドバンスト、遠城寺）

１１～１４　肝胆膵疾患（C７(1)⑨、E１(2-4)、E２(4)②、
アドバンスト、遠城寺）

１５　総括（C７(1)⑨、E１(2-4)、E２(1)、E２(4)②、アド
バンスト、遠城寺）

（　）内は薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番号



2019-9030000704-01病態・薬物治療学Ⅱ「P-a」（科目番号：3M4）

遠城寺　宗近、(村田　雄介)

◎薬  :B-3

1.１．精神神経疾患：代表的な精神神経疾患（脳炎、パーキンソン病、てんか
ん、アルツハイマー病、脳血管疾患、統合失調症、うつ病、不安神経症、心身
症など）を挙げて、その病態や症状、および診断法・治療法や副作用について
の説明ができる。（Ｃ７(1)④、Ｅ１(2-4)、Ｅ２(1)）　(B-3)

2.２．消化管疾患：代表的な消化管疾患（逆流性食道炎、消化性潰瘍、炎症性
腸疾患、食道癌、胃癌、大腸癌など）を挙げて、その病態や症状、および診断
法・治療法や副作用についての説明ができる。（Ｃ７(1)⑨、Ｅ１(2-4)、Ｅ２
(4)②）　(B-3)

3.３．肝胆膵疾患：代表的な肝胆膵疾患（肝炎、肝硬変、膵炎、胆管炎、胆石
症、肝癌、膵癌、胆管癌など）を挙げて、その病態や症状、および診断法・治
療法や副作用についての説明ができる。（Ｃ７(1)⑨、Ｅ１(2-4)、Ｅ２(4)②）
　(B-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。



2019-9030000704-02病態・薬物治療学Ⅱ「P-b」（科目番号：3M4）

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　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　　

遠城寺　宗近、(村田　雄介)

◎－－－　一般目標　－－－◎

病態生理学とは、ヒトが病気に侵された時に、全身的あるいは各臓器に
どのような変化が起こるのかを理解し、その病気の原因と病態の発症機
構を解明する学問である。また、薬物治療学とは、各種疾患の診断・治
療法および治療薬の適切な選択と副作用対策などを学ぶ学問である。こ
れらの学問はお互いに深い関係にあるため、単独での講義構成よりも統
合的に講義することが重要と考えられる。
　本講義を含め、病態・薬物治療学Ⅰ～Ⅳを通じて総合的に講義を進め
ていく。これは、医療内容が高度になるにつれて、薬剤師の役割とし
て、医薬品に関する知識だけでなく、医療現場においても患者の症候、
病因、病態生理、診断、治療法などに関して、より深い知識が要求され
るためである。また、チーム医療の一員として、的確な知識のもとで患
者への服薬指導や薬物治療が出来る能力を修得する必要がある。本講義
では、臨床薬剤師として、医療人として、病人の治療において適切な役
割を果たせるようになるために必要な、基本的な臨床医学の知識と考え
方を身につけることを目的としている。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」「E 医療薬学」にそって講義する。担当教官が，大学
病院，医・薬学部での診療・研究に従事してきた実務経験を活かし，各
種疾患の最新医療まで講義・解説する．

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．精神神経疾患：代表的な精神神経疾患（脳炎、パーキンソン病、て
んかん、アルツハイマー病、脳血管疾患、統合失調症、うつ病、不安神
経症、心身症など）を挙げて、その病態や症状、および診断法・治療法
や副作用についての説明ができる。（Ｃ７(1)④、Ｅ１(2-4)、Ｅ２(1)）
(技能)

２．消化管疾患：代表的な消化管疾患（逆流性食道炎、消化性潰瘍、炎
症性腸疾患、食道癌、胃癌、大腸癌など）を挙げて、その病態や症状、
および診断法・治療法や副作用についての説明ができる。（Ｃ７(1)⑨、
Ｅ１(2-4)、Ｅ２(4)②）(技能)

３．肝胆膵疾患：代表的な肝胆膵疾患（肝炎、肝硬変、膵炎、胆管炎、
胆石症、肝癌、膵癌、胆管癌など）を挙げて、その病態や症状、および
診断法・治療法や副作用についての説明ができる。（Ｃ７(1)⑨、Ｅ１
(2-4)、Ｅ２(4)②）(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

薬物治療学、病態生理学とも同様な形式で、代表的な疾患についてその
概念、病態生理、臨床症状、診断基準、治療法を、主にプリントを用い
て講義する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各講義前には、講義内容に関してのこれまでに習った基本的な薬学およ
び医学生理学的な知識を復習し、参考書で予備的な知識を得ておくこと
が望ましい（30分）。また、講義後は各疾患の病態を充分に理解し、診
断法、治療法および治療薬の用法、用量や副作用対策などの統合的なま
とめを作成するとよい。さらに、講義で習った以外の関連疾患に関して
も、参考書などを利用して学習し、知識を充実させると理解が深まる
（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業計画に記載した領域の疾患について、その病態と治療を正しく理解
し、説明できる能力をどの程度身につけているかを以て評価基準とす
る。期末試験（100％）にて総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

各講義で配布するプリント。

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書は特に指定しない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１～３　精神神経疾患（C７(1)④、E１(2-4)、E２(1)、アド
バンスト、村田）

４～６　精神神経疾患（C７(1)④、E１(2-4)、E２(1)、アド
バンスト、村田）

７～１０　消化管疾患（C７(1)⑨、E１(2-4)、E２(4)②、ア
ドバンスト、遠城寺）

１１～１４　肝胆膵疾患（C７(1)⑨、E１(2-4)、E２(4)②、
アドバンスト、遠城寺）

１５　総括（C７(1)⑨、E１(2-4)、E２(1)、E２(4)②、アド
バンスト、遠城寺）

（　）内は薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番号



2019-9030000704-02病態・薬物治療学Ⅱ「P-b」（科目番号：3M4）

遠城寺　宗近、(村田　雄介)

◎薬  :B-3

1.１．精神神経疾患：代表的な精神神経疾患（脳炎、パーキンソン病、てんか
ん、アルツハイマー病、脳血管疾患、統合失調症、うつ病、不安神経症、心身
症など）を挙げて、その病態や症状、および診断法・治療法や副作用について
の説明ができる。（Ｃ７(1)④、Ｅ１(2-4)、Ｅ２(1)）　(B-3)

2.２．消化管疾患：代表的な消化管疾患（逆流性食道炎、消化性潰瘍、炎症性
腸疾患、食道癌、胃癌、大腸癌など）を挙げて、その病態や症状、および診断
法・治療法や副作用についての説明ができる。（Ｃ７(1)⑨、Ｅ１(2-4)、Ｅ２
(4)②）　(B-3)

3.３．肝胆膵疾患：代表的な肝胆膵疾患（肝炎、肝硬変、膵炎、胆管炎、胆石
症、肝癌、膵癌、胆管癌など）を挙げて、その病態や症状、および診断法・治
療法や副作用についての説明ができる。（Ｃ７(1)⑨、Ｅ１(2-4)、Ｅ２(4)②）
　(B-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。



2019-9030000734-01病態・薬物治療学Ⅳ（科目番号：4M2）

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

遠城寺　宗近、大江　賢治

◎－－－　一般目標　－－－◎

病態生理学とは、ヒトが病気に侵された時に、全身的あるいは各臓器にど
のような変化が起こるのかを理解し、その病気の原因と病態の発症機構を
解明する学問である。また、薬物治療学とは、各種疾患の診断・治療法お
よび治療薬の適切な選択と副作用対策などを学ぶ学問である。これらの学
問はお互いに深い関係にあるため、単独での講義構成よりも統合的に講義
することが重要と考えられる。
　本講義を含め、病態・薬物治療学Ⅰ～Ⅳを通じて総合的に講義を進めて
いく。これは、医療内容が高度になるにつれて、薬剤師の役割として、医
薬品に関する知識だけでなく、医療現場においても患者の症候、病因、病
態生理、診断、治療法などに関して、より深い知識が要求されるためであ
る。また、チーム医療の一員として、的確な知識のもとで患者への服薬指
導や薬物治療が出来る能力を修得する必要がある。本講義では、臨床薬剤
師として、医療人として、病人の治療において適切な役割を果たせるよう
になるために必要な、基本的な臨床医学の知識と考え方を身につけること
を目的とする。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「C７ 人体の成り立ちと生体機能の調節」「E 医療薬
学」にそって講義する。担当教官が，大学病院，医・薬学部での診療・研
究に従事してきた実務経験を活かし，各種疾患の最新医療まで講義・解説
する．

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．代表的な呼吸器疾患（喘息、慢性閉塞性肺疾患、インフルエンザ、肺
炎、肺塞栓、肺癌など）を挙げて、その病態や症状、および診断法・治療
法や副作用についての説明ができる。（Ｃ７(1)⑧、Ｅ１(2-4)、Ｅ２(4)
①）(技能)

２．代表的な皮膚・眼・耳鼻咽喉疾患を挙げて、その病態や症状、および
診断法・治療法や副作用についての説明ができる。（Ｃ７(1)⑥,⑬、Ｅ１
(2-4)、Ｅ２(6)）(技能)

３．代表的な骨疾患（骨粗鬆症、変形性関節炎など）を挙げて、その病態
や症状、および診断法・治療法や副作用についての説明ができる。（Ｃ７
(1)⑤、Ｅ１(2-4)、Ｅ２(2)③）(技能)

４．代表的な内分泌疾患（下垂体・甲状腺・副甲状腺・副腎疾患など）、
糖尿病、代謝性疾患（脂質異常症、高尿酸血症、生活習慣病）を挙げて、
その病態や症状、および診断法・治療法や副作用についての説明ができ
る。（Ｃ７(1)⑫、Ｅ１(2-4)、Ｅ２(5)）(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

薬物治療学、病態生理学とも同様な形式で、代表的な疾患についてその概
念、病態生理、臨床症状、診断基準、治療法を、主にプリントを用いて講
義する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各講義前には、講義内容に関してのこれまでに習った基本的な薬学および
医学生理学的な知識を復習し、参考書で予備的な知識を得ておくことが望
ましい（30分）。また、講義後は各疾患の病態を充分に理解し、診断法、
治療法および治療薬の用法、用量や副作用対策などの統合的なまとめを作
成するとよい。さらに、講義で習った以外の関連疾患に関しても、参考書
などを利用して学習し、知識を充実させると理解が深まる（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業計画に記載した領域の疾患について、その病態と治療を正しく理解
し、説明できる能力をどの程度身につけているかを以て評価基準とする。
期末試験（100％）にて総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

各講義で配布するプリント。

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書は特に指定しない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１～４　呼吸器疾患（Ｃ７(1)⑧、Ｅ１(2-4)、Ｅ２(4)①、
アドバンスト、遠城寺）

５～６　感覚器疾患（Ｃ７(1)⑥,⑬、Ｅ１(2-4)、Ｅ２(6)、
アドバンスト、遠城寺）

７　骨疾患（Ｃ７(1)⑤、Ｅ１(2-4)、Ｅ２(2)③、アドバン
スト、遠城寺）

８～１０　内分泌疾患 （Ｃ７(1)⑫、Ｅ１(2-4)、Ｅ２(5)、
アドバンスト、大江）

１１～１２　糖尿病（Ｃ７(1)⑫、Ｅ１(2-4)、Ｅ２(5)、ア
ドバンスト、大江）

１３～１５　代謝性疾患（Ｃ７(1)⑫、Ｅ１(2-4)、Ｅ２
(5)、アドバンスト、大江）

（　）内は薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番号

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

大江先生担当の講義は、英語にて行う場合があります。



2019-9030000734-01病態・薬物治療学Ⅳ（科目番号：4M2）

遠城寺　宗近、大江　賢治

◎薬  :B-3

1.１．代表的な呼吸器疾患（喘息、慢性閉塞性肺疾患、インフルエンザ、肺
炎、肺塞栓、肺癌など）を挙げて、その病態や症状、および診断法・治療法や
副作用についての説明ができる。（Ｃ７(1)⑧、Ｅ１(2-4)、Ｅ２(4)①）　(B-3)

2.２．代表的な皮膚・眼・耳鼻咽喉疾患を挙げて、その病態や症状、および診
断法・治療法や副作用についての説明ができる。（Ｃ７(1)⑥,⑬、Ｅ１(2-4)、
Ｅ２(6)）　(B-3)

3.３．代表的な骨疾患（骨粗鬆症、変形性関節炎など）を挙げて、その病態や
症状、および診断法・治療法や副作用についての説明ができる。（Ｃ７(1)⑤、
Ｅ１(2-4)、Ｅ２(2)③）　(B-3)

4.４．代表的な内分泌疾患（下垂体・甲状腺・副甲状腺・副腎疾患など）、糖
尿病、代謝性疾患（脂質異常症、高尿酸血症、生活習慣病）を挙げて、その病
態や症状、および診断法・治療法や副作用についての説明ができる。（Ｃ７(1)
⑫、Ｅ１(2-4)、Ｅ２(5)）　(B-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。



2019-9030000794-01臨床診療科概論「13台以降」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 6 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・１時限～２時限　　試験時間割：後日発表　　

遠城寺　宗近、大江　賢治、安河内　友世

◎－－－　一般目標　－－－◎

医療薬学の分野では内科系を中心に学んできたが，卒後に関わ
るチーム医療や医薬連携，在宅医療などを考慮すると，実際に
接する疾患は多岐にわたり，各診療科の存在意義，関連疾患に
ついての知識も重要となる．このクラスでは，重要な内科疾患
に加えて幅広い診療科の最新情報を得ることができる，5年次
までの実習経験と照らし合わせて，臨床，チーム医療，最先端
医療等の知識を深めることを目標とする．（Ｅ２、アドバンス
ト）
　担当教官は，大学病院，医歯薬学部での診療・研究に従事し
てきた実務経験を活かし，各種疾患の最先端医療まで講義・解
説する．

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．各診療科の重要疾患、話題の疾患について、基本的知識を
習得し、説明できる。（Ｅ２）

２．特定の疾患において、これまでの授業、参考書、既出問題
などでは触れられていない最先端医療について見聞し、疾患の
認識を深める。（アドバンスト）

３．治療法を患者に応じて選択していく重要性について理解す
る。（アドバンスト）

４．現在の医療レベルで到達できる限界を知り、患者とのコ
ミュニケーション等に活かす。（アドバンスト）

◎－－－　学習方法　－－－◎

福岡大学病院および福岡大学筑紫病院の各診療科の協力を得
て，主に講義形式で授業を行う．各講義に関連する今までの講
義資料（病態生理学，薬物治療学を中心に）を参照することが
望ましいが．新規の内容が多いので，講義に傾聴することが第
一である．

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：各自の参考書やインターネット等によって，講義が
行われる診療科，疾患について大まかな知識を得ておくと，内
容が理解しやすくなる（30分）．
事後学習：配布資料（プリント），各自の記したノートを再読
し，記憶にとどめるよう努める（30分）．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義の内容を学生がどのように感じ，認識しているかを確認す
ることを以て評価する．原則として，毎回提出する講義への感
想を含めた小レポートを5割，定期試験の成績を5割として評価
し，総合的に判断する．

◎－－－　テキスト　－－－◎

毎回配布するプリント資料を用いる。プリント資料を用いない
講義もある。

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書は特に指定しない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　授業内容説明（遠城寺）
２　歯科（アドバンスト、安河内）
３～５　消化器内科（Ｅ２(4)②、アドバンスト、遠城寺）
６、７　循環器内科（Ｅ２(3)①、アドバンスト、安河内）
８、９　腫瘍・血液内科（Ｅ２(3)②、アドバンスト、安河
内）
１０、１１　膠原病・腎臓内科（Ｅ２(2)②、Ｅ２(3)③、
アドバンスト、大江）
１２、１３　心療内科（アドバンスト、遠城寺）
１４～１６　内分泌・代謝内科（Ｅ２(5)、アドバンスト、
大江）
１７　再生医療(アドバンスト、大江）
１８～１９　皮膚科・眼科・耳鼻咽喉科(Ｅ２(6)、アドバ
ンスト、大江）
２０　精神神経科（Ｅ２(1)、アドバンスト、遠城寺）
２１　呼吸器内科（Ｅ２(4)①、アドバンスト、大江）
２２　総合診療内科（アドバンスト、大江）
２３～２５　小児科（アドバンスト、遠城寺）
２６　ペインクリニック（アドバンスト、遠城寺）
２７　放射線科(アドバンスト、遠城寺）
２８　医療薬学（アドバンスト、大江）
２９　栄養学（アドバンスト、遠城寺）
３０　総括(遠城寺）

（　）内は薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番号

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業計画は，日程の都合により順不同であり，内容変更や
臨床診療科概論Ⅱの内容との互換も多い．
3，4年時の病態生理学，薬物治療学をしっかり習得してお
くことが望ましい．



2019-9030000794-01臨床診療科概論「13台以降」

遠城寺　宗近、大江　賢治、安河内　友世

◎薬

1.１．各診療科の重要疾患、話題の疾患について、基本的知識を習得し、説明
できる。（Ｅ２）

2.２．特定の疾患において、これまでの授業、参考書、既出問題などでは触れ
られていない最先端医療について見聞し、疾患の認識を深める。（アドバンス
ト）

3.３．治療法を患者に応じて選択していく重要性について理解する。（アドバ
ンスト）

4.４．現在の医療レベルで到達できる限界を知り、患者とのコミュニケーショ
ン等に活かす。（アドバンスト）

◎　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。



2019-9030000771-01臨床診療科概論Ⅰ「12台以前」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 6 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　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　　

遠城寺　宗近、大江　賢治、安河内　友世

◎－－－　一般目標　－－－◎

医療薬学の分野では内科系を中心に学んできたが，卒後に関わ
るチーム医療や医薬連携，在宅医療などを考慮すると，実際に
接する疾患は多岐にわたり，各診療科の存在意義，関連疾患に
ついての知識も重要となる．疾患は多岐にわたり，各診療科の
存在意義，関連疾患についての知識も重要となる．このクラス
では，重要な内科疾患に加えて幅広い診療科の最新情報を得る
ことができる，5年次までの実習経験と照らし合わせて，臨床，
チーム医療，最先端医療等の知識を深めることを目標とする．
（Ｅ２、アドバンスト）
　担当教官は，大学病院，医歯薬学部での診療・研究に従事し
てきた実務経験を活かし，各種疾患の最先端医療まで講義・解
説する．

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．各診療科の重要疾患、話題の疾患について、基本的知識を
習得し、説明できる。（Ｅ２）

２．特定の疾患において、これまでの授業、参考書、既出問題
などでは触れられていない最先端医療について見聞し、疾患の
認識を深める。（アドバンスト）

３．治療法を患者に応じて選択していく重要性について理解す
る。（アドバンスト）

４．現在の医療レベルで到達できる限界を知り、患者とのコ
ミュニケーション等に活かす。（アドバンスト）

◎－－－　学習方法　－－－◎

福岡大学病院および福岡大学筑紫病院等の各診療科の協力を得
て，主に講義形式で授業を行う．各講義に関連する今までの講
義資料（病態生理学，薬物治療学を中心に）を参照することが
望ましいが．新規の内容が多いので，講義に傾聴することが第
一である．

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：各自の参考書やインターネット等によって，講義が
行われる診療科，疾患について大まかな知識を得ておくと，内
容が理解しやすくなる（30分）．
事後学習：配布資料（プリント），各自の記したノートを再読
し，記憶にとどめるよう努める（30分）．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義の内容を学生がどのように感じ，認識しているかを確認す
ることを以て評価する．原則として，毎回提出する講義への感
想を含めた小レポートを5割，定期試験の成績を5割として評価
し，総合的に判断する．

◎－－－　テキスト　－－－◎

毎回配布するプリント資料を用いる。プリント資料を用いない
講義もある。

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書は特に指定しない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　授業内容説明（遠城寺）
２　歯科（アドバンスト、安河内）
３～５　消化器内科（Ｅ２(4)②、アドバンスト、遠城寺）
６、７　循環器内科（Ｅ２(3)①、アドバンスト、安河内）
８、９　腫瘍・血液内科（Ｅ２(3)②、アドバンスト、安河
内）
１０、１１　膠原病・腎臓内科（Ｅ２(2)②、Ｅ２(3)③、
アドバンスト、大江）
１２、１３　心療内科（アドバンスト、遠城寺）
１４　栄養学（アドバンスト、遠城寺）
１５　総括(遠城寺）

（　）内は薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番号

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業計画は，日程の都合により順不同であり，内容変更や
臨床診療科概論Ⅱの内容との互換も多い．
3，4年時の病態生理学，薬物治療学をしっかり習得してお
くことが望ましい．



2019-9030000771-01臨床診療科概論Ⅰ「12台以前」

遠城寺　宗近、大江　賢治、安河内　友世

◎薬

1.１．各診療科の重要疾患、話題の疾患について、基本的知識を習得し、説明
できる。（Ｅ２）

2.２．特定の疾患において、これまでの授業、参考書、既出問題などでは触れ
られていない最先端医療について見聞し、疾患の認識を深める。（アドバンス
ト）

3.３．治療法を患者に応じて選択していく重要性について理解する。（アドバ
ンスト）

4.４．現在の医療レベルで到達できる限界を知り、患者とのコミュニケーショ
ン等に活かす。（アドバンスト）

◎　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。



2019-9030000772-01臨床診療科概論Ⅱ「12台以前」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 6 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　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　　

遠城寺　宗近、大江　賢治、安河内　友世

◎－－－　一般目標　－－－◎

医療薬学の分野では内科系を中心に学んできたが，卒後に関わ
るチーム医療や医薬連携，在宅医療などを考慮すると，実際に
接する疾患は多岐にわたり，各診療科の存在意義，関連疾患に
ついての知識も重要となる．疾患は多岐にわたり，各診療科の
存在意義，関連疾患についての知識も重要となる．このクラス
では，重要な内科疾患に加えて幅広い診療科の最新情報を得る
ことができる，5年次までの実習経験と照らし合わせて，臨床，
チーム医療，最先端医療等の知識を深めることを目標とする．
（Ｅ２、アドバンスト）
　担当教官は，大学病院，医歯薬学部での診療・研究に従事し
てきた実務経験を活かし，各種疾患の最先端医療まで講義・解
説する．

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．各診療科の重要疾患、話題の疾患について、基本的知識を
習得し、説明できる。（Ｅ２）

２．特定の疾患において、これまでの授業、参考書、既出問題
などでは触れられていない最先端医療について見聞し、疾患の
認識を深める。（アドバンスト）

３．治療法を患者に応じて選択していく重要性について理解す
る。（アドバンスト）

４．現在の医療レベルで到達できる限界を知り、患者とのコ
ミュニケーション等に活かす。（アドバンスト）

◎－－－　学習方法　－－－◎

福岡大学病院および福岡大学筑紫病院の各診療科の協力を得
て，主に講義形式で授業を行う．各講義に関連する今までの講
義資料（病態生理学，薬物治療学を中心に）を参照することが
望ましいが．新規の内容が多いので，講義に傾聴することが第
一である．

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：各自の参考書やインターネット等によって，講義が
行われる診療科，疾患について大まかな知識を得ておくと，内
容が理解しやすくなる（30分）．
事後学習：配布資料（プリント），各自の記したノートを再読
し，記憶にとどめるよう努める（30分）．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義の内容を学生がどのように感じ，認識しているかを確認す
ることを以て評価する．原則として，毎回提出する講義への感
想を含めた小レポートを5割，定期試験の成績を5割として評価
し，総合的に判断する．

◎－－－　テキスト　－－－◎

毎回配布するプリント資料を用いる。プリント資料を用いない
講義もある。

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書は特に指定しない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１～２　内分泌・代謝内科（Ｅ２(5)、アドバンスト、大
江）
３　再生医療(アドバンスト、安河内）
４～６　皮膚科・眼科・耳鼻咽喉科(Ｅ２(6)、アドバンス
ト、安河内）
７　精神神経科（Ｅ２(1)、アドバンスト、遠城寺）
８　呼吸器内科（Ｅ２(4)①、アドバンスト、大江）
９　総合診療内科（アドバンスト、大江）
１０～１２　小児科（アドバンスト、遠城寺）
１３　ペインクリニック（アドバンスト、遠城寺）
１４　放射線科(アドバンスト、遠城寺）
１５　医療薬学（アドバンスト、大江）

（　）内は薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番号

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業計画は，日程の都合により順不同であり，内容変更や
臨床診療科概論Ⅰの内容との互換も多い．
3，4年時の病態生理学，薬物治療学をしっかり習得してお
くことが望ましい．



2019-9030000772-01臨床診療科概論Ⅱ「12台以前」

遠城寺　宗近、大江　賢治、安河内　友世

◎薬

1.１．各診療科の重要疾患、話題の疾患について、基本的知識を習得し、説明
できる。（Ｅ２）

2.２．特定の疾患において、これまでの授業、参考書、既出問題などでは触れ
られていない最先端医療について見聞し、疾患の認識を深める。（アドバンス
ト）

3.３．治療法を患者に応じて選択していく重要性について理解する。（アドバ
ンスト）

4.４．現在の医療レベルで到達できる限界を知り、患者とのコミュニケーショ
ン等に活かす。（アドバンスト）

◎　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。



2019-9030000718-01漢方薬学概論（科目番号：4C1）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・５時限　　試験時間割：後日発表　　

大川　雅史、木村　豪雄、久保田　正樹、田原　英一

◎－－－　一般目標　－－－◎

現代医療における漢方医学は、補完代替医療、あるいは高齢化社会にお
ける予防医学的立場からその有用性が高まっている。その一方で漢方の
考え方、診断法、病態の捉え方などは漢方独自のものである。それを適
切な薬物治療に応用できるようになるために漢方薬の適応、副作用や注
意事項などの基本的事項の修得する。本科目は、薬学部6年制の「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（C5(1)）」、「E2薬理・病態・薬物治療（E2(10)）」にそって講義す
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

漢方の特徴について概説できる。（E2(10)1-1）(知識・理解)

漢方の基本用語（陰陽、虚実、寒熱、表裏、気血水、証）を説明でき
る。（E2(10)1-2）(知識・理解)

配合生薬の組み合わせによる漢方薬の系統的な分類がの説明ができる。
（E2(10)1-3）(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)

漢方医学における診断法、体質や病態の捉え方、治療法について概説で
きる。（E2(10)2-1）(知識・理解)

日本薬局方に収載されている漢方薬の適応となる証、症状や疾患につい
て例示して説明できる。（E2(10)2-2）(技能)

現代医療における漢方薬の役割について概説できる。（E2(10)2-3）(技能)

漢方薬の副作用と使用上の注意点を例示して説明できる。（E2(10)3-1）
(知識・理解)

代表的な生薬の薬効、用途、副作用や使用上の注意を説明できる。（C5
(1)3-1,2）(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

教科書に基づいて講義をする。必要に応じてプリントやスライドにより
講義を行う。
単元ごとに確認テストを行う。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

教科書・参考書を事前に読んでおくことが望ましい。
単元ごとに確認テストを行うので、十分復習をすること（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標１.～８.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。
フィードバックとして、確認テストは授業内で解答・解説を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

三潴忠道，「はじめての漢方診療ノート」、医学書院（2007）、
￥3,456‒、ISBN978-4-260-00452-7

◎－－－　参考書　－－－◎

三潴忠道、「はじめての漢方診療十五話」、医学書院（2005）、
￥5,400‒、ISBN978-4-260-10675-7
三潴忠道、「はじめての漢方診療 症例演習」、医学書院（2011）、
￥5,940‒、ISBN978-4-260-01189-1
北川 勲ほか、「生薬学　第8版」、廣川書店（2011）、￥7,560̶、
ISBN978-4-567-42119-5
日本生薬学会 編、「現代医療における漢方薬」改訂第2版、南江堂
（2016）、￥3,300-、ISBN978-4-524-40314-1

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション（E2(10)1-1、アドバンスト）
（大川）
2. 漢方治療の概要（E2(10)1-1,2、E2(10)2-1、アドバン
スト）（田原）
3. 漢方薬学概論（E2(10)1-1～3、アドバンスト）（大
川）
4. 六病位と漢方治療　－陽証－（E2(10)1-2、E2(10)
2-1,2、アドバンスト）（木村）
5. 各伝統医学とサプリメント、健康機能食品（E2(10)
1-4、E2(10)2-3、アドバンスト）（大川）
6. 六病位と漢方治療　‒陰証－（E2(10)1-2、E2(10)
2-1,2、アドバンスト）（木村）
7. 処方生薬解析Ⅰ（桂枝、麻黄、柴胡など）（E2(10)
1-3、C5(1)3-1,2、アドバンスト）（大川）
8. 処方生薬解析Ⅱ（附子、乾姜、山椒など）（E2(10)
1-3、C5(1)3-1,2、アドバンスト）（大川）
9. 気血水の変調とその漢方治療Ⅰ（E2(10)1-2、E2(10)
2-1,2、アドバンスト）（久保田）
10. 処方生薬解析Ⅲ（理気薬、利水薬）（E2(10)1-3、
C5(1)3-1,2、アドバンスト）（大川）
11. 気血水の変調とその漢方治療Ⅱ（E2(10)1-2、E2(10)
2-1,2、アドバンスト）（久保田）
12. 処方生薬解析Ⅳ（駆瘀血薬、その他）（E2(10)
1-3、C5(1)3-1,2、アドバンスト）（大川）
13. まとめ　方剤の運用と治療（E2(10)1-1,2、E2(10)
2-1、E2(10)3-1アドバンスト）（田原）
14. 処方生薬解析Ⅴ（中薬と漢方薬）（E2(10)1-3,4、ア
ドバンスト）（大川）
15. 本草学総論・まとめ（大川）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

外部講師については、「学修ガイド」薬学部教員教室一覧
表を参照のこと。



2019-9030000718-01漢方薬学概論（科目番号：4C1）

大川　雅史、木村　豪雄、久保田　正樹、田原　英一

◎薬  :A-1,A-2,B-3

1.漢方の特徴について概説できる。（E2(10)1-1）　(A-2)

2.漢方の基本用語（陰陽、虚実、寒熱、表裏、気血水、証）を説明できる。
（E2(10)1-2）　(A-2)

3.配合生薬の組み合わせによる漢方薬の系統的な分類がの説明ができる。（E2
(10)1-3）　(A-1)

4.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)

5.漢方医学における診断法、体質や病態の捉え方、治療法について概説でき
る。（E2(10)2-1）　(A-2)

6.日本薬局方に収載されている漢方薬の適応となる証、症状や疾患について例
示して説明できる。（E2(10)2-2）　(B-3)

7.現代医療における漢方薬の役割について概説できる。（E2(10)2-3）　(B-3)

8.漢方薬の副作用と使用上の注意点を例示して説明できる。（E2(10)3-1）　
(A-2)

9.代表的な生薬の薬効、用途、副作用や使用上の注意を説明できる。（C5(1)
3-1,2）　(A-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。



2019-9030000674-01天然物化学「P-a」（科目番号：3C1）

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

大川　雅史、（中野　大輔）

◎－－－　一般目標　－－－◎

天然有機化合物を系統的に分類し、その基原、化学構造と機能、特
に医薬品としての利用についての基本的知識を習得する。また、医
薬品開発におけるそれらの重要性と多様性を理解する。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（C5(2)）」にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

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)

脂質や糖質に分類される生薬由来の代表的な生物活性物質を列挙
し、その作用を説明できる。 (C5(2)1-2) (知識・理解)

芳香族化合物に分類される生薬由来の代表的な生物活性物質を列挙
し、その作用を説明できる。 (C5(2)1-3)(知識・理解)

テルペノイド、ステロイドに分類される生薬由来の代表的な生物活
性物質を列挙し、その作用を説明できる。 (C5(2)1-4) (知識・理解)

アルカロイドに分類される生薬由来の代表的な生物活性物質を列挙
し、その作用を説明できる。 (C5(2)1-5) (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)

天然生物活性物質を基に化学修飾等により開発された代表的な医薬
品を列挙し、その用途、リード化合物を説明できる。 (C5(2)4-2)(知
識・理解)

天然物質の農薬、香粧品などの原料としての有用性について具体例
を挙げて説明できる。 (C5(2)4-3) (知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

原則として教科書に則して講義は進める。必要に応じて適宜プリン
トを配布し補足する。
ミニテストを行う。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

教科書・参考書を事前に読んでおくことが望ましい。
ミニテストは十分復習しておくこと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標１.～８.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。
フィードバックとして、ミニテストは授業内で解答・解説を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

北中　進編集「医療を指向する天然物医薬品化学」（廣川書店）
2010年、￥5600、ISBN978-4-567-43111-8
適宜プリントを配布

◎－－－　参考書　－－－◎

北川勲ほか「生薬学［第９版］」（廣川書店）2016年、￥7200、
ISBN978-4-567-42210-9
 海老塚　豊・森田博史編集「パートナー天然物化学」改訂第３版
（南江堂）2016年、￥6000、ISBN978-4-524-40332-0
海老塚　豊監訳「医薬品天然物化学」原著第２版（南江堂）2004
年、￥7140、ISBN978-4-524-40201-4

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．総論・植物成分の生合成 (C5(2)1-1)（大川）
２．脂質とアミノ酸 (C5(2)1-2、アドバンスト)（大川）
３．糖質 (C5(2)1-2、アドバンスト)（大川）
４．芳香族化合物（１） (C5(2)1-3、4-1,2、アドバンスト)
（大川）
５．芳香族化合物（２） (C5(2)1-3、4-1,2,3)（大川）
６．テルペノイド（１） (C5(2)1-4、4-1,2,3、アドバンス
ト)（大川）
７．テルペノイド（２） (C5(2)1-4、4-1,2)（大川）
８．ステロイド（１） (C5(2)1-4、4-1,2、アドバンスト)
（大川）
９．ステロイド（２） (C5(2)1-4、4-1,2,3)（大川）
１０．香粧品ほか (C5(2)4-3)（中野）
１１．アルカロイド（１） (C5(2)1-5、4-1,2、アドバンス
ト)（大川）
１２．アルカロイド（２） (C5(2)1-5、4-1,2)（大川）
１３．アルカロイド（３） (C5(2)1-5、4-1,2)（大川）
１４．アルカロイド（４）、その他 (C5(2)1-5、4-1,2,3、ア
ドバンスト)（大川）
１５．まとめ（大川）



2019-9030000674-01天然物化学「P-a」（科目番号：3C1）

大川　雅史、（中野　大輔）

◎薬  :A-1,A-2

1.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)

2.脂質や糖質に分類される生薬由来の代表的な生物活性物質を列挙し、その作
用を説明できる。 (C5(2)1-2) 　(A-2)

3.芳香族化合物に分類される生薬由来の代表的な生物活性物質を列挙し、その
作用を説明できる。 (C5(2)1-3)　(A-2)

4.テルペノイド、ステロイドに分類される生薬由来の代表的な生物活性物質を
列挙し、その作用を説明できる。 (C5(2)1-4) 　(A-2)

5.アルカロイドに分類される生薬由来の代表的な生物活性物質を列挙し、その
作用を説明できる。 (C5(2)1-5) 　(A-2)

6.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)

7.天然生物活性物質を基に化学修飾等により開発された代表的な医薬品を列挙
し、その用途、リード化合物を説明できる。 (C5(2)4-2)　(A-1)

8.天然物質の農薬、香粧品などの原料としての有用性について具体例を挙げて
説明できる。 (C5(2)4-3) 　(A-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。



2019-9030000674-02天然物化学「P-b」（科目番号：3C1）

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

大川　雅史、（中野　大輔）

◎－－－　一般目標　－－－◎

天然有機化合物を系統的に分類し、その基原、化学構造と機能、特
に医薬品としての利用についての基本的知識を習得する。また、医
薬品開発におけるそれらの重要性と多様性を理解する。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（C5(2)）」にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

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)

脂質や糖質に分類される生薬由来の代表的な生物活性物質を列挙
し、その作用を説明できる。 (C5(2)1-2) (知識・理解)

芳香族化合物に分類される生薬由来の代表的な生物活性物質を列挙
し、その作用を説明できる。 (C5(2)1-3) (知識・理解)

テルペノイド、ステロイドに分類される生薬由来の代表的な生物活
性物質を列挙し、その作用を説明できる。 (C5(2)1-4) (知識・理解)

アルカロイドに分類される生薬由来の代表的な生物活性物質を列挙
し、その作用を説明できる。 (C5(2)1-5) (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)

天然生物活性物質を基に化学修飾等により開発された代表的な医薬
品を列挙し、その用途、リード化合物を説明できる。 (C5(2)4-2) (知
識・理解)

天然物質の農薬、香粧品などの原料としての有用性について具体例
を挙げて説明できる。 (C5(2)4-3) (知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

原則として教科書に則して講義は進める。必要に応じて適宜プリン
トを配布し補足する。
ミニテストを行う。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

教科書・参考書を事前に読んでおくことが望ましい。
ミニテストは十分復習しておくこと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標１.～８.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。
フィードバックとして、ミニテストは授業内で解答・解説を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

北中　進編集「医療を指向する天然物医薬品化学」（廣川書店）
2010年、￥5600、ISBN978-4-567-43111-8
適宜プリントを配布

◎－－－　参考書　－－－◎

北川勲ほか「生薬学［第９版］」（廣川書店）2016年、￥7200、
ISBN978-4-567-42210-9
 海老塚　豊・森田博史編集「パートナー天然物化学」改訂第３版
（南江堂）2016年、￥6000、ISBN978-4-524-40332-0
海老塚　豊監訳「医薬品天然物化学」原著第２版（南江堂）2004
年、￥7140、ISBN978-4-524-40201-4

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．総論・植物成分の生合成 (C5(2)1-1)（大川）
２．脂質とアミノ酸 (C5(2)1-2、アドバンスト)（大川）
３．糖質 (C5(2)1-2、アドバンスト)（大川）
４．芳香族化合物（１） (C5(2)1-3、4-1,2、アドバンスト)
（大川）
５．芳香族化合物（２） (C5(2)1-3、4-1,2,3)（大川）
６．テルペノイド（１） (C5(2)1-4、4-1,2,3、アドバンス
ト)（大川）
７．テルペノイド（２） (C5(2)1-4、4-1,2)（大川）
８．ステロイド（１） (C5(2)1-4、4-1,2、アドバンスト)
（大川）
９．ステロイド（２） (C5(2)1-4、4-1,2,3)（大川）
１０．香粧品ほか (C5(2)4-3)（中野）
１１．アルカロイド（１） (C5(2)1-5、4-1,2、アドバンス
ト)（大川）
１２．アルカロイド（２） (C5(2)1-5、4-1,2)（大川）
１３．アルカロイド（３） (C5(2)1-5、4-1,2)（大川）
１４．アルカロイド（４）、その他 (C5(2)1-5、4-1,2,3、ア
ドバンスト)（大川）
１５．まとめ（大川）



2019-9030000674-02天然物化学「P-b」（科目番号：3C1）

大川　雅史、（中野　大輔）

◎薬  :A-1,A-2

1.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)

2.脂質や糖質に分類される生薬由来の代表的な生物活性物質を列挙し、その作
用を説明できる。 (C5(2)1-2) 　(A-2)

3.芳香族化合物に分類される生薬由来の代表的な生物活性物質を列挙し、その
作用を説明できる。 (C5(2)1-3) 　(A-2)

4.テルペノイド、ステロイドに分類される生薬由来の代表的な生物活性物質を
列挙し、その作用を説明できる。 (C5(2)1-4) 　(A-2)

5.アルカロイドに分類される生薬由来の代表的な生物活性物質を列挙し、その
作用を説明できる。 (C5(2)1-5) 　(A-2)

6.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)

7.天然生物活性物質を基に化学修飾等により開発された代表的な医薬品を列挙
し、その用途、リード化合物を説明できる。 (C5(2)4-2) 　(A-1)

8.天然物質の農薬、香粧品などの原料としての有用性について具体例を挙げて
説明できる。 (C5(2)4-3) 　(A-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。



2019-9030000723-01調剤学総論（科目番号：4R2）

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

緒方　憲太郎、原　周司、冨永　宏治

◎－－－　一般目標　－－－◎

　薬剤師の使命、倫理、自己研鑽について理解し、さらに社会、薬局、病院での薬
剤師の役割、業務を習得し、実務実習事前学習を通して理解を深め、実務実習で実
践できるようにする。先ず、医薬品の剤型、特性、保管や取扱いなどを理解し、薬
剤師の第一義的な業務である調剤、製剤、調製を習得する。さらに、患者に対して
安全で効果的な薬物療法が実施されるための留意点を習得する。病院・薬局での実
務経験を活かし、基本はもちろん実際の医療現場に即した内容で、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「F薬学臨床（1）～
（3）」に沿って講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1 医療体系における薬剤師の使命と業務の概要について説明できる　　
 （A（2）②3, A（5）③1‐2,F（1）③1,3‐4,6,F（2）②2）(技能)

2 処方せん監査、疑義照会について説明できる　（F（2）②5‐6）(技能)

3 処方せんに基づく計数調剤、計量調剤、調製が説明できる　
（F（2）②3,5）(技能)

4 処方せんに基づき調剤された薬剤の監査について説明できる　
 （F（2）②8）(技能)

5 注射処方せんに従った注射調剤が説明できる　（F（2）③14）(技能)

6 注射剤・散剤・水剤等の配合変化の回避法を列挙できる（F（2）③15）(技能)

7 注射剤（高カロリー輸液等）の無菌調製について説明できる　
 （F（2）③16）(技能)

8 患者の栄養状態や体液量、電解質バランス等が評価でき、輸液の種類と適応を説
明できる　　（F（3）③5-6）(技能)

9 抗悪性腫瘍薬等の取り扱い・調製でのケミカルハザード回避を説明できる　（F
（2）③7）(技能)

10 代表的な疾患症例への応対について説明できる　（F（2）④8）(技能)

11 医薬品（劇薬、毒薬、麻薬、向精神薬および覚せい剤原料、薬局製剤などを含
む）の管理と取り扱いについて説明できる（F（2）⑤1‐3,7-8）(技能)

12 特定生物由来製品の管理と取り扱いについて説明できる　
 （F（2）⑤4）(技能)

13 院内製剤の意義、調製上の手続き、品質管理などについて説明できる　
（F（2）⑤6）(技能)

14 特にリスクの高い代表的な医薬品の特徴と注意点を説明できる　
（F（2）⑥2）(技能)

15 消毒薬の特徴と用途、感染対策、スタンダードプリコーションを説明できる　
（F（2）⑥4‐6(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

教科書に従い講義形式で行う。場合によっては配布資料、プロジェクターを用い
る。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義内容を理解するために指定した教科書で予習しておくこと。講義後は復習し、
実務実習事前学習に備えること（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

薬剤師の使命、役割および薬剤師業務の基本が身についているか、また、それを正
確に説明できるかを評価基準とする。定期試験の成績で評価する（100%）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

編集　八野芳巳/難波弘行　：コンパスシリーズ　コンパス調剤学　改訂第2版　南
江堂　2015年　本体4,800円　ISBN　978-4-524-40316-5

◎－－－　参考書　－－－◎

日本薬剤師会編：調剤指針　第十三改訂　薬事日報　5,184円　ISBN 9784840811934
日本薬剤師センター総監修：薬学生・実務実習指導者のための実務実習ガイドブッ
ク　南山堂　6,480円　ISBN 9784525701314

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　医療における薬剤師の使命と医療体系　
　（A（2）②3, A（5）③1‐2, 冨永）

2‐5　処方せん監査と処方せんによる調剤・監査　
　（F（1）③１,3‐4,6, F（2）②2‐3,5‐6,8, ④8, ⑤1‐
3,7‐8冨永）

6　病院薬剤師の役割、他部門との連携
　（F（1）③3‐4,6, 緒方）

7‐8　感染対策、スタンダードプリコーション、消毒薬　
（F（1）③3‐4,6, F（2）⑥4‐6, 緒方）

9　様々な医薬品（特定生物由来製品等）の管理　　（F
（2）⑤1‐4,6,8, F（2）⑥2,緒方）

10　抗悪性腫瘍薬等の取り扱い・調製　
　（F（2）③7, 緒方）

11‐14　注射剤・輸液の調剤、調製　
　（F（2）③14‐16, ④8, F（3）③5‐6, 原）

15　薬物の薬力学的相互作用（F（2）④8, 原）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

背景となる既習講義科目は十分に修得しておくこと。5年
生次の実務実習に向けて、事前学習と関連付けて修得す
る。



2019-9030000723-01調剤学総論（科目番号：4R2）

緒方　憲太郎、原　周司、冨永　宏治

◎薬  :B-3

1.1 医療体系における薬剤師の使命と業務の概要について説明できる　　
 （A（2）②3, A（5）③1‐2,F（1）③1,3‐4,6,F（2）②2）　(B-3)

2.2 処方せん監査、疑義照会について説明できる　（F（2）②5‐6）　(B-3)

3.3 処方せんに基づく計数調剤、計量調剤、調製が説明できる　
（F（2）②3,5）　(B-3)

4.4 処方せんに基づき調剤された薬剤の監査について説明できる　
 （F（2）②8）　(B-3)

5.5 注射処方せんに従った注射調剤が説明できる　（F（2）③14）　(B-3)

6.6 注射剤・散剤・水剤等の配合変化の回避法を列挙できる（F（2）③15）　
(B-3)

7.7 注射剤（高カロリー輸液等）の無菌調製について説明できる　
 （F（2）③16）　(B-3)

8.8 患者の栄養状態や体液量、電解質バランス等が評価でき、輸液の種類と適
応を説明できる　　（F（3）③5-6）　(B-3)

9.9 抗悪性腫瘍薬等の取り扱い・調製でのケミカルハザード回避を説明できる
　（F（2）③7）　(B-3)

10.10 代表的な疾患症例への応対について説明できる　（F（2）④8）　(B-3)

11.11 医薬品（劇薬、毒薬、麻薬、向精神薬および覚せい剤原料、薬局製剤な
どを含む）の管理と取り扱いについて説明できる（F（2）⑤1‐3,7-8）　(B-3)

12.12 特定生物由来製品の管理と取り扱いについて説明できる　
 （F（2）⑤4）　(B-3)

13.13 院内製剤の意義、調製上の手続き、品質管理などについて説明できる　
（F（2）⑤6）　(B-3)

14.14 特にリスクの高い代表的な医薬品の特徴と注意点を説明できる　
（F（2）⑥2）　(B-3)

15.15 消毒薬の特徴と用途、感染対策、スタンダードプリコーションを説明で
きる　（F（2）⑥4‐6　(B-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。



2019-9030000720-01遺伝子工学概論「P-a」（科目番号：4B1）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・３時限　　試験時間割：後日発表　　

鹿志毛　信広

◎－－－　一般目標　－－－◎

（1）生命情報を担う遺伝子の複製、発現とそれらの制御および遺伝子工学的技術に関
する基本的知識を修得する。
（2）医薬品としてのタンパク質、遺伝子、細胞を適正に利用するために、それらを用
いる治療に関する基本的知識を修得し、倫理的態度を身につける。併せて、ゲノム情
報の利用に関する基本的事項を修得する。
（3）ゲノム情報に基づいた創薬ターゲットの探索と合理的なドラッグデザインを理解
するために、標的遺伝子発現情報の解析やプロテオーム解析に関する基本的知識を修
得する。
　平成25年度改訂版薬学教育モデル･コアカリキュラムのC6(4)生命情報を担う遺伝
子、C7(1)①遺伝およびE2(8)バイオ医薬品とゲノム情報に沿って講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

遺伝情報の保存と発現の流れを説明できる。（C6(4)①1、C6(4)③1）(知識・理解)

転写・翻訳の過程とその調節機構について説明できる。（C6(4)①1、C6(4)④1-5）(知
識・理解)

遺伝子と遺伝のしくみについて概説できる。（C7(1)①1）(知識・理解)

遺伝子多型について概説できる。（C7(1)①2）(知識・理解)

代表的な遺伝疾患を概説できる。（C7(1)①3）(知識・理解)

遺伝子工学技術(遺伝子クローニング、cDNA クローニング、PCR、組換えタンパク質
発現法など)を概説できる。（C6(4)⑥1）(知識・理解)

遺伝子改変生物(遺伝子導入•欠損動物、クローン動物、遺伝子組換え植物)について概
説できる。（C6(4)⑥2）(知識・理解)

組換え体医薬品の特色と有用性を説明できる。（E2(8)①1）(知識・理解)

代表的な組換え体医薬品を列挙できる。（E2(8)①2）(知識・理解)

組換え体医薬品の安全性について概説できる。（E2(8)①3）(知識・理解)

遺伝子治療の原理、方法と手順、現状、および倫理的問題点を概説できる。（E2(8)
②1）(知識・理解)

移植医療の原理、方法と手順、現状およびゲノム情報の取り扱いに関する倫理的問題
点を概説できる。（E2(8)③1）(知識・理解)

摘出および培養組織を用いた移植医療について説明できる。（E2(8)③2）(知識・理解)

臍帯血、末梢血および骨髄に由来する血液幹細胞を用いた移植医療について説明でき
る。（E2(8)③3）(知識・理解)

胚性幹細胞(ES 細胞)、人工多能性幹細胞(iPS 細胞)を用いた細胞移植医療について概説
できる。（E2(8)③4）(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　テキストと板書による講義形式で行う。必要に応じてプリント、パワーポイントを
用いる。

◎－－－　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予習をしておくこと。（30分）
指定した教科書の章末問題を解いて習得知識の再確認を行うこと。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

遺伝子および遺伝子工学に関する基本的知識およびバイオ、細胞医薬品などを用いる
治療に関する基本的知識を習得しているかを評価の基準とする。評価は、定期試験の
成績を100％として行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

荒牧弘範、大戸茂弘 編集：コンパス分子生物学 ‒創薬・テーラーメイド医療に向けて‒
（南江堂）改訂第２版 2015年　￥4,300　ISBN 978-4-524-40323-3

◎－－－　参考書　－－－◎

T.A.Brown 著、西郷薫監訳：ブラウン 分子遺伝学（第３版、東京化学同人）ISBN
4-8079-0501-5
野島　博:遺伝子工学の基礎（東京化学同人）ISBN 4-8079-0441-8
江島洋介:これだけは知っておきたい　図解バイオサイエンス（オーム社）ISBN
4-274-19728-X
江島洋介:これだけは知っておきたい　図解分子生物学（オーム社）ISBN
4-274-20117-1

◎－－－　授業計画　－－－◎

1： 遺伝情報の保存（準備教育C6(4)①1、C6(4)③1）
2： 遺伝情報の発現（準備教育C6(4)①1、C6(4)④1-5）
3： ゲノムと遺伝子（C7(1)①1-3）
4：組換えDNA技術（C6(4)⑥1）
5：遺伝子の機能解析法1（C6(4)⑥1）
6：遺伝子の機能解析法2（C6(4)⑥1）
7：遺伝子の機能解析法3（C6(4)⑥2）
8：組換え医薬品（E2(8)①1-3）
9：ゲノム創薬（アドバンスト）
10：分子標的薬（アドバンスト）
11：遺伝子・分子診断（C7(1)①1-3）
12：遺伝子治療E2(8)②1
13：移植治療（E2(8)③1-4）
14：次世代DNAシークエンシング（アドバンスト）
15：ゲノム編集技術（アドバンスト）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

背景となる既習講義科目は十分に修得しておくこと。



2019-9030000720-01遺伝子工学概論「P-a」（科目番号：4B1）

鹿志毛　信広

◎薬  :A-1,A-2

1.遺伝情報の保存と発現の流れを説明できる。（C6(4)①1、C6(4)③1）　(A-1)

2.転写・翻訳の過程とその調節機構について説明できる。（C6(4)①1、C6(4)
④1-5）　(A-1)

3.遺伝子と遺伝のしくみについて概説できる。（C7(1)①1）　(A-1)

4.遺伝子多型について概説できる。（C7(1)①2）　(A-1)

5.代表的な遺伝疾患を概説できる。（C7(1)①3）　(A-1)

6.遺伝子工学技術(遺伝子クローニング、cDNA クローニング、PCR、組換えタ
ンパク質発現法など)を概説できる。（C6(4)⑥1）　(A-1)

7.遺伝子改変生物(遺伝子導入•欠損動物、クローン動物、遺伝子組換え植物)に
ついて概説できる。（C6(4)⑥2）　(A-1)

8.組換え体医薬品の特色と有用性を説明できる。（E2(8)①1）　(A-2)

9.代表的な組換え体医薬品を列挙できる。（E2(8)①2）　(A-2)

10.組換え体医薬品の安全性について概説できる。（E2(8)①3）　(A-2)

11.遺伝子治療の原理、方法と手順、現状、および倫理的問題点を概説できる。
（E2(8)②1）　(A-2)

12.移植医療の原理、方法と手順、現状およびゲノム情報の取り扱いに関する倫
理的問題点を概説できる。（E2(8)③1）　(A-2)

13.摘出および培養組織を用いた移植医療について説明できる。（E2(8)③2）　
(A-2)

14.臍帯血、末梢血および骨髄に由来する血液幹細胞を用いた移植医療について
説明できる。（E2(8)③3）　(A-2)

15.胚性幹細胞(ES 細胞)、人工多能性幹細胞(iPS 細胞)を用いた細胞移植医療に
ついて概説できる。（E2(8)③4）　(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。



2019-9030000720-02遺伝子工学概論「P-b」（科目番号：4B1）

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

鹿志毛　信広

◎－－－　一般目標　－－－◎

（1）生命情報を担う遺伝子の複製、発現とそれらの制御および遺伝子工学的技術に関
する基本的知識を修得する。
（2）医薬品としてのタンパク質、遺伝子、細胞を適正に利用するために、それらを用
いる治療に関する基本的知識を修得し、倫理的態度を身につける。併せて、ゲノム情
報の利用に関する基本的事項を修得する。
（3）ゲノム情報に基づいた創薬ターゲットの探索と合理的なドラッグデザインを理解
するために、標的遺伝子発現情報の解析やプロテオーム解析に関する基本的知識を修
得する。
　平成25年度改訂版薬学教育モデル･コアカリキュラムのC6(4)生命情報を担う遺伝
子、C7(1)①遺伝およびE2(8)バイオ医薬品とゲノム情報に沿って講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

遺伝情報の保存と発現の流れを説明できる。（C6(4)①1、C6(4)③1）(知識・理解)

転写・翻訳の過程とその調節機構について説明できる。（C6(4)①1、C6(4)④1-5）(知
識・理解)

遺伝子と遺伝のしくみについて概説できる。（C7(1)①1）(知識・理解)

遺伝子多型について概説できる。（C7(1)①2）(知識・理解)

代表的な遺伝疾患を概説できる。（C7(1)①3）(知識・理解)

遺伝子工学技術(遺伝子クローニング、cDNA クローニング、PCR、組換えタンパク質
発現法など)を概説できる。（C6(4)⑥1）(知識・理解)

遺伝子改変生物(遺伝子導入•欠損動物、クローン動物、遺伝子組換え植物)について概
説できる。（C6(4)⑥2）(知識・理解)

組換え体医薬品の特色と有用性を説明できる。（E2(8)①1）(知識・理解)

代表的な組換え体医薬品を列挙できる。（E2(8)①2）(知識・理解)

組換え体医薬品の安全性について概説できる。（E2(8)①3）(知識・理解)

遺伝子治療の原理、方法と手順、現状、および倫理的問題点を概説できる。（E2(8)
②1）(知識・理解)

移植医療の原理、方法と手順、現状およびゲノム情報の取り扱いに関する倫理的問題
点を概説できる。（E2(8)③1）(知識・理解)

摘出および培養組織を用いた移植医療について説明できる。（E2(8)③2）(知識・理解)

臍帯血、末梢血および骨髄に由来する血液幹細胞を用いた移植医療について説明でき
る。（E2(8)③3）(知識・理解)

胚性幹細胞(ES 細胞)、人工多能性幹細胞(iPS 細胞)を用いた細胞移植医療について概説
できる。（E2(8)③4）(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　テキストと板書による講義形式で行う。必要に応じてプリント、パワーポイントを
用いる。

◎－－－　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予習をしておくこと。（30分）
指定した教科書の章末問題を解いて習得知識の再確認を行うこと。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

遺伝子および遺伝子工学に関する基本的知識およびバイオ、細胞医薬品などを用いる
治療に関する基本的知識を習得しているかを評価の基準とする。評価は、定期試験の
成績を100％として行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

荒牧弘範、大戸茂弘 編集：コンパス分子生物学 ‒創薬・テーラーメイド医療に向けて‒
（南江堂）改訂第２版 2015年　￥4,300　ISBN 978-4-524-40323-3

◎－－－　参考書　－－－◎

T.A.Brown 著、西郷薫監訳：ブラウン 分子遺伝学（第３版、東京化学同人）ISBN
4-8079-0501-5
野島　博:遺伝子工学の基礎（東京化学同人）ISBN 4-8079-0441-8
江島洋介:これだけは知っておきたい　図解バイオサイエンス（オーム社）ISBN
4-274-19728-X
江島洋介:これだけは知っておきたい　図解分子生物学（オーム社）ISBN
4-274-20117-1

◎－－－　授業計画　－－－◎

1： 遺伝情報の保存（準備教育C6(4)①1、C6(4)③1）
2： 遺伝情報の発現（準備教育C6(4)①1、C6(4)④1-5）
3： ゲノムと遺伝子（C7(1)①1-3）
4：組換えDNA技術（C6(4)⑥1）
5：遺伝子の機能解析法1（C6(4)⑥1）
6：遺伝子の機能解析法2（C6(4)⑥1）
7：遺伝子の機能解析法3（C6(4)⑥2）
8：組換え医薬品（E2(8)①1-3）
9：ゲノム創薬（アドバンスト）
10：分子標的薬（アドバンスト）
11：遺伝子・分子診断（C7(1)①1-3）
12：遺伝子治療E2(8)②1
13：移植治療（E2(8)③1-4）
14：次世代DNAシークエンシング（アドバンスト）
15：ゲノム編集技術（アドバンスト）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

背景となる既習講義科目は十分に修得しておくこと。



2019-9030000720-02遺伝子工学概論「P-b」（科目番号：4B1）

鹿志毛　信広

◎薬  :A-1,A-2

1.遺伝情報の保存と発現の流れを説明できる。（C6(4)①1、C6(4)③1）　(A-1)

2.転写・翻訳の過程とその調節機構について説明できる。（C6(4)①1、C6(4)
④1-5）　(A-1)

3.遺伝子と遺伝のしくみについて概説できる。（C7(1)①1）　(A-1)

4.遺伝子多型について概説できる。（C7(1)①2）　(A-1)

5.代表的な遺伝疾患を概説できる。（C7(1)①3）　(A-1)

6.遺伝子工学技術(遺伝子クローニング、cDNA クローニング、PCR、組換えタ
ンパク質発現法など)を概説できる。（C6(4)⑥1）　(A-1)

7.遺伝子改変生物(遺伝子導入•欠損動物、クローン動物、遺伝子組換え植物)に
ついて概説できる。（C6(4)⑥2）　(A-1)

8.組換え体医薬品の特色と有用性を説明できる。（E2(8)①1）　(A-2)

9.代表的な組換え体医薬品を列挙できる。（E2(8)①2）　(A-2)

10.組換え体医薬品の安全性について概説できる。（E2(8)①3）　(A-2)

11.遺伝子治療の原理、方法と手順、現状、および倫理的問題点を概説できる。
（E2(8)②1）　(A-2)

12.移植医療の原理、方法と手順、現状およびゲノム情報の取り扱いに関する倫
理的問題点を概説できる。（E2(8)③1）　(A-2)

13.摘出および培養組織を用いた移植医療について説明できる。（E2(8)③2）　
(A-2)

14.臍帯血、末梢血および骨髄に由来する血液幹細胞を用いた移植医療について
説明できる。（E2(8)③3）　(A-2)

15.胚性幹細胞(ES 細胞)、人工多能性幹細胞(iPS 細胞)を用いた細胞移植医療に
ついて概説できる。（E2(8)③4）　(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。



2019-9030000673-01感染症治療薬概論「P-a」（科目番号：3B1）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　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　　

鹿志毛　信広

◎－－－　一般目標　－－－◎

　エイズ、マラリア、結核をはじめとする多くの感染症の克服は、21世紀に持ち越
された医学・薬学の重要な課題の一つである。本講義では、２年次の「微生物学」
および「免疫学」を基礎にして、生体内で異常に増殖あるいは複製することにより
人体に疾患を生じさせる細菌、ウイルスなどの微生物に対する薬物の作用機序を理
解し、薬物治療へ応用できるようになるために、抗菌薬などの化学療法薬に関する
基本的知識を修得する。（薬学教育モデル･コアカリキュラム 平成25年度改訂版の
E2 薬理・病態・薬物治療  (7)病原微生物(感染症)・悪性新生物(がん)と薬の内容に
沿って講義する。）

◎－－－　到達目標　－－－◎

抗菌薬の薬理(薬理作用、機序、抗菌スペクトル、主な副作用、相互作用、組織移行
性)および臨床適用を説明できる。（E2(7)①-1）
(技能)

主要な抗菌薬の耐性獲得機構および耐性菌出現への対応を説明できる。（E2(7)
②-1）(技能)

薬剤耐性菌による院内感染について、感染経路と予防方法、病態(病態生理、症状
等)および薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。（E2(7)③-9） (技能)

 ヘルペスウイルス感染症(単純ヘルペス、水痘・帯状疱疹)について、治療薬の薬理
(薬理作用、 機序、主な副作用)を説明できる。（E2(7)④-1）(技能)

サイトメガロウイルス感染症について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作
用)を説明できる。（E2(7)④-2）(技能)

インフルエンザについて、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)を説明でき
る。（E2(7)④-3）(技能)

ウイルス性肝炎(HAV、HBV、HCV)について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な
副作用)を説明できる。（E2(7)④-4）(技能)

後天性免疫不全症候群(AIDS)について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作
用)を説明できる。（E2(7)④-5）(技能)

抗真菌薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)および臨床適用を説明できる（E2(7)
⑤-1） (技能)

原虫感染症について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)を説明できる。
（E2(7)⑥-1） (技能)

寄生虫感染症について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)を説明でき
る。（E2(7)⑥-2） (技能)

微生物由来の代表的な生理活性物質を化学構造に基づいて分類できる。(C5(2)②-1)
(技能)

病原微生物が関わる疾患に用いられる代表的な薬物の基本構造と薬効(薬理・薬物動
態)の関連を概説できる。（E2(7)⑩-1）(技能)

微生物由来の代表的な生理活性物質を列挙し、その作用を説明できる。(C5(2)②-2)
(技能)

◎－－－　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：次回の授業範囲に関してテキストを事前に読む。（30分）
復習：板書を元にまとめる。テキストの章末問題を解く。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　抗感染症薬、抗悪性腫瘍薬の作用機序を理解しているか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　－－－◎

荒牧弘範・下川修・鹿志毛信広 編集：ポイントがわかる薬科微生物学 第3版　新装
版（株式会社　廣川鉄男事務所)　2017年　￥5,800　ISBN　978－4－908996－04－7
［２年次開講既習科目「微生物学」のテキスト］

◎－－－　参考書　－－－◎

浦部晶夫・島田和幸・川合眞一 編集：今日の治療薬2019（南江堂）¥4,600+税　
ISBN 978-4-524-24808-7

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　抗菌薬の開発の歴史と現状（準備教育）
２　抗菌薬の作用機序（E2(7)①-1, ⑩-1）
３　抗菌薬(1) ペニシリン系抗生物質（E2(7)①-1, ⑩-1）
４　抗菌薬(2) セフェム系抗生物質（E2(7)①-1, ⑩-1）
５　抗菌薬(3) カルバペネム系、モノバクタム系、ペネム
系抗生物質（E2(7)①-1, ⑩-1）
　　抗菌薬(4) アミノグリコシド系抗生物質（E2(7)①-1,
⑩-1）
６　抗菌薬(5) マクロライド系、リンコマイシン系、テト
ラサイクリン系、クロラムフェニコール系抗生物質（E2
(7)①-1, ⑩-1）
７　抗菌薬(6) ホスホマイシン系、ペプチド系抗生物質
（E2(7)①-1, ⑩-1）
８　 抗菌薬(7) キノロン系抗菌薬、サルファ剤、その他の
抗菌薬（E2(7)①-1, ⑩-1）
９　 抗結核薬 (E2(7)①-1, ⑩-1）
10　薬剤耐性菌とその対策（E2(7)②-1, ③-9、アドバンス
ト）
11　細菌感染症の薬物療法(アドバンスト)
12　抗真菌薬（E2(7)⑤-1, ⑩-1）
13　抗原虫薬、抗寄生虫薬（E2(7)⑥-1, 2, ⑩-1）
14　抗ウイルス薬（E2(7)④-1～5, ⑩-1）
15　微生物の生産する生理活性物質（C5(2)②-1, 2、アドバ
ンスト）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　微生物学および免疫学を復習しておくこと。



2019-9030000673-01感染症治療薬概論「P-a」（科目番号：3B1）

鹿志毛　信広

◎薬  :B-3

1.抗菌薬の薬理(薬理作用、機序、抗菌スペクトル、主な副作用、相互作用、組
織移行性)および臨床適用を説明できる。（E2(7)①-1）
　(B-3)

2.主要な抗菌薬の耐性獲得機構および耐性菌出現への対応を説明できる。（E2
(7)②-1）　(B-3)

3.薬剤耐性菌による院内感染について、感染経路と予防方法、病態(病態生理、
症状等)および薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。（E2(7)③-9） 　(B-3)

4. ヘルペスウイルス感染症(単純ヘルペス、水痘・帯状疱疹)について、治療薬
の薬理(薬理作用、 機序、主な副作用)を説明できる。（E2(7)④-1）　(B-3)

5.サイトメガロウイルス感染症について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な
副作用)を説明できる。（E2(7)④-2）　(B-3)

6.インフルエンザについて、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)を説
明できる。（E2(7)④-3）　(B-3)

7.ウイルス性肝炎(HAV、HBV、HCV)について、治療薬の薬理(薬理作用、機
序、主な副作用)を説明できる。（E2(7)④-4）　(B-3)

8.後天性免疫不全症候群(AIDS)について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な
副作用)を説明できる。（E2(7)④-5）　(B-3)

9.抗真菌薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)および臨床適用を説明できる
（E2(7)⑤-1） 　(B-3)

10.原虫感染症について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)を説明で
きる。（E2(7)⑥-1） 　(B-3)

11.寄生虫感染症について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)を説明
できる。（E2(7)⑥-2） 　(B-3)

12.病原微生物が関わる疾患に用いられる代表的な薬物の基本構造と薬効(薬
理・薬物動態)の関連を概説できる。（E2(7)⑩-1）　(B-3)

13.微生物由来の代表的な生理活性物質を化学構造に基づいて分類できる。(C5
(2)②-1)　(B-3)

14.微生物由来の代表的な生理活性物質を列挙し、その作用を説明できる。(C5
(2)②-2)　(B-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。



2019-9030000673-02感染症治療薬概論「P-b」（科目番号：3B1）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　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　　

鹿志毛　信広

◎－－－　一般目標　－－－◎

　エイズ、マラリア、結核をはじめとする多くの感染症の克服は、21世紀に持ち越
された医学・薬学の重要な課題の一つである。本講義では、２年次の「微生物学」
および「免疫学」を基礎にして、生体内で異常に増殖あるいは複製することにより
人体に疾患を生じさせる細菌、ウイルスなどの微生物に対する薬物の作用機序を理
解し、薬物治療へ応用できるようになるために、抗菌薬などの化学療法薬に関する
基本的知識を修得する。（薬学教育モデル･コアカリキュラム 平成25年度改訂版の
E2 薬理・病態・薬物治療  (7)病原微生物(感染症)・悪性新生物(がん)と薬の内容に
沿って講義する。）

◎－－－　到達目標　－－－◎

抗菌薬の薬理(薬理作用、機序、抗菌スペクトル、主な副作用、相互作用、組織移行
性)および臨床適用を説明できる。（E2(7)①-1）
(技能)

主要な抗菌薬の耐性獲得機構および耐性菌出現への対応を説明できる。（E2(7)
②-1）(技能)

薬剤耐性菌による院内感染について、感染経路と予防方法、病態(病態生理、症状
等)および薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。（E2(7)③-9） (技能)

 ヘルペスウイルス感染症(単純ヘルペス、水痘・帯状疱疹)について、治療薬の薬理
(薬理作用、 機序、主な副作用)を説明できる。（E2(7)④-1）(技能)

サイトメガロウイルス感染症について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作
用)を説明できる。（E2(7)④-2）(技能)

インフルエンザについて、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)を説明でき
る。（E2(7)④-3）(技能)

ウイルス性肝炎(HAV、HBV、HCV)について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な
副作用)を説明できる。（E2(7)④-4）(技能)

後天性免疫不全症候群(AIDS)について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作
用)を説明できる。（E2(7)④-5）(技能)

抗真菌薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)および臨床適用を説明できる（E2(7)
⑤-1） (技能)

原虫感染症について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)を説明できる。
（E2(7)⑥-1） (技能)

寄生虫感染症について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)を説明でき
る。（E2(7)⑥-2） (技能)

病原微生物が関わる疾患に用いられる代表的な薬物の基本構造と薬効(薬理・薬物動
態)の関連を概説できる。（E2(7)⑩-1）(技能)

微生物由来の代表的な生理活性物質を化学構造に基づいて分類できる。(C5(2)②-1)
(技能)

微生物由来の代表的な生理活性物質を列挙し、その作用を説明できる。(C5(2)②-2)
(技能)

◎－－－　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：次回の授業範囲に関してテキストを事前に読む。（30分）
復習：板書を元にまとめる。テキストの章末問題を解く。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　抗感染症薬、抗悪性腫瘍薬の作用機序を理解しているか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　－－－◎

荒牧弘範・下川修・鹿志毛信広 編集：ポイントがわかる薬科微生物学 第3版　新装
版（株式会社　廣川鉄男事務所)　2017年　￥5,800　ISBN　978－4－908996－04－7
［２年次開講既習科目「微生物学」のテキスト］

◎－－－　参考書　－－－◎

浦部晶夫・島田和幸・川合眞一 編集：今日の治療薬2019（南江堂）¥4,600+税　
ISBN 978-4-524-24808-7

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　抗菌薬の開発の歴史と現状（準備教育）
２　抗菌薬の作用機序（E2(7)①-1, ⑩-1）
３　抗菌薬(1) ペニシリン系抗生物質（E2(7)①-1, ⑩-1）
４　抗菌薬(2) セフェム系抗生物質（E2(7)①-1, ⑩-1）
５　抗菌薬(3) カルバペネム系、モノバクタム系、ペネム
系抗生物質（E2(7)①-1, ⑩-1）
　　抗菌薬(4) アミノグリコシド系抗生物質（E2(7)①-1,
⑩-1）
６　抗菌薬(5) マクロライド系、リンコマイシン系、テト
ラサイクリン系、クロラムフェニコール系抗生物質（E2
(7)①-1, ⑩-1）
７　抗菌薬(6) ホスホマイシン系、ペプチド系抗生物質
（E2(7)①-1, ⑩-1）
８　 抗菌薬(7) キノロン系抗菌薬、サルファ剤、その他の
抗菌薬（E2(7)①-1, ⑩-1）
９　 抗結核薬 (E2(7)①-1, ⑩-1）
10　薬剤耐性菌とその対策（E2(7)②-1, ③-9、アドバンス
ト）
11　細菌感染症の薬物療法(アドバンスト)
12　抗真菌薬（E2(7)⑤-1, ⑩-1）
13　抗原虫薬、抗寄生虫薬（E2(7)⑥-1, 2, ⑩-1）
14　抗ウイルス薬（E2(7)④-1～5, ⑩-1）
15　微生物の生産する生理活性物質（C5(2)②-1, 2、アドバ
ンスト）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　微生物学および免疫学を復習しておくこと。



2019-9030000673-02感染症治療薬概論「P-b」（科目番号：3B1）

鹿志毛　信広

◎薬  :B-3

1.抗菌薬の薬理(薬理作用、機序、抗菌スペクトル、主な副作用、相互作用、組
織移行性)および臨床適用を説明できる。（E2(7)①-1）
　(B-3)

2.主要な抗菌薬の耐性獲得機構および耐性菌出現への対応を説明できる。（E2
(7)②-1）　(B-3)

3.薬剤耐性菌による院内感染について、感染経路と予防方法、病態(病態生理、
症状等)および薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。（E2(7)③-9） 　(B-3)

4. ヘルペスウイルス感染症(単純ヘルペス、水痘・帯状疱疹)について、治療薬
の薬理(薬理作用、 機序、主な副作用)を説明できる。（E2(7)④-1）　(B-3)

5.サイトメガロウイルス感染症について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な
副作用)を説明できる。（E2(7)④-2）　(B-3)

6.インフルエンザについて、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)を説
明できる。（E2(7)④-3）　(B-3)

7.ウイルス性肝炎(HAV、HBV、HCV)について、治療薬の薬理(薬理作用、機
序、主な副作用)を説明できる。（E2(7)④-4）　(B-3)

8.後天性免疫不全症候群(AIDS)について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な
副作用)を説明できる。（E2(7)④-5）　(B-3)

9.抗真菌薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)および臨床適用を説明できる
（E2(7)⑤-1） 　(B-3)

10.原虫感染症について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)を説明で
きる。（E2(7)⑥-1） 　(B-3)

11.寄生虫感染症について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)を説明
できる。（E2(7)⑥-2） 　(B-3)

12.病原微生物が関わる疾患に用いられる代表的な薬物の基本構造と薬効(薬
理・薬物動態)の関連を概説できる。（E2(7)⑩-1）　(B-3)

13.微生物由来の代表的な生理活性物質を化学構造に基づいて分類できる。(C5
(2)②-1)　(B-3)

14.微生物由来の代表的な生理活性物質を列挙し、その作用を説明できる。(C5
(2)②-2)　(B-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。



2019-9030000652-01生物系実習Ⅰ（科目番号：2B5）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：実習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・３時限～５時限, 水・３時限～５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

鹿志毛　信広、佐藤　朝光（坂本　大輔、中島　幸彦）

◎－－－　一般目標　－－－◎

生物系実習の１つとして、肉眼では見ることのできない小さな生物を対象と
する。まず、その染色方法および顕微鏡で観察するための手技を体得、大腸
菌・ブドウ球菌に次いで食品に由来する微生物のグラム染色性を確認する。
次に、各自の鼻腔よりブドウ球菌を分離して、その性質を調べ、同定するた
めの技術を習得する。また、分離した菌の各種抗生物質に対する感受性試験
を行なう。さらに、近年、急速な進歩をとげている分子生物学の理解を助け
るために、大腸菌とプラスミドを用いて基本的な遺伝子組換え技術の実習を
行なう。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「C8 生体防御と微生物(3)微生物の基本、C6 生命現象の基礎(4)
生命情報を担う遺伝子⑥組換えDNA」にそって実習を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

細菌の斜面培養ができる。（C8(3)⑥-2）(態度・志向性)

細菌を単染色し、顕微鏡で観察できる。（C8(3)⑥-1） (態度・志向性)

細菌をグラム染色し、細胞壁構造の違いで染め分けができる。（C8(3)⑥-1）
(態度・志向性)

食品に由来する微生物の染色性と形から、菌種を確認する。（C8(3)②-1）
（C8(3)⑥-1） (態度・志向性)

平板培地上で細菌を単一に分離できる。（C8(3)⑥-3） (態度・志向性)

細菌の性質を生化学的手法で調べ、細菌を同定できる。（C8(3)⑥-3）(態度・
志向性)

細菌の抗菌剤に対する感受性試験を実施できる。（C8(3)⑥-3）(態度・志向性)

細菌の抗生物質や合成抗菌剤に対する耐性獲得の機序について、説明でき
る。（C8(3)②-5）（C8(3)⑥-3）(態度・志向性)

プラスミドDNAの制限酵素による消化およびリガーゼによる連結ができる。
（C6(4)⑥-1）(態度・志向性)

プラスミドDNAで大腸菌を形質転換し、目的のクローンを選択できる。（C6
(4)⑥-2） (態度・志向性)

PCR法による遺伝子増幅について説明できる。（C6(4)⑥-1）(態度・志向性)

◎－－－　学習方法　－－－◎

実習書にそって、実習を行う。
詳しい手技等については、その都度説明を行う。
　

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

配付する実習書を予習しておくこと。（30分）
当日実習した内容を実習レポートにまとめ、実習内容について参考書等で知
識を復習すること。（60分）
　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

顕微鏡観察をしたプレパラート、実習態度、実習レポート、実習試験の成績
および出席状況を考慮して評価する。 原則として、実習試験を6割、レポート
を3割、残り1割は平常点による。平常点については、実習態度を考慮する。
　平常点とレポートについては、ルーブリック評価表を用いる。詳細な評価
基準については、実習書に記載している。
　上記の成績評価基準は、原則として全て出席することを前提としている。

◎－－－　テキスト　－－－◎

微生物薬品化学教室で準備する実習書

◎－－－　参考書　－－－◎

荒牧弘範・鹿志毛信広・下川　修：ポイントが分かる薬科微生物学（株式会
社廣川鉄男事務所）2017年新装版　¥5,800　ISBN978-4-525-16114-9
吉田眞一・柳　雄介・吉海泰信編：改訂34版　戸田新細菌学（南山堂）
¥16,000 ISBN 978-4-525-16114-9

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　細菌の単染色・顕微鏡観察（C8(3)⑥-1）
２　細菌のグラム染色・顕微鏡観察（C8(3)⑥-1）
　　プラスミドDNAの消化・連結（C6(4)⑥-1）
３　ヒト鼻腔（鼻前庭）より菌の分離・培養（C8(3)
⑥-2,3）
　　大腸菌の形質転換（C6(4)⑥-2）
４　分離菌の生化学的同定（C8(3)⑥-3）
５　同定菌の抗生物質感受性試験（C8(3)⑥-2,3）
６　形質転換体の選別・PCR法による確認（C6(4)⑥-1,2）



2019-9030000652-01生物系実習Ⅰ（科目番号：2B5）

鹿志毛　信広、佐藤　朝光（坂本　大輔、中島　幸彦）

◎薬  :C-2

1.細菌の斜面培養ができる。（C8(3)⑥-2）　(C-2)

2.細菌を単染色し、顕微鏡で観察できる。（C8(3)⑥-1） 　(C-2)

3.細菌をグラム染色し、細胞壁構造の違いで染め分けができる。（C8(3)⑥-1）
　(C-2)

4.食品に由来する微生物の染色性と形から、菌種を確認する。（C8(3)②-1）
（C8(3)⑥-1） 　(C-2)

5.平板培地上で細菌を単一に分離できる。（C8(3)⑥-3） 　(C-2)

6.細菌の性質を生化学的手法で調べ、細菌を同定できる。（C8(3)⑥-3）　(C-2)

7.細菌の抗菌剤に対する感受性試験を実施できる。（C8(3)⑥-3）　(C-2)

8.細菌の抗生物質や合成抗菌剤に対する耐性獲得の機序について、説明でき
る。（C8(3)②-5）（C8(3)⑥-3）　(C-2)

9.プラスミドDNAの制限酵素による消化およびリガーゼによる連結ができる。
（C6(4)⑥-1）　(C-2)

10.プラスミドDNAで大腸菌を形質転換し、目的のクローンを選択できる。
（C6(4)⑥-2） 　(C-2)

11.PCR法による遺伝子増幅について説明できる。（C6(4)⑥-1）　(C-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。



2019-9030000736-01実務実習事前学習「13台以降」（科目番号：4Y6）

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 4 　　授業形態：実習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年　　試験時間割：定期試験なし　　

片岡　泰文、他

◎－－－　一般目標　－－－◎

医療、健康保険事業に参画できるようになるために、病院実務実習・薬局実務実習に先立っ
て、大学内で調剤および製剤、服薬指導などの薬剤師業務に必要な基本的知識、技能、態度
を修得する。
薬学部6年制「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)-(4),
B薬学と社会(1), C1物質の物理的性質(1), C2化学物質の分析(4)(6), D2環境(1)(2), E1薬の作用と
体の変化(3), E2薬理・病態・薬物治療(11), E4薬の生体内運命(2), F薬学臨床(1)-(5)」にそって
講義・演習・実習を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

医療における薬剤師の使命と倫理を説明でき、それに基づいた適切な態度で行動できる。(A
(1)①1-3,③1-4,(4)1-5,B(1)2-5,F(1)②1-3,F(4)①1-3,②1-2,(5)②1,③1）(態度・志向性)

代表的な疾患の模擬症例について薬物治療の最適化の方略を提案できる。（E1(3)2,E2(11)
①1-3）(技能)

処方せんの法的位置づけと機能を理解し、処方せんの種類、特徴、必要記載事項、代表的な
処方せん例の鑑査における注意点および不適切な処方せんの処置について説明でき、処方鑑
査および疑義照会をシミュレートできる。(F(2)①1,②3-9)(技能)

処方せん例に従って、計数調剤と計量調剤をシミュレートできる。(F(2)③1-5)(技能)

調剤された医薬品の調剤薬鑑査をシミュレートできる。(F(2)③8) (技能)

医薬品管理の意義と必要性を理解し、代表的な剤形の安定性、保存性および毒薬・劇薬、麻
薬、向精神薬、血漿分画製剤、輸血用血液製剤、生物製剤の管理と取扱いについて説明でき
る。(F(2)⑤1-4)(知識・理解)

代表的な放射性医薬品の種類と用途を説明し、その管理と取扱いについて説明できる。(C1
(1)④1-5,C2(6)②5,D2(1)④1-3,F(2)⑤5)(知識・理解)

院内製剤および薬局製剤の意義、調製上の手続き、品質管理などについて説明し、代表的な
院内製剤を調製できる。(C2(4)④2,⑤1-2,F(2)⑤6-8) (技能)

無菌操作や消毒についての原理を説明し、基本的な無菌操作および抗悪性腫瘍剤の取扱いに
おけるケミカルハザード回避の基本的手技をシミュレートできる。(F(2)③5-8,⑤4-6) (技能)

代表的な輸液、経管栄養剤の種類と適応について説明でき、また電解質の計算方法を理解
し、体内電解質の過不足を判断して補正できる。(F(3)③4-6) (知識・理解)

誤りやすい調剤例を列挙し、その原因、リスクを回避するための具体策、事故が起こった場
合の対処方法を提案できる。(F(2)⑤1-3,7) (技能)

患者の基本的権利、自己決定権、インフォームド・コンセント、守秘義務などについて理解
し、患者接遇で配慮しなければならない注意点を列挙し、共感的態度での患者インタビュー
をシミュレートできる。(A(2)③3-4,(3)①5-9,②1-2)。(技能)

服薬指導に必要な患者背景、情報（アドヒアランス、経過、診療録、薬歴など）を収集し、
適切な服薬指導をシミュレートできる。(F(2)④1-6,(3)③3,(5)③4) (技能)

血中濃度測定結果をもとに、投与設計ができる。(E4(2)①1-3,6,②1-4) (技能)

基本的な診察器具を用いて, 体温, 脈拍, 呼吸, 血圧の測定および一次救命救急処置（AED含
む）をシミュレートできる。(F(1)①3,(3)①3)(技能)

基本的な医療用語、略語について調査、理解し、模擬的に使用できる(F(3)①1,5)(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

少人数グループによる講義、演習、実習を行う。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

実習書を事前に読んでおくこと。指示のあった処方の医薬品につき調査をしておくこと（60
分）。
各実習ユニット終了後は、実習日誌や配布資料による復習をすること（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

●各実習ユニットについて、知識・技能・態度の習得度を、以下の基準・方法のいずれかあ
るいは両方にて評価する（ルーブリック評価）。なおルーブリック評価の評価基準について
は、実習書に掲載の上、初日ガイダンスにて説明する。
１．共用試験に準拠した評価項目を基準とした確認試験
２．課題に対して適切な回答・説明がなされているかを基準とするレポート
●各実習ユニットの評価点は均等とし、合算したものを100％として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

実習開始時に配布する実習書

◎－－－　参考書　－－－◎

第十四改訂 調剤指針 （日本薬剤師会 編，薬事日報社，5184円，2018）　ISBN
978-4-8408-1471-3
グラフィックガイド薬剤師の技能　第２版　－理論まるごと実践へ－  （京都廣川書店，
7560円，2018）　ISBN 978-4-909197-21-4

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　調剤１（計数・計量調剤）(F(2)③1-5)
２　調剤２（計数・計量調剤）(F(2)③1-5)
３　調剤３（計数・計量調剤）(F(2)③1-5)
４　薬物治療モニタリング（ＴＤＭ１）（E1(3)2,E2(11)
①1-3,E4(2)①1-3,6,②1-4,F(3)①1,5)
５　ＴＤＭ２（E1(3)2,E2(11)①1-3,E4(2)①1-3,6,②1-4,F(3)
①1,5)
６　ＴＤＭ３（E1(3)2,E2(11)①1-3,E4(2)①1-3,6,②1-4,F(3)
①1,5)
７　患者面談１(A(1)①1-3,③1-4,(4)1-5,B(1)2-5,F(1)②1-3,F
(4)①1-3,②1-2,(5)②1,③1）
８　患者面談２(A(2)③3-4,(3)①5-9,②1-2,F(2)④1-6,(3)
③3,(5)③4)
９　患者面談３(A(2)③3-4,(3)①5-9,②1-2,F(2)④1-6,(3)
③3,(5)③4)
10　患者面談４(A(2)③3-4,(3)①5-9,②1-2,F(2)④1-6,(3)
③3,(5)③4)
11　患者面談５(A(2)③3-4,(3)①5-9,②1-2,F(2)④1-6,(3)
③3,(5)③4)
12　調剤４（鑑査・疑義照会）（１）(F(2)①1,②3-9,F(2)
③8)
13　調剤４（鑑査・疑義照会）（２）(F(2)①1,②3-9,F(2)
③8)
14　調剤４（鑑査・疑義照会）（３）(F(2)①1,②3-9,F(2)
③8)
15　調剤５（注射剤）（１）(F(2)③5-8,⑤4-6,F(3)③4-6)
16　調剤５（注射剤）（２）(F(2)③5-8,⑤4-6,F(3)③4-6)
17　調剤５（注射剤）（３）(F(2)③5-8,⑤4-6,F(3)③4-6)
18　製剤化(C2(4)④2,⑤1-2,F(2)⑤6-8)
19　製剤試験法(C2(4)④2,⑤1-2,F(2)⑤6-8)
20　放射性医薬品(C1(1)④1-5,C2(6)②5,D2(1)④1-3,F(2)⑤5)
21　医薬品管理(F(2)⑤1-4)
22　医療安全管理(F(2)⑤1-3,7)
23　フィジカルアセスメント１(F(1)①3,(3)①1，3，5)
24　フィジカルアセスメント２(F(1)①3,(3)①1，3，5)
25　フィジカルアセスメント３(F(1)①3,(3)①1，3，5)
26　総合調剤実習(F(2)③1-8,⑤4-6,F(3)③4-6)
27　確認試験(F(2)③1-8,⑤4-6,F(3)③4-6)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

実習初日の概要説明に必ず出席すること。
無断欠席・遅刻のないようにすること。
清潔な白衣を準備すること。
医療現場にふさわしい身だしなみにて臨むこと



2019-9030000736-01実務実習事前学習「13台以降」（科目番号：4Y6）

片岡　泰文、他

◎薬  :A-3,A-4,B-1,B-2,B-3,C-1

1.医療における薬剤師の使命と倫理を説明でき、それに基づいた適切な態度で
行動できる。(A(1)①1-3,③1-4,(4)1-5,B(1)2-5,F(1)②1-3,F(4)①1-3,②1-2,(5)②1,
③1）　(C-1)

2.代表的な疾患の模擬症例について薬物治療の最適化の方略を提案できる。
（E1(3)2,E2(11)①1-3）　(B-3)

3.処方せんの法的位置づけと機能を理解し、処方せんの種類、特徴、必要記載
事項、代表的な処方せん例の鑑査における注意点および不適切な処方せんの処
置について説明でき、処方鑑査および疑義照会をシミュレートできる。(F(2)
①1,②3-9)　(B-3)

4.処方せん例に従って、計数調剤と計量調剤をシミュレートできる。(F(2)
③1-5)　(B-2)

5.調剤された医薬品の調剤薬鑑査をシミュレートできる。(F(2)③8) 　(B-2)

6.医薬品管理の意義と必要性を理解し、代表的な剤形の安定性、保存性および
毒薬・劇薬、麻薬、向精神薬、血漿分画製剤、輸血用血液製剤、生物製剤の管
理と取扱いについて説明できる。(F(2)⑤1-4)　(A-3)

7.代表的な放射性医薬品の種類と用途を説明し、その管理と取扱いについて説
明できる。(C1(1)④1-5,C2(6)②5,D2(1)④1-3,F(2)⑤5)　(A-3)

8.院内製剤および薬局製剤の意義、調製上の手続き、品質管理などについて説
明し、代表的な院内製剤を調製できる。(C2(4)④2,⑤1-2,F(2)⑤6-8) 　(B-2)

9.無菌操作や消毒についての原理を説明し、基本的な無菌操作および抗悪性腫
瘍剤の取扱いにおけるケミカルハザード回避の基本的手技をシミュレートでき
る。(F(2)③5-8,⑤4-6) 　(B-2)

10.代表的な輸液、経管栄養剤の種類と適応について説明でき、また電解質の計
算方法を理解し、体内電解質の過不足を判断して補正できる。(F(3)③4-6) 　
(A-3)

11.誤りやすい調剤例を列挙し、その原因、リスクを回避するための具体策、事
故が起こった場合の対処方法を提案できる。(F(2)⑤1-3,7) 　(B-2)

12.患者の基本的権利、自己決定権、インフォームド・コンセント、守秘義務な
どについて理解し、患者接遇で配慮しなければならない注意点を列挙し、共感
的態度での患者インタビューをシミュレートできる。(A(2)③3-4,(3)①5-9,
②1-2)。　(B-1)

13.服薬指導に必要な患者背景、情報（アドヒアランス、経過、診療録、薬歴な
ど）を収集し、適切な服薬指導をシミュレートできる。(F(2)④1-6,(3)③3,(5)
③4) 　(B-1)

14.血中濃度測定結果をもとに、投与設計ができる。(E4(2)①1-3,6,②1-4) 　(B-3)

15.基本的な診察器具を用いて, 体温, 脈拍, 呼吸, 血圧の測定および一次救命救急
処置（AED含む）をシミュレートできる。(F(1)①3,(3)①3)　(B-2)

16.基本的な医療用語、略語について調査、理解し、模擬的に使用できる(F(3)
①1,5)　(A-4)

◎　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。



2019-9030000716-01薬学健康管理学「P-a」（科目番号：4Y3）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　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　　

片岡　泰文、冨永　宏治

◎－－－　一般目標　－－－◎

　地域医療の担い手として、医療の仕組みを理解し地域の保健・医療に
貢献できるようになるために、社会保障制度、OTC医薬品及びセルフメ
ディケーションに関する基本的知識を修得する。併せて、薬学的健康管
理の実施に必要な情報を自ら収集するための基本的事項を修得する。
　薬学部6年制の「薬学教育モデルカリキュラム（日本薬学会）」の指針
「A 基本事項（A(1)(2）)」「B 薬学と社会（B(3)(4)）」、「E2 薬理・病
態・薬物治療(E2(9))」及び「F 薬学臨床(1)(2)(4)(5)」にそって講義する。
また、病院や薬局での実務経験を活かし、健康の維持増進及び疾患の予
防に関する実践的な取り組みについて例示・解説することにより、臨床
的理解を促す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

社会保障制度における医療保険制度と介護保険制度の仕組みを概説でき
る。（A(2)③3,4, B(3)①1,2,5,7, F(1)③5）(技能)

医療提供体制と医療保障制度の現状と課題に関する基本的事項を説明で
きる。(B(3)①4, B(4)②1,2,4, F(4)②1,2)(態度・志向性)

医薬分業の仕組みと意義を説明できる。（A(1)③3,④3, B(3)①3,6,7, B(4)
①1-3, B(4)②1-5, F(1)③13,14, F(2)①4, F(4)①3,F(5)①1-3)(技能)

地域における薬局の機能と業務を説明できる。(A(1)②6, B4①4-6, E2(9)
1,2,6,7, F(5)④1)(態度・志向性)

地域住民のセルフメディケーションのために薬剤師が果たす役割を概説
できる。(A(1)②6,B4①4-6,E2(9)1,2,6,7,F(5)②1,2,③4)(技能)

以下の疾患・症候に対するＯＴＣ医薬品の含有成分・作用・副作用を説
明できる。
　発熱、痛み、かゆみ、鼻炎、咳・痰、風邪、腹痛、食欲不振、下痢、
便秘、眼の充血・炎症
（E2(9)3-5,8, F(5)③2,3）(技能)

上記の症候・病態について、生じる原因とそれらを伴う代表的疾患を挙
げ、患者情報をもとに疾患を推測できる。(E(2)⑨3,4)(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　教科書に準拠しパワーポイントを用いて講義する。
　医療の仕組みに関する制度が改正される項目および教科書で不十分な
項目については、資料を配布する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　配布資料あるいはテキストの講義範囲を事前に把握しておく。講義の
内容を理解し、要点を箇条書きにしたノートの作成を勧める。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　「医療の仕組み」及び「ＯＴＣ医薬品」に関する到達目標をどの程度
まで修得しているか、また、その知識をどの程度まで論述できるかを評
価基準とする。定期試験（9割）とミニッツペーパー（1割）の成績で評
価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

薬学健康管理学テキスト（応用薬剤学教室・臨床薬学教室　編）
ＯＴＣ医薬品学―薬剤師にできるプライマリ・ケア　（渡辺健三他編
集）（南江堂2016年、3,600円＋税、ISBN：978-4-524-40331-8）
　（＊平成25年度改訂版薬学教育モデル・コアカリキュラム　準拠）

◎－－－　参考書　－－－◎

アルゴリズムで考える薬剤師の臨床判断－症状の鑑別からトリアージま
で－　ISBN 978-4-525-70291-5

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.　医療の仕組み(1): 医療提供体制
（A(2)③3,4, B(3)①1,2,5,7, F(1)③5, 片岡）
2.　医療の仕組み(2): 医療保障制度
（B(3)①4, B(4)②1,2,4, F(4)②1,2, 片岡）
3.　医療の仕組み(3): 医薬分業と薬局業務運営
（A(1)③3,④3, B(4)①1-3, B(4)②1-5, F(1)③13,14, F(4)①3, F
(5)①1-3, 冨永）
4.　医療の仕組み(4): 保険薬局関連規則・調剤報酬　
(B(3)①3,6,7, F(2)①4, 冨永）
5.　地域薬局：健康管理・セルフメディケーションとOTC
医薬品
（A(1)②6, B4①4-6, E2(9)1,2,6,7, F(5)②1,2,③4,④1, 冨永）
6.　OTC医薬品(1)：解熱鎮痛薬、外用鎮痛消炎薬
（E2(9)3-5,8, F(5)③2,3, 片岡）
7.　OTC医薬品(2)：鼻炎用薬
（E2(9)3-5,8,F(5)③2,3, 片岡）　
8.　OTC医薬品(3)：鎮咳去痰薬
（E2(9)3-5,8, F(5)③2,3, 片岡）
9.　OTC医薬品(4)：かぜ薬
（E2(9)3-5,8, E1(2)①1, F(5)③2,3, 片岡）
10.　トピックス・まとめ(1): 最近登場したOTC医薬品
（アドバンスト, 片岡）
11.　OTC医薬品(5)：胃腸薬
（E2(9)3-5,8, F(5)③2,3, 冨永）
12.　OTC医薬品(6)：止瀉薬、整腸薬
（E2(9)3-5,8, F(5)③2,3, 冨永）
13.　OTC医薬品(7)：瀉下薬
（E2(9)3-5,8, F(5)③2,3, 冨永）
14.　OTC医薬品(8)：眼科用薬
（E2(9)3-5,8, F(5)③2,3, 冨永）
15.　トピックス・まとめ(2): 健康保持・促進のアイテムと
医療機器
（アドバンスト, 冨永）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　４年次後期の「実務実習事前学習」、５年次の実務実習
を円滑に行うために、本科目のほか「薬学疾患管理学」お
よび「調剤学総論」も修得することが望ましい。



2019-9030000716-01薬学健康管理学「P-a」（科目番号：4Y3）

片岡　泰文、冨永　宏治

◎薬  :B-4,C-1,C-4

1.社会保障制度における医療保険制度と介護保険制度の仕組みを概説できる。
（A(2)③3,4, B(3)①1,2,5,7, F(1)③5）　(B-4)

2.医療提供体制と医療保障制度の現状と課題に関する基本的事項を説明でき
る。(B(3)①4, B(4)②1,2,4, F(4)②1,2)　(C-1)

3.医薬分業の仕組みと意義を説明できる。（A(1)③3,④3, B(3)①3,6,7, B(4)①1-3,
B(4)②1-5, F(1)③13,14, F(2)①4, F(4)①3,F(5)①1-3)　(B-4)

4.地域における薬局の機能と業務を説明できる。(A(1)②6, B4①4-6, E2(9)1,2,6,7,
F(5)④1)　(C-4)

5.地域住民のセルフメディケーションのために薬剤師が果たす役割を概説でき
る。(A(1)②6,B4①4-6,E2(9)1,2,6,7,F(5)②1,2,③4)　(B-4)

6.以下の疾患・症候に対するＯＴＣ医薬品の含有成分・作用・副作用を説明で
きる。
　発熱、痛み、かゆみ、鼻炎、咳・痰、風邪、腹痛、食欲不振、下痢、便秘、
眼の充血・炎症
（E2(9)3-5,8, F(5)③2,3）　(B-4)

7.上記の症候・病態について、生じる原因とそれらを伴う代表的疾患を挙げ、
患者情報をもとに疾患を推測できる。(E(2)⑨3,4)　(B-4)

◎　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。



2019-9030000716-02薬学健康管理学「P-b」（科目番号：4Y3）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　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　　

片岡　泰文、冨永　宏治

◎－－－　一般目標　－－－◎

　地域医療の担い手として、医療の仕組みを理解し地域の保健・医療に
貢献できるようになるために、社会保障制度、OTC医薬品及びセルフメ
ディケーションに関する基本的知識を修得する。併せて、薬学的健康管
理の実施に必要な情報を自ら収集するための基本的事項を修得する。
　薬学部6年制の「薬学教育モデルカリキュラム（日本薬学会）」の指針
「A 基本事項（A(1)(2）)」「B 薬学と社会（B(3)(4)）」、「E2 薬理・病
態・薬物治療(E2(9))」及び「F 薬学臨床(1)(2)(4)(5)」にそって講義する。
また、病院や薬局での実務経験を活かし、健康の維持増進及び疾患の予
防に関する実践的な取り組みについて例示・解説することにより、臨床
的理解を促す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

社会保障制度における医療保険制度と介護保険制度の仕組みを概説でき
る。（A(2)③3,4, B(3)①1,2,5,7, F(1)③5）(技能)

医療提供体制と医療保障制度の現状と課題に関する基本的事項を説明で
きる。(B(3)①4, B(4)②1,2,4, F(4)②1,2)(態度・志向性)

医薬分業の仕組みと意義を説明できる。（A(1)③3,④3, B(3)①3,6,7, B(4)
①1-3, B(4)②1-5, F(1)③13,14, F(2)①4, F(4)①3,F(5)①1-3)(技能)

地域における薬局の機能と業務を説明できる。(A(1)②6, B4①4-6, E2(9)
1,2,6,7, F(5)④1)(態度・志向性)

地域住民のセルフメディケーションのために薬剤師が果たす役割を概説
できる。(A(1)②6,B4①4-6,E2(9)1,2,6,7,F(5)②1,2,③4)(技能)

以下の疾患・症候に対するＯＴＣ医薬品の含有成分・作用・副作用を説
明できる。
　発熱、痛み、かゆみ、鼻炎、咳・痰、風邪、腹痛、食欲不振、下痢、
便秘、眼の充血・炎症
（E2(9)3-5,8, F(5)③2,3）(技能)

上記の症候・病態について、生じる原因とそれらを伴う代表的疾患を挙
げ、患者情報をもとに疾患を推測できる。(E(2)⑨3,4)(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　教科書に準拠しパワーポイントを用いて講義する。
　医療の仕組みに関する制度が改正される項目および教科書で不十分な
項目については、資料を配布する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　配布資料あるいはテキストの講義範囲を事前に把握しておく。講義の
内容を理解し、要点を箇条書きにしたノートの作成を勧める。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　「医療の仕組み」及び「ＯＴＣ医薬品」に関する到達目標をどの程度
まで修得しているか、また、その知識をどの程度まで論述できるかを評
価基準とする。定期試験（9割）とミニッツペーパー（1割）の成績で評
価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

薬学健康管理学テキスト（応用薬剤学教室・臨床薬学教室　編）
ＯＴＣ医薬品学―薬剤師にできるプライマリ・ケア　（渡辺健三他編
集）（南江堂2016年、3,600円＋税、ISBN：978-4-524-40331-8）
　（＊平成25年度改訂版薬学教育モデル・コアカリキュラム　準拠）

◎－－－　参考書　－－－◎

アルゴリズムで考える薬剤師の臨床判断－症状の鑑別からトリアージま
で－　ISBN 978-4-525-70291-5

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.　医療の仕組み(1): 医療提供体制
（A(2)③3,4, B(3)①1,2,5,7, F(1)③5, 片岡）
2.　医療の仕組み(2): 医療保障制度
（B(3)①4, B(4)②1,2,4, F(4)②1,2, 片岡）
3.　医療の仕組み(3): 医薬分業と薬局業務運営
（A(1)③3,④3, B(4)①1-3, B(4)②1-5, F(1)③13,14, F(4)①3, F
(5)①1-3, 冨永）
4.　医療の仕組み(4): 保険薬局関連規則・調剤報酬　
(B(3)①3,6,7, F(2)①4, 冨永）
5.　地域薬局：健康管理・セルフメディケーションとOTC
医薬品
（A(1)②6, B4①4-6, E2(9)1,2,6,7, F(5)②1,2,③4,④1, 冨永）
6.　OTC医薬品(1)：解熱鎮痛薬、外用鎮痛消炎薬
（E2(9)3-5,8, F(5)③2,3, 片岡）
7.　OTC医薬品(2)：鼻炎用薬
（E2(9)3-5,8,F(5)③2,3, 片岡）　
8.　OTC医薬品(3)：鎮咳去痰薬
（E2(9)3-5,8, F(5)③2,3, 片岡）
9.　OTC医薬品(4)：かぜ薬
（E2(9)3-5,8, E1(2)①1, F(5)③2,3, 片岡）
10.　トピックス・まとめ(1): 最近登場したOTC医薬品
（アドバンスト, 片岡）
11.　OTC医薬品(5)：胃腸薬
（E2(9)3-5,8, F(5)③2,3, 冨永）
12.　OTC医薬品(6)：止瀉薬、整腸薬
（E2(9)3-5,8, F(5)③2,3, 冨永）
13.　OTC医薬品(7)：瀉下薬
（E2(9)3-5,8, F(5)③2,3, 冨永）
14.　OTC医薬品(8)：眼科用薬
（E2(9)3-5,8, F(5)③2,3, 冨永）
15.　トピックス・まとめ(2): 健康保持・促進のアイテムと
医療機器
（アドバンスト, 冨永）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　４年次後期の「実務実習事前学習」、５年次の実務実習
を円滑に行うために、本科目のほか「薬学疾患管理学」お
よび「調剤学総論」も修得することが望ましい。



2019-9030000716-02薬学健康管理学「P-b」（科目番号：4Y3）

片岡　泰文、冨永　宏治

◎薬  :B-4,C-1,C-4

1.社会保障制度における医療保険制度と介護保険制度の仕組みを概説できる。
（A(2)③3,4, B(3)①1,2,5,7, F(1)③5）　(B-4)

2.医療提供体制と医療保障制度の現状と課題に関する基本的事項を説明でき
る。(B(3)①4, B(4)②1,2,4, F(4)②1,2)　(C-1)

3.医薬分業の仕組みと意義を説明できる。（A(1)③3,④3, B(3)①3,6,7, B(4)①1-3,
B(4)②1-5, F(1)③13,14, F(2)①4, F(4)①3,F(5)①1-3)　(B-4)

4.地域における薬局の機能と業務を説明できる。(A(1)②6, B4①4-6, E2(9)1,2,6,7,
F(5)④1)　(C-4)

5.地域住民のセルフメディケーションのために薬剤師が果たす役割を概説でき
る。(A(1)②6,B4①4-6,E2(9)1,2,6,7,F(5)②1,2,③4)　(B-4)

6.以下の疾患・症候に対するＯＴＣ医薬品の含有成分・作用・副作用を説明で
きる。
　発熱、痛み、かゆみ、鼻炎、咳・痰、風邪、腹痛、食欲不振、下痢、便秘、
眼の充血・炎症
（E2(9)3-5,8, F(5)③2,3）　(B-4)

7.上記の症候・病態について、生じる原因とそれらを伴う代表的疾患を挙げ、
患者情報をもとに疾患を推測できる。(E(2)⑨3,4)　(B-4)

◎　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。



2019-9030000725-01薬学疾患管理学「P-a」（科目番号：4Y4）

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

片岡　泰文、今給黎　修、林　稔展、（古賀　允久）

◎－－－　一般目標　－－－◎

　チーム医療を担う薬剤師として患者の薬学管理を実践することができるようにな
るために、処方解析の方法、副作用・相互作用モニタリングの方法及び問題志向型
システムの活用に関する基本的知識と技能を修得する。
　薬学部6年制の「薬学教育モデルカリキュラム（日本薬学会）」の指針「E1 薬の
作用と体の変化(E1(4))」、「E3 薬物治療に役立つ情報（E3(2)）」及び「F 薬学臨
床(F(1)(2)(3))」にそって講義する。また、病院での実務経験を活かし、薬剤師によ
る治療支援の実践的な取り組みについて例示・解説し、臨床的理解を促す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

【処方せんと調剤】
1.　処方せんの様式と必要記載事項、記載方法を列挙し、処方せん監査の意義を説
明できる。
（F(2)②3-5）(技能)

【薬科処方解析】
2.　以下の疾患の代表的な処方せん例に記載された処方薬の妥当性を、医薬品名、
分量、用量、薬物相互作用などの知識に基づいて説明できる。
パーキンソン病、気管支喘息、糖尿病、脂質異常症
（F(2)②1, F(2)③2, F(3)③1,8-10）(態度・志向性)

3.　上記の処方せん例について調剤手順と服薬指導の要点を説明できる。
(F(1)③2,7, F(2)③2,8) (技能)

【医療の安全管理】
4.　疑義照会の意義と処方せんの問題点を解決するための薬剤師と医師の連携につ
いて概説できる。
（F(2)②3-6、 F(4)①1）(態度・志向性)

5.　薬剤師業務の中で発生しやすい調剤ミス、調剤過誤の事例を列挙し、その原因
とそれを回避するための具体策を説明できる。
(F(2)⑥1,3)(態度・志向性)

【薬学管理：副作用・相互作用モニタリング】
6.　以下の臓器・組織に障害を呈する代表的な副作用疾患について、推定される原
因医薬品、身体所見、検査所見および対処方法を説明できる。
皮膚、血液系、呼吸器、腎臓、肝臓、循環器、消化器、精神神経系、筋肉、内分泌
系
(E1(4)1-3) (技能)

7.　副作用モニタリングの工程について代表的医薬品を挙げ説明できる。
(F(3)④1,4)(態度・志向性)

【薬学管理：問題志向型システム】
8.　問題志向型システム (POS) の定義、構成要素、経過記録について説明できる。
(E3(2)①1,2,②1-4,F(2)④7,F(3)④1,3)(技能)

9.　模擬症例について問題志向型システムによる薬学管理を模擬的に実施できる。
(E3(2)①1,2,②1-3,F(2)④8,F(3)④1,3)(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　教科書に準拠しパワーポイントを用いて講義する。教科書で不十分な項目につい
ては、資料を配布する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　配布資料あるいはテキストの講義範囲を事前に把握しておく。講義の内容を理解
し、要点を箇条書きにしたノートの作成を勧める。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　「処方せんと調剤」、「薬科処方解析」、「医療の安全管理」及び「薬学管理」
に関する到達目標をどの程度まで修得しているか、また、その知識をどの程度まで
論述できるかを評価基準とする。定期試験（9割）とミニッツペーパー（1割）の成
績で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

薬学疾患管理学テキスト（薬学疾患管理学講座　編）
第十四改訂　調剤指針　増補版（日本薬剤師会　編）（薬事日報社　
ISBN：978-4-8408-1342-6）

◎－－－　参考書　－－－◎

調剤学総論　改訂12版　ISBN 978-4-525-77232-1

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.　調剤工程の概要
（F(1)③1,2, 片岡）

2.　処方と調剤(1)：処方の構成、処方鑑査の基本
（F(2)②3-5, 片岡）

3.　処方と調剤(2)：処方鑑査の実際
（F(2)②3-5, 片岡）

4.　薬科処方解析(1)：パーキンソン病
（F(1)③2,7,F(2)②1, F(2)③2,8, F(3)③1,8-10, 片岡）

5.　薬科処方解析(2)：気管支喘息
（F(1)③2,7,F(2)②1, F(2)③2,8, F(3)③1,8-10, 片岡）

6.　薬科処方解析(3)：糖尿病
（F(1)③2,7,F(2)②1, F(2)③2,8, F(3)③1,8-10, 今給黎）

7.　薬科処方解析(4)：脂質異常症
（F(1)③2,7,F(2)②1, F(2)③2,8, F(3)③1,8-10, 今給黎）

8.　処方と調剤(3)：鑑査と疑義照会の徹底
（F(2)②3-6,F(4)①1, 林）

9.　処方と調剤(4)：調剤工程の注意点
(F(2)⑥1,3, 林）

10.　副作用・相互作用モニタリング(1)：症例解析
(E1(4)1-3, 片岡）

11.　副作用・相互作用モニタリング(2)：方法
(F(3)④1,片岡）

12.　副作用・相互作用モニタリング(3):最近の話題
(アドバンスト,古賀）
13. 問題志向型システム(1)：理論と構造 (E3(2)①1,2,
②1-4,F(2)④7,8,F(3)④1,3, 林）

14.　問題志向型システム(2)：方法
(E3(2)①1,2,②1-4,F(2)④7,8,F(3)④1,3, 林）

15.　問題志向型システム(3)：演習及び講義まとめ
(E3(2)①1,2,②1-4,F(2)④8,F(3)④1,3,片岡・今給黎・林）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　４年次後期の「実務実習事前学習」、５年次の実務実習
を円滑に行うために、本科目のほか「薬学健康管理学」お
よび「調剤学総論」も修得することが望ましい。



2019-9030000725-01薬学疾患管理学「P-a」（科目番号：4Y4）

片岡　泰文、今給黎　修、林　稔展、（古賀　允久）

◎薬  :B-4,C-1,C-4

1.【処方せんと調剤】
1.　処方せんの様式と必要記載事項、記載方法を列挙し、処方せん監査の意義
を説明できる。
（F(2)②3-5）　(B-4)

2.【薬科処方解析】
2.　以下の疾患の代表的な処方せん例に記載された処方薬の妥当性を、医薬品
名、分量、用量、薬物相互作用などの知識に基づいて説明できる。
パーキンソン病、気管支喘息、糖尿病、脂質異常症
（F(2)②1, F(2)③2, F(3)③1,8-10）　(C-4)

3.3.　上記の処方せん例について調剤手順と服薬指導の要点を説明できる。
(F(1)③2,7, F(2)③2,8) 　(B-4)

4.【医療の安全管理】
4.　疑義照会の意義と処方せんの問題点を解決するための薬剤師と医師の連携
について概説できる。
（F(2)②3-6、 F(4)①1）　(C-1)

5.5.　薬剤師業務の中で発生しやすい調剤ミス、調剤過誤の事例を列挙し、そ
の原因とそれを回避するための具体策を説明できる。
(F(2)⑥1,3)　(C-1)

6.【薬学管理：副作用・相互作用モニタリング】
6.　以下の臓器・組織に障害を呈する代表的な副作用疾患について、推定され
る原因医薬品、身体所見、検査所見および対処方法を説明できる。
皮膚、血液系、呼吸器、腎臓、肝臓、循環器、消化器、精神神経系、筋肉、内
分泌系
(E1(4)1-3) 　(B-4)

7.7.　副作用モニタリングの工程について代表的医薬品を挙げ説明できる。
(F(3)④1,4)　(C-1)

8.【薬学管理：問題志向型システム】
8.　問題志向型システム (POS) の定義、構成要素、経過記録について説明でき
る。
(E3(2)①1,2,②1-4,F(2)④7,F(3)④1,3)　(B-4)

9.9.　模擬症例について問題志向型システムによる薬学管理を模擬的に実施で
きる。
(E3(2)①1,2,②1-3,F(2)④8,F(3)④1,3)　(B-4)

◎　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。



2019-9030000725-02薬学疾患管理学「P-b」（科目番号：4Y4）

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

片岡　泰文、今給黎　修、林　稔展、（古賀　允久）

◎－－－　一般目標　－－－◎

　チーム医療を担う薬剤師として患者の薬学管理を実践することができるようにな
るために、処方解析の方法、副作用・相互作用モニタリングの方法及び問題志向型
システムの活用に関する基本的知識と技能を修得する。
　薬学部6年制の「薬学教育モデルカリキュラム（日本薬学会）」の指針「E1 薬の
作用と体の変化(E1(4))」、「E3 薬物治療に役立つ情報（E3(2)）」及び「F 薬学臨
床(F(1)(2)(3))」にそって講義する。また、病院での実務経験を活かし、薬剤師によ
る治療支援の実践的な取り組みについて例示・解説し、臨床的理解を促す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

【処方せんと調剤】
1.　処方せんの様式と必要記載事項、記載方法を列挙し、処方せん監査の意義を説
明できる。
（F(2)②3-5）(技能)

【薬科処方解析】
2.　以下の疾患の代表的な処方せん例に記載された処方薬の妥当性を、医薬品名、
分量、用量、薬物相互作用などの知識に基づいて説明できる。
パーキンソン病、気管支喘息、糖尿病、脂質異常症
（F(2)②1, F(2)③2, F(3)③1,8-10）(態度・志向性)

3.　上記の処方せん例について調剤手順と服薬指導の要点を説明できる。
(F(1)③2,7, F(2)③2,8) (技能)

【医療の安全管理】
4.　疑義照会の意義と処方せんの問題点を解決するための薬剤師と医師の連携につ
いて概説できる。
（F(2)②3-6、 F(4)①1）(態度・志向性)

5.　薬剤師業務の中で発生しやすい調剤ミス、調剤過誤の事例を列挙し、その原因
とそれを回避するための具体策を説明できる。
(F(2)⑥1,3)(態度・志向性)

【薬学管理：副作用・相互作用モニタリング】
6.　以下の臓器・組織に障害を呈する代表的な副作用疾患について、推定される原
因医薬品、身体所見、検査所見および対処方法を説明できる。
皮膚、血液系、呼吸器、腎臓、肝臓、循環器、消化器、精神神経系、筋肉、内分泌
系
(E1(4)1-3) (技能)

7.　副作用モニタリングの工程について代表的医薬品を挙げ説明できる。
(F(3)④1,4)(態度・志向性)

【薬学管理：問題志向型システム】
8.　問題志向型システム (POS) の定義、構成要素、経過記録について説明できる。
(E3(2)①1,2,②1-4,F(2)④7,F(3)④1,3)(技能)

9.　模擬症例について問題志向型システムによる薬学管理を模擬的に実施できる。
(E3(2)①1,2,②1-3,F(2)④8,F(3)④1,3)(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　教科書に準拠しパワーポイントを用いて講義する。教科書で不十分な項目につい
ては、資料を配布する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　配布資料あるいはテキストの講義範囲を事前に把握しておく。講義の内容を理解
し、要点を箇条書きにしたノートの作成を勧める。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　「処方せんと調剤」、「薬科処方解析」、「医療の安全管理」及び「薬学管理」
に関する到達目標をどの程度まで修得しているか、また、その知識をどの程度まで
論述できるかを評価基準とする。定期試験（9割）とミニッツペーパー（1割）の成
績で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

薬学疾患管理学テキスト（薬学疾患管理学講座　編）
第十四改訂　調剤指針　増補版（日本薬剤師会　編）（薬事日報社　
ISBN：978-4-8408-1342-6）

◎－－－　参考書　－－－◎

調剤学総論　改訂12版　ISBN 978-4-525-77232-1

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.　調剤工程の概要
（F(1)③1,2, 片岡）

2.　処方と調剤(1)：処方の構成、処方鑑査の基本
（F(2)②3-5, 片岡）

3.　処方と調剤(2)：処方鑑査の実際
（F(2)②3-5, 片岡）

4.　薬科処方解析(1)：パーキンソン病
（F(1)③2,7,F(2)②1, F(2)③2,8, F(3)③1,8-10, 片岡）

5.　薬科処方解析(2)：気管支喘息
（F(1)③2,7,F(2)②1, F(2)③2,8, F(3)③1,8-10, 片岡）

6.　薬科処方解析(3)：糖尿病
（F(1)③2,7,F(2)②1, F(2)③2,8, F(3)③1,8-10, 今給黎）

7.　薬科処方解析(4)：脂質異常症
（F(1)③2,7,F(2)②1, F(2)③2,8, F(3)③1,8-10, 今給黎）

8.　処方と調剤(3)：鑑査と疑義照会の徹底
（F(2)②3-6,F(4)①1, 林）

9.　処方と調剤(4)：調剤工程の注意点
(F(2)⑥1,3, 林）

10.　副作用・相互作用モニタリング(1)：症例解析
(E1(4)1-3, 片岡）

11.　副作用・相互作用モニタリング(2)：方法
(F(3)④1,片岡）

12.　副作用・相互作用モニタリング(3):最近の話題
(アドバンスト,古賀）
13. 問題志向型システム(1)：理論と構造 (E3(2)①1,2,
②1-4,F(2)④7,8,F(3)④1,3, 林）

14.　問題志向型システム(2)：方法
(E3(2)①1,2,②1-4,F(2)④7,8,F(3)④1,3, 林）

15.　問題志向型システム(3)：演習及び講義まとめ
(E3(2)①1,2,②1-4,F(2)④8,F(3)④1,3,片岡・今給黎・林）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　４年次後期の「実務実習事前学習」、５年次の実務実習
を円滑に行うために、本科目のほか「薬学健康管理学」お
よび「調剤学総論」も修得することが望ましい。



2019-9030000725-02薬学疾患管理学「P-b」（科目番号：4Y4）

片岡　泰文、今給黎　修、林　稔展、（古賀　允久）

◎薬  :B-4,C-1,C-4

1.【処方せんと調剤】
1.　処方せんの様式と必要記載事項、記載方法を列挙し、処方せん監査の意義
を説明できる。
（F(2)②3-5）　(B-4)

2.【薬科処方解析】
2.　以下の疾患の代表的な処方せん例に記載された処方薬の妥当性を、医薬品
名、分量、用量、薬物相互作用などの知識に基づいて説明できる。
パーキンソン病、気管支喘息、糖尿病、脂質異常症
（F(2)②1, F(2)③2, F(3)③1,8-10）　(C-4)

3.3.　上記の処方せん例について調剤手順と服薬指導の要点を説明できる。
(F(1)③2,7, F(2)③2,8) 　(B-4)

4.【医療の安全管理】
4.　疑義照会の意義と処方せんの問題点を解決するための薬剤師と医師の連携
について概説できる。
（F(2)②3-6、 F(4)①1）　(C-1)

5.5.　薬剤師業務の中で発生しやすい調剤ミス、調剤過誤の事例を列挙し、そ
の原因とそれを回避するための具体策を説明できる。
(F(2)⑥1,3)　(C-1)

6.【薬学管理：副作用・相互作用モニタリング】
6.　以下の臓器・組織に障害を呈する代表的な副作用疾患について、推定され
る原因医薬品、身体所見、検査所見および対処方法を説明できる。
皮膚、血液系、呼吸器、腎臓、肝臓、循環器、消化器、精神神経系、筋肉、内
分泌系
(E1(4)1-3) 　(B-4)

7.7.　副作用モニタリングの工程について代表的医薬品を挙げ説明できる。
(F(3)④1,4)　(C-1)

8.【薬学管理：問題志向型システム】
8.　問題志向型システム (POS) の定義、構成要素、経過記録について説明でき
る。
(E3(2)①1,2,②1-4,F(2)④7,F(3)④1,3)　(B-4)

9.9.　模擬症例について問題志向型システムによる薬学管理を模擬的に実施で
きる。
(E3(2)①1,2,②1-3,F(2)④8,F(3)④1,3)　(B-4)

◎　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。



2019-9030000799-01今日の薬学研究「13台以降」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 6 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：後日発表　　

桂林　秀太郎、岩崎　克典、髙田　二郎、池田　浩人、大江　賢治、小迫　知弘、益本　英一、松尾　宏一(古賀　允久、坂口　洋平、瀬戸口　修一、中野　大輔、中野　貴文、櫨川　舞、松尾　康平、松本　太一)

◎－－－　一般目標　－－－◎

　薬剤師に求められる職能の一つに、複雑なデータを多角的に
解析して善処を導く俯瞰力（ふかんりょく）がある。俯瞰力と
は、「先をよむ力」を意味する。問題点を客観的かつ多角的に
理解し、何をすべきか判断する俯瞰力は、治療方針やその必要
性の理解にも通じる。本講義では、遺伝子から個体レベルまで
の様々な分野の最先端研究や最新原著論文の理解を通して、医
療人に不可欠な俯瞰力を獲得する術を学習する。そして到達目
標を達成することにより、研究マインドを持った薬剤師および
大学院進学の動機付けを目指す。
　薬学部6年制の「薬学教育モデル・コアカリキュラム（改訂
案）」の指針「G 薬学研究 」を中心に講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

基礎から臨床に至る研究の目的と役割について説明できる（G
(1)1）(知識・理解)

研究には自立性と独創性が求められていることを知る（G(1)
2）(態度・志向性)

現象を客観的に捉える観察眼をもち、論理的に思考できる（G
(1)3）(技能)

新たな課題にチャレンジする創造的精神を養う（G(1)4）(態
度・志向性)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　薬剤師には研究マインドも必要であることを意識しながら聴
講すること。講義で紹介される研究内容を理解しつつ、「問題
の発見、解決計画、実行、議論、発展」の流れを想像しながら
受講すると効果的である。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　日ごろから医療に関わる時事ネタに関心を持つこと。（60
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　15回の講義のどれか１つを任意に選択し、研究内容について
学術的に理論立てて正しい日本語で具体的に考察できるかを評
価の基準とする。原則、定期試験の成績で評価する
（100％）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　必要に応じて、適宜プリントを配布する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　講義はシンポジウム形式で行い、毎回の座長は桂林が務
める。（　）内は、各講義の担当者。

1. 薬化学（益本、桂林）G(1)1-4
2. 生薬学（中野大、桂林）G(1)1-4
3. 薬品分析学（坂口、桂林）G(1)1-4
4. 薬品物理化学（池田、桂林）G(1)1-4
5. 生化学（小迫、桂林）G(1)1-4
6. 衛生化学（松尾康、桂林）G(1)1-4
7. 臨床疾患薬理学（岩崎、桂林）G(1)1-4
8. 免疫・分子治療学（櫨川、桂林）G(1)1-4
9. 臨床薬物治療学（大江、桂林）G(1)1-4
10. 生物薬剤学（古賀允、桂林）G(1)1-4
11. 創剤学（瀬戸口、桂林）G(1)1-4
12. 薬物送達学（髙田二、桂林）G(1)1-4
13. 医薬品情報学（松本太、桂林）G(1)1-4
14. 実務薬剤学（筑紫病院薬剤部）（松尾宏、桂林）G(1)
1-4
15. 臨床薬学（中野貴、桂林）G(1)1-4

◎－－－　URL　－－－◎

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

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本講義は薬剤師国家試験対策の特別講義ではない。しか
し将来の薬剤師としての職能の根底に通ずる内容が多く含
まれるので、講義に集中することが肝要である。
一方で、挑戦的な萌芽研究の話題等は、半信半疑かつ未知
な事象も多く含まれる。よってその研究が将来発展するか
どうか、医療に役に立つかどうかなどの疑問は不問とす
る。講義で得られた知識を頭の片隅に留めておくと、いつ
かは役に立つかもしれない。



2019-9030000799-01今日の薬学研究「13台以降」

桂林　秀太郎、岩崎　克典、髙田　二郎、池田　浩人、大江　賢治、小迫　知弘、益本　英一、松尾　宏一(古賀　允久、坂口　洋平、瀬戸口　修一、中野　大輔、中野　貴文、櫨川　舞、松尾　康平、松本　太一)

◎薬

1.基礎から臨床に至る研究の目的と役割について説明できる（G(1)1）　(A-2)

2.研究には自立性と独創性が求められていることを知る（G(1)2）　(C-2)

3.現象を客観的に捉える観察眼をもち、論理的に思考できる（G(1)3）　(B-2)

4.新たな課題にチャレンジする創造的精神を養う（G(1)4）　(C-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。



2019-9030000781-01薬効解析学Ⅱ「12台以前」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 6 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：後日発表　　

桂林　秀太郎、岩崎　克典、髙田　二郎、池田　浩人、大江　賢治、小迫　知弘、益本　英一、松尾　宏一(古賀　允久、坂口　洋平、瀬戸口　修一、中野　大輔、中野　貴文、櫨川　舞、松尾　康平、松本　太一)

◎－－－　一般目標　－－－◎

　薬剤師に求められる職能の一つに、複雑なデータを多角的に
解析して善処を導く俯瞰力（ふかんりょく）がある。俯瞰力と
は、「先をよむ力」を意味する。問題点を客観的かつ多角的に
理解し、何をすべきか判断する俯瞰力は、治療方針やその必要
性の理解にも通じる。本講義では、遺伝子から個体レベルまで
の様々な分野の最先端研究や最新原著論文の理解を通して、医
療人に不可欠な俯瞰力を獲得する術を学習する。そして到達目
標を達成することにより、研究マインドを持った薬剤師および
大学院進学の動機付けを目指す。
　薬学部6年制の「薬学教育モデル・コアカリキュラム（改訂
案）」の指針「G 薬学研究 」を中心に講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

基礎から臨床に至る研究の目的と役割について説明できる（G
(1)1）(知識・理解)

研究には自立性と独創性が求められていることを知る（G(1)
2）(態度・志向性)

現象を客観的に捉える観察眼をもち、論理的に思考できる（G
(1)3）(技能)

新たな課題にチャレンジする創造的精神を養う（G(1)4）(態
度・志向性)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　薬剤師には研究マインドも必要であることを意識しながら聴
講すること。講義で紹介される研究内容を理解しつつ、「問題
の発見、解決計画、実行、議論、発展」の流れを想像しながら
受講すると効果的である。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　日ごろから医療に関わる時事ネタに関心を持つこと。（60
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　15回の講義のどれか１つを任意に選択し、研究内容について
学術的に理論立てて正しい日本語で具体的に考察できるかを評
価の基準とする。原則、定期試験の成績で評価する
（100％）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　必要に応じて、適宜プリントを配布する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　講義はシンポジウム形式で行い、毎回の座長は桂林が務
める。（　）内は、各講義の担当者。

1. 薬化学（益本、桂林）G(1)1-4
2. 生薬学（中野大、桂林）G(1)1-4
3. 薬品分析学（坂口、桂林）G(1)1-4
4. 薬品物理化学（池田、桂林）G(1)1-4
5. 生化学（小迫、桂林）G(1)1-4
6. 衛生化学（松尾康、桂林）G(1)1-4
7. 臨床疾患薬理学（岩崎、桂林）G(1)1-4
8. 免疫・分子治療学（櫨川、桂林）G(1)1-4
9. 臨床薬物治療学（大江、桂林）G(1)1-4
10. 生物薬剤学（古賀允、桂林）G(1)1-4
11. 創剤学（瀬戸口、桂林）G(1)1-4
12. 薬物送達学（髙田二、桂林）G(1)1-4
13. 医薬品情報学（松本太、桂林）G(1)1-4
14. 実務薬剤学（筑紫病院薬剤部）（松尾宏、桂林）G(1)
1-4
15. 臨床薬学（中野貴、桂林）G(1)1-4

◎－－－　URL　－－－◎

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

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本講義は薬剤師国家試験対策の特別講義ではない。しか
し将来の薬剤師としての職能の根底に通ずる内容が多く含
まれるので、講義に集中することが肝要である。
一方で、挑戦的な萌芽研究の話題等は、半信半疑かつ未知
な事象も多く含まれる。よってその研究が将来発展するか
どうか、医療に役に立つかどうかなどの疑問は不問とす
る。講義で得られた知識を頭の片隅に留めておくと、いつ
かは役に立つかもしれない。



2019-9030000781-01薬効解析学Ⅱ「12台以前」

桂林　秀太郎、岩崎　克典、髙田　二郎、池田　浩人、大江　賢治、小迫　知弘、益本　英一、松尾　宏一(古賀　允久、坂口　洋平、瀬戸口　修一、中野　大輔、中野　貴文、櫨川　舞、松尾　康平、松本　太一)

◎薬

1.基礎から臨床に至る研究の目的と役割について説明できる（G(1)1）　(A-2)

2.研究には自立性と独創性が求められていることを知る（G(1)2）　(C-2)

3.現象を客観的に捉える観察眼をもち、論理的に思考できる（G(1)3）　(B-2)

4.新たな課題にチャレンジする創造的精神を養う（G(1)4）　(C-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。



2019-9030000672-01コミュニケーション学「P-a」（科目番号：3R1）

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

神村　英利、松尾　宏一

◎－－－　一般目標　－－－◎

　医療倫理を学ぶと共に、疑義照会や薬剤管理指導などの薬剤
師業務を行う際に要求される医療コミュニケーションについ
て、基本的な知識、技能および態度を習得する。薬学部6年制
「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　薬剤師の使命（A(1)）、薬剤師に求められる倫理
観（A(2)）、信頼関係の構築（A(3)）」および「薬学と社会　
人と社会に関わる薬剤師（B(1)）」に沿って講義する。病院で
の勤務経験を活かして、患者や医療従事者とのコミュニケー
ションの取り方について講義を行なう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

患者等が求める医療人、生きる意味や役割、様々な価値観を受
容することの重要性について自らの考えを述べることができ
る。A(1)①4-7(知識・理解)

生命の尊厳、生命倫理の諸原則、医療の進歩に伴う倫理的問題
について説明できる。A(2)①1-3、A(2)②3(知識・理解)

患者の価値観、人間性に配慮することの重要性および対人関係
に影響を及ぼす要因について説明できる。A(2)③1、A(3)①3-4
(知識・理解)

意思および情報の伝達方法としての言語的・非言語的コミュニ
ケーションについて説明できる。A(3)①1-2(知識・理解)

相手の心理状態に配慮した質問および解決策の提案ができる。
A(3)①5・7・9、A(3)②2(技能)

自分の心理状態を意識して、他者と接し、意見を述べることが
できる。A(3)①6・8(技能)

人の行動を決める要因について説明できる。B(1)1(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　指定教科書を使った講義および医薬品情報や匿名化した患者
情報等を記載したプリントを用いて小グループ討論とロールプ
レイを行う。

◎－－－　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。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（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　－－－◎

　「服薬援助のための医療コミュニケーションスキル・アッ
プ」町田いづみ著、星和書店、ISBN 4-7911-0586-9、2005年、
2300円

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　医療倫理とモラル（A(2)①2　A(2)①3　A(2)②3　A(2)
③1　準備教育）神村
2　疑義照会（A(1)①6　アドバンスト）松尾
3　プレアボイド報告（A(2)①1　アドバンスト）松尾
4　質問への対応（A(1)①4　アドバンスト）松尾
5　傾聴・共感（A(3)①1　A(3)①3　A(3)①7）神村
6　言語的技術（A(3)①2）神村
7　非言語的技術（A(3)①2）神村
8　挨拶（A(3)①6）神村
9　質問（A(3)①9）神村
10　否認・置換・知性化（A(3)①4）神村
11　行動化・退行・合理化（A8#9①5）神村
12　患者のタイプ別服薬指導１（B(1)1）神村
13　患者のタイプ別服薬指導２（A(1)①5　A(1)①7）神村
14　医師への医薬品情報提供（A(3)①8）神村
15　医療スタッフ、顧客への医薬品情報提供（A(3)②2）
神村



2019-9030000672-01コミュニケーション学「P-a」（科目番号：3R1）

神村　英利、松尾　宏一

◎薬  :A-4,B-1

1.患者等が求める医療人、生きる意味や役割、様々な価値観を受容することの
重要性について自らの考えを述べることができる。A(1)①4-7　(A-4)

2.生命の尊厳、生命倫理の諸原則、医療の進歩に伴う倫理的問題について説明
できる。A(2)①1-3、A(2)②3　(A-4)

3.患者の価値観、人間性に配慮することの重要性および対人関係に影響を及ぼ
す要因について説明できる。A(2)③1、A(3)①3-4　(A-4)

4.意思および情報の伝達方法としての言語的・非言語的コミュニケーションに
ついて説明できる。A(3)①1-2　(A-4)

5.相手の心理状態に配慮した質問および解決策の提案ができる。A(3)
①5・7・9、A(3)②2　(B-1)

6.自分の心理状態を意識して、他者と接し、意見を述べることができる。A(3)
①6・8　(B-1)

7.人の行動を決める要因について説明できる。B(1)1　(A-4)

◎　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。



2019-9030000672-02コミュニケーション学「P-b」（科目番号：3R1）

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

神村　英利、松尾　宏一

◎－－－　一般目標　－－－◎

　医療倫理を学ぶと共に、疑義照会や薬剤管理指導などの薬剤
師業務を行う際に要求される医療コミュニケーションについ
て、基本的な知識、技能および態度を習得する。薬学部6年制
「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　薬剤師の使命（A(1)）、薬剤師に求められる倫理
観（A(2)）、信頼関係の構築（A(3)）」および「薬学と社会　
人と社会に関わる薬剤師（B(1)）」に沿って講義する。病院で
の勤務経験を活かして、患者や医療従事者とのコミュニケー
ションの取り方について講義を行なう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

患者等が求める医療人、生きる意味や役割、様々な価値観を受
容することの重要性について自らの考えを述べることができ
る。A(1)①4-7(知識・理解)

生命の尊厳、生命倫理の諸原則、医療の進歩に伴う倫理的問題
について説明できる。A(2)①1-3、A(2)②3(知識・理解)

患者の価値観、人間性に配慮することの重要性および対人関係
に影響を及ぼす要因について説明できる。A(2)③1、A(3)①3-4
(知識・理解)

意思および情報の伝達方法としての言語的・非言語的コミュニ
ケーションについて説明できる。A(3)①1-2(知識・理解)

相手の心理状態に配慮した質問および解決策の提案ができる。
A(3)①5・7・9、A(3)②2(技能)

自分の心理状態を意識して、他者と接し、意見を述べることが
できる。A(3)①6・8(技能)

人の行動を決める要因について説明できる。B(1)1(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　指定教科書を使った講義および医薬品情報や匿名化した患者
情報等を記載したプリントを用いて小グループ討論とロールプ
レイを行う。

◎－－－　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。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（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　－－－◎

　「服薬援助のための医療コミュニケーションスキル・アッ
プ」町田いづみ著、星和書店、ISBN 4-7911-0586-9、2005年、
2300円

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　医療倫理とモラル（A(2)①2　A(2)①3　A(2)②3　A(2)
③1　準備教育）神村
2　疑義照会（A(1)①6　アドバンスト）松尾
3　プレアボイド報告（A(2)①1　アドバンスト）松尾
4　質問への対応（A(1)①4　アドバンスト）松尾
5　傾聴・共感（A(3)①1　A(3)①3　A(3)①7）神村
6　言語的技術（A(3)①2）神村
7　非言語的技術（A(3)①2）神村
8　挨拶（A(3)①6）神村
9　質問（A(3)①9）神村
10　否認・置換・知性化（A(3)①4）神村
11　行動化・退行・合理化（A8#9①5）神村
12　患者のタイプ別服薬指導１（B(1)1）神村
13　患者のタイプ別服薬指導２（A(1)①5　A(1)①7）神村
14　医師への医薬品情報提供（A(3)①8）神村
15　医療スタッフ、顧客への医薬品情報提供（A(3)②2）
神村



2019-9030000672-02コミュニケーション学「P-b」（科目番号：3R1）

神村　英利、松尾　宏一

◎薬  :A-4,B-1

1.患者等が求める医療人、生きる意味や役割、様々な価値観を受容することの
重要性について自らの考えを述べることができる。A(1)①4-7　(A-4)

2.生命の尊厳、生命倫理の諸原則、医療の進歩に伴う倫理的問題について説明
できる。A(2)①1-3、A(2)②3　(A-4)

3.患者の価値観、人間性に配慮することの重要性および対人関係に影響を及ぼ
す要因について説明できる。A(2)③1、A(3)①3-4　(A-4)

4.意思および情報の伝達方法としての言語的・非言語的コミュニケーションに
ついて説明できる。A(3)①1-2　(A-4)

5.相手の心理状態に配慮した質問および解決策の提案ができる。A(3)
①5・7・9、A(3)②2　(B-1)

6.自分の心理状態を意識して、他者と接し、意見を述べることができる。A(3)
①6・8　(B-1)

7.人の行動を決める要因について説明できる。B(1)1　(A-4)

◎　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。



2019-9030000717-01薬事関係法規論「P-a」（科目番号：4R1）

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

神村　英利、松尾　宏一

◎－－－　一般目標　－－－◎

　社会において薬剤師が果たすべき責任、義務等を正しく理解で
きるようになるために薬学を取り巻く法律、制度、経済及び薬局
業務に関する基本的知識を修得し、それらを活用するための基本
的技能と態度を身につける。薬学教育モデルコアカリキュラム
（日本薬学会）の指針「B 社会と薬学」に沿って、病院での勤務
経験を基に法の目的と内容、制定された経緯、医療現場における
運用状況を講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

薬剤師に関連する法令、倫理、責任について概説できる。A(1)
③2、A(2)②1-2、A(2)③2、A(2)④1、B(1)4B(2)①1
B(2)①7-8(態度・志向性)

日本の社会保障制度と医療経済の特徴について説明できる。B(3)
1-2・4、B(3)②1-3、アドバンスト(技能)

医薬品開発におけるレギュラトリーサイエンスの必要性と意義お
よび血液供給体制について概説できる。A(1)②4-5、B(2)
②2-3・11、アドバンスト(技能)

薬剤師法の主な法令を説明できる。B(2)①2-3(態度・志向性)

医薬品医療機器等法の主な法令について説明できる。B(2)
②1・4-9(技能)

健康被害救済制度について説明できる。B(2)②10(技能)

管理薬の取り扱いに係る規定について説明できる。B(2)③1-3(技
能)

医療・介護を提供するための法令について説明できる。B(2)
①4-6、B(3)①3・5-7、アドバンスト(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　主に指定教科書を使った講義形式で行なう。

◎－－－　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（30分）。
　CBT対策問題集等を用いて、授業内容を復習しておくこと（30
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　－－－◎

「わかりやすい薬事関係法規・制度」第4版、廣川書店、2015
年、ISBN：978-4-567-01652-0、4,500円＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

CBT対策と演習　薬事関係法規・制度第2版　ISBN
978-4-567-71271-2

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1　法規・倫理・責任（A(1)③2、A(2)②1-2、A(2)③2、A
(2)④1、B(1)4B(2)①1
B(2)①7-8、神村）
 2　医療制度・医療経済（B(3)1-2・4、B
(3)②1-3、アドバンスト、神村）
 3　医薬品開発・血液供給体制（A(1)②4-5、B(2)
②2-3・11、アドバンスト、神村）
 4　薬剤師法（B(2)①2、神村）
 5　薬剤師法（B(2)①3、神村）
 6　医薬品医療機器等法（B(2)②1・6-7①、松尾）
 7　医薬品医療機器等法（B(2)②4・8-9、松尾）
 8　医薬品医療機器等法（B(2)②5、松尾）
 9　医薬品医療機器総合機構法（B(2)②10、松尾）
10　医療法（B(2)①4-6、松尾）
11　保険関係法令（B(3)①3・5、松尾）
12　保険関係法令（B(3)①6-7、アドバンスト、松尾）
13　麻薬及び向精神薬取締法（B(2)③1、神村）
14　覚醒剤等の取締法（B(2)③2、神村）
15　毒物及び劇物取締法（B(2)③3、神村）



2019-9030000717-01薬事関係法規論「P-a」（科目番号：4R1）

神村　英利、松尾　宏一

◎薬  :B-4,C-4

1.薬剤師に関連する法令、倫理、責任について概説できる。A(1)③2、A(2)
②1-2、A(2)③2、A(2)④1、B(1)4B(2)①1
B(2)①7-8　(C-4)

2.日本の社会保障制度と医療経済の特徴について説明できる。B(3)1-2・4、B(3)
②1-3、アドバンスト　(B-4)

3.医薬品開発におけるレギュラトリーサイエンスの必要性と意義および血液供
給体制について概説できる。A(1)②4-5、B(2)②2-3・11、アドバンスト　(B-4)

4.薬剤師法の主な法令を説明できる。B(2)①2-3　(C-4)

5.医薬品医療機器等法の主な法令について説明できる。B(2)②1・4-9　(B-4)

6.健康被害救済制度について説明できる。B(2)②10　(B-4)

7.管理薬の取り扱いに係る規定について説明できる。B(2)③1-3　(B-4)

8.医療・介護を提供するための法令について説明できる。B(2)①4-6、B(3)
①3・5-7、アドバンスト　(B-4)

◎　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。



2019-9030000717-02薬事関係法規論「P-b」（科目番号：4R1）

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

神村　英利、松尾　宏一

◎－－－　一般目標　－－－◎

　社会において薬剤師が果たすべき責任、義務等を正しく理解で
きるようになるために薬学を取り巻く法律、制度、経済及び薬局
業務に関する基本的知識を修得し、それらを活用するための基本
的技能と態度を身につける。薬学教育モデルコアカリキュラム
（日本薬学会）の指針「B 社会と薬学」に沿って、病院での勤務
経験を基に法の目的と内容、制定された経緯、医療現場における
運用状況を講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

薬剤師に関連する法令、倫理、責任について概説できる。A(1)
③2、A(2)②1-2、A(2)③2、A(2)④1、B(1)4B(2)①1
B(2)①7-8(態度・志向性)

日本の社会保障制度と医療経済の特徴について説明できる。B(3)
1-2・4、B(3)②1-3、アドバンスト(技能)

医薬品開発におけるレギュラトリーサイエンスの必要性と意義お
よび血液供給体制について概説できる。A(1)②4-5、B(2)
②2-3・11、アドバンスト(技能)

薬剤師法の主な法令を説明できる。B(2)①2-3(態度・志向性)

医薬品医療機器等法の主な法令について説明できる。B(2)
②1・4-9(技能)

健康被害救済制度について説明できる。B(2)②10(技能)

管理薬の取り扱いに係る規定について説明できる。B(2)③1-3(技
能)

医療・介護を提供するための法令について説明できる。B(2)
①4-6、B(3)①3・5-7、アドバンスト(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　主に指定教科書を使った講義形式で行なう。

◎－－－　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（30分）。
　CBT対策問題集等を用いて、授業内容を復習しておくこと（30
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　－－－◎

「わかりやすい薬事関係法規・制度」第4版、廣川書店、2015
年、ISBN：978-4-567-01652-0、4,500円＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

CBT対策と演習　薬事関係法規・制度第2版　ISBN
978-4-567-71271-2

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1　法規・倫理・責任（A(1)③2、A(2)②1-2、A(2)③2、A
(2)④1、B(1)4B(2)①1
B(2)①7-8、神村）
 2　医療制度・医療経済（B(3)1-2・4、B
(3)②1-3、アドバンスト、神村）
 3　医薬品開発・血液供給体制（A(1)②4-5、B(2)
②2-3・11、アドバンスト、神村）
 4　薬剤師法（B(2)①2、神村）
 5　薬剤師法（B(2)①3、神村）
 6　医薬品医療機器等法（B(2)②1・6-7①、松尾）
 7　医薬品医療機器等法（B(2)②4・8-9、松尾）
 8　医薬品医療機器等法（B(2)②5、松尾）
 9　医薬品医療機器総合機構法（B(2)②10、松尾）
10　医療法（B(2)①4-6、松尾）
11　保険関係法令（B(3)①3・5、松尾）
12　保険関係法令（B(3)①6-7、アドバンスト、松尾）
13　麻薬及び向精神薬取締法（B(2)③1、神村）
14　覚醒剤等の取締法（B(2)③2、神村）
15　毒物及び劇物取締法（B(2)③3、神村）



2019-9030000717-02薬事関係法規論「P-b」（科目番号：4R1）

神村　英利、松尾　宏一

◎薬  :B-4,C-4

1.薬剤師に関連する法令、倫理、責任について概説できる。A(1)③2、A(2)
②1-2、A(2)③2、A(2)④1、B(1)4B(2)①1
B(2)①7-8　(C-4)

2.日本の社会保障制度と医療経済の特徴について説明できる。B(3)1-2・4、B(3)
②1-3、アドバンスト　(B-4)

3.医薬品開発におけるレギュラトリーサイエンスの必要性と意義および血液供
給体制について概説できる。A(1)②4-5、B(2)②2-3・11、アドバンスト　(B-4)

4.薬剤師法の主な法令を説明できる。B(2)①2-3　(C-4)

5.医薬品医療機器等法の主な法令について説明できる。B(2)②1・4-9　(B-4)

6.健康被害救済制度について説明できる。B(2)②10　(B-4)

7.管理薬の取り扱いに係る規定について説明できる。B(2)③1-3　(B-4)

8.医療・介護を提供するための法令について説明できる。B(2)①4-6、B(3)
①3・5-7、アドバンスト　(B-4)

◎　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。



2019-9030000792-01薬事・医事関係法規特別講義

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 6 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・３時限～４時限　　試験時間割：後日発表　　

神村　英利、松尾　宏一

◎－－－　一般目標　－－－◎

　社会において薬剤師が果たすべき責任、義務等を正しく理解
できるようになるために薬学を取り巻く法律、制度、経済及び
薬局業務に関する基本的知識を修得し、それらを活用するため
の基本的技能と態度を身につける。薬学教育モデルコアカリ
キュラム（日本薬学会）の指針「B 社会と薬学」に沿って、病
院での勤務経験を基に各法令の医療現場における運用状況を中
心に講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

薬剤師に関連する法令、倫理、責任について概説できる。A(2)
②1-3、A(2)④1-2、B(2)①1・7-8、アドバンスト(態度・志向性)

日本の社会保障制度と医療経済の特徴について説明できる。A
(1)②6、B(3)①1-2・4、B(3)②1-3、B(4)①1-4・6(技能)

医薬品開発におけるレギュラトリーサイエンスの必要性と意義
および血液供給体制について概説できる。A(1)②5、B(2)
②2-3・11(知識・理解)

薬剤師法の主な法令を説明できる。B(2)①2-3(知識・理解)

医薬品医療機器等法の主な法令について説明できる。B(2)
②1・4-9(知識・理解)

健康被害救済制度について説明できる。B(2)②10(知識・理解)

管理薬の取り扱いに係る規定について説明できる。B(2)③1-3
(知識・理解)

医療・介護を提供するための法令について説明できる。B(2)
①4-6、B(3)①3・5-6、B(4)①5、B(4)②1-5、アドバンスト(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　主に指定教科書を使った講義形式で行なう。

◎－－－　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（30分）。
　国家試験対策問題集等を用いて、授業内容を復習しておくこ
と（30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　－－－◎

「わかりやすい薬事関係法規・制度」第4版、廣川書店、2015
年、ISBN：978-4-567-01652-0、4,500円＋税

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1　法規・倫理・責任（A(2)②1-3、A(2)④1-2、B(2)
①1・7-8、アドバンスト、神村）
 2　医療制度・医療経済（A(1)②6、B(3)①1-2・4、B(3)
②1-3、B(4)①1-4・6、神村）
 3　医薬品開発・血液供給体制（A(1)②5、B(2)
②2-3・11、神村）
 4　薬剤師法（B(2)①2、神村）
 5　薬剤師法（B(2)①3、神村）
 6　医薬品医療機器等法（B(2)②1・6-7、松尾）
 7　医薬品医療機器等法（B(2)②4・8-9、松尾）
 8　医薬品医療機器等法（B(2)②5、松尾）
 9　医薬品医療機器総合機構法（B(2)②10、松尾）
10　医療法（B(2)①4-6、松尾）
11　保険関係法令（B(3)①3・5-6、B(4)①5、松尾）
12　保険関係法令（B(4)②1-5、アドバンスト、松尾）
13　麻薬及び向精神薬取締法（B(2)③1、神村）
14　覚醒剤等の取締法（B(2)③2、神村）
15　毒物及び劇物取締法（B(2)③3、神村）



2019-9030000792-01薬事・医事関係法規特別講義

神村　英利、松尾　宏一

◎薬

1.薬剤師に関連する法令、倫理、責任について概説できる。A(2)②1-3、A(2)
④1-2、B(2)①1・7-8、アドバンスト　(C-1)

2.日本の社会保障制度と医療経済の特徴について説明できる。A(1)②6、B(3)
①1-2・4、B(3)②1-3、B(4)①1-4・6　(B-2)

3.医薬品開発におけるレギュラトリーサイエンスの必要性と意義および血液供
給体制について概説できる。A(1)②5、B(2)②2-3・11　(A-3)

4.薬剤師法の主な法令を説明できる。B(2)①2-3　(A-2)

5.医薬品医療機器等法の主な法令について説明できる。B(2)②1・4-9　(A-2)

6.健康被害救済制度について説明できる。B(2)②10　(A-2)

7.管理薬の取り扱いに係る規定について説明できる。B(2)③1-3　(A-2)

8.医療・介護を提供するための法令について説明できる。B(2)①4-6、B(3)
①3・5-6、B(4)①5、B(4)②1-5、アドバンスト　(B-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。



2019-9030000751-01実務実習（科目番号：5R1）

 期別：通年　　単位数：20　　開講年次： 5 　　授業形態：実習　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年　　試験時間割：定期試験なし　　

加留部　善晴、他

◎－－－　一般目標　－－－◎

　薬剤師として業務を遂行するにあたり、人の健康や生命を尊重するという考え
に基づき、誠意あふれる態度を修得する。
　病院実習：参加型実習を通して、病院薬剤師の業務と責任を理解し、病院内で
の重要性が増すチーム医療に参画できるように、調剤および製剤、医薬品管理、
医薬品情報、薬剤管理指導、ＴＤＭ、院内製剤などの薬剤師業務に関する基本的
知識、技能、態度を修得する。(F(1)②1～7,③1～12,F(2)①1～3,②1～11,③1～19,
④1～15,⑤1～13,⑥1～14,F(3)①1～7,②1～6,③1～14,④1～13,F(4)①1～9,F(4)④1～
3)
　薬局実習：薬局の社会的役割と責任を理解し、地域チーム医療に参画できるよ
うになるために、保険調剤、医薬品などの供給・管理、情報提供、健康相談、医
療機関・行政や地域との関わりについての基本的な知識、技能、態度を修得す
る。(F(1)②1～7,③1,2,5,13～15,F(2)①1～4,②1～11,③1～19,④1～15,⑤1～4,7～13,
⑥1～14,F(3)①1～7,②1～6,③1～14,④1～13,F(4)②1～4,F(5)①1～6,②1～4,③1～9,
④1～3)実務経験を持った指導薬剤師が、「薬剤師として求められる基本的な資
質」を指導する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

病院実習、薬局実習を通して臨床における心構えが身についている。（F(1)②1～
7）(態度・志向性)

病院実習、薬局実習を通して臨床の基礎を説明することができる。（F(1)③1～
12）(技能)

病院実習、薬局実習を通して処方せんに基づく調剤を行うことができる。（F(2)
①1～4,②1～11,③1～19,④1～15,⑤1～13,⑥1～14）(技能)

病院実習、薬局実習を通して薬物療法の実践ができる。（F(3)①1～7,②1～6,③1
～14,④1～13）(知識・理解)

病院実習を通してチーム医療への参画ができる。（F(4)①1～9）(技能)

薬局実習を通して地域におけるチーム医療への参画ができる。（F(4)②1～4）(技
能)

薬局実習を通して地域の保健・医療・福祉への参画ができる。（F(5)①1～6,②1～
4,③1～9）(態度・志向性)

災害時医療について説明できる。（F(5)④1～3）(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　実習期間は病院・薬局各11週間で、実務実習モデル・コアカリキュラム対応の
実習施設が作成した実習プログラムにより実習を行う。学生も現場の薬剤師同
様、人の健康や生命を尊重するという考えに基づき、誠意あふれた態度で行動す
る。能動的学習法、ＰＢＬを導入し、問題解決能力を向上させる。ポートフォリ
オによるレポート作成により、評価精度を向上させ、学生の学習意欲を高める方
略を取り入れる。更にE-mailにより、学生・指導薬剤師・教員間の連携体制を構
築し、情報の共有を図りながら実習を行う。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

指定された資料などを事前に読んでおくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　人の健康や生命を尊重するという考えに基づいた、病院および薬局における薬
剤師業務に関する基本的知識、技能、態度が修得できているか、を評価の基準と
する。
　評価は、実習施設の指導薬剤師の評価（形成的評価表および評点表）を60％、
実習日報の内容を20％、実習報告会の評価を20％を目安として、ルーブリック評
価を用いて担当教員が行う。
　※欠席の場合は、実習施設と協議し指示する。
　※実習施設で実施できない到達目標に関しては実習後に学生に指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　別途指示する。

◎－－－　参考書　－－－◎

日本薬学会編：スタンダード薬学シリーズ１１　病院・薬局実務実習Ⅰ（東京化
学同人）2007年、5100円　ISBN 978-4-8079-1468-5
日本薬学会編：スタンダード薬学シリーズ１１　病院・薬局実務実習Ⅱ（東京化
学同人）2007年、4800円　ISBN 978-4-8079-1469-2

◎－－－　授業計画　－－－◎

実務実習を始めるにあたって
（病院実習）
（１）病院調剤を実践する
（２）情報を正しく使う
（３）医薬品を動かす、確保する
（４）ベッドサイドで学ぶ
（５）薬剤を造る、調べる
（６）医療人としての薬剤師
（薬局実習）
（１）薬局アイテムと管理
（２）情報のアクセスと活用
（３）薬局調剤を実践する
（４）薬局カウンターで学ぶ
（５）地域で活躍する薬剤師
（６）薬局業務を総合的に学ぶ
各項目毎にＳＢＯがあり、実習施設のプログラムに沿っ
て、実習が進行する。

◎－－－　添付ファイル　－－－◎

2019実務実習担当者
(20192実務実習担当者.pdf)



2019-9030000751-01実務実習（科目番号：5R1）

加留部　善晴、他

◎薬  :A-3,A-4,B-1,B-2,B-3,B-4,C-1,C-4

1.病院実習、薬局実習を通して臨床における心構えが身についている。（F(1)
②1～7）　(C-1)

2.病院実習、薬局実習を通して臨床の基礎を説明することができる。（F(1)③1
～12）　(B-4)

3.病院実習、薬局実習を通して処方せんに基づく調剤を行うことができる。
（F(2)①1～4,②1～11,③1～19,④1～15,⑤1～13,⑥1～14）　(B-3)

4.病院実習、薬局実習を通して薬物療法の実践ができる。（F(3)①1～7,②1～6,
③1～14,④1～13）　(A-4)

5.病院実習を通してチーム医療への参画ができる。（F(4)①1～9）　(B-1)

6.薬局実習を通して地域におけるチーム医療への参画ができる。（F(4)②1～
4）　(B-2)

7.薬局実習を通して地域の保健・医療・福祉への参画ができる。（F(5)①1～6,
②1～4,③1～9）　(C-4)

8.災害時医療について説明できる。（F(5)④1～3）　(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。



2019-9030000648-01同位体医療薬学「P-a」（科目番号：2Y2）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　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　　

加留部　善晴

◎－－－　一般目標　－－－◎

　最適な薬物療法を提案するためには、診断技術や治療方法を理
解することが重要である。疾病の診断や治療に放射線が利用され
ているので、放射線の生体に与える影響を理解するとともに、放
射線の医療利用（放射性医薬品、診断用薬、物理的診断法の原
理）を学ぶ。（薬学教育モデル・コアカリキュラムD2環境(1)放射
線の生体への影響④放射線の生体への影響、F薬学臨床(2)処方せ
んに基づく調剤⑤医薬品の供給と管理、C2化学物質の分析(6)臨床
現場で用いる分析技術②分析技術）

◎－－－　到達目標　－－－◎

電離放射線の種類を列挙し、生体への影響を説明できる。（D2(1)
4-1）(技能)

代表的な放射性核種（天然、人工）と生体との相互作用を説明で
きる。（D2(1)4-2）(技能)

電離放射線を防御する方法について概説できる。（D2(1)4-3）(技
能)

血液製剤の管理及び取扱について説明できる。（F(2)5-4）(技能)

代表的な放射性医薬品の種類と用途、保管管理方法を説明でき
る。（F(2)5-5）(技能)

免疫化学的測定法の原理を説明できる。（C2(6)2-2）(技能)

代表的な画像診断技術（X線検査、MRI、超音波、内視鏡検査な
ど）について概説できる。（C2(6)2-5）(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　講義形式で行い、必要に応じてプリント、OHCを使用する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　教科書の次回講義該当部分を事前に約30分程度読んでおくこ
と。
　講義後、約１時間程度復習し、授業範囲の基本的専門用語の意
味を確実に理解しておくこと。
　各章末の問題とミニテストを理解しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　試験問題は講義内容から作成し、授業計画の各項目を理解でき
ているかを評価基準とする。後期試験（100％）により総括的評
価を行い、60点以上を合格、59点以下を不合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　放射線・放射性物質の薬学利用（廣川鉄男事務所）2018年2月
発行 4500円＋消費税　ISBN978-4-908996-05-4

◎－－－　参考書　－－－◎

新放射化学・放射性医薬品学（南江堂）　ISBN 978-4-524-40326-4
放射線取扱の基礎（日本アイソトープ協会、丸善）　ISBN
978-4-89073-227-2
　

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　生物の放射線障害（D2(1)4-1）
２　放射線障害のメカニズム（D2(1)4-1,アドバンスト）
３　組織及び細胞の放射線感受性（D2(1)4-1,アドバンス
ト）
４　放射線障害の予防と治療（D2(1)4-3,アドバンスト）
５　血液製剤と放射線照射（F(2)5-4,アドバンスト）
６　in vivo診断用放射性医薬品（F(2)5-5）
７　in vivo診断用放射性医薬品の体内分布機序（アドバン
スト）
８　in vivo治療用放射性医薬品（F(2)5-5、アドバンスト）
９　放射性医薬品取り扱いガイドライン（F(2)5-5、アドバ
ンスト）
10　in vitro検査用放射性医薬品（F(2)5-5、アドバンスト）
11　診断用薬（アドバンスト）
12　物理的診断法の原理（C2(6)2-5）
13　X線造影剤、MRI造影剤、超音波造影剤（C2(6)2-5）
14　放射線の管理と法令（アドバンスト）
15　放射線・放射性物質に関する問題演習（まとめ）



2019-9030000648-01同位体医療薬学「P-a」（科目番号：2Y2）

加留部　善晴

◎薬  :B-3

1.電離放射線の種類を列挙し、生体への影響を説明できる。（D2(1)4-1）　
(B-3)

2.代表的な放射性核種（天然、人工）と生体との相互作用を説明できる。（D2
(1)4-2）　(B-3)

3.電離放射線を防御する方法について概説できる。（D2(1)4-3）　(B-3)

4.血液製剤の管理及び取扱について説明できる。（F(2)5-4）　(B-3)

5.代表的な放射性医薬品の種類と用途、保管管理方法を説明できる。（F(2)
5-5）　(B-3)

6.免疫化学的測定法の原理を説明できる。（C2(6)2-2）　(B-3)

7.代表的な画像診断技術（X線検査、MRI、超音波、内視鏡検査など）につい
て概説できる。（C2(6)2-5）　(B-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。



2019-9030000648-02同位体医療薬学「P-b」（科目番号：2Y2）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　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　　

加留部　善晴

◎－－－　一般目標　－－－◎

　最適な薬物療法を提案するためには、診断技術や治療方法を理
解することが重要である。疾病の診断や治療に放射線が利用され
ているので、放射線の生体に与える影響を理解するとともに、放
射線の医療利用（放射性医薬品、診断用薬、物理的診断法の原
理）を学ぶ。（薬学教育モデル・コアカリキュラムD2環境(1)放射
線の生体への影響④放射線の生体への影響、F薬学臨床(2)処方せ
んに基づく調剤⑤医薬品の供給と管理、C2化学物質の分析(6)臨床
現場で用いる分析技術②分析技術）

◎－－－　到達目標　－－－◎

電離放射線の種類を列挙し、生体への影響を説明できる。（D2(1)
4-1）(技能)

代表的な放射性核種（天然、人工）と生体との相互作用を説明で
きる。（D2(1)4-2）(技能)

電離放射線を防御する方法について概説できる。（D2(1)4-3）(技
能)

血液製剤の管理及び取扱について説明できる。（F(2)5-4）(技能)

代表的な放射性医薬品の種類と用途、保管管理方法を説明でき
る。（F(2)5-5）(技能)

免疫化学的測定法の原理を説明できる。（C2(6)2-2）(技能)

代表的な画像診断技術（X線検査、MRI、超音波、内視鏡検査な
ど）について概説できる。（C2(6)2-5）(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　講義形式で行い、必要に応じてプリント、OHCを使用する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　教科書の次回講義該当部分を事前に約30分程度読んでおくこ
と。
　講義後、約１時間程度復習し、授業範囲の基本的専門用語の意
味を確実に理解しておくこと。
　各章末の問題とミニテストを理解しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　試験問題は講義内容から作成し、授業計画の各項目を理解でき
ているかを評価基準とする。後期試験（100％）により総括的評
価を行い、60点以上を合格、59点以下を不合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　放射線・放射性物質の薬学利用（廣川鉄男事務所）2018年2月
発行 4500円＋消費税　ISBN978-4-908996-05-4

◎－－－　参考書　－－－◎

新放射化学・放射性医薬品学（南江堂）　ISBN 978-4-524-40326-4
放射線取扱の基礎（日本アイソトープ協会、丸善）　ISBN
978-4-89073-227-2

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　生物の放射線障害（D2(1)4-1）
２　放射線障害のメカニズム（D2(1)4-1,アドバンスト）
３　組織及び細胞の放射線感受性（D2(1)4-1,アドバンス
ト）
４　放射線障害の予防と治療（D2(1)4-3,アドバンスト）
５　血液製剤と放射線照射（F(2)5-4,アドバンスト）
６　in vivo診断用放射性医薬品（F(2)5-5）
７　in vivo診断用放射性医薬品の体内分布機序（アドバン
スト）
８　in vivo治療用放射性医薬品（F(2)5-5、アドバンスト）
９　放射性医薬品取り扱いガイドライン（F(2)5-5、アドバ
ンスト）
10　in vitro検査用放射性医薬品（F(2)5-5、アドバンスト）
11　診断用薬（アドバンスト）
12　物理的診断法の原理（C2(6)2-5）
13　X線造影剤、MRI造影剤、超音波造影剤（C2(6)2-5）
14　放射線の管理と法令（アドバンスト）
15　放射線・放射性物質に関する問題演習（まとめ）



2019-9030000648-02同位体医療薬学「P-b」（科目番号：2Y2）

加留部　善晴

◎薬  :B-3

1.電離放射線の種類を列挙し、生体への影響を説明できる。（D2(1)4-1）　
(B-3)

2.代表的な放射性核種（天然、人工）と生体との相互作用を説明できる。（D2
(1)4-2）　(B-3)

3.電離放射線を防御する方法について概説できる。（D2(1)4-3）　(B-3)

4.血液製剤の管理及び取扱について説明できる。（F(2)5-4）　(B-3)

5.代表的な放射性医薬品の種類と用途、保管管理方法を説明できる。（F(2)
5-5）　(B-3)

6.免疫化学的測定法の原理を説明できる。（C2(6)2-2）　(B-3)

7.代表的な画像診断技術（X線検査、MRI、超音波、内視鏡検査など）につい
て概説できる。（C2(6)2-5）　(B-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。



2019-9030000647-01同位体化学「P-a」（科目番号：2Y1）

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

加留部　善晴

◎－－－　一般目標　－－－◎

　最適な薬物療法を提案するためには、診断技術や治療方法を理
解することが重要である。疾病の診断や治療に放射線が利用され
ているので、放射線や放射性同位元素（ラジオアイソトープ）に
関する物理的及び化学的な基礎知識を理解する。（薬学教育モデ
ル・コアカリキュラムC1物質の物理的性質(1)物質の構造④放射線
と放射能、C2化学物質の分析(4)機器を用いる分析法④X線分析
法、c8生体防御と微生物(3)微生物の基本⑤滅菌、D2環境(1)化学
物質・放射線の生体への影響④放射線の生体への影響）

◎－－－　到達目標　－－－◎

原子の構造と放射壊変について説明できる。（C1(1)4-1）(技能)

電離放射線の種類を列挙し、それらの性質および物質との相互作
用について説明できる。（C1(1)4-2）(技能)

非電離放射線（紫外線、赤外線など）を列挙し、それらの性質お
よび生体への影響を説明できる。（D2(1)4-4）(技能)

放射線の測定原理と利用について概説できる。（C1(1)4-5）(技能)

核反応および放射平衡について説明できる。（C1(1)4-4）(技能)

代表的な放射性核種の物理的性質について説明できる。（C1(1)
4-3）(技能)

主な滅菌法について説明できる。（C8(3)5-1,2）(技能)

X線の発生と粉末X線回折法を概説できる。（C2(4)4-1,2）(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　講義形式で行い、必要に応じてプリント、OHCを使用する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　教科書の次回講義該当部分を事前に約30分程度読んでおくこ
と。
　講義後、約１時間程度復習し、授業範囲の基本的専門用語の意
味を確実に理解しておくこと。
　各章末の問題とミニテストを理解しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　試験問題は講義内容から作成し、授業計画の各項目を理解でき
ているかを評価基準とする。前期試験（100％）により総括的評
価を行い、60点以上を合格、59点以下を不合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　放射線・放射性物質の薬学利用（廣川鉄男事務所）2018年2月
発行 4500円＋消費税　ISBN978-4-908996-05-4

◎－－－　参考書　－－－◎

新放射化学・放射性医薬品学（南江堂）　ISBN 978-4-524-40326-4
放射線取扱の基礎（日本アイソトープ協会、丸善）　ISBN
978-4-89073-227-2
　

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　放射線の利用とその歴史（準備教育）
２　原子核と放射能（C1(1)4-1）
３　安定核種と放射性核種（C1(1)4-3）
４　壊変形式（C1(1)4-1）
５　壊変速度、放射平衡（C1(1)4-1,4）
６　電離放射線とその性質（C1(1)4-2）
７　放射能・放射線に関する単位（アドバンスト）
８　非電離放射線とその性質（D2(1)4-4）
９　放射線の測定（C1(1)4-5）
10　核反応と放射性核種の製造（C1(1)4-4,アドバンスト）
11　環境放射能と放射能汚染（C1(1)4-3,D2(1)4-2,アドバン
スト）
12　標識化合物とトレーサー実験（アドバンスト）
13　同位体希釈分析法、放射線滅菌（C8(3)5-1,2,アドバン
スト）
14　ECD付ガスクロマトグラフ、放射化分析（アドバンス
ト）
15  X線とX線回折、がんの放射線治療（C2(4)4-1,2,アドバ
ンスト）



2019-9030000647-01同位体化学「P-a」（科目番号：2Y1）

加留部　善晴

◎薬  :B-3

1.原子の構造と放射壊変について説明できる。（C1(1)4-1）　(B-3)

2.電離放射線の種類を列挙し、それらの性質および物質との相互作用について
説明できる。（C1(1)4-2）　(B-3)

3.非電離放射線（紫外線、赤外線など）を列挙し、それらの性質および生体へ
の影響を説明できる。（D2(1)4-4）　(B-3)

4.放射線の測定原理と利用について概説できる。（C1(1)4-5）　(B-3)

5.核反応および放射平衡について説明できる。（C1(1)4-4）　(B-3)

6.代表的な放射性核種の物理的性質について説明できる。（C1(1)4-3）　(B-3)

7.主な滅菌法について説明できる。（C8(3)5-1,2）　(B-3)

8.X線の発生と粉末X線回折法を概説できる。（C2(4)4-1,2）　(B-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。



2019-9030000647-02同位体化学「P-b」（科目番号：2Y1）

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

加留部　善晴

◎－－－　一般目標　－－－◎

　最適な薬物療法を提案するためには、診断技術や治療方法を理
解することが重要である。疾病の診断や治療に放射線が利用され
ているので、放射線や放射性同位元素（ラジオアイソトープ）に
関する物理的及び化学的な基礎知識を理解する。（薬学教育モデ
ル・コアカリキュラムC1物質の物理的性質(1)物質の構造④放射線
と放射能、C2化学物質の分析(4)機器を用いる分析法④X線分析
法、c8生体防御と微生物(3)微生物の基本⑤滅菌、D2環境(1)化学
物質・放射線の生体への影響④放射線の生体への影響）

◎－－－　到達目標　－－－◎

原子の構造と放射壊変について説明できる。（C1(1)4-1）(技能)

電離放射線の種類を列挙し、それらの性質および物質との相互作
用について説明できる。（C1(1)4-2）(技能)

非電離放射線（紫外線、赤外線など）を列挙し、それらの性質お
よび生体への影響を説明できる。（D2(1)4-4）(技能)

放射線の測定原理と利用について概説できる。（C1(1)4-5）(技能)

核反応および放射平衡について説明できる。（C1(1)4-4）(技能)

代表的な放射性核種の物理的性質について説明できる。（C1(1)
4-3）(技能)

主な滅菌法について説明できる。（C8(3)5-1,2）(技能)

X線の発生と粉末X線回折法を概説できる。（C2(4)4-1,2）(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　講義形式で行い、必要に応じてプリント、OHCを使用する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　教科書の次回講義該当部分を事前に約30分程度読んでおくこ
と。
　講義後、約１時間程度復習し、授業範囲の基本的専門用語の意
味を確実に理解しておくこと。
　各章末の問題とミニテストを理解しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　試験問題は講義内容から作成し、授業計画の各項目を理解でき
ているかを評価基準とする。前期試験（100％）により総括的評
価を行い、60点以上を合格、59点以下を不合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　放射線・放射性物質の薬学利用（廣川鉄男事務所）2018年2月
発行 4500円＋消費税　ISBN978-4-908996-05-4

◎－－－　参考書　－－－◎

新放射化学・放射性医薬品学（南江堂）　ISBN 978-4-524-40326-4
放射線取扱の基礎（日本アイソトープ協会、丸善）　ISBN
978-4-89073-227-2
　

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　放射線の利用とその歴史（準備教育）
２　原子核と放射能（C1(1)4-1）
３　安定核種と放射性核種（C1(1)4-3）
４　壊変形式（C1(1)4-1）
５　壊変速度、放射平衡（C1(1)4-1,4）
６　電離放射線とその性質（C1(1)4-2）
７　放射能・放射線に関する単位（アドバンスト）
８　非電離放射線とその性質（D2(1)4-4）
９　放射線の測定（C1(1)4-5）
10　核反応と放射性核種の製造（C1(1)4-4,アドバンスト）
11　環境放射能と放射能汚染（C1(1)4-3,D2(1)4-2,アドバン
スト）
12　標識化合物とトレーサー実験（アドバンスト）
13　同位体希釈分析法、放射線滅菌（C8(3)5-1,2,アドバン
スト）
14　ECD付ガスクロマトグラフ、放射化分析（アドバンス
ト）
15  X線とX線回折、がんの放射線治療（C2(4)4-1,2,アドバ
ンスト）



2019-9030000647-02同位体化学「P-b」（科目番号：2Y1）

加留部　善晴

◎薬  :B-3

1.原子の構造と放射壊変について説明できる。（C1(1)4-1）　(B-3)

2.電離放射線の種類を列挙し、それらの性質および物質との相互作用について
説明できる。（C1(1)4-2）　(B-3)

3.非電離放射線（紫外線、赤外線など）を列挙し、それらの性質および生体へ
の影響を説明できる。（D2(1)4-4）　(B-3)

4.放射線の測定原理と利用について概説できる。（C1(1)4-5）　(B-3)

5.核反応および放射平衡について説明できる。（C1(1)4-4）　(B-3)

6.代表的な放射性核種の物理的性質について説明できる。（C1(1)4-3）　(B-3)

7.主な滅菌法について説明できる。（C8(3)5-1,2）　(B-3)

8.X線の発生と粉末X線回折法を概説できる。（C2(4)4-1,2）　(B-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。



2019-9030000778-01医薬品素材学Ⅰ「12台以前」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 6 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　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　　

金城　順英、大川　雅史、能田　均、丸岡　博、池田　浩人、巴山　忠、田川　義展、古舘　信、中原　史（冨田　陵子）

◎－－－　一般目標　－－－◎

4年次に受講した基礎薬学特別講義Ⅰは、主に１～４年次における基礎知識の集大成と強化を目
的とした。総合基礎薬学特別講義Ⅰでは、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、Ｃ２：化学物質の分析、Ｃ３：化学物質の
性質と反応、Ｃ４：生体分子・医薬品の化学による理解、Ｃ５：自然が生み出す薬物」の各セク
ションに沿い応用知識の集大成を目指し講義する。また「E2 薬理・病態・薬物治療」のうち(10)
医療の中の漢方薬についても講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．定量的構造活性相関パラメーターと薬理作用の関係について説明できる。（G(3)）(態度・
志向性)

２．組換え医薬品、遺伝子治療および再生医療について説明できる。（E2(8)①～③）(態度・志
向性)

３．バイオ医薬品についての演習問題を解くことができる。（E2(8)①～③）(態度・志向性)

４．自律神経や中枢神経系に作用する薬物の代表的例と構造式を理解し説明できる。（E2(1)
④1）(態度・志向性)

５．循環器や消化器系に作用する薬物の代表的例と構造式を理解し説明できる。（E2(3)④1、E2
(4)③1）(態度・志向性)

6．抗炎症薬やアレルギーに作用する薬物の代表的例と構造式を理解し説明できる。（E2(2)
④1）(態度・志向性)

７．有機化合物の立体構造について説明できる。
　（C3(1)②1～8）(態度・志向性)

８．アルカン・アルケン・アルキンの基本的な性質と反応を説明できる。（C3(2)①1～5、②1～
3）(態度・志向性)

９．有機ハロゲン化合物・アルコール類・エーテル類の基本的な性質と反応を説明できる。
（C3(3)②1～3、③1～2）(態度・志向性)

10．アルデヒド・ケトン・カルボン酸・カルボン酸誘導体の基本的な性質と反応を説明できる。
（C3(3)④1～3）(態度・志向性)

11．代表的な芳香族化合物の性質と反応を説明できる。（C3(2)③1～5）(態度・志向性)

12．アミン類の性質と反応を説明できる。（C3(3)⑤1）(態度・志向性)

13．分子間相互作用の種類や性質、溶液の性質、および化学電池の性質について説明できる．
（C1(1)②1～7、C1(2)⑥1～4、C1(2)⑦1～2）(態度・志向性)

14．代表的な素反応の測定データから反応速度定数を求めることができる。（C1(3)①1～7）(態
度・志向性)

15．分離分析法について概説できる。（C2(5)①1～5、②1）(態度・志向性)

16．代表的な医薬品の滴定法を説明できる。（C2(3)②1～7）(態度・志向性)

17．主要な電磁波分析法の原理について説明できる。（C2(4)①1～5、C2(4)②1、C2(4)③1、C2
(4)④1～2、C2(6)②5）(態度・志向性)

18．NMR，IR，MSの各スペクトルより得られる情報から部分構造を決定できる。（C3(4)①1～
4、C3(4)②1～2、C3(4)③1～3）(態度・志向性)

19．代表的な生薬の基原を挙げ、その含有される成分を化学構造から分類し、それらの生合成経
路を説明できる。C5(2)①1～5）、アドバンスト（C5(2)④1～3）(態度・志向性)

20．医薬品として使用されている天然有機化合物およびその誘導体について説明できる。（C5
(2)④1～3）(態度・志向性)

21．漢方薬が応用される適応症と漢方薬の副作用および注意事項が説明できる。（E2(10)②1～
2、E2(10)③1、E2②1～2）(態度・志向性)

22．代表的な生薬の基原、薬用部位、成分、用途、使用上の注意を説明できる。（C5(1)②1、
③1、2）(態度・志向性)

23．漢方の基本用語、漢方薬の系統的な分類を説明できる。（E2(10)①2～3、③1）(態度・志向
性)

◎－－－　学習方法　－－－◎

プリント（講義資料）と板書による講義形式、またはパワーポイントやOHPを用いた講義形式で
行う。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

１～４年次に使用した教科書、プリントおよび授業ノートなどを用い予習すること(30分）、お
よび講義終了後に復習すること(30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。各到達目標に則した演習問題を毎回
出題、その中から選抜した問題あるいは類似の問題を定期試験に出題する。定期試験の成績で評
価を行う（100％）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリント（講義資料）を配布するほか、随時１～４年次に使用した教科書も参考にする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．定量的構造活性相関（G(3)、田川）
２．バイオ医薬品I（E2(8)、田川）
３．バイオ医薬品II（演習）（E2(8)、田川）
４．医薬品の化学構造：自律神経や中枢神経系に作用する
薬物（C4(3)、E2(1)、古舘）
５．医薬品の化学構造：循環器や消化器系に作用する薬物
（E2(3)、E2(4)、古舘）
６．医薬品の化学構造：抗炎症薬やアレルギーに作用する
薬物（C4(3)、E2(2)、古舘）
7-12. 有機化合物の立体構造と反応（C3(1)～(3)、丸岡）
13.　芳香族化合物（C3(2)、中原）
14.　アミン類(C3(3)、中原)
15-17.　分子間相互作用、溶液の性質、電気化学（C1(1)、
C1(2)、C1(2)、池田）
18-20.　反応速度論（C1(3)、池田）
21．分離分析法①クロマトグラフィー、②電気泳動法（C2
(5)、巴山）
22．医薬品の構造と滴定法　（C2(3)、巴山）
23．①分光分析法、②核磁気共鳴（NMR）スペクトル測
定法、③質量分析法、④Ｘ線分析法（C2(4)、冨田）
24．①核磁気共鳴（NMR）（C3(4)、冨田）
25．②赤外吸収（IR）、③質量分析（C3(4)、冨田）
26．天然有機化合物とその生合成（C5(2)、大川）
27．天然医薬品、リード化合物（C5(2)、大川）
28．現代医療の中の漢方薬（E2(10)、大川）
29-30．薬になる動植鉱物（C5(1) 、金城）、医療の中の漢
方薬（E2(10)、金城）



2019-9030000778-01医薬品素材学Ⅰ「12台以前」

金城　順英、大川　雅史、能田　均、丸岡　博、池田　浩人、巴山　忠、田川　義展、古舘　信、中原　史（冨田　陵子）

◎薬

1.１．定量的構造活性相関パラメーターと薬理作用の関係について説明でき
る。（G(3)）　(C-2)

2.２．組換え医薬品、遺伝子治療および再生医療について説明できる。（E2(8)
①～③）　(C-2)

3.３．バイオ医薬品についての演習問題を解くことができる。（E2(8)①～③）
　(C-2)

4.４．自律神経や中枢神経系に作用する薬物の代表的例と構造式を理解し説明
できる。（E2(1)④1）　(C-2)

5.５．循環器や消化器系に作用する薬物の代表的例と構造式を理解し説明でき
る。（E2(3)④1、E2(4)③1）　(C-2)

6.6．抗炎症薬やアレルギーに作用する薬物の代表的例と構造式を理解し説明で
きる。（E2(2)④1）　(C-2)

7.７．有機化合物の立体構造について説明できる。
　（C3(1)②1～8）　(C-2)

8.８．アルカン・アルケン・アルキンの基本的な性質と反応を説明できる。
（C3(2)①1～5、②1～3）　(C-2)

9.９．有機ハロゲン化合物・アルコール類・エーテル類の基本的な性質と反応
を説明できる。（C3(3)②1～3、③1～2）　(C-2)

10.10．アルデヒド・ケトン・カルボン酸・カルボン酸誘導体の基本的な性質と
反応を説明できる。（C3(3)④1～3）　(C-2)

11.11．代表的な芳香族化合物の性質と反応を説明できる。（C3(2)③1～5）　
(C-2)

12.12．アミン類の性質と反応を説明できる。（C3(3)⑤1）　(C-2)

13.13．分子間相互作用の種類や性質、溶液の性質、および化学電池の性質につ
いて説明できる．（C1(1)②1～7、C1(2)⑥1～4、C1(2)⑦1～2）　(C-2)

14.14．代表的な素反応の測定データから反応速度定数を求めることができる。
（C1(3)①1～7）　(C-2)

15.15．分離分析法について概説できる。（C2(5)①1～5、②1）　(C-2)

16.16．代表的な医薬品の滴定法を説明できる。（C2(3)②1～7）　(C-2)

17.17．主要な電磁波分析法の原理について説明できる。（C2(4)①1～5、C2(4)
②1、C2(4)③1、C2(4)④1～2、C2(6)②5）　(C-2)

18.18．NMR，IR，MSの各スペクトルより得られる情報から部分構造を決定で
きる。（C3(4)①1～4、C3(4)②1～2、C3(4)③1～3）　(C-2)

19.19．代表的な生薬の基原を挙げ、その含有される成分を化学構造から分類
し、それらの生合成経路を説明できる。C5(2)①1～5）、アドバンスト（C5(2)
④1～3）　(C-2)

20.20．医薬品として使用されている天然有機化合物およびその誘導体について
説明できる。（C5(2)④1～3）　(C-2)

21.21．漢方薬が応用される適応症と漢方薬の副作用および注意事項が説明でき
る。（E2(10)②1～2、E2(10)③1、E2②1～2）　(C-2)

22.22．代表的な生薬の基原、薬用部位、成分、用途、使用上の注意を説明でき
る。（C5(1)②1、③1、2）　(C-2)

23.23．漢方の基本用語、漢方薬の系統的な分類を説明できる。（E2(10)①2～
3、③1）　(C-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。



2019-9030000708-01化学系実習Ⅱ（科目番号：3C5）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：実習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

金城　順英、大川　雅史（土橋　良太、中野　大輔）

◎－－－　一般目標　－－－◎

日本薬局方に規定されている生薬試験法、確認試験法を行い、生
薬の品質管理について理解し技能を修得する。また、有用植物か
ら有効成分の分離法を修得する。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「C５自然が生み出す薬物
（1）薬になる動植物鉱物、（2）薬の宝庫としての天然物」に
そって行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．実習で用いるカラムクロマトについて実施できる。（C5(2)
③1） (態度・志向性)

２．実習で用いる薄層クロマトグラフ法について実施できる。
（C5(2)③1）(態度・志向性)

３．薄層クロマトグラフ法による生薬の同定法について説明でき
る。（C5(1)④1）(態度・志向性)

４．日本薬局方の精油定量法について説明し、実施できる。（C5
(1)④2）(態度・志向性)

５．漢方処方中の生薬を鑑別できる。（C5(1)④3）(態度・志向性)

６．実習で用いる生薬の確認試験について説明できる。（C5(1)
④4）(態度・志向性)

７．実習で用いる漢方処方の確認試験について説明できる。（C5
(1)④4）(態度・志向性)

◎－－－　学習方法　－－－◎

実習中、詳細に実習の記録をとること。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

実習前に実習書を読み、ノートにまとめて予習しておくこと。
（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

実習の評価は、実験ノート50％、実習内容30％、実習態度20％の
割合でルーブリック評価表を用いて行う。
実験ノートについては、植物成分抽出や確認試験について手順を
説明し、結果が明確に記録されていること。
実習内容は実験手技とともに口頭試問により評価を行う。
実習態度は、実習に対する積極性、グループワークに対する協調
性などを評価する。
上記の成績評価基準は、原則として全て出席することを前提とし
ている。

◎－－－　テキスト　－－－◎

製本印刷した実習書および実験ノートを配布。

◎－－－　参考書　－－－◎

北川　勲ほか「生薬学」第９版（廣川書店）2017年、￥7,776、
ISBN 978-4-567-42210-9
日本公定書協会編「第17改正日本薬局方解説書　学生版」（廣川
書店）2016年、￥41,040、ISBN 978-4-567-01533-2
日本薬局方電子版　http://jpdb.nihs.go.jp/jp17/

◎－－－　授業計画　－－－◎

　本実習では生薬学実習として、日本薬局方に収載されて
いる生薬（医薬品）の確認試験法を実際に体験し、また天
然物化学の実習として、有用植物より有効成分の抽出、精
製、確認等の実験を行うことで、天然医薬品を理解するこ
とを目的としている。以下の項目にしたがって実習を行
う。
1-3　ステビア葉よりステビオシドの抽出、アグリコンと
糖の同定（C５（2）3-1）
4-5　ウコンよりクルクミン類の分離と確認（C５（2）
3-1）
1-5　日本薬局方収載生薬の精油定量（C５（1）4-1、4-2、
4-4）
6　日本薬局方収載生薬の確認試験、漢方処方鑑定（C５
（1）4-1、4-2、4-3、4-4）
  なお、1-5はグループ実験、6は個人実験である。



2019-9030000708-01化学系実習Ⅱ（科目番号：3C5）

金城　順英、大川　雅史（土橋　良太、中野　大輔）

◎薬  :C-2

1.１．実習で用いるカラムクロマトについて実施できる。（C5(2)③1） 　(C-2)

2.２．実習で用いる薄層クロマトグラフ法について実施できる。（C5(2)③1）
　(C-2)

3.３．薄層クロマトグラフ法による生薬の同定法について説明できる。（C5(1)
④1）　(C-2)

4.４．日本薬局方の精油定量法について説明し、実施できる。（C5(1)④2）　
(C-2)

5.５．漢方処方中の生薬を鑑別できる。（C5(1)④3）　(C-2)

6.６．実習で用いる生薬の確認試験について説明できる。（C5(1)④4）　(C-2)

7.７．実習で用いる漢方処方の確認試験について説明できる。（C5(1)④4）　
(C-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。



2019-9030000740-01化学系薬学特別講義「15台以降」（科目番号：4C3）

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

金城　順英、田川　義展、古館　信、丸岡　博、大川　雅史

◎－－－　一般目標　－－－◎

薬学教育モデル・コアカリキュラムの薬学専門教育のうち、Ｃ３～Ｃ５は化学
系薬学であり、薬学の根幹をなす分野であるとともに、医学教育と最も差別化
できる分野でもある。本講義では、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、Ｃ４：生
体分子・医薬品の化学による理解、Ｃ５：自然が生み出す薬物」の各セクショ
ンに沿って講義する。また「E2 薬理・病態・薬物治療」のうち(10)医療の中の
漢方薬についても講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．医薬品と標的生体分子の相互作用について説明できる。（C4(1)～(3)）(態
度・志向性)

２．3種類のペリ環状反応について説明できる。（C3(2)②）(態度・志向性)

３．生体内で働く錯体・無機化合物や酵素の作用機構を説明できる。（C3(5)
①）(態度・志向性)

４．生体分子や医薬品に含まれる代表的基本骨格の構造や性質、薬物の代表的
作用様式などを理解し説明できる。（C4(1)②1～4、(2)②1～3、③1～2）(態
度・志向性)

５．医薬品のコンポーネントとしての複素環の官能基について理解し、医薬品
の化学構造に基づく性質を説明できる。（C3(3)①1、C4(3)②1～2、③1～3、
④1）(態度・志向性)

６．化学物質の立体構造について説明できる。（C3(1)②1～8）(態度・志向性)

７．アルカン・アルケン・アルキンの代表的な反応を説明できる。（C3(2)①1
～5、②1～3）(態度・志向性)

８．芳香族炭化水素化合物の代表的な反応を説明できる。（C3(2)③1～5）(態
度・志向性)

９．有機ハロゲン化合物・アルコール類・エーテル類の代表的な反応を説明で
きる。（C3(3)②1～3、③1～2）(態度・志向性)

10．アルデヒド・ケトン・カルボン酸・カルボン酸誘導体の代表的な反応を説
明できる。（C3(3)④1～3）(態度・志向性)

11．アミンの代表的な反応を説明できる。（C3(3)⑤1）(態度・志向性)

12．生薬由来の代表的な成分を化学構造に基づいて分類し、それら化学構造ご
との生合成経路を概説できる。（C5(2)①1～5、C5(2)④1～3）(態度・志向性)

13．天然生物活性物質そのもの、あるいはそれがリード化合物となった代表的
な医薬品を列挙し、その用途を説明できる。（C5(2)④1～3）(態度・志向性)

14．代表的な生薬の基原、薬用部位、成分、用途、使用上の注意を説明でき
る。（C5(1)②1、③1、2）(態度・志向性)

15．漢方の基本用語、漢方薬の系統的な分類、使用上の注意点を説明できる。
（E2(10)①2～3、③1）(態度・志向性)

◎－－－　学習方法　－－－◎

プリント（講義資料）と板書による講義形式、またはパワーポイントやOHPを
用いた講義形式で行う。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

１～３年次の講義ノート、プリントや教科書などを用い予習すること（30
分）、および講義終了後に復習すること。（30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。各到達目標に則し
た演習問題を毎回出題、その中から選抜した問題あるいは類似の問題を定期試
験に出題する。定期試験の成績で評価を行う（100％）

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリント（講義資料）を配布するほか、随時１～３年次に使用した教科書も参
考にする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．医薬品と標的生体分子の相互作用（C4(1)～(3)、田
川）
２．ペリ環状反応（C3(2)、田川）
３．生体内で機能する錯体・無機化合物（C3(5)、田川）
４．生体分子・医薬品の化学による理解（C4(1)～(2)、古
舘）
５．医薬品のコンポーネント、生体反応の化学による理解
（C3(3)、C4(3)、古舘）
6-11. 化学物質の構造と反応（C3(1)～(3)、丸岡）
12．天然生物活性物質の種類とその生合成（C5(2)、大
川）
13．天然医薬品、およびそのリード化合物（C5(2)、大
川）
14-15．薬になる動植鉱物（C5(1) 、金城）、医療の中の漢
方薬（E2(10)、金城）



2019-9030000740-01化学系薬学特別講義「15台以降」（科目番号：4C3）

金城　順英、田川　義展、古館　信、丸岡　博、大川　雅史

◎薬  :C-2

1.１．医薬品と標的生体分子の相互作用について説明できる。（C4(1)～(3)）　
(C-2)

2.２．3種類のペリ環状反応について説明できる。（C3(2)②）　(C-2)

3.３．生体内で働く錯体・無機化合物や酵素の作用機構を説明できる。（C3(5)
①）　(C-2)

4.４．生体分子や医薬品に含まれる代表的基本骨格の構造や性質、薬物の代表
的作用様式などを理解し説明できる。（C4(1)②1～4、(2)②1～3、③1～2）　
(C-2)

5.５．医薬品のコンポーネントとしての複素環の官能基について理解し、医薬
品の化学構造に基づく性質を説明できる。（C3(3)①1、C4(3)②1～2、③1～3、
④1）　(C-2)

6.６．化学物質の立体構造について説明できる。（C3(1)②1～8）　(C-2)

7.７．アルカン・アルケン・アルキンの代表的な反応を説明できる。（C3(2)
①1～5、②1～3）　(C-2)

8.８．芳香族炭化水素化合物の代表的な反応を説明できる。（C3(2)③1～5）　
(C-2)

9.９．有機ハロゲン化合物・アルコール類・エーテル類の代表的な反応を説明
できる。（C3(3)②1～3、③1～2）　(C-2)

10.10．アルデヒド・ケトン・カルボン酸・カルボン酸誘導体の代表的な反応を
説明できる。（C3(3)④1～3）　(C-2)

11.11．アミンの代表的な反応を説明できる。（C3(3)⑤1）　(C-2)

12.12．生薬由来の代表的な成分を化学構造に基づいて分類し、それら化学構造
ごとの生合成経路を概説できる。（C5(2)①1～5、C5(2)④1～3）　(C-2)

13.13．天然生物活性物質そのもの、あるいはそれがリード化合物となった代表
的な医薬品を列挙し、その用途を説明できる。（C5(2)④1～3）　(C-2)

14.14．代表的な生薬の基原、薬用部位、成分、用途、使用上の注意を説明でき
る。（C5(1)②1、③1、2）　(C-2)

15.15．漢方の基本用語、漢方薬の系統的な分類、使用上の注意点を説明でき
る。（E2(10)①2～3、③1）　(C-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。



2019-9030000726-01基礎薬学特別講義Ⅰ「14台以前」（科目番号：4C3）

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

金城　順英、大川　雅史、丸岡　博、田川　義展、古舘　信、藤岡　稔大、池田　浩人、巴山　忠、堤　広之(冨田　陵子、刀根　菜七子)

◎－－－　一般目標　－－－◎

薬学教育モデル・コアカリキュラムの薬学専門教育のうち、Ｃ３～Ｃ５は化学
系薬学であり、薬学の根幹をなす分野であるとともに、医学教育と最も差別化
できる分野でもある。本講義では、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、Ｃ４：生
体分子・医薬品の化学による理解、Ｃ５：自然が生み出す薬物」の各セクショ
ンに沿って講義する。また「E2 薬理・病態・薬物治療」のうち(10)医療の中の
漢方薬についても講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．医薬品と標的生体分子の相互作用について説明できる。（C4(1)～(3)）(態
度・志向性)

２．3種類のペリ環状反応について説明できる。（C3(2)②）(態度・志向性)

３．生体内で働く錯体・無機化合物や酵素の作用機構を説明できる。（C3(5)
①）(態度・志向性)

４．生体分子や医薬品に含まれる代表的基本骨格の構造や性質、薬物の代表的
作用様式などを理解し説明できる。（C4(1)②1～4、(2)②1～3、③1～2）(態
度・志向性)

５．医薬品のコンポーネントとしての複素環の官能基について理解し、医薬品
の化学構造に基づく性質を説明できる。（C3(3)①1、C4(3)②1～2、③1～3、
④1）(態度・志向性)

６．化学物質の立体構造について説明できる。（C3(1)②1～8）(態度・志向性)

７．アルカン・アルケン・アルキンの代表的な反応を説明できる。（C3(2)①1
～5、②1～3）(態度・志向性)

８．芳香族炭化水素化合物の代表的な反応を説明できる。（C3(2)③1～5）(態
度・志向性)

９．有機ハロゲン化合物・アルコール類・エーテル類の代表的な反応を説明で
きる。（C3(3)②1～3、③1～2）(態度・志向性)

10．アルデヒド・ケトン・カルボン酸・カルボン酸誘導体の代表的な反応を説
明できる。（C3(3)④1～3）(態度・志向性)

11．アミンの代表的な反応を説明できる。（C3(3)⑤1）(態度・志向性)

12．生薬由来の代表的な成分を化学構造に基づいて分類し、それら化学構造ご
との生合成経路を概説できる。（C5(2)①1～5、C5(2)④1～3）(態度・志向性)

13．天然生物活性物質そのもの、あるいはそれがリード化合物となった代表的
な医薬品を列挙し、その用途を説明できる。（C5(2)④1～3）(態度・志向性)

14．代表的な生薬の基原、薬用部位、成分、用途、使用上の注意を説明でき
る。（C5(1)②1、③1、2）(態度・志向性)

15．漢方の基本用語、漢方薬の系統的な分類、使用上の注意点を説明できる。
（E2(10)①2～3、③1）(態度・志向性)

◎－－－　学習方法　－－－◎

プリント（講義資料）と板書による講義形式、またはパワーポイントやOHPを
用いた講義形式で行う。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

１～３年次の講義ノート、プリントや教科書などを用い予習すること（30
分）、および講義終了後に復習すること。（30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。各到達目標に則し
た演習問題を毎回出題、その中から選抜した問題あるいは類似の問題を定期試
験に出題する。定期試験の成績で評価を行う（100％）

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリント（講義資料）を配布するほか、随時１～３年次に使用した教科書も参
考にする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．医薬品と標的生体分子の相互作用（C4(1)～(3)、田
川）
２．ペリ環状反応（C3(2)、田川）
３．生体内で機能する錯体・無機化合物（C3(5)、田川）
４．生体分子・医薬品の化学による理解（C4(1)～(2)、古
舘）
５．医薬品のコンポーネント、生体反応の化学による理解
（C3(3)、C4(3)、古舘）
6-11. 化学物質の構造と反応（C3(1)～(3)、丸岡）
12．天然生物活性物質の種類とその生合成（C5(2)、大
川）
13．天然医薬品、およびそのリード化合物（C5(2)、大
川）
14-15．薬になる動植鉱物（C5(1) 、金城）、医療の中の漢
方薬（E2(10)、金城）



2019-9030000726-01基礎薬学特別講義Ⅰ「14台以前」（科目番号：4C3）

金城　順英、大川　雅史、丸岡　博、田川　義展、古舘　信、藤岡　稔大、池田　浩人、巴山　忠、堤　広之(冨田　陵子、刀根　菜七子)

◎薬

1.１．医薬品と標的生体分子の相互作用について説明できる。（C4(1)～(3)）　
(C-2)

2.２．3種類のペリ環状反応について説明できる。（C3(2)②）　(C-2)

3.３．生体内で働く錯体・無機化合物や酵素の作用機構を説明できる。（C3(5)
①）　(C-2)

4.４．生体分子や医薬品に含まれる代表的基本骨格の構造や性質、薬物の代表
的作用様式などを理解し説明できる。（C4(1)②1～4、(2)②1～3、③1～2）　
(C-2)

5.５．医薬品のコンポーネントとしての複素環の官能基について理解し、医薬
品の化学構造に基づく性質を説明できる。（C3(3)①1、C4(3)②1～2、③1～3、
④1）　(C-2)

6.６．化学物質の立体構造について説明できる。（C3(1)②1～8）　(C-2)

7.７．アルカン・アルケン・アルキンの代表的な反応を説明できる。（C3(2)
①1～5、②1～3）　(C-2)

8.８．芳香族炭化水素化合物の代表的な反応を説明できる。（C3(2)③1～5）　
(C-2)

9.９．有機ハロゲン化合物・アルコール類・エーテル類の代表的な反応を説明
できる。（C3(3)②1～3、③1～2）　(C-2)

10.10．アルデヒド・ケトン・カルボン酸・カルボン酸誘導体の代表的な反応を
説明できる。（C3(3)④1～3）　(C-2)

11.11．アミンの代表的な反応を説明できる。（C3(3)⑤1）　(C-2)

12.12．生薬由来の代表的な成分を化学構造に基づいて分類し、それら化学構造
ごとの生合成経路を概説できる。（C5(2)①1～5、C5(2)④1～3）　(C-2)

13.13．天然生物活性物質そのもの、あるいはそれがリード化合物となった代表
的な医薬品を列挙し、その用途を説明できる。（C5(2)④1～3）　(C-2)

14.14．代表的な生薬の基原、薬用部位、成分、用途、使用上の注意を説明でき
る。（C5(1)②1、③1、2）　(C-2)

15.15．漢方の基本用語、漢方薬の系統的な分類、使用上の注意点を説明でき
る。（E2(10)①2～3、③1）　(C-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。



2019-9030000641-01生薬学Ⅰ「P-a」（科目番号：2C1）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　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　　

金城　順英、（土橋　良太）

◎－－－　一般目標　－－－◎

生薬（しょうやく）とは、天然に産する資源のうち、病気の治療に役立つ植物、動
物、鉱物、あるいはそれらの部分を総称したものである。生薬を理解するために、
それらの基原、性状、含有成分、薬理作用、漢方方剤における役割などの基本的知
識を修得する。（薬学教育モデル・コアカリキュラムC５自然が生み出す薬物（1）
薬になる動植物鉱物、E２（10）医療の中の漢方薬）

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．漢方の基本用語、陰陽を説明できる。（E2(10)①2）(知識・理解)

２．漢方の基本用語、虚実を説明できる。（E2(10)①2）(知識・理解)

３．漢方の基本用語、寒熱を説明できる。（E2(10)①2）(知識・理解)

４．漢方の基本用語、表裏を説明できる。（E2(10)①2）(知識・理解)

５．漢方の基本用語、気血水を説明できる。（E2(10)①2）(知識・理解)

６．漢方の基本用語、証を説明できる。（E2(10)①2）(知識・理解)

７．漢方薬の副作用と使用上の注意点を例示して説明できる。（E2(10)③1）(知識・
理解)

８．日本薬局方収載の代表的な生薬の基原を説明できる。（C5(1)②1）(知識・理解)

９．日本薬局方収載の代表的な生薬の薬用部位を説明できる。（C5(1)②1）(知識・
理解)

10．日本薬局方収載の代表的な生薬の薬効を説明できる。（C5(1)③1）(知識・理解)

11．日本薬局方収載の代表的な生薬の成分（定量品）を説明できる。（C5(1)③1）
(知識・理解)

12．日本薬局方収載の代表的な生薬の用途を説明できる。（C5(1)③1）(知識・理解)

13．副作用や使用上の注意が必要な代表的な生薬を列挙し、説明できる。（C5(1)
③2）(知識・理解)

14．代表的な生薬の確認試験（標準物質）を説明できる。（C5(1)④4）(知識・理解)

15．西洋薬中心の医療の中での漢方薬の位置づけおよび、漢方薬の使用法を説明で
きる。（E2(10)②3）(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

原則は教科書に則して進めるが、適宜、参考書の内容を追加し、またプリントを配
布し補足する。生薬の標本（カット生薬）を供覧するとともにサンプルとして供す
る。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業計画を見て事前に教科書を読んでおくこと（予習：30分）、また復習（30分）
として毎回の講義をまとめた演習問題プリントを配るので、知識の整理を行うこと
（形成的評価）。

◎－－－　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。各到達目標に則した演
習問題を毎回出題、その中から選抜した問題を定期試験（総括的評価）に出題す
る。定期試験の成績（100％）で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

北川　勲ほか「生薬学」第９版（廣川書店）2017年、￥7,776、ISBN
978-4-567-42210-9
日本生薬学会監修「現代医療における漢方薬」改訂第２版（南江堂）2016年、
￥3,564、ISBN 978-4-524-40314-1

◎－－－　参考書　－－－◎

(漢方系）
木村孟淳、御影雅幸、劉　園英「中国医学」（南江堂）2005年、￥5,076、ISBN
4-524-40207-1
永田郁夫「シーン別　わかる！漢方Q＆A」（南山堂）2016年、￥2,800 、ISBN
978-4-525-47111-8
(生薬系)
神戸中医学研究会編「中医臨床のための中薬学」（医歯薬出版）1992年、￥8,912、
ISBN 4-263-73065-8
鳥居塚和生「モノグラフ生薬の薬効・薬理」（医歯薬出版）2003年、￥9,720、ISBN
4-263-20188-4

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　総論１　漢方医学の歴史（湯液・鍼灸・本草）、西洋
医学・民間薬との相違、代替療法、日本漢方と中医学（金
城）（E２（10））
２　総論２　漢方医学の概念（陰陽論-表裏・三焦・寒
熱・虚実）、薬性、四診・六病位（金城）（E２（10））
３　総論３　漢方医学の理論（五行説、気血水説）、中薬
学における生薬分類（金城）（E２（10））
４　総論４・各論１　漢方まとめ、モクツウ（金城）（E
２（10）、C５（1））
５　各論２　ニンジン・コウジン、修治、チクセツニンジ
ン・シゴカ、サイシン、アリストロキア酸（金城）（C５
（1））
６　各論３　オウレン、ブシ、カロコン・トウガシ、ショ
ウマ・イレイセン（金城）（C５（1））
７　各論４　ケイヒ、タイソウ・サンソウニン、マシニ
ン・ソウハクヒ（金城）（C５（1））
８　各論５　ウイキョウ、トウキ、センキュウ、エンゴサ
ク、センコツ、キョウカツ（金城）（C５（1））
９　各論６　サイコ・柴胡サポニン、ビャクシ、ボウフ
ウ・ハマボウフウ（金城）（C５（1））
10　各論７　キョウニン・トウニン、オンジ・セネガ（金
城）（C５（1））
11　各論８　シャクヤク・ボタンピ、ゴシツ、ゴミシ（金
城）（C５（1））
12　各論９　ボウイ、カンゾウ、アマチャ・天然甘味料
（金城）（C５（1））
13　各論10　オウギ、クジン、カッコン・葛根湯、カイ
カ、ジュウヤク・エイジツ（金城）（C５（1））
14　各論11　カロコン、シツリシ、ジャショウシ、カシュ
ウ、ウヤク、レンニク、トチュウ、ビワヨウ、コロンボ、
ニガキ、チョウジ、ドクカツ、ゼンコ、ニクズク、サンザ
シ、ボクソク（金城）（C５（1））
15　各論12　漢方と西洋薬（土橋）（E２（10））



2019-9030000641-01生薬学Ⅰ「P-a」（科目番号：2C1）

金城　順英、（土橋　良太）

◎薬  :A-1,A-2

1.１．漢方の基本用語、陰陽を説明できる。（E2(10)①2）　(A-1)

2.２．漢方の基本用語、虚実を説明できる。（E2(10)①2）　(A-1)

3.３．漢方の基本用語、寒熱を説明できる。（E2(10)①2）　(A-1)

4.４．漢方の基本用語、表裏を説明できる。（E2(10)①2）　(A-1)

5.５．漢方の基本用語、気血水を説明できる。（E2(10)①2）　(A-1)

6.６．漢方の基本用語、証を説明できる。（E2(10)①2）　(A-1)

7.７．漢方薬の副作用と使用上の注意点を例示して説明できる。（E2(10)③1）
　(A-2)

8.８．日本薬局方収載の代表的な生薬の基原を説明できる。（C5(1)②1）　
(A-1)

9.９．日本薬局方収載の代表的な生薬の薬用部位を説明できる。（C5(1)②1）
　(A-1)

10.10．日本薬局方収載の代表的な生薬の薬効を説明できる。（C5(1)③1）　
(A-1)

11.11．日本薬局方収載の代表的な生薬の成分（定量品）を説明できる。（C5
(1)③1）　(A-1)

12.12．日本薬局方収載の代表的な生薬の用途を説明できる。（C5(1)③1）　
(A-1)

13.13．副作用や使用上の注意が必要な代表的な生薬を列挙し、説明できる。
（C5(1)③2）　(A-2)

14.14．代表的な生薬の確認試験（標準物質）を説明できる。（C5(1)④4）　
(A-1)

15.15．西洋薬中心の医療の中での漢方薬の位置づけおよび、漢方薬の使用法を
説明できる。（E2(10)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。



2019-9030000641-02生薬学Ⅰ「P-b」（科目番号：2C1）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　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　　

金城　順英、（土橋　良太）

◎－－－　一般目標　－－－◎

生薬（しょうやく）とは、天然に産する資源のうち、病気の治療に役立つ植物、動
物、鉱物、あるいはそれらの部分を総称したものである。生薬を理解するために、
それらの基原、性状、含有成分、薬理作用、漢方方剤における役割などの基本的知
識を修得する。（薬学教育モデル・コアカリキュラムC５自然が生み出す薬物（1）
薬になる動植物鉱物、E２（10）医療の中の漢方薬）

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．漢方の基本用語、陰陽を説明できる。（E2(10)①2）(知識・理解)

２．漢方の基本用語、虚実を説明できる。（E2(10)①2）(知識・理解)

３．漢方の基本用語、寒熱を説明できる。（E2(10)①2）(知識・理解)

４．漢方の基本用語、表裏を説明できる。（E2(10)①2）(知識・理解)

５．漢方の基本用語、気血水を説明できる。（E2(10)①2）(知識・理解)

６．漢方の基本用語、証を説明できる。（E2(10)①2）(知識・理解)

７．漢方薬の副作用と使用上の注意点を例示して説明できる。（E2(10)③1）(知識・
理解)

８．日本薬局方収載の代表的な生薬の基原を説明できる。（C5(1)②1）(知識・理解)

９．日本薬局方収載の代表的な生薬の薬用部位を説明できる。（C5(1)②1）(知識・
理解)

10．日本薬局方収載の代表的な生薬の薬効を説明できる。（C5(1)③1）(知識・理解)

11．日本薬局方収載の代表的な生薬の成分（定量品）を説明できる。（C5(1)③1）
(知識・理解)

12．日本薬局方収載の代表的な生薬の用途を説明できる。（C5(1)③1）(知識・理解)

13．副作用や使用上の注意が必要な代表的な生薬を列挙し、説明できる。（C5(1)
③2）(知識・理解)

14．代表的な生薬の確認試験（標準物質）を説明できる。（C5(1)④4）(知識・理解)

15．西洋薬中心の医療の中での漢方薬の位置づけおよび、漢方薬の使用法を説明で
きる。（E2(10)②3）(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

原則は教科書に則して進めるが、適宜、参考書の内容を追加し、またプリントを配
布し補足する。生薬の標本（カット生薬）を供覧するとともにサンプルとして供す
る。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業計画を見て事前に教科書を読んでおくこと（予習：30分）、また復習（30分）
として毎回の講義をまとめた演習問題プリントを配るので、知識の整理を行うこと
（形成的評価）。

◎－－－　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。各到達目標に則した演
習問題を毎回出題、その中から選抜した問題を定期試験（総括的評価）に出題す
る。定期試験の成績（100％）で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

北川　勲ほか「生薬学」第９版（廣川書店）2017年、￥7,776、ISBN
978-4-567-42210-9
日本生薬学会監修「現代医療における漢方薬」改訂第２版（南江堂）2016年、
￥3,564、ISBN 978-4-524-40314-1

◎－－－　参考書　－－－◎

(漢方系）
木村孟淳、御影雅幸、劉　園英「中国医学」（南江堂）2005年、￥5,076、ISBN
4-524-40207-1
永田郁夫「シーン別　わかる！漢方Q＆A」（南山堂）2016年、￥2,800 、ISBN
978-4-525-47111-8
(生薬系)
神戸中医学研究会編「中医臨床のための中薬学」（医歯薬出版）1992年、￥8,912、
ISBN 4-263-73065-8
鳥居塚和生「モノグラフ生薬の薬効・薬理」（医歯薬出版）2003年、￥9,720、ISBN
4-263-20188-4

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　総論１　漢方医学の歴史（湯液・鍼灸・本草）、西洋
医学・民間薬との相違、代替療法、日本漢方と中医学（金
城）（E２（10））
２　総論２　漢方医学の概念（陰陽論-表裏・三焦・寒
熱・虚実）、薬性、四診・六病位（金城）（E２（10））
３　総論３　漢方医学の理論（五行説、気血水説）、中薬
学における生薬分類（金城）（E２（10））
４　総論４・各論１　漢方まとめ、モクツウ（金城）（E
２（10）、C５（1））
５　各論２　ニンジン・コウジン、修治、チクセツニンジ
ン・シゴカ、サイシン、アリストロキア酸（金城）（C５
（1））
６　各論３　オウレン、ブシ、カロコン・トウガシ、ショ
ウマ・イレイセン（金城）（C５（1））
７　各論４　ケイヒ、タイソウ・サンソウニン、マシニ
ン・ソウハクヒ（金城）（C５（1））
８　各論５　ウイキョウ、トウキ、センキュウ、エンゴサ
ク、センコツ、キョウカツ（金城）（C５（1））
９　各論６　サイコ・柴胡サポニン、ビャクシ、ボウフ
ウ・ハマボウフウ（金城）（C５（1））
10　各論７　キョウニン・トウニン、オンジ・セネガ（金
城）（C５（1））
11　各論８　シャクヤク・ボタンピ、ゴシツ、ゴミシ（金
城）（C５（1））
12　各論９　ボウイ、カンゾウ、アマチャ・天然甘味料
（金城）（C５（1））
13　各論10　オウギ、クジン、カッコン・葛根湯、カイ
カ、ジュウヤク・エイジツ（金城）（C５（1））
14　各論11　カロコン、シツリシ、ジャショウシ、カシュ
ウ、ウヤク、レンニク、トチュウ、ビワヨウ、コロンボ、
ニガキ、チョウジ、ドクカツ、ゼンコ、ニクズク、サンザ
シ、ボクソク（金城）（C５（1））
15　各論12　漢方と西洋薬（土橋）（E２（10））



2019-9030000641-02生薬学Ⅰ「P-b」（科目番号：2C1）

金城　順英、（土橋　良太）

◎薬  :A-1,A-2

1.１．漢方の基本用語、陰陽を説明できる。（E2(10)①2）　(A-2)

2.２．漢方の基本用語、虚実を説明できる。（E2(10)①2）　(A-2)

3.３．漢方の基本用語、寒熱を説明できる。（E2(10)①2）　(A-2)

4.４．漢方の基本用語、表裏を説明できる。（E2(10)①2）　(A-2)

5.５．漢方の基本用語、気血水を説明できる。（E2(10)①2）　(A-2)

6.６．漢方の基本用語、証を説明できる。（E2(10)①2）　(A-2)

7.７．漢方薬の副作用と使用上の注意点を例示して説明できる。（E2(10)③1）
　(A-2)

8.８．日本薬局方収載の代表的な生薬の基原を説明できる。（C5(1)②1）　
(A-1)

9.９．日本薬局方収載の代表的な生薬の薬用部位を説明できる。（C5(1)②1）
　(A-1)

10.10．日本薬局方収載の代表的な生薬の薬効を説明できる。（C5(1)③1）　
(A-1)

11.11．日本薬局方収載の代表的な生薬の成分（定量品）を説明できる。（C5
(1)③1）　(A-1)

12.12．日本薬局方収載の代表的な生薬の用途を説明できる。（C5(1)③1）　
(A-1)

13.13．副作用や使用上の注意が必要な代表的な生薬を列挙し、説明できる。
（C5(1)③2）　(A-1)

14.14．代表的な生薬の確認試験（標準物質）を説明できる。（C5(1)④4）　
(A-1)

15.15．西洋薬中心の医療の中での漢方薬の位置づけおよび、漢方薬の使用法を
説明できる。（E2(10)②3）　(A-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。



2019-9030000642-01生薬学Ⅱ「P-a」（科目番号：2C2）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　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　　

金城　順英、（土橋　良太）

◎－－－　一般目標　－－－◎

生薬学Ⅰに引き続き、植物・動物・鉱物由来の生薬について基原、性状、
含有成分、生合成、薬理作用、漢方方剤における役割などの基本的知識を
修得する。（薬学教育モデル・コアカリキュラムC５自然が生み出す薬物
（1）薬になる動植物鉱物、E２（10）医療の中の漢方薬）

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．日本薬局方収載の代表的な生薬の基原を説明できる。（C5(1)②1）(知
識・理解)

２．日本薬局方収載の代表的な生薬の薬用部位を説明できる。（C5(1)②1）
(知識・理解)

３．日本薬局方収載の代表的な生薬の薬効を説明できる。（C5(1)③1）(知
識・理解)

４．日本薬局方収載の代表的な生薬の成分（定量品）を説明できる。（C5
(1)③1）(知識・理解)

５．日本薬局方収載の代表的な生薬の用途を説明できる。（C5(1)③1）(知
識・理解)

６．副作用や使用上の注意が必要な代表的な生薬を列挙し、説明できる。
（C5(1)③2）(知識・理解)

７．代表的な生薬の確認試験（標準物質）を説明できる。（C5(1)④4）(知
識・理解)

８．漢方薬の副作用と使用上の注意点を例示して説明できる。（E2(10)
③1）(知識・理解)

９．生薬、漢方処方の確認試験、純度試験、定量法を説明できる。（C5(1)
④4、5）(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

原則は教科書に則して進めるが、適宜、参考書の内容を追加し、またプリ
ントを配布し補足する。生薬の標本（カット生薬）を供覧するとともにサ
ンプルとして供する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業計画を見て事前に教科書を読んでおくこと（予習：30分）、また復習
（30分）として毎回の講義をまとめた演習問題プリントを配るので、知識
の整理を行うこと（形成的評価）。

◎－－－　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。各到達目標に
則した演習問題を毎回出題、その中から選抜した問題を定期試験（総括的
評価）に出題する。定期試験の成績（100％）で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

北川　勲ほか「生薬学」第９版（廣川書店）2017年、￥7,776、ISBN
978-4-567-42210-9
日本生薬学会監修「現代医療における漢方薬」改訂第２版（南江堂）2016
年、￥3,564、ISBN 978-4-524-40314-1

◎－－－　参考書　－－－◎

(漢方系）
木村孟淳、御影雅幸、劉　園英「中国医学」（南江堂）2005年、￥5,076、
ISBN 4-524-40207-1
永田郁夫「シーン別　わかる！漢方Q＆A」（南山堂）2016年、￥2,800 、
ISBN 978-4-525-47111-8
(生薬系)
神戸中医学研究会編「中医臨床のための中薬学」（医歯薬出版）1992年、
￥8,912、ISBN 4-263-73065-8
鳥居塚和生「モノグラフ生薬の薬効・薬理」（医歯薬出版）2003年、
￥9,720、ISBN 4-263-20188-4

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　各論13　センナ・ケツメイシ、瀉下薬、ダイオウ、大
黄剤・漢方便秘薬（金城）（C５（1）、E２（10））
２　各論14　オウバク、トウヒ・キジツ・チンピ、ゲンノ
ショウコ、ゴバイシ、整腸薬・止瀉薬、ゴシュユ（金城）
（C５（1））
３　各論15　サンショウ、サンシュユ、コウボク、シンイ
（金城）（C５（1）、4-4、E２（10））
４　各論16　サンシシ、チョウトウコウ、シャゼンシ・サ
イリウム、シャゼンソウ、トコン・嘔吐機構（金城）（C
５（1））
５　各論17　キキョウ、インチンコウ、カミツレ、カノコ
ソウ、コウカ、キクカ、ゴボウシ（金城）（C５（1））
６　各論18　ビャクジュツ・ソウジュツ、ジオウ、モッコ
ウ、ケイガイ、ニンドウ（金城）（C５（1））
７　各論19　オウゴン、フラボノイド、ハッカ、ソヨウ、
ウワウルシ、クコシ、ジコッピ（金城）（C５（1））
８　各論20　ゲンチアナ・リュウタン・センブリ、トウガ
ラシ、シコン、レンギョウ、ヨクイニン、コウベイ（金
城）（C５（1））
９　各論21　ハンゲ、ショウキョウ・カンキョウ、サンヤ
ク、コウブシ、順気剤・理気剤（金城）（C５（1）、E２
（10））
10　各論22　バクモンドウ、マオウ、桂麻剤、漢方ぜんそ
く治療、テンモンドウ、チモ、滋陰剤、ビンロウジ（金
城）（C５（1）、E２（10））
11　各論23　タクシャ、チョレイ・ブクリョウ、五苓散・
駆水剤（金城）（C５（1）、E２（10））
12　各論24　動物生薬、鉱物生薬（金城）（C５（1））
13　各論25　インヨウカク、ロートコン・ベラドンナコ
ン、マクリ、ガジュツ、キササゲ、ウコン、コンズラン
ゴ、カゴソウ、サフラン、テンマ、バイモ、ボウコン、ヘ
ンズ、ソボク、ホミカ、ヤクチ、ショウズク、オウセイ、
サンキライ、シュクシャ、リョウキョウ（金城）（C５
（1））
14　総論５　生薬学Ⅱ基本事項総括【形成的評価】（金
城）（C５（1））
15　各論26　生薬・漢方の確認試験（土橋）（C５（1））



2019-9030000642-01生薬学Ⅱ「P-a」（科目番号：2C2）

金城　順英、（土橋　良太）

◎薬  :A-1,A-2

1.１．日本薬局方収載の代表的な生薬の基原を説明できる。（C5(1)②1）　
(A-1)

2.２．日本薬局方収載の代表的な生薬の薬用部位を説明できる。（C5(1)②1）
　(A-1)

3.３．日本薬局方収載の代表的な生薬の薬効を説明できる。（C5(1)③1）　
(A-1)

4.４．日本薬局方収載の代表的な生薬の成分（定量品）を説明できる。（C5(1)
③1）　(A-1)

5.５．日本薬局方収載の代表的な生薬の用途を説明できる。（C5(1)③1）　
(A-1)

6.６．副作用や使用上の注意が必要な代表的な生薬を列挙し、説明できる。
（C5(1)③2）　(A-2)

7.７．代表的な生薬の確認試験（標準物質）を説明できる。（C5(1)④4）　
(A-1)

8.８．漢方薬の副作用と使用上の注意点を例示して説明できる。（E2(10)③1）
　(A-2)

9.９．生薬、漢方処方の確認試験、純度試験、定量法を説明できる。（C5(1)
④4、5）　(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。



2019-9030000642-02生薬学Ⅱ「P-b」（科目番号：2C2）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　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　　

金城　順英、（土橋　良太）

◎－－－　一般目標　－－－◎

生薬学Ⅰに引き続き、植物・動物・鉱物由来の生薬について基原、性状、
含有成分、生合成、薬理作用、漢方方剤における役割などの基本的知識を
修得する。（薬学教育モデル・コアカリキュラムC５自然が生み出す薬物
（1）薬になる動植物鉱物、E２（10）医療の中の漢方薬）

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．日本薬局方収載の代表的な生薬の基原を説明できる。（C5(1)②1）(知
識・理解)

２．日本薬局方収載の代表的な生薬の薬用部位を説明できる。（C5(1)②1）
(知識・理解)

３．日本薬局方収載の代表的な生薬の薬効を説明できる。（C5(1)③1）(知
識・理解)

４．日本薬局方収載の代表的な生薬の成分（定量品）を説明できる。（C5
(1)③1）(知識・理解)

５．日本薬局方収載の代表的な生薬の用途を説明できる。（C5(1)③1）(知
識・理解)

６．副作用や使用上の注意が必要な代表的な生薬を列挙し、説明できる。
（C5(1)③2）(知識・理解)

７．代表的な生薬の確認試験（標準物質）を説明できる。（C5(1)④4）(知
識・理解)

８．漢方薬の副作用と使用上の注意点を例示して説明できる。（E2(10)
③1）(知識・理解)

９．生薬、漢方処方の確認試験、純度試験、定量法を説明できる。（C5(1)
④4、5）(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

原則は教科書に則して進めるが、適宜、参考書の内容を追加し、またプリ
ントを配布し補足する。生薬の標本（カット生薬）を供覧するとともにサ
ンプルとして供する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業計画を見て事前に教科書を読んでおくこと（予習：30分）、また復習
（30分）として毎回の講義をまとめた演習問題プリントを配るので、知識
の整理を行うこと（形成的評価）。

◎－－－　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。各到達目標に
則した演習問題を毎回出題、その中から選抜した問題を定期試験（総括的
評価）に出題する。定期試験の成績（100％）で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

北川　勲ほか「生薬学」第９版（廣川書店）2017年、￥7,776、ISBN
978-4-567-42210-9
日本生薬学会監修「現代医療における漢方薬」改訂第２版（南江堂）2016
年、￥3,564、ISBN 978-4-524-40314-1

◎－－－　参考書　－－－◎

(漢方系）
木村孟淳、御影雅幸、劉　園英「中国医学」（南江堂）2005年、￥5,076、
ISBN 4-524-40207-1
永田郁夫「シーン別　わかる！漢方Q＆A」（南山堂）2016年、￥2,800 、
ISBN 978-4-525-47111-8
(生薬系)
神戸中医学研究会編「中医臨床のための中薬学」（医歯薬出版）1992年、
￥8,912、ISBN 4-263-73065-8
鳥居塚和生「モノグラフ生薬の薬効・薬理」（医歯薬出版）2003年、
￥9,720、ISBN 4-263-20188-4

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　各論13　センナ・ケツメイシ、瀉下薬、ダイオウ、大
黄剤・漢方便秘薬（金城）（C５（1）、E２（10））
２　各論14　オウバク、トウヒ・キジツ・チンピ、ゲンノ
ショウコ、ゴバイシ、整腸薬・止瀉薬、ゴシュユ（金城）
（C５（1））
３　各論15　サンショウ、サンシュユ、コウボク、シンイ
（金城）（C５（1）、4-4、E２（10））
４　各論16　サンシシ、チョウトウコウ、シャゼンシ・サ
イリウム、シャゼンソウ、トコン・嘔吐機構（金城）（C
５（1））
５　各論17　キキョウ、インチンコウ、カミツレ、カノコ
ソウ、コウカ、キクカ、ゴボウシ（金城）（C５（1））
６　各論18　ビャクジュツ・ソウジュツ、ジオウ、モッコ
ウ、ケイガイ、ニンドウ（金城）（C５（1））
７　各論19　オウゴン、フラボノイド、ハッカ、ソヨウ、
ウワウルシ、クコシ、ジコッピ（金城）（C５（1））
８　各論20　ゲンチアナ・リュウタン・センブリ、トウガ
ラシ、シコン、レンギョウ、ヨクイニン、コウベイ（金
城）（C５（1））
９　各論21　ハンゲ、ショウキョウ・カンキョウ、サンヤ
ク、コウブシ、順気剤・理気剤（金城）（C５（1）、E２
（10））
10　各論22　バクモンドウ、マオウ、桂麻剤、漢方ぜんそ
く治療、テンモンドウ、チモ、滋陰剤、ビンロウジ（金
城）（C５（1）、E２（10））
11　各論23　タクシャ、チョレイ・ブクリョウ、五苓散・
駆水剤（金城）（C５（1）、E２（10））
12　各論24　動物生薬、鉱物生薬（金城）（C５（1））
13　各論25　インヨウカク、ロートコン・ベラドンナコ
ン、マクリ、ガジュツ、キササゲ、ウコン、コンズラン
ゴ、カゴソウ、サフラン、テンマ、バイモ、ボウコン、ヘ
ンズ、ソボク、ホミカ、ヤクチ、ショウズク、オウセイ、
サンキライ、シュクシャ、リョウキョウ（金城）（C５
（1））
14　総論５　生薬学Ⅱ基本事項総括【形成的評価】（金
城）（C５（1））
15　各論26　生薬・漢方の確認試験（土橋）（C５（1））



2019-9030000642-02生薬学Ⅱ「P-b」（科目番号：2C2）

金城　順英、（土橋　良太）

◎薬  :A-1,A-2

1.１．日本薬局方収載の代表的な生薬の基原を説明できる。（C5(1)②1）　
(A-1)

2.２．日本薬局方収載の代表的な生薬の薬用部位を説明できる。（C5(1)②1）
　(A-1)

3.３．日本薬局方収載の代表的な生薬の薬効を説明できる。（C5(1)③1）　
(A-1)

4.４．日本薬局方収載の代表的な生薬の成分（定量品）を説明できる。（C5(1)
③1）　(A-1)

5.５．日本薬局方収載の代表的な生薬の用途を説明できる。（C5(1)③1）　
(A-1)

6.６．副作用や使用上の注意が必要な代表的な生薬を列挙し、説明できる。
（C5(1)③2）　(A-1)

7.７．代表的な生薬の確認試験（標準物質）を説明できる。（C5(1)④4）　
(A-1)

8.８．漢方薬の副作用と使用上の注意点を例示して説明できる。（E2(10)③1）
　(A-2)

9.９．生薬、漢方処方の確認試験、純度試験、定量法を説明できる。（C5(1)
④4、5）　(A-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。



2019-9030000782-01総合基礎薬学特別講義Ⅰ「13台以降」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 6 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・１時限～２時限　　試験時間割：後日発表　　

金城　順英、大川　雅史、能田　均、丸岡　博、池田　浩人、巴山　忠、田川　義展、古舘　信、中原　史（冨田　陵子）

◎－－－　一般目標　－－－◎

4年次に受講した基礎薬学特別講義Ⅰは、主に１～４年次における基礎知識の集大成と強化を目
的とした。総合基礎薬学特別講義Ⅰでは、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、Ｃ２：化学物質の分析、Ｃ３：化学物質の
性質と反応、Ｃ４：生体分子・医薬品の化学による理解、Ｃ５：自然が生み出す薬物」の各セク
ションに沿い応用知識の集大成を目指し講義する。また「E2 薬理・病態・薬物治療」のうち(10)
医療の中の漢方薬についても講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．定量的構造活性相関パラメーターと薬理作用の関係について説明できる。（G(3)）(態度・
志向性)

２．組換え医薬品、遺伝子治療および再生医療について説明できる。（E2(8)①～③）(態度・志
向性)

３．バイオ医薬品についての演習問題を解くことができる。（E2(8)①～③）(態度・志向性)

４．自律神経や中枢神経系に作用する薬物の代表的例と構造式を理解し説明できる。（E2(1)
④1）(態度・志向性)

５．循環器や消化器系に作用する薬物の代表的例と構造式を理解し説明できる。（E2(3)④1、E2
(4)③1）(態度・志向性)

6．抗炎症薬やアレルギーに作用する薬物の代表的例と構造式を理解し説明できる。（E2(2)
④1）(態度・志向性)

７．有機化合物の立体構造について説明できる。
　（C3(1)②1～8）(態度・志向性)

８．アルカン・アルケン・アルキンの基本的な性質と反応を説明できる。（C3(2)①1～5、②1～
3）(態度・志向性)

９．有機ハロゲン化合物・アルコール類・エーテル類の基本的な性質と反応を説明できる。
（C3(3)②1～3、③1～2）(態度・志向性)

10．アルデヒド・ケトン・カルボン酸・カルボン酸誘導体の基本的な性質と反応を説明できる。
（C3(3)④1～3）(態度・志向性)

11．代表的な芳香族化合物の性質と反応を説明できる。（C3(2)③1～5）(態度・志向性)

12．アミン類の性質と反応を説明できる。（C3(3)⑤1）(態度・志向性)

13．分子間相互作用の種類や性質、溶液の性質、および化学電池の性質について説明できる．
（C1(1)②1～7、C1(2)⑥1～4、C1(2)⑦1～2）(態度・志向性)

14．代表的な素反応の測定データから反応速度定数を求めることができる。（C1(3)①1～7）(態
度・志向性)

15．分離分析法について概説できる。（C2(5)①1～5、②1）(態度・志向性)

16．代表的な医薬品の滴定法を説明できる。（C2(3)②1～7）(態度・志向性)

17．主要な電磁波分析法の原理について説明できる。（C2(4)①1～5、C2(4)②1、C2(4)③1、C2
(4)④1～2、C2(6)②5）(態度・志向性)

18．NMR，IR，MSの各スペクトルより得られる情報から部分構造を決定できる。（C3(4)①1～
4、C3(4)②1～2、C3(4)③1～3）(態度・志向性)

19．代表的な生薬の基原を挙げ、その含有される成分を化学構造から分類し、それらの生合成経
路を説明できる。C5(2)①1～5）、アドバンスト（C5(2)④1～3）(態度・志向性)

20．医薬品として使用されている天然有機化合物およびその誘導体について説明できる。（C5
(2)④1～3）(態度・志向性)

21．漢方薬が応用される適応症と漢方薬の副作用および注意事項が説明できる。（E2(10)②1～
2、E2(10)③1、E2②1～2）(態度・志向性)

22．代表的な生薬の基原、薬用部位、成分、用途、使用上の注意を説明できる。（C5(1)②1、
③1、2）(態度・志向性)

23．漢方の基本用語、漢方薬の系統的な分類を説明できる。（E2(10)①2～3、③1）(態度・志向
性)

◎－－－　学習方法　－－－◎

プリント（講義資料）と板書による講義形式、またはパワーポイントやOHPを用いた講義形式で
行う。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

１～４年次に使用した教科書、プリントおよび授業ノートなどを用い予習すること(30分）、お
よび講義終了後に復習すること(30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。各到達目標に則した演習問題を毎回
出題、その中から選抜した問題あるいは類似の問題を定期試験に出題する。定期試験の成績で評
価を行う（100％）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリント（講義資料）を配布するほか、随時１～４年次に使用した教科書も参考にする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．定量的構造活性相関（G(3)、田川）
２．バイオ医薬品I（E2(8)、田川）
３．バイオ医薬品II（演習）（E2(8)、田川）
４．医薬品の化学構造：自律神経や中枢神経系に作用する
薬物（C4(3)、E2(1)、古舘）
５．医薬品の化学構造：循環器や消化器系に作用する薬物
（E2(3)、E2(4)、古舘）
６．医薬品の化学構造：抗炎症薬やアレルギーに作用する
薬物（C4(3)、E2(2)、古舘）
7-12. 有機化合物の立体構造と反応（C3(1)～(3)、丸岡）
13.　芳香族化合物（C3(2)、中原）
14.　アミン類(C3(3)、中原)
15-17.　分子間相互作用、溶液の性質、電気化学（C1(1)、
C1(2)、C1(2)、池田）
18-20.　反応速度論（C1(3)、池田）
21．分離分析法①クロマトグラフィー、②電気泳動法（C2
(5)、巴山）
22．医薬品の構造と滴定法　（C2(3)、巴山）
23．①分光分析法、②核磁気共鳴（NMR）スペクトル測
定法、③質量分析法、④Ｘ線分析法（C2(4)、冨田）
24．①核磁気共鳴（NMR）（C3(4)、冨田）
25．②赤外吸収（IR）、③質量分析（C3(4)、冨田）
26．天然有機化合物とその生合成（C5(2)、大川）
27．天然医薬品、リード化合物（C5(2)、大川）
28．現代医療の中の漢方薬（E2(10)、大川）
29-30．薬になる動植鉱物（C5(1) 、金城）、医療の中の漢
方薬（E2(10)、金城）



2019-9030000782-01総合基礎薬学特別講義Ⅰ「13台以降」

金城　順英、大川　雅史、能田　均、丸岡　博、池田　浩人、巴山　忠、田川　義展、古舘　信、中原　史（冨田　陵子）

◎薬

1.１．定量的構造活性相関パラメーターと薬理作用の関係について説明でき
る。（G(3)）　(C-2)

2.２．組換え医薬品、遺伝子治療および再生医療について説明できる。（E2(8)
①～③）　(C-2)

3.３．バイオ医薬品についての演習問題を解くことができる。（E2(8)①～③）
　(C-2)

4.４．自律神経や中枢神経系に作用する薬物の代表的例と構造式を理解し説明
できる。（E2(1)④1）　(C-2)

5.５．循環器や消化器系に作用する薬物の代表的例と構造式を理解し説明でき
る。（E2(3)④1、E2(4)③1）　(C-2)

6.6．抗炎症薬やアレルギーに作用する薬物の代表的例と構造式を理解し説明で
きる。（E2(2)④1）　(C-2)

7.７．有機化合物の立体構造について説明できる。
　（C3(1)②1～8）　(C-2)

8.８．アルカン・アルケン・アルキンの基本的な性質と反応を説明できる。
（C3(2)①1～5、②1～3）　(C-2)

9.９．有機ハロゲン化合物・アルコール類・エーテル類の基本的な性質と反応
を説明できる。（C3(3)②1～3、③1～2）　(C-2)

10.10．アルデヒド・ケトン・カルボン酸・カルボン酸誘導体の基本的な性質と
反応を説明できる。（C3(3)④1～3）　(C-2)

11.11．代表的な芳香族化合物の性質と反応を説明できる。（C3(2)③1～5）　
(C-2)

12.12．アミン類の性質と反応を説明できる。（C3(3)⑤1）　(C-2)

13.13．分子間相互作用の種類や性質、溶液の性質、および化学電池の性質につ
いて説明できる．（C1(1)②1～7、C1(2)⑥1～4、C1(2)⑦1～2）　(C-2)

14.14．代表的な素反応の測定データから反応速度定数を求めることができる。
（C1(3)①1～7）　(C-2)

15.15．分離分析法について概説できる。（C2(5)①1～5、②1）　(C-2)

16.16．代表的な医薬品の滴定法を説明できる。（C2(3)②1～7）　(C-2)

17.17．主要な電磁波分析法の原理について説明できる。（C2(4)①1～5、C2(4)
②1、C2(4)③1、C2(4)④1～2、C2(6)②5）　(C-2)

18.18．NMR，IR，MSの各スペクトルより得られる情報から部分構造を決定で
きる。（C3(4)①1～4、C3(4)②1～2、C3(4)③1～3）　(C-2)

19.19．代表的な生薬の基原を挙げ、その含有される成分を化学構造から分類
し、それらの生合成経路を説明できる。C5(2)①1～5）、アドバンスト（C5(2)
④1～3）　(C-2)

20.20．医薬品として使用されている天然有機化合物およびその誘導体について
説明できる。（C5(2)④1～3）　(C-2)

21.21．漢方薬が応用される適応症と漢方薬の副作用および注意事項が説明でき
る。（E2(10)②1～2、E2(10)③1、E2②1～2）　(C-2)

22.22．代表的な生薬の基原、薬用部位、成分、用途、使用上の注意を説明でき
る。（C5(1)②1、③1、2）　(C-2)

23.23．漢方の基本用語、漢方薬の系統的な分類を説明できる。（E2(10)①2～
3、③1）　(C-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。



2019-9030000782-02総合基礎薬学特別講義Ⅰ「12台以前」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 6 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　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　　

金城　順英、大川　雅史、能田　均、丸岡　博、池田　浩人、巴山　忠、田川　義展、古舘　信、中原　史（冨田　陵子）

◎－－－　一般目標　－－－◎

4年次に受講した基礎薬学特別講義Ⅰは、主に１～４年次における基礎知識の集大成と強化を目
的とした。総合基礎薬学特別講義Ⅰでは、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、Ｃ２：化学物質の分析、Ｃ３：化学物質の
性質と反応、Ｃ４：生体分子・医薬品の化学による理解、Ｃ５：自然が生み出す薬物」の各セク
ションに沿い応用知識の集大成を目指し講義する。また「E2 薬理・病態・薬物治療」のうち(10)
医療の中の漢方薬についても講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．定量的構造活性相関パラメーターと薬理作用の関係について説明できる。（G(3)）(態度・
志向性)

２．組換え医薬品、遺伝子治療および再生医療について説明できる。（E2(8)①～③）(態度・志
向性)

３．バイオ医薬品についての演習問題を解くことができる。（E2(8)①～③）(態度・志向性)

４．自律神経や中枢神経系に作用する薬物の代表的例と構造式を理解し説明できる。（E2(1)
④1）(態度・志向性)

５．循環器や消化器系に作用する薬物の代表的例と構造式を理解し説明できる。（E2(3)④1、E2
(4)③1）(態度・志向性)

6．抗炎症薬やアレルギーに作用する薬物の代表的例と構造式を理解し説明できる。（E2(2)
④1）(態度・志向性)

７．有機化合物の立体構造について説明できる。
　（C3(1)②1～8）(態度・志向性)

８．アルカン・アルケン・アルキンの基本的な性質と反応を説明できる。（C3(2)①1～5、②1～
3）(態度・志向性)

９．有機ハロゲン化合物・アルコール類・エーテル類の基本的な性質と反応を説明できる。
（C3(3)②1～3、③1～2）(態度・志向性)

10．アルデヒド・ケトン・カルボン酸・カルボン酸誘導体の基本的な性質と反応を説明できる。
（C3(3)④1～3）(態度・志向性)

11．代表的な芳香族化合物の性質と反応を説明できる。（C3(2)③1～5）(態度・志向性)

12．アミン類の性質と反応を説明できる。（C3(3)⑤1）(態度・志向性)

13．分子間相互作用の種類や性質、溶液の性質、および化学電池の性質について説明できる．
（C1(1)②1～7、C1(2)⑥1～4、C1(2)⑦1～2）(態度・志向性)

14．代表的な素反応の測定データから反応速度定数を求めることができる。（C1(3)①1～7）(態
度・志向性)

15．分離分析法について概説できる。（C2(5)①1～5、②1）(態度・志向性)

16．代表的な医薬品の滴定法を説明できる。（C2(3)②1～7）(態度・志向性)

17．主要な電磁波分析法の原理について説明できる。（C2(4)①1～5、C2(4)②1、C2(4)③1、C2
(4)④1～2、C2(6)②5）(態度・志向性)

18．NMR，IR，MSの各スペクトルより得られる情報から部分構造を決定できる。（C3(4)①1～
4、C3(4)②1～2、C3(4)③1～3）(態度・志向性)

19．代表的な生薬の基原を挙げ、その含有される成分を化学構造から分類し、それらの生合成経
路を説明できる。C5(2)①1～5）、アドバンスト（C5(2)④1～3）(態度・志向性)

20．医薬品として使用されている天然有機化合物およびその誘導体について説明できる。（C5
(2)④1～3）(態度・志向性)

21．漢方薬が応用される適応症と漢方薬の副作用および注意事項が説明できる。（E2(10)②1～
2、E2(10)③1、E2②1～2）(態度・志向性)

22．代表的な生薬の基原、薬用部位、成分、用途、使用上の注意を説明できる。（C5(1)②1、
③1、2）(態度・志向性)

23．漢方の基本用語、漢方薬の系統的な分類を説明できる。（E2(10)①2～3、③1）(態度・志向
性)

◎－－－　学習方法　－－－◎

プリント（講義資料）と板書による講義形式、またはパワーポイントやOHPを用いた講義形式で
行う。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

１～４年次に使用した教科書、プリントおよび授業ノートなどを用い予習すること(30分）、お
よび講義終了後に復習すること(30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。各到達目標に則した演習問題を毎回
出題、その中から選抜した問題あるいは類似の問題を定期試験に出題する。定期試験の成績で評
価を行う（100％）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリント（講義資料）を配布するほか、随時１～４年次に使用した教科書も参考にする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．定量的構造活性相関（G(3)、田川）
２．バイオ医薬品I（E2(8)、田川）
３．バイオ医薬品II（演習）（E2(8)、田川）
４．医薬品の化学構造：自律神経や中枢神経系に作用する
薬物（C4(3)、E2(1)、古舘）
５．医薬品の化学構造：循環器や消化器系に作用する薬物
（E2(3)、E2(4)、古舘）
６．医薬品の化学構造：抗炎症薬やアレルギーに作用する
薬物（C4(3)、E2(2)、古舘）
7-12. 有機化合物の立体構造と反応（C3(1)～(3)、丸岡）
13.　芳香族化合物（C3(2)、中原）
14.　アミン類(C3(3)、中原)
15-17.　分子間相互作用、溶液の性質、電気化学（C1(1)、
C1(2)、C1(2)、池田）
18-20.　反応速度論（C1(3)、池田）
21．分離分析法①クロマトグラフィー、②電気泳動法（C2
(5)、巴山）
22．医薬品の構造と滴定法　（C2(3)、巴山）
23．①分光分析法、②核磁気共鳴（NMR）スペクトル測
定法、③質量分析法、④Ｘ線分析法（C2(4)、冨田）
24．①核磁気共鳴（NMR）（C3(4)、冨田）
25．②赤外吸収（IR）、③質量分析（C3(4)、冨田）
26．天然有機化合物とその生合成（C5(2)、大川）
27．天然医薬品、リード化合物（C5(2)、大川）
28．現代医療の中の漢方薬（E2(10)、大川）
29-30．薬になる動植鉱物（C5(1) 、金城）、医療の中の漢
方薬（E2(10)、金城）
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金城　順英、大川　雅史、能田　均、丸岡　博、池田　浩人、巴山　忠、田川　義展、古舘　信、中原　史（冨田　陵子）

◎薬

1.１．定量的構造活性相関パラメーターと薬理作用の関係について説明でき
る。（G(3)）　(C-2)

2.２．組換え医薬品、遺伝子治療および再生医療について説明できる。（E2(8)
①～③）　(C-2)

3.３．バイオ医薬品についての演習問題を解くことができる。（E2(8)①～③）
　(C-2)

4.４．自律神経や中枢神経系に作用する薬物の代表的例と構造式を理解し説明
できる。（E2(1)④1）　(C-2)

5.５．循環器や消化器系に作用する薬物の代表的例と構造式を理解し説明でき
る。（E2(3)④1、E2(4)③1）　(C-2)

6.6．抗炎症薬やアレルギーに作用する薬物の代表的例と構造式を理解し説明で
きる。（E2(2)④1）　(C-2)

7.７．有機化合物の立体構造について説明できる。
　（C3(1)②1～8）　(C-2)

8.８．アルカン・アルケン・アルキンの基本的な性質と反応を説明できる。
（C3(2)①1～5、②1～3）　(C-2)

9.９．有機ハロゲン化合物・アルコール類・エーテル類の基本的な性質と反応
を説明できる。（C3(3)②1～3、③1～2）　(C-2)

10.10．アルデヒド・ケトン・カルボン酸・カルボン酸誘導体の基本的な性質と
反応を説明できる。（C3(3)④1～3）　(C-2)

11.11．代表的な芳香族化合物の性質と反応を説明できる。（C3(2)③1～5）　
(C-2)

12.12．アミン類の性質と反応を説明できる。（C3(3)⑤1）　(C-2)

13.13．分子間相互作用の種類や性質、溶液の性質、および化学電池の性質につ
いて説明できる．（C1(1)②1～7、C1(2)⑥1～4、C1(2)⑦1～2）　(C-2)

14.14．代表的な素反応の測定データから反応速度定数を求めることができる。
（C1(3)①1～7）　(C-2)

15.15．分離分析法について概説できる。（C2(5)①1～5、②1）　(C-2)

16.16．代表的な医薬品の滴定法を説明できる。（C2(3)②1～7）　(C-2)

17.17．主要な電磁波分析法の原理について説明できる。（C2(4)①1～5、C2(4)
②1、C2(4)③1、C2(4)④1～2、C2(6)②5）　(C-2)

18.18．NMR，IR，MSの各スペクトルより得られる情報から部分構造を決定で
きる。（C3(4)①1～4、C3(4)②1～2、C3(4)③1～3）　(C-2)

19.19．代表的な生薬の基原を挙げ、その含有される成分を化学構造から分類
し、それらの生合成経路を説明できる。C5(2)①1～5）、アドバンスト（C5(2)
④1～3）　(C-2)

20.20．医薬品として使用されている天然有機化合物およびその誘導体について
説明できる。（C5(2)④1～3）　(C-2)

21.21．漢方薬が応用される適応症と漢方薬の副作用および注意事項が説明でき
る。（E2(10)②1～2、E2(10)③1、E2②1～2）　(C-2)

22.22．代表的な生薬の基原、薬用部位、成分、用途、使用上の注意を説明でき
る。（C5(1)②1、③1、2）　(C-2)

23.23．漢方の基本用語、漢方薬の系統的な分類を説明できる。（E2(10)①2～
3、③1）　(C-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。
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　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　　

小迫　知弘

◎－－－　一般目標　－－－◎

　内分泌の異常によって引き起こされる様々な病態と薬物治療を理解できる
ようになるため、ホルモンの分泌制御、生理作用、細胞レベルにおける作用
発現機構などに関する基礎的知識を修得する。さらに、「細胞の生と死」や
「がん細胞の特徴」の基礎的知識を修得することにより、生理（正常）・病
態生理（病気）・薬理（治療）の繋がりを理解できるようになる。基本的
に、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
指診「C6生命現象の基礎」「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　－－－◎

1. 内分泌学と薬理学及び生化学との繋がりについて概説できる。（C7
(1)⑫1、C7(2)②1）(知識・理解)

2. 細胞膜受容体及び細胞内（核内）受容体を挙げ、それぞれの受容体を
介する細胞内情報伝達について説明できる。（C6(6)①1、C6(6)②1～5、C7(2)
②1）(知識・理解)

3. 視床下部-下垂体前葉-下垂体後葉ホルモンをそれぞれ挙げ、それらの
産生器官、生理活性及び作用機構について概説できる。（C7(2)②1、C7(2)
⑦1～2）(知識・理解)

4. 血糖調節ホルモンを挙げ、その産生器官、生理活性及び作用機構と糖
代謝について概説できる。（C7(2)②1、C7(2)⑥1）(知識・理解)

5. 甲状腺・副甲状腺・副腎皮質・副腎髄質・性ホルモンをそれぞれ挙
げ、それらの産生器官、生理活性及び作用機構について概説できる。（C7(2)
②1、C7(1)④2、E2(5)②2～3、5）(知識・理解)

6. 細胞死（アポトーシスとネクローシス）及び「正常細胞とがん細胞の
違い」について説明できる。（C6(7)①1、C6(7)②1、C6(7)③1～2、C7(2)
④1）(知識・理解)

7. 悪性腫瘍治療薬を挙げ、分子レベルでの作用機序（標的分子・細胞内
情報伝達など）を説明できる。（C6(7)②1、E2(7)⑧1）(知識・理解)

8. 最近のがん研究やその治療法開発の意義について概説できる。（C6
(7)③1～2、E2(7)⑧1）(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　テキストとスライド映写、もしくは板書による講義形式で行う。必要に応
じて資料を配付する。第2年次で履修した人体生化学のテキストも利用する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　教科書を利用して、前もって次回の学習領域の予習を行っておくこと。予
習問題を事前に解いて講義に臨むこと。授業後に予習問題などを中心に復習
すること。（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
「授業の到達目標に示された事柄がどの程度まで身に付いているか」を評価
基準とする。

評価方法と割合
原則として定期試験の成績を95%及び平常点（レポート）を5％として総合的
に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「病気がみえる③糖尿病・代謝・内分泌」（改訂第4版）医療情報科学研究所
編集（メディックメディア）2014年、ISBN 978-4-89632-543-0 （3,300円＋
税）
「コンパス生化学」前田正知、浅野真司編（南江堂）2015年、ISBN
978-4-524-40309-7 （4,800円＋税）（人体生化学テキスト）

◎－－－　参考書　－－－◎

「薬がみえる②」医療情報科学研究所編集（メディックメディア）2015年、
ISBN 978-4-89632-585-0 （3,600円＋税）

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクションと内分泌総論（C7(1)⑫1、C7(2)
②1）
2. ホルモンの作用機序（受容体と情報伝達）（C6(6)
①1、C6(6)②1～5）
3. 視床下部-下垂体前葉ホルモン（C7(2)②1）
4. 下垂体後葉ホルモン（C7(2)②1、C7(2)⑦1～2）
5. 血糖調節ホルモン（C7(2)②1、C7(2)⑥1）
6. 甲状腺ホルモン（C7(2)②1）
7. ホルモンと疾患（C7(2)②1、E2(5)②2～3）
8. 副甲状腺ホルモン（C7(2)②1）
9. 副腎髄質ホルモン（C7(2)②1、C7(1)④2）
10. 副腎皮質ホルモン（C7(2)②1、E2(5)②5）
11. 性ホルモン（C7(2)②1）
12. 細胞の生と死（C6(7)①1、C6(7)②1）
13. がん細胞（C6(7)③1～2、C7(2)④1）
14. がんと治療（C6(7)②1、E2(7)⑧1）（アドバンス
ト）
15. がん研究（C6(7)③1～2、E2(7)⑧1）（アドバンス
ト）

（　）内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番
号

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　2年次までに、人体生化学及び機能形態学を履修してお
くことが望ましい。
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小迫　知弘

◎薬  :A-1,A-2

1.1. 内分泌学と薬理学及び生化学との繋がりについて概説できる。（C7
(1)⑫1、C7(2)②1）　(A-1)

2.2. 細胞膜受容体及び細胞内（核内）受容体を挙げ、それぞれの受容体を
介する細胞内情報伝達について説明できる。（C6(6)①1、C6(6)②1～5、C7(2)
②1）　(A-1)

3.3. 視床下部-下垂体前葉-下垂体後葉ホルモンをそれぞれ挙げ、それらの
産生器官、生理活性及び作用機構について概説できる。（C7(2)②1、C7(2)⑦1
～2）　(A-1)

4.4. 血糖調節ホルモンを挙げ、その産生器官、生理活性及び作用機構と糖
代謝について概説できる。（C7(2)②1、C7(2)⑥1）　(A-1)

5.5. 甲状腺・副甲状腺・副腎皮質・副腎髄質・性ホルモンをそれぞれ挙
げ、それらの産生器官、生理活性及び作用機構について概説できる。（C7(2)
②1、C7(1)④2、E2(5)②2～3、5）　(A-1)

6.6. 細胞死（アポトーシスとネクローシス）及び「正常細胞とがん細胞の
違い」について説明できる。（C6(7)①1、C6(7)②1、C6(7)③1～2、C7(2)④1）
　(A-1)

7.7. 悪性腫瘍治療薬を挙げ、分子レベルでの作用機序（標的分子・細胞内
情報伝達など）を説明できる。（C6(7)②1、E2(7)⑧1）　(A-2)

8.8. 最近のがん研究やその治療法開発の意義について概説できる。（C6
(7)③1～2、E2(7)⑧1）　(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。



2019-9030000675-02人体機能調節学「P-b」（科目番号：3B2）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　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　　

小迫　知弘

◎－－－　一般目標　－－－◎

　内分泌の異常によって引き起こされる様々な病態と薬物治療を理解できる
ようになるため、ホルモンの分泌制御、生理作用、細胞レベルにおける作用
発現機構などに関する基礎的知識を修得する。さらに、「細胞の生と死」や
「がん細胞の特徴」の基礎的知識を修得することにより、生理（正常）・病
態生理（病気）・薬理（治療）の繋がりを理解できるようになる。基本的
に、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
指診「C6生命現象の基礎」「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　－－－◎

1. 内分泌学と薬理学及び生化学との繋がりについて概説できる。（C7
(1)⑫1、C7(2)②1）(知識・理解)

2. 細胞膜受容体及び細胞内（核内）受容体を挙げ、それぞれの受容体を
介する細胞内情報伝達について説明できる。（C6(6)①1、C6(6)②1～5、C7(2)
②1）(知識・理解)

3. 視床下部-下垂体前葉-下垂体後葉ホルモンをそれぞれ挙げ、それらの
産生器官、生理活性及び作用機構について概説できる。（C7(2)②1、C7(2)
⑦1～2）(知識・理解)

4. 血糖調節ホルモンを挙げ、その産生器官、生理活性及び作用機構と糖
代謝について概説できる。（C7(2)②1、C7(2)⑥1）(知識・理解)

5. 甲状腺・副甲状腺・副腎皮質・副腎髄質・性ホルモンをそれぞれ挙
げ、それらの産生器官、生理活性及び作用機構について概説できる。（C7(2)
②1、C7(1)④2、E2(5)②2～3、5）(知識・理解)

6. 細胞死（アポトーシスとネクローシス）及び「正常細胞とがん細胞の
違い」について説明できる。（C6(7)①1、C6(7)②1、C6(7)③1～2、C7(2)
④1）(知識・理解)

7. 悪性腫瘍治療薬を挙げ、分子レベルでの作用機序（標的分子・細胞内
情報伝達など）を説明できる。（C6(7)②1、E2(7)⑧1）(知識・理解)

8. 最近のがん研究やその治療法開発の意義について概説できる。（C6
(7)③1～2、E2(7)⑧1）(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　テキストとスライド映写、もしくは板書による講義形式で行う。必要に応
じて資料を配付する。第2年次で履修した人体生化学のテキストも利用する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　教科書を利用して、前もって次回の学習領域の予習を行っておくこと。予
習問題を事前に解いて講義に臨むこと。授業後に予習問題などを中心に復習
すること。（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
「授業の到達目標に示された事柄がどの程度まで身に付いているか」を評価
基準とする。

評価方法と割合
原則として定期試験の成績を95%及び平常点（レポート）を5％として総合的
に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「病気がみえる③糖尿病・代謝・内分泌」（改訂第4版）医療情報科学研究所
編集（メディックメディア）2014年、ISBN 978-4-89632-543-0 （3,300円＋
税）
「コンパス生化学」前田正知、浅野真司編（南江堂）2015年、ISBN
978-4-524-40309-7 （4,800円＋税）（人体生化学テキスト）

◎－－－　参考書　－－－◎

「薬がみえる②」医療情報科学研究所編集（メディックメディア）2015年、
ISBN 978-4-89632-585-0 （3,600円＋税）

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクションと内分泌総論（C7(1)⑫1、C7(2)
②1）
2. ホルモンの作用機序（受容体と情報伝達）（C6(6)
①1、C6(6)②1～5）
3. 視床下部-下垂体前葉ホルモン（C7(2)②1）
4. 下垂体後葉ホルモン（C7(2)②1、C7(2)⑦1～2）
5. 血糖調節ホルモン（C7(2)②1、C7(2)⑥1）
6. 甲状腺ホルモン（C7(2)②1）
7. ホルモンと疾患（C7(2)②1、E2(5)②2～3）
8. 副甲状腺ホルモン（C7(2)②1）
9. 副腎髄質ホルモン（C7(2)②1、C7(1)④2）
10. 副腎皮質ホルモン（C7(2)②1、E2(5)②5）
11. 性ホルモン（C7(2)②1）
12. 細胞の生と死（C6(7)①1、C6(7)②1）
13. がん細胞（C6(7)③1～2、C7(2)④1）
14. がんと治療（C6(7)②1、E2(7)⑧1）（アドバンス
ト）
15. がん研究（C6(7)③1～2、E2(7)⑧1）（アドバンス
ト）

（　）内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番
号

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　2年次までに、人体生化学及び機能形態学を履修してお
くことが望ましい。



2019-9030000675-02人体機能調節学「P-b」（科目番号：3B2）

小迫　知弘

◎薬  :A-1,A-2

1.1. 内分泌学と薬理学及び生化学との繋がりについて概説できる。（C7
(1)⑫1、C7(2)②1）　(A-1)

2.2. 細胞膜受容体及び細胞内（核内）受容体を挙げ、それぞれの受容体を
介する細胞内情報伝達について説明できる。（C6(6)①1、C6(6)②1～5、C7(2)
②1）　(A-1)

3.3. 視床下部-下垂体前葉-下垂体後葉ホルモンをそれぞれ挙げ、それらの
産生器官、生理活性及び作用機構について概説できる。（C7(2)②1、C7(2)⑦1
～2）　(A-1)

4.4. 血糖調節ホルモンを挙げ、その産生器官、生理活性及び作用機構と糖
代謝について概説できる。（C7(2)②1、C7(2)⑥1）　(A-1)

5.5. 甲状腺・副甲状腺・副腎皮質・副腎髄質・性ホルモンをそれぞれ挙
げ、それらの産生器官、生理活性及び作用機構について概説できる。（C7(2)
②1、C7(1)④2、E2(5)②2～3、5）　(A-1)

6.6. 細胞死（アポトーシスとネクローシス）及び「正常細胞とがん細胞の
違い」について説明できる。（C6(7)①1、C6(7)②1、C6(7)③1～2、C7(2)④1）
　(A-1)

7.7. 悪性腫瘍治療薬を挙げ、分子レベルでの作用機序（標的分子・細胞内
情報伝達など）を説明できる。（C6(7)②1、E2(7)⑧1）　(A-2)

8.8. 最近のがん研究やその治療法開発の意義について概説できる。（C6
(7)③1～2、E2(7)⑧1）　(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。



2019-9030000738-01臨床検査学「【15台以降】P-a」（科目番号：4B2）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　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　　

小迫　知弘、吉田　秀幸

◎－－－　一般目標　－－－◎

　近年、処方箋への臨床検査値の表示など、臨床検査を利用した薬学的管理と服薬
指導が重要になっている。臨床検査は、生化学検査、血液検査、免疫学的検査など
広範囲にわたっている。単に検査値を覚えるのでは無く、検査値の意義や変動のメ
カニズムを薬学・生化学的視点から考察できるようになることを目標とする。身体
の病的変化を病態生理学的に理解し、的確な患者情報を取得するために、臨床検査
値に関する基本的知識と疾患での病態検査の役割を修得する。
　また、臨床現場で分析技術を適切に応用するために、分析法のバリデーションや
中毒原因物質の分析に関する基本的知識を修得する。
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）」の指診「C2化
学物質の分析」「C6生命現象の基礎」「C7人体の成り立ちと生体機能の調節」「C8
生体防御と微生物」「E1薬の作用と体の変化」「E2薬理・病態・薬物治療」にそっ
て講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 臨床検査と基礎薬学（分析化学、生化学や免疫学など）との繋がりについて
説明できる。（C2(6)②1、C7(2)⑥1、C8(1)①1）(技能)

2. 検体検査（血液・尿）の分析の流れについて概説できる。（C2(6)②1）(技
能)

3. 血液成分の組成を述べ、血液検査の検査項目を列挙し、目的と異常所見を説
明できる。（C7(1)⑭1、C7(2)⑨1、E1(2)②2）(技能)

4. 電解質・尿の検査項目を列挙し、目的と異常所見を説明できる。（C7(2)⑦1
～2、（E1(2)②1）、E1(2)②3）(技能)

5. 糖質・脂質・タンパク質・酵素・核酸及びその代謝物・内分泌の検査項目を
列挙し、目的と異常所見を説明できる。（C6(3)④2、C7(1)⑫1、C7(1)⑤1、（C7(2)
②1、C7(2)⑥1、E1(2)②3、E2(2)③2、 E2(5)②2～5）(技能)

6. 免疫血清学（自己抗体など）・感染症の検査項目を列挙し、目的と異常所見
を説明できる。（C8(1)①1、C8(2)①2～3、C8(2)①5、E1(2)②4、E1(2)②7）(技能)

7. 腫瘍マーカーの検査項目を列挙し、目的と異常所見を説明できる。（E2(7)
⑦2）(技能)

8. 臨床分析におけるバリデーション及び中毒原因物質の分析について説明でき
る。（C2(1)①2～3、C2(6)①2、アドバンスト）(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

 　テキストとスライド映写、もしくは板書による講義形式で行う。必要に応じて資
料を配付する。また、臨床検査項目の理解には生化学、免疫学及び分析化学などの
基礎科目が重要であるので、第2年次で履修した人体生化学、免疫学のテキストも利
用する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

 　教科書などを利用して、前もって次回の学習領域の予習を行っておくこと。授業
後は、学んだ内容を自分のノートとしてまとめ、関連科目（人体生化学・免疫学・
機能形態学・分析化学など）を参考に復習して相互に理解すること。予習問題があ
る際は、事前に解いて講義に臨むこと。（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
代表的な臨床分析法、臨床検査値の意義及び疾患における病態検査の役割を理解し
ているか、を評価基準とする。

評価方法と割合
原則として定期試験の成績を95%及び平常点（レポート）を5％として総合的に評価
する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「薬学生のための病態検査学」（改訂第3版）三浦雅一編集（南江堂）2018年、ISBN
978-4-524-40357-8 （4,000円＋税）
「病気がみえる③糖尿病・代謝・内分泌」（改訂第4版）医療情報科学研究所編集
（メディックメディア）2014年、ISBN 978-4-89632-543-0 （3,300円＋税）（人体機
能調節学テキスト）

◎－－－　参考書　－－－◎

パートナー「分析化学I」（改訂第3版）萩中淳、能田均、山口政俊編集（南江堂）
2017年、ISBN 978-4-524-40343-1（4,800円＋税）（「改訂第2版」でも可）
パートナー「分析化学II」（改訂第3版）能田均、萩中淳、山口政俊編集（南江堂）
2017年、ISBN 978-4-524-40344-8（5,000円＋税）（「改訂第2版」でも可）

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 臨床検査の基礎知識と検査結果の解析・バイタルサ
イン（C2(6)②1）（小迫）
2. 生体成分の臨床検査－血球検査（血球形態、白血
球）（C7(1)⑭1、E1(2)②2）（小迫）
3. 生体成分の臨床検査－血球検査（赤血球、血小板）
（C7(1)⑭1、C7(2)⑨1、E1(2)②2）（小迫）
4. 生体成分の臨床検査－電解質（C7(2)⑦1～2、E1(2)
②3）（小迫）
5. 生体成分の臨床検査－糖質及びその代謝物（C7(2)
⑥1、E1(2)②3）（小迫）
6. 生体成分の臨床検査－脂質及びその代謝物（C6(3)
④2、E1(2)②3）（小迫）
7. 生体成分の臨床検査－タンパク質と核酸及びその代
謝物、ビリルビン（E1(2)②3）（小迫）
8. 生体成分の臨床検査－酵素、骨代謝マーカー、内分
泌確認問題（C7(1)⑤1、E1(2)②3、E2(2)③2）（小迫）
9. 生体成分の臨床検査－内分泌検査（総論・甲状腺ホ
ルモン）（C7(1)⑫1、C7(2)②1、E1(2)②3、E2(5)②2～4）
（小迫）
10. 生体成分の臨床検査－内分泌検査（副腎皮質ホルモ
ン）（C7(1)⑫1、C7(2)②1、E1(2)②3、E2(5)②5）（小迫）
11. 生体成分の臨床検査－免疫血清学検査（C8(1)①1、
C8(2)①2～3、E1(2)②4）（小迫）
12. 生体成分の臨床検査－感染症検査（C8(1)①1、C8
(2)①5、E1(2)②7）（小迫）
13. 生体成分の臨床検査－腫瘍マーカーとその他の一般
検査（E1(2)②1、E2(7)⑦2）（小迫）
14. 臨床分析におけるバリデーション及び精度管理
（C2(1)①2～3、C2(6)①2）（吉田）
15. 中毒原因物質の分析と生体試料の取扱い（アドバン
スト）（吉田）

（　）内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番
号

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　臨床系の講義を理解するためには基礎知識が不可欠であ
る。3年次までに、人体生化学・免疫学・機能形態学・分
析化学などの関連基礎科目を修得しておくことが望まし
い。



2019-9030000738-01臨床検査学「【15台以降】P-a」（科目番号：4B2）

小迫　知弘、吉田　秀幸

◎薬  :B-3

1.1. 臨床検査と基礎薬学（分析化学、生化学や免疫学など）との繋がりに
ついて説明できる。（C2(6)②1、C7(2)⑥1、C8(1)①1）　(B-3)

2.2. 検体検査（血液・尿）の分析の流れについて概説できる。（C2(6)
②1）　(B-3)

3.3. 血液成分の組成を述べ、血液検査の検査項目を列挙し、目的と異常所
見を説明できる。（C7(1)⑭1、C7(2)⑨1、E1(2)②2）　(B-3)

4.4. 電解質・尿の検査項目を列挙し、目的と異常所見を説明できる。
（C7(2)⑦1～2、（E1(2)②1）、E1(2)②3）　(B-3)

5.5. 糖質・脂質・タンパク質・酵素・核酸及びその代謝物・内分泌の検査
項目を列挙し、目的と異常所見を説明できる。（C6(3)④2、C7(1)⑫1、C7(1)
⑤1、（C7(2)②1、C7(2)⑥1、E1(2)②3、E2(2)③2、 E2(5)②2～5）　(B-3)

6.6. 免疫血清学（自己抗体など）・感染症の検査項目を列挙し、目的と異
常所見を説明できる。（C8(1)①1、C8(2)①2～3、C8(2)①5、E1(2)②4、E1(2)
②7）　(B-3)

7.7. 腫瘍マーカーの検査項目を列挙し、目的と異常所見を説明できる。
（E2(7)⑦2）　(B-3)

8.8. 臨床分析におけるバリデーション及び中毒原因物質の分析について説
明できる。（C2(1)①2～3、C2(6)①2、アドバンスト）　(B-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。



2019-9030000738-02臨床検査学「【15台以降】P-b」（科目番号：4B2）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　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　　

小迫　知弘、吉田　秀幸

◎－－－　一般目標　－－－◎

　近年、処方箋への臨床検査値の表示など、臨床検査を利用した薬学的管理と服薬
指導が重要になっている。臨床検査は、生化学検査、血液検査、免疫学的検査など
広範囲にわたっている。単に検査値を覚えるのでは無く、検査値の意義や変動のメ
カニズムを薬学・生化学的視点から考察できるようになることを目標とする。身体
の病的変化を病態生理学的に理解し、的確な患者情報を取得するために、臨床検査
値に関する基本的知識と疾患での病態検査の役割を修得する。
　また、臨床現場で分析技術を適切に応用するために、分析法のバリデーションや
中毒原因物質の分析に関する基本的知識を修得する。
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）」の指診「C2
化学物質の分析」「C6生命現象の基礎」「C7人体の成り立ちと生体機能の調節」
「C8生体防御と微生物」「E1薬の作用と体の変化」「E2薬理・病態・薬物治療」に
そって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 臨床検査と基礎薬学（分析化学、生化学や免疫学など）との繋がりについ
て説明できる。（C2(6)②1、C7(2)⑥1、C8(1)①1）(技能)

2. 検体検査（血液・尿）の分析の流れについて概説できる。（C2(6)②1）(技
能)

3. 血液成分の組成を述べ、血液検査の検査項目を列挙し、目的と異常所見を
説明できる。（C7(1)⑭1、C7(2)⑨1、E1(2)②2）(技能)

4. 電解質・尿の検査項目を列挙し、目的と異常所見を説明できる。（C7(2)⑦1
～2、（E1(2)②1）、E1(2)②3）(技能)

5. 糖質・脂質・タンパク質・酵素・核酸及びその代謝物・内分泌の検査項目
を列挙し、目的と異常所見を説明できる。（C6(3)④2、C7(1)⑫1、C7(1)⑤1、（C7
(2)②1、C7(2)⑥1、E1(2)②3、E2(2)③2、 E2(5)②2～5）(技能)

6. 免疫血清学（自己抗体など）・感染症の検査項目を列挙し、目的と異常所
見を説明できる。（C8(1)①1、C8(2)①2～3、C8(2)①5、E1(2)②4、E1(2)②7）(技能)

7. 腫瘍マーカーの検査項目を列挙し、目的と異常所見を説明できる。（E2(7)
⑦2）(技能)

8. 臨床分析におけるバリデーション及び中毒原因物質の分析について説明で
きる。（C2(1)①2～3、C2(6)①2、アドバンスト）(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

 　テキストとスライド映写、もしくは板書による講義形式で行う。必要に応じて資
料を配付する。また、臨床検査項目の理解には生化学、免疫学及び分析化学などの
基礎科目が重要であるので、第2年次で履修した人体生化学、免疫学のテキストも
利用する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

 　教科書などを利用して、前もって次回の学習領域の予習を行っておくこと。授業
後は、学んだ内容を自分のノートとしてまとめ、関連科目（人体生化学・免疫学・
機能形態学・分析化学など）を参考に復習して相互に理解すること。予習問題があ
る際は、事前に解いて講義に臨むこと。（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
代表的な臨床分析法、臨床検査値の意義及び疾患における病態検査の役割を理解し
ているか、を評価基準とする。

評価方法と割合
原則として定期試験の成績を95%及び平常点（レポート）を5％として総合的に評価
する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「薬学生のための病態検査学」（改訂第3版）三浦雅一編集（南江堂）2018年、
ISBN 978-4-524-40357-8 （4,000円＋税）
「病気がみえる③糖尿病・代謝・内分泌」（改訂第4版）医療情報科学研究所編集
（メディックメディア）2014年、ISBN 978-4-89632-543-0 （3,300円＋税）（人体機
能調節学テキスト）

◎－－－　参考書　－－－◎

パートナー「分析化学I」（改訂第3版）萩中淳、能田均、山口政俊編集（南江堂）
2017年、ISBN 978-4-524-40343-1（4,800円＋税）（「改訂第2版」でも可）
パートナー「分析化学II」（改訂第3版）能田均、萩中淳、山口政俊編集（南江堂）
2017年、ISBN 978-4-524-40344-8（5,000円＋税）（「改訂第2版」でも可）

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 臨床検査の基礎知識と検査結果の解析・バイタルサ
イン（C2(6)②1）（小迫）
2. 生体成分の臨床検査－血球検査（血球形態、白血
球）（C7(1)⑭1、E1(2)②2）（小迫）
3. 生体成分の臨床検査－血球検査（赤血球、血小板）
（C7(1)⑭1、C7(2)⑨1、E1(2)②2）（小迫）
4. 生体成分の臨床検査－電解質（C7(2)⑦1～2、E1(2)
②3）（小迫）
5. 生体成分の臨床検査－糖質及びその代謝物（C7(2)
⑥1、E1(2)②3）（小迫）
6. 生体成分の臨床検査－脂質及びその代謝物（C6(3)
④2、E1(2)②3）（小迫）
7. 生体成分の臨床検査－タンパク質と核酸及びその代
謝物、ビリルビン（E1(2)②3）（小迫）
8. 生体成分の臨床検査－酵素、骨代謝マーカー、内分
泌確認問題（C7(1)⑤1、E1(2)②3、E2(2)③2）（小迫）
9. 生体成分の臨床検査－内分泌検査（総論・甲状腺ホ
ルモン）（C7(1)⑫1、C7(2)②1、E1(2)②3、E2(5)②2～4）
（小迫）
10. 生体成分の臨床検査－内分泌検査（副腎皮質ホルモ
ン）（C7(1)⑫1、C7(2)②1、E1(2)②3、E2(5)②5）（小迫）
11. 生体成分の臨床検査－免疫血清学検査（C8(1)①1、
C8(2)①2～3、E1(2)②4）（小迫）
12. 生体成分の臨床検査－感染症検査（C8(1)①1、C8
(2)①5、E1(2)②7）（小迫）
13. 生体成分の臨床検査－腫瘍マーカーとその他の一般
検査（E1(2)②1、E2(7)⑦2）（小迫）
14. 臨床分析におけるバリデーション及び精度管理
（C2(1)①2～3、C2(6)①2）（吉田）
15. 中毒原因物質の分析と生体試料の取扱い（アドバン
スト）（吉田）

（　）内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番
号

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　臨床系の講義を理解するためには基礎知識が不可欠であ
る。3年次までに、人体生化学・免疫学・機能形態学・分
析化学などの関連基礎科目を修得しておくことが望まし
い。



2019-9030000738-02臨床検査学「【15台以降】P-b」（科目番号：4B2）

小迫　知弘、吉田　秀幸

◎薬  :B-3

1.1. 臨床検査と基礎薬学（分析化学、生化学や免疫学など）との繋がりに
ついて説明できる。（C2(6)②1、C7(2)⑥1、C8(1)①1）　(B-3)

2.2. 検体検査（血液・尿）の分析の流れについて概説できる。（C2(6)
②1）　(B-3)

3.3. 血液成分の組成を述べ、血液検査の検査項目を列挙し、目的と異常所
見を説明できる。（C7(1)⑭1、C7(2)⑨1、E1(2)②2）　(B-3)

4.4. 電解質・尿の検査項目を列挙し、目的と異常所見を説明できる。
（C7(2)⑦1～2、（E1(2)②1）、E1(2)②3）　(B-3)

5.5. 糖質・脂質・タンパク質・酵素・核酸及びその代謝物・内分泌の検査
項目を列挙し、目的と異常所見を説明できる。（C6(3)④2、C7(1)⑫1、C7(1)
⑤1、（C7(2)②1、C7(2)⑥1、E1(2)②3、E2(2)③2、 E2(5)②2～5）　(B-3)

6.6. 免疫血清学（自己抗体など）・感染症の検査項目を列挙し、目的と異
常所見を説明できる。（C8(1)①1、C8(2)①2～3、C8(2)①5、E1(2)②4、E1(2)
②7）　(B-3)

7.7. 腫瘍マーカーの検査項目を列挙し、目的と異常所見を説明できる。
（E2(7)⑦2）　(B-3)

8.8. 臨床分析におけるバリデーション及び中毒原因物質の分析について説
明できる。（C2(1)①2～3、C2(6)①2、アドバンスト）　(B-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。



2019-9030000724-01臨床検査学Ⅰ「【14台以前】P-a」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　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　　

小迫　知弘、吉田　秀幸

◎－－－　一般目標　－－－◎

　近年、処方箋への臨床検査値の表示など、臨床検査を利用した薬学的管理と服薬
指導が重要になっている。臨床検査は、生化学検査、血液検査、免疫学的検査など
広範囲にわたっている。単に検査値を覚えるのでは無く、検査値の意義や変動のメ
カニズムを薬学・生化学的視点から考察できるようになることを目標とする。身体
の病的変化を病態生理学的に理解し、的確な患者情報を取得するために、臨床検査
値に関する基本的知識と疾患での病態検査の役割を修得する。
　また、臨床現場で分析技術を適切に応用するために、分析法のバリデーションや
中毒原因物質の分析に関する基本的知識を修得する。
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）」の指診「C2
化学物質の分析」「C6生命現象の基礎」「C7人体の成り立ちと生体機能の調節」
「C8生体防御と微生物」「E1薬の作用と体の変化」「E2薬理・病態・薬物治療」に
そって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 臨床検査と基礎薬学（分析化学、生化学や免疫学など）との繋がりについ
て説明できる。（C2(6)②1、C7(2)⑥1、C8(1)①1）(技能)

2. 検体検査（血液・尿）の分析の流れについて概説できる。（C2(6)②1）(技
能)

3. 血液成分の組成を述べ、血液検査の検査項目を列挙し、目的と異常所見を
説明できる。（C7(1)⑭1、C7(2)⑨1、E1(2)②2）(技能)

4. 電解質・尿の検査項目を列挙し、目的と異常所見を説明できる。（C7(2)⑦1
～2、（E1(2)②1）、E1(2)②3）(技能)

5. 糖質・脂質・タンパク質・酵素・核酸及びその代謝物・内分泌の検査項目
を列挙し、目的と異常所見を説明できる。（C6(3)④2、C7(1)⑫1、C7(1)⑤1、（C7
(2)②1、C7(2)⑥1、E1(2)②3、E2(2)③2、 E2(5)②2～5）(技能)

6. 免疫血清学（自己抗体など）・感染症の検査項目を列挙し、目的と異常所
見を説明できる。（C8(1)①1、C8(2)①2～3、C8(2)①5、E1(2)②4、E1(2)②7）(技能)

7. 腫瘍マーカーの検査項目を列挙し、目的と異常所見を説明できる。（E2(7)
⑦2）(技能)

8. 臨床分析におけるバリデーション及び中毒原因物質の分析について説明で
きる。（C2(1)①2～3、C2(6)①2、アドバンスト）(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　テキストとスライド映写、もしくは板書による講義形式で行う。必要に応じて資
料を配付する。また、臨床検査項目の理解には生化学及び免疫学などの基礎科目が
重要であるので、第2年次で履修した人体生化学、免疫学のテキストも利用する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　教科書などを利用して、前もって次回の学習領域の予習を行っておくこと。授業
後は、学んだ内容を自分のノートとしてまとめ、関連科目（人体生化学・免疫学・
機能形態学・分析化学など）を復習して相互に理解すること。予習問題がある際
は、事前に解いて講義に臨むこと。（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
代表的な臨床分析法、臨床検査値の意義及び疾患における病態検査の役割を理解し
ているか、を評価基準とする。

評価方法と割合
原則として定期試験の成績を95%及び平常点（レポート）を5％として総合的に評価
する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「薬学生のための病態検査学」（改訂第3版）三浦雅一編集（南江堂）2018年、
ISBN 978-4-524-40357-8 （4,000円＋税）
「病気がみえる③糖尿病・代謝・内分泌」（改訂第4版）医療情報科学研究所編集
（メディックメディア）2014年、ISBN 978-4-89632-543-0 （3,300円＋税）（人体機
能調節学テキスト）

◎－－－　参考書　－－－◎

パートナー「分析化学I」（改訂第3版）萩中淳、能田均、山口政俊編集（南江堂）
2017年、ISBN 978-4-524-40343-1（4,800円＋税）（「改訂第2版」でも可）
パートナー「分析化学II」（改訂第3版）能田均、萩中淳、山口政俊編集（南江堂）
2017年、ISBN 978-4-524-40344-8（5,000円＋税）（「改訂第2版」でも可）

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 臨床検査の基礎知識と検査結果の解析・バイタルサ
イン（C2(6)②1）（小迫）
2. 生体成分の臨床検査－血球検査（血球形態、白血
球）（C7(1)⑭1、E1(2)②2）（小迫）
3. 生体成分の臨床検査－血球検査（赤血球、血小板）
（C7(1)⑭1、C7(2)⑨1、E1(2)②2）（小迫）
4. 生体成分の臨床検査－電解質（C7(2)⑦1～2、E1(2)
②3）（小迫）
5. 生体成分の臨床検査－糖質及びその代謝物（C7(2)
⑥1、E1(2)②3）（小迫）
6. 生体成分の臨床検査－脂質及びその代謝物（C6(3)
④2、E1(2)②3）（小迫）
7. 生体成分の臨床検査－タンパク質と核酸及びその代
謝物、ビリルビン（E1(2)②3）（小迫）
8. 生体成分の臨床検査－酵素、骨代謝マーカー、内分
泌確認問題（C7(1)⑤1、E1(2)②3、E2(2)③2）（小迫）
9. 生体成分の臨床検査－内分泌検査（総論・甲状腺ホ
ルモン）（C7(1)⑫1、C7(2)②1、E1(2)②3、E2(5)②2～4）
（小迫）
10. 生体成分の臨床検査－内分泌検査（副腎皮質ホルモ
ン）（C7(1)⑫1、C7(2)②1、E1(2)②3、E2(5)②5）（小迫）
11. 生体成分の臨床検査－免疫血清学検査（C8(1)①1、
C8(2)①2～3、E1(2)②4）（小迫）
12. 生体成分の臨床検査－感染症検査（C8(1)①1、C8
(2)①5、E1(2)②7）（小迫）
13. 生体成分の臨床検査－腫瘍マーカーとその他の一般
検査（E1(2)②1、E2(7)⑦2）（小迫）
14. 臨床分析におけるバリデーション及び精度管理
（C2(1)①2～3、C2(6)①2）（吉田）
15. 中毒原因物質の分析と生体試料の取扱い（アドバン
スト）（吉田）

（　）内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番
号

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　臨床系の講義を理解するためには基礎知識が不可欠であ
る。3年次までに、人体生化学・免疫学・機能形態学・分
析化学などの関連基礎科目を修得しておくことが望まし
い。



2019-9030000724-01臨床検査学Ⅰ「【14台以前】P-a」

小迫　知弘、吉田　秀幸

◎薬

1.1. 臨床検査と基礎薬学（分析化学、生化学や免疫学など）との繋がりに
ついて説明できる。（C2(6)②1、C7(2)⑥1、C8(1)①1）　(B-3)

2.2. 検体検査（血液・尿）の分析の流れについて概説できる。（C2(6)
②1）　(B-3)

3.3. 血液成分の組成を述べ、血液検査の検査項目を列挙し、目的と異常所
見を説明できる。（C7(1)⑭1、C7(2)⑨1、E1(2)②2）　(B-3)

4.4. 電解質・尿の検査項目を列挙し、目的と異常所見を説明できる。
（C7(2)⑦1～2、（E1(2)②1）、E1(2)②3）　(B-3)

5.5. 糖質・脂質・タンパク質・酵素・核酸及びその代謝物・内分泌の検査
項目を列挙し、目的と異常所見を説明できる。（C6(3)④2、C7(1)⑫1、C7(1)
⑤1、（C7(2)②1、C7(2)⑥1、E1(2)②3、E2(2)③2、 E2(5)②2～5）　(B-3)

6.6. 免疫血清学（自己抗体など）・感染症の検査項目を列挙し、目的と異
常所見を説明できる。（C8(1)①1、C8(2)①2～3、C8(2)①5、E1(2)②4、E1(2)
②7）　(B-3)

7.7. 腫瘍マーカーの検査項目を列挙し、目的と異常所見を説明できる。
（E2(7)⑦2）　(B-3)

8.8. 臨床分析におけるバリデーション及び中毒原因物質の分析について説
明できる。（C2(1)①2～3、C2(6)①2、アドバンスト）　(B-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。



2019-9030000724-02臨床検査学Ⅰ「【14台以前】P-b」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　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　　

小迫　知弘、吉田　秀幸

◎－－－　一般目標　－－－◎

　近年、処方箋への臨床検査値の表示など、臨床検査を利用した薬学的管理と服薬
指導が重要になっている。臨床検査は、生化学検査、血液検査、免疫学的検査など
広範囲にわたっている。単に検査値を覚えるのでは無く、検査値の意義や変動のメ
カニズムを薬学・生化学的視点から考察できるようになることを目標とする。身体
の病的変化を病態生理学的に理解し、的確な患者情報を取得するために、臨床検査
値に関する基本的知識と疾患での病態検査の役割を修得する。
　また、臨床現場で分析技術を適切に応用するために、分析法のバリデーションや
中毒原因物質の分析に関する基本的知識を修得する。
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）」の指診「C2
化学物質の分析」「C6生命現象の基礎」「C7人体の成り立ちと生体機能の調節」
「C8生体防御と微生物」「E1薬の作用と体の変化」「E2薬理・病態・薬物治療」に
そって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 臨床検査と基礎薬学（分析化学、生化学や免疫学など）との繋がりについ
て説明できる。（C2(6)②1、C7(2)⑥1、C8(1)①1）(技能)

2. 検体検査（血液・尿）の分析の流れについて概説できる。（C2(6)②1）(技
能)

3. 血液成分の組成を述べ、血液検査の検査項目を列挙し、目的と異常所見を
説明できる。（C7(1)⑭1、C7(2)⑨1、E1(2)②2）(技能)

4. 電解質・尿の検査項目を列挙し、目的と異常所見を説明できる。（C7(2)⑦1
～2、（E1(2)②1）、E1(2)②3）(技能)

5. 糖質・脂質・タンパク質・酵素・核酸及びその代謝物・内分泌の検査項目
を列挙し、目的と異常所見を説明できる。（C6(3)④2、C7(1)⑫1、C7(1)⑤1、（C7
(2)②1、C7(2)⑥1、E1(2)②3、E2(2)③2、 E2(5)②2～5）(技能)

6. 免疫血清学（自己抗体など）・感染症の検査項目を列挙し、目的と異常所
見を説明できる。（C8(1)①1、C8(2)①2～3、C8(2)①5、E1(2)②4、E1(2)②7）(技能)

7. 腫瘍マーカーの検査項目を列挙し、目的と異常所見を説明できる。（E2(7)
⑦2）(技能)

8. 臨床分析におけるバリデーション及び中毒原因物質の分析について説明で
きる。（C2(1)①2～3、C2(6)①2、アドバンスト）(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　テキストとスライド映写、もしくは板書による講義形式で行う。必要に応じて資
料を配付する。また、臨床検査項目の理解には生化学及び免疫学などの基礎科目が
重要であるので、第2年次で履修した人体生化学、免疫学のテキストも利用する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　教科書などを利用して、前もって次回の学習領域の予習を行っておくこと。授業
後は、学んだ内容を自分のノートとしてまとめ、関連科目（人体生化学・免疫学・
機能形態学・分析化学など）を復習して相互に理解すること。予習問題がある際
は、事前に解いて講義に臨むこと。（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
代表的な臨床分析法、臨床検査値の意義及び疾患における病態検査の役割を理解し
ているか、を評価基準とする。

評価方法と割合
原則として定期試験の成績を95%及び平常点（レポート）を5％として総合的に評価
する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「薬学生のための病態検査学」（改訂第3版）三浦雅一編集（南江堂）2018年、
ISBN 978-4-524-40357-8 （4,000円＋税）
「病気がみえる③糖尿病・代謝・内分泌」（改訂第4版）医療情報科学研究所編集
（メディックメディア）2014年、ISBN 978-4-89632-543-0 （3,300円＋税）（人体機
能調節学テキスト）

◎－－－　参考書　－－－◎

パートナー「分析化学I」（改訂第3版）萩中淳、能田均、山口政俊編集（南江堂）
2017年、ISBN 978-4-524-40343-1（4,800円＋税）（「改訂第2版」でも可）
パートナー「分析化学II」（改訂第3版）能田均、萩中淳、山口政俊編集（南江堂）
2017年、ISBN 978-4-524-40344-8（5,000円＋税）（「改訂第2版」でも可）

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 臨床検査の基礎知識と検査結果の解析・バイタルサ
イン（C2(6)②1）（小迫）
2. 生体成分の臨床検査－血球検査（血球形態、白血
球）（C7(1)⑭1、E1(2)②2）（小迫）
3. 生体成分の臨床検査－血球検査（赤血球、血小板）
（C7(1)⑭1、C7(2)⑨1、E1(2)②2）（小迫）
4. 生体成分の臨床検査－電解質（C7(2)⑦1～2、E1(2)
②3）（小迫）
5. 生体成分の臨床検査－糖質及びその代謝物（C7(2)
⑥1、E1(2)②3）（小迫）
6. 生体成分の臨床検査－脂質及びその代謝物（C6(3)
④2、E1(2)②3）（小迫）
7. 生体成分の臨床検査－タンパク質と核酸及びその代
謝物、ビリルビン（E1(2)②3）（小迫）
8. 生体成分の臨床検査－酵素、骨代謝マーカー、内分
泌確認問題（C7(1)⑤1、E1(2)②3、E2(2)③2）（小迫）
9. 生体成分の臨床検査－内分泌検査（総論・甲状腺ホ
ルモン）（C7(1)⑫1、C7(2)②1、E1(2)②3、E2(5)②2～4）
（小迫）
10. 生体成分の臨床検査－内分泌検査（副腎皮質ホルモ
ン）（C7(1)⑫1、C7(2)②1、E1(2)②3、E2(5)②5）（小迫）
11. 生体成分の臨床検査－免疫血清学検査（C8(1)①1、
C8(2)①2～3、E1(2)②4）（小迫）
12. 生体成分の臨床検査－感染症検査（C8(1)①1、C8
(2)①5、E1(2)②7）（小迫）
13. 生体成分の臨床検査－腫瘍マーカーとその他の一般
検査（E1(2)②1、E2(7)⑦2）（小迫）
14. 臨床分析におけるバリデーション及び精度管理
（C2(1)①2～3、C2(6)①2）（吉田）
15. 中毒原因物質の分析と生体試料の取扱い（アドバン
スト）（吉田）

（　）内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番
号

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　臨床系の講義を理解するためには基礎知識が不可欠であ
る。3年次までに、人体生化学・免疫学・機能形態学・分
析化学などの関連基礎科目を修得しておくことが望まし
い。



2019-9030000724-02臨床検査学Ⅰ「【14台以前】P-b」

小迫　知弘、吉田　秀幸

◎薬

1.1. 臨床検査と基礎薬学（分析化学、生化学や免疫学など）との繋がりに
ついて説明できる。（C2(6)②1、C7(2)⑥1、C8(1)①1）　(B-3)

2.2. 検体検査（血液・尿）の分析の流れについて概説できる。（C2(6)
②1）　(B-3)

3.3. 血液成分の組成を述べ、血液検査の検査項目を列挙し、目的と異常所
見を説明できる。（C7(1)⑭1、C7(2)⑨1、E1(2)②2）　(B-3)

4.4. 電解質・尿の検査項目を列挙し、目的と異常所見を説明できる。
（C7(2)⑦1～2、（E1(2)②1）、E1(2)②3）　(B-3)

5.5. 糖質・脂質・タンパク質・酵素・核酸及びその代謝物・内分泌の検査
項目を列挙し、目的と異常所見を説明できる。（C6(3)④2、C7(1)⑫1、C7(1)
⑤1、（C7(2)②1、C7(2)⑥1、E1(2)②3、E2(2)③2、 E2(5)②2～5）　(B-3)

6.6. 免疫血清学（自己抗体など）・感染症の検査項目を列挙し、目的と異
常所見を説明できる。（C8(1)①1、C8(2)①2～3、C8(2)①5、E1(2)②4、E1(2)
②7）　(B-3)

7.7. 腫瘍マーカーの検査項目を列挙し、目的と異常所見を説明できる。
（E2(7)⑦2）　(B-3)

8.8. 臨床分析におけるバリデーション及び中毒原因物質の分析について説
明できる。（C2(1)①2～3、C2(6)①2、アドバンスト）　(B-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。



2019-9030000773-01臨床検査学Ⅱ「13台以降」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 6 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・１時限　　試験時間割：後日発表　　

小迫　知弘

◎－－－　一般目標　－－－◎

　人体の複雑さを理解し、その知識を医療に応用することは、基礎科学を理解、
修得して初めて可能になる。医薬品の合理的かつ適正な使用には、医薬品に対す
る高度な知識が不可欠であるが、このためには的確な病態の把握が前提となって
いる。また、近年、処方箋への検査値表示が始まるなど、臨床検査を利用した薬
学的管理と服薬指導が重要になると考えられる。臨床検査は、生化学検査、血液
検査、免疫学的検査など広範囲にわたっている。単に検査値覚えるのでは無く、
検査値の意義や変動のメカニズムを薬学・生化学的視点から考察することが、医
療チームにおける薬剤師に必要な能力である。本講義では基礎薬学と臨床薬学を
繋ぐことを目的として、以下に示すような能力を習得する。
（１）疾患に関する病態発現の分子メカニズムを理解し、生化学的、細胞生物学
的、及び分子生物学的な説明ができる。
（２）様々な徴候や臨床検査値より考えられる疾患を理論的に判断し、その発症
メカニズムに基づいた適切な治療法に関する説明ができる。
（３）原著論文などの研究報告から疾患の病態生理や発症メカニズムを理解し、
新しい治療法の可能性について考察できる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 臨床検査と基礎薬学（分析化学、生化学や免疫学など）との繋がりについ
て説明できる。(知識・理解)

2. 検体検査（血液・尿）の分析の流れについて概説できる。(知識・理解)

3. 血液成分の組成を述べ、血液検査の検査項目を列挙し、目的と異常所見を
説明できる。(知識・理解)

4. 電解質・尿の検査項目を列挙し、目的と異常所見を説明できる。(知識・
理解)

5. 糖質・脂質・タンパク質・酵素・核酸及びその代謝物・内分泌の検査項目
を列挙し、目的と異常所見を説明できる。(知識・理解)

6. 免疫血清学（自己抗体など）・感染症の検査項目を列挙し、目的と異常所
見を説明できる。(知識・理解)

7. 腫瘍マーカーの検査項目を列挙し、目的と異常所見を説明できる。(知
識・理解)

8. 肝及び腎疾患の病態を検査結果から判断し、その発生メカニズムを説明で
きる。(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　原則として教科書に従って講義を進めるが、必要に応じてプリントや板書を併
用する。また、臨床検査項目の理解には生化学及び免疫学などの基礎科目が重要
であるので、第2年次で履修した人体生化学、免疫学のテキストも利用する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前に、臨床検査学Ｉの関連する項目についてテキストやノートを利用して復
習し、基本的な知識を習得しておくこと。 事前に確認問題がある際は、問題を解
いて講義に臨むこと。（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
代表的な臨床分析法、臨床検査値の意義及び疾患における病態検査の役割を理解
しているか、を評価基準とする。
評価方法と割合
原則として、定期試験の成績を100%として総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「薬学生のための病態検査学」（改訂第2版）三浦雅一編集（南江堂）2014年、
ISBN 978-4-524-40311-0 （4,000円＋税）

◎－－－　参考書　－－－◎

「薬の影響を考える臨床検査値ハンドブック（第2版）」前田昌子，高木康編集
（じほう）2014年、ISBN　978-4-8407-4616-8（2,800円＋税）　
「病気がみえる③糖尿病・代謝・内分泌」（改訂第4版）医療情報科学研究所編集
（メディックメディア）2014年、ISBN 978-4-89632-543-0 （3,300円＋税）
「薬がみえる②」医療情報科学研究所編集（メディックメディア）2015年、ISBN
978-4-89632-585-0 （3,600円＋税）

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 臨床検査の基礎知識と検査結果の解析・バイタルサ
イン
2. 生体成分の臨床検査－血球検査１
3. 生体成分の臨床検査－血球検査２
4. 生体成分の臨床検査－電解質
5. 生体成分の臨床検査－糖質及びその代謝物
6. 生体成分の臨床検査－脂質及びその代謝物
7. 生体成分の臨床検査－タンパク質と核酸及びその代
謝物、ビリルビン
8. 生体成分の臨床検査－酵素、骨代謝マーカー
9. 生体成分の臨床化学検査－内分泌検査（副腎皮質ホ
ルモンなど）
10. 生体成分の臨床化学検査－内分泌検査（甲状腺ホル
モンなど）
11. 生体成分の臨床検査－免疫血清学検査
12. 生体成分の臨床検査－感染症検査
13. 肝機能の臨床検査
14. 腎機能の臨床検査と尿検査
15. 腫瘍マーカーと臨床検査に関する近年の国家試験問
題

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　臨床系の講義を理解するためには基礎知識が不可欠であ
る。これまで履修した、人体生化学・免疫学・機能形態
学・分析化学などの関連基礎科目を修得しておくことが望
ましい。



2019-9030000773-01臨床検査学Ⅱ「13台以降」

小迫　知弘

◎薬

1.1. 臨床検査と基礎薬学（分析化学、生化学や免疫学など）との繋がりに
ついて説明できる。　(A-2)

2.2. 検体検査（血液・尿）の分析の流れについて概説できる。　(A-2)

3.3. 血液成分の組成を述べ、血液検査の検査項目を列挙し、目的と異常所
見を説明できる。　(A-2)

4.4. 電解質・尿の検査項目を列挙し、目的と異常所見を説明できる。　
(A-2)

5.5. 糖質・脂質・タンパク質・酵素・核酸及びその代謝物・内分泌の検査
項目を列挙し、目的と異常所見を説明できる。　(A-2)

6.6. 免疫血清学（自己抗体など）・感染症の検査項目を列挙し、目的と異
常所見を説明できる。　(A-2)

7.7. 腫瘍マーカーの検査項目を列挙し、目的と異常所見を説明できる。　
(A-2)

8.8. 肝及び腎疾患の病態を検査結果から判断し、その発生メカニズムを説
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。



2019-9030000773-02臨床検査学Ⅱ「12台以前」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 6 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・１時限　　試験時間割：後日発表　　

小迫　知弘

◎－－－　一般目標　－－－◎

　人体の複雑さを理解し、その知識を医療に応用することは、基礎科学を理解、
修得して初めて可能になる。医薬品の合理的かつ適正な使用には、医薬品に対す
る高度な知識が不可欠であるが、このためには的確な病態の把握が前提となって
いる。また、近年、処方箋への検査値表示が始まるなど、臨床検査を利用した薬
学的管理と服薬指導が重要になると考えられる。臨床検査は、生化学検査、血液
検査、免疫学的検査など広範囲にわたっている。単に検査値覚えるのでは無く、
検査値の意義や変動のメカニズムを薬学・生化学的視点から考察することが、医
療チームにおける薬剤師に必要な能力である。本講義では基礎薬学と臨床薬学を
繋ぐことを目的として、以下に示すような能力を習得する。
（１）疾患に関する病態発現の分子メカニズムを理解し、生化学的、細胞生物学
的、及び分子生物学的な説明ができる。
（２）様々な徴候や臨床検査値より考えられる疾患を理論的に判断し、その発症
メカニズムに基づいた適切な治療法に関する説明ができる。
（３）原著論文などの研究報告から疾患の病態生理や発症メカニズムを理解し、
新しい治療法の可能性について考察できる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 臨床検査と基礎薬学（分析化学、生化学や免疫学など）との繋がりについ
て説明できる。(知識・理解)

2. 検体検査（血液・尿）の分析の流れについて概説できる。(知識・理解)

3. 血液成分の組成を述べ、血液検査の検査項目を列挙し、目的と異常所見を
説明できる。(知識・理解)

4. 電解質・尿の検査項目を列挙し、目的と異常所見を説明できる。(知識・
理解)

5. 糖質・脂質・タンパク質・酵素・核酸及びその代謝物・内分泌の検査項目
を列挙し、目的と異常所見を説明できる。(知識・理解)

6. 免疫血清学（自己抗体など）・感染症の検査項目を列挙し、目的と異常所
見を説明できる。(知識・理解)

7. 腫瘍マーカーの検査項目を列挙し、目的と異常所見を説明できる。(知
識・理解)

8. 肝及び腎疾患の病態を検査結果から判断し、その発生メカニズムを説明で
きる。(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　原則として教科書に従って講義を進めるが、必要に応じてプリントや板書を併
用する。また、臨床検査項目の理解には生化学及び免疫学などの基礎科目が重要
であるので、第2年次で履修した人体生化学、免疫学のテキストも利用する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前に、臨床検査学Ｉの関連する項目についてテキストやノートを利用して復
習し、基本的な知識を習得しておくこと。 事前に確認問題がある際は、問題を解
いて講義に臨むこと。（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
代表的な臨床分析法、臨床検査値の意義及び疾患における病態検査の役割を理解
しているか、を評価基準とする。
評価方法と割合
原則として、定期試験の成績を100%として総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「薬学生のための病態検査学」（改訂第2版）三浦雅一編集（南江堂）2014年、
ISBN 978-4-524-40311-0 （4,000円＋税）

◎－－－　参考書　－－－◎

「薬の影響を考える臨床検査値ハンドブック（第2版）」前田昌子，高木康編集
（じほう）2014年、ISBN　978-4-8407-4616-8（2,800円＋税）　
「病気がみえる③糖尿病・代謝・内分泌」（改訂第4版）医療情報科学研究所編集
（メディックメディア）2014年、ISBN 978-4-89632-543-0 （3,300円＋税）
「薬がみえる②」医療情報科学研究所編集（メディックメディア）2015年、ISBN
978-4-89632-585-0 （3,600円＋税）

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 臨床検査の基礎知識と検査結果の解析・バイタルサ
イン
2. 生体成分の臨床検査－血球検査１
3. 生体成分の臨床検査－血球検査２
4. 生体成分の臨床検査－電解質
5. 生体成分の臨床検査－糖質及びその代謝物
6. 生体成分の臨床検査－脂質及びその代謝物
7. 生体成分の臨床検査－タンパク質と核酸及びその代
謝物、ビリルビン
8. 生体成分の臨床検査－酵素、骨代謝マーカー
9. 生体成分の臨床化学検査－内分泌検査（副腎皮質ホ
ルモンなど）
10. 生体成分の臨床化学検査－内分泌検査（甲状腺ホル
モンなど）
11. 生体成分の臨床検査－免疫血清学検査
12. 生体成分の臨床検査－感染症検査
13. 肝機能の臨床検査
14. 腎機能の臨床検査と尿検査
15. 腫瘍マーカーと臨床検査に関する近年の国家試験問
題

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　臨床系の講義を理解するためには基礎知識が不可欠であ
る。これまで履修した、人体生化学・免疫学・機能形態
学・分析化学などの関連基礎科目を修得しておくことが望
ましい。



2019-9030000773-02臨床検査学Ⅱ「12台以前」

小迫　知弘

◎薬

1.1. 臨床検査と基礎薬学（分析化学、生化学や免疫学など）との繋がりに
ついて説明できる。　(A-2)

2.2. 検体検査（血液・尿）の分析の流れについて概説できる。　(A-2)

3.3. 血液成分の組成を述べ、血液検査の検査項目を列挙し、目的と異常所
見を説明できる。　(A-2)

4.4. 電解質・尿の検査項目を列挙し、目的と異常所見を説明できる。　
(A-2)

5.5. 糖質・脂質・タンパク質・酵素・核酸及びその代謝物・内分泌の検査
項目を列挙し、目的と異常所見を説明できる。　(A-2)

6.6. 免疫血清学（自己抗体など）・感染症の検査項目を列挙し、目的と異
常所見を説明できる。　(A-2)

7.7. 腫瘍マーカーの検査項目を列挙し、目的と異常所見を説明できる。　
(A-2)

8.8. 肝及び腎疾患の病態を検査結果から判断し、その発生メカニズムを説
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。



2019-9030000639-01微生物学「P-a」（科目番号：2B3）

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

佐藤　朝光

◎－－－　一般目標　－－－◎

生体の恒常性が崩れたときに生ずる変化を理解できるようになるため
に、代表的な病原微生物に関する基本的事項を修得する。（薬学教育
モデル・コアカリキュラム C8 生体防御と微生物　（3）微生物の基本
　（4）病原体としての微生物）

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 原核生物、真核生物およびウイルスの特徴を説明できる。（C8（3）
①-1）(知識・理解)

2. 細菌の分類や性質を説明できる。（C8（3）②-1）(知識・理解)

3. 細菌の構造と増殖機構について説明できる。（C8（3）②-2）(知識・
理解)

4. 細菌の異化作用および同化作用について説明できる。（C8（3）
②-3）(知識・理解)

5. 細菌の遺伝子伝達について説明できる。（C8（3）②-4）(知識・理
解)

6. 薬剤耐性菌および薬剤耐性化機構について概説できる。（C8（3）
②-5）(知識・理解)

7. 代表的な細菌毒素について説明できる。（C8（3）②-6）(知識・理
解)

8. ウイルスの構造、分類、および増殖機構について説明できる。（C8
（3）③-1）(知識・理解)

9. 真菌、原虫および蠕虫の性状を概説できる。（C8（3）④）(知識・
理解)

10. 滅菌、消毒について説明できる。（C8（3）⑤）(知識・理解)

11. 感染の成立と共生について説明できる。（C8（4）①）(知識・理解)

12. 代表的な病原体について概説できる。（C8（4）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　－－－◎

ポイントがわかる薬科微生物学 第3版 新装版 荒牧弘範・下川修・鹿志
毛信広 編集 廣川鉄男事務所 定価：5,800円+税 2017年
ISBN978-4-908996-04-7

◎－－－　参考書　－－－◎

戸田新細菌学 新34版 吉田眞一・柳雄介・吉開泰信 編集 南山堂 定
価：17,280円+税 2013年 ISBN978-4-525-16114-9

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 微生物学とはどのような学問か（C8（3）①-1）
2. 細菌の基礎知識（1）形態・構造・増殖（C8（3）
②-1、-2）
3. 細菌の基礎知識（2）代謝・遺伝（C8（3）
②-3、-4、-5）
4. 病原微生物各論（1）細菌感染症（C8（4）
②-3、-4、-5、-6）
5. ウイルスの基礎知識（C8（3）③-1）
6. 病原微生物各論（2）ウイルス感染症（C8（4）
②-1、-2）
7. 真菌・原虫・蠕虫の基礎知識（C8（3）④）
8. 病原微生物各論（3）真菌・原虫・蠕虫などによる感染
症（C8（4）②-7、-8、-9）
9. 感染と発症（C8（4）①）
10. 感染防御機構としての免疫（C8（4）①）
11. 食中毒（C8（3）②-6）
12. 滅菌と消毒（C8（3）⑤）
13. 感染の予防（アドバンス）
14. 衛生動物（アドバンス）
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。



2019-9030000639-01微生物学「P-a」（科目番号：2B3）

佐藤　朝光

◎薬  :A-1,A-2

1.1. 原核生物、真核生物およびウイルスの特徴を説明できる。（C8（3）①-1）
　(A-1)

2.2. 細菌の分類や性質を説明できる。（C8（3）②-1）　(A-1)

3.3. 細菌の構造と増殖機構について説明できる。（C8（3）②-2）　(A-1)

4.4. 細菌の異化作用および同化作用について説明できる。（C8（3）②-3）　
(A-1)

5.5. 細菌の遺伝子伝達について説明できる。（C8（3）②-4）　(A-1)

6.6. 薬剤耐性菌および薬剤耐性化機構について概説できる。（C8（3）②-5）　
(A-1)

7.7. 代表的な細菌毒素について説明できる。（C8（3）②-6）　(A-1)

8.8. ウイルスの構造、分類、および増殖機構について説明できる。（C8（3）
③-1）　(A-1)

9.9. 真菌、原虫および蠕虫の性状を概説できる。（C8（3）④）　(A-2)

10.10. 滅菌、消毒について説明できる。（C8（3）⑤）　(A-2)

11.11. 感染の成立と共生について説明できる。（C8（4）①）　(A-2)

12.12. 代表的な病原体について概説できる。（C8（4）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。



2019-9030000639-02微生物学「P-b」（科目番号：2B3）

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

佐藤　朝光

◎－－－　一般目標　－－－◎

生体の恒常性が崩れたときに生ずる変化を理解できるようになるため
に、代表的な病原微生物に関する基本的事項を修得する。（薬学教育
モデル・コアカリキュラム C8 生体防御と微生物　（3）微生物の基本
　（4）病原体としての微生物）

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 原核生物、真核生物およびウイルスの特徴を説明できる。（C8（3）
①-1）(知識・理解)

2. 細菌の分類や性質を説明できる。（C8（3）②-1）(知識・理解)

3. 細菌の構造と増殖機構について説明できる。（C8（3）②-2）(知識・
理解)

4. 細菌の異化作用および同化作用について説明できる。（C8（3）
②-3）(知識・理解)

5. 細菌の遺伝子伝達について説明できる。（C8（3）②-4）(知識・理
解)

6. 薬剤耐性菌および薬剤耐性化機構について概説できる。（C8（3）
②-5）(知識・理解)

7. 代表的な細菌毒素について説明できる。（C8（3）②-6）(知識・理
解)

8. ウイルスの構造、分類、および増殖機構について説明できる。（C8
（3）③-1）(知識・理解)

9. 真菌、原虫および蠕虫の性状を概説できる。（C8（3）④）(知識・
理解)

10. 滅菌、消毒について説明できる。（C8（3）⑤）(知識・理解)

11. 感染の成立と共生について説明できる。（C8（4）①）(知識・理解)

12. 代表的な病原体について概説できる。（C8（4）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　－－－◎

ポイントがわかる薬科微生物学 第3版 新装版 荒牧弘範・下川修・鹿志
毛信広 編集 廣川鉄男事務所 定価：5,800円+税 2017年
ISBN978-4-908996-04-7

◎－－－　参考書　－－－◎

戸田新細菌学 新34版 吉田眞一・柳雄介・吉開泰信 編集 南山堂 定
価：17,280円+税 2013年 ISBN978-4-525-16114-9

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 微生物学とはどのような学問か（C8（3）①-1）
2. 細菌の基礎知識（1）形態・構造・増殖（C8（3）
②-1、-2）
3. 細菌の基礎知識（2）代謝・遺伝（C8（3）
②-3、-4、-5）
4. 病原微生物各論（1）細菌感染症（C8（4）
②-3、-4、-5、-6）
5. ウイルスの基礎知識（C8（3）③-1）
6. 病原微生物各論（2）ウイルス感染症（C8（4）
②-1、-2）
7. 真菌・原虫・蠕虫の基礎知識（C8（3）④）
8. 病原微生物各論（3）真菌・原虫・蠕虫などによる感染
症（C8（4）②-7、-8、-9）
9. 感染と発症（C8（4）①）
10. 感染防御機構としての免疫（C8（4）①）
11. 食中毒（C8（3）②-6）
12. 滅菌と消毒（C8（3）⑤）
13. 感染の予防（アドバンス）
14. 衛生動物（アドバンス）
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。



2019-9030000639-02微生物学「P-b」（科目番号：2B3）

佐藤　朝光

◎薬  :A-1,A-2

1.1. 原核生物、真核生物およびウイルスの特徴を説明できる。（C8（3）①-1）
　(A-1)

2.2. 細菌の分類や性質を説明できる。（C8（3）②-1）　(A-1)

3.3. 細菌の構造と増殖機構について説明できる。（C8（3）②-2）　(A-1)

4.4. 細菌の異化作用および同化作用について説明できる。（C8（3）②-3）　
(A-1)

5.5. 細菌の遺伝子伝達について説明できる。（C8（3）②-4）　(A-1)

6.6. 薬剤耐性菌および薬剤耐性化機構について概説できる。（C8（3）②-5）　
(A-1)

7.7. 代表的な細菌毒素について説明できる。（C8（3）②-6）　(A-1)

8.8. ウイルスの構造、分類、および増殖機構について説明できる。（C8（3）
③-1）　(A-1)

9.9. 真菌、原虫および蠕虫の性状を概説できる。（C8（3）④）　(A-2)

10.10. 滅菌、消毒について説明できる。（C8（3）⑤）　(A-2)

11.11. 感染の成立と共生について説明できる。（C8（4）①）　(A-2)

12.12. 代表的な病原体について概説できる。（C8（4）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。



2019-9030000775-01医療薬剤学Ⅱ「12台以前」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 6 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・４時限　　試験時間割：後日発表　　

首藤　英樹、山内　淳史、片岡　泰文、髙田　二郎、江川　孝、道具　伸也、冨永　宏治、松尾　宏一、松永　和久、右田　啓介

◎－－－　一般目標　－－－◎

　これまでに学習してきた薬剤学系分野（製剤学、薬物動態学、
処方解析学、医薬品情報学）に関する知識を総合的に理解し、そ
れぞれの関連性を十分に把握することで、臨床現場における薬剤
師業務に応用できる知識を修得することを目標とする。また、社
会において薬剤師の責任、義務を理解するために薬学関連の法
律、経済を理解し、それらを活用する技能と態度を修得する。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「E4 薬の生体内運命（E4(1)-(2)）」、「E5 製剤化の
サイエンス（E5(1)-(3)）」、「E3　薬物治療に役立つ情報（E3(1)
③, (2)）」「F　薬学臨床の（F5(2)-(3)）」にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

薬物の体内動態（吸収・分布・代謝・排泄）とその変動要因につ
いて説明できる。（E4(1)）(態度・志向性)

薬物動態解析法を説明し、これに基づいた計算ができる。（E4
(2)）(態度・志向性)

TDMの意義とPOSについて説明できる。（E4(2),E3(2)）(態度・志
向性)

薬物相互作用やテーラーメイド薬物療法について説明できる。
（E3(3)）(態度・志向性)

薬局業務全般について説明できる。（F5(2)）(態度・志向性)

社会保障の理念と主たる分野、その目的を説明できる。（F5(2)）
(態度・志向性)

製剤材料の物性と試験法、薬物送達システムについて説明でき
る。（E5(1)-(3)）(態度・志向性)

医薬品を適正に使用するための情報を収集・加工・提供できる。
（E3(1)③, F5(3)）(態度・志向性)

適切な薬物療法を提供するための添付文書情報を説明できる。
（E3(1)③, F5(3)）(態度・志向性)

◎－－－　学習方法　－－－◎

各項目の基礎内容を講義した上で、国家試験問題等を用いて演習
を行う。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前に該当領域を十分に予習して授業に望むことを勧める（60
分）。また、事後に配布した演習問題を繰り返し解いて復習して
おくことを勧める（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

薬剤学系分野（製剤学、薬物動態学、処方解析学、医薬品情報
学）に関する知識を総合的に理解し、それぞれの関連性を十分に
把握することで、臨床現場における薬剤師業務に応用できる知識
がどの程度まで身に付いているかを評価の基準とする。原則、定
期試験の成績で評価する（100％）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

各項目ごとにプリントを配布し、国家試験問題等を利用する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 薬物の体内動態(1)：吸収（E4(1)）山内
2. 薬物の体内動態(2)：分布（E4(1)）山内
3. 薬物の体内動態(3)：代謝（E4(1)）山内
4. 薬物の体内動態(4)：排泄（E4(1)）山内
5. 薬物動態解析(1)：線形モデル（急速静注、点滴静注、経
口）（E4(2)）首藤
6. 薬物動態解析(2)：：非線形モデル、モーメント解析
（E4(2)）首藤
7. ＴＤＭ（E4(2)）片岡
8. ＰＯＳ（E3(2)）片岡
9. 薬物相互作用(1) ：薬物-飲食物・嗜好品（E4(1)）道具
10. 薬物相互作用(2)： 薬物-薬物（E4(1)）道具
11. テーラーメイド薬物療法(1)：遺伝的要因、年齢的要因
（E3(3)）道具
12. テーラーメイド薬物療法(2)：生理的要因・合併症等
（E3(3)）道具
13. 薬局業務(1)：処方せん、調剤録、調剤報酬（F5(2)）冨
永
14. 薬局業務(2)：患者応対、服薬指導、セルフメディケー
ション（F5(2)）冨永
15. 薬局業務(3)：在宅医療、学校薬剤師（F5(2)）冨永
16. 国民の福祉健康における医療保険の貢献と問題点（F5
(2)）松尾
17. 診療報酬と薬価基準（F5(2)）松尾
18. 医療費の内訳と薬物治療の経済評価手法（F5(2)）松尾
19. 高分子の構造と高分子溶液の性質（E5(1)）髙田
20. 代表的な生体膜透過促進法（E5(2)(3)）髙田
21. DDS（E5(2)(3)）髙田
22. 医薬品の情報源（E3(1)③）右田
23. 医薬品の情報提供I（E3(1)③）右田
24. 医薬品の情報提供II（E3(1)③）右田
25. 固形製剤材料の物性（E5(1)）松永
26. 半固形製剤材料の物性（E5(1)）松永
27. 製剤材料の物性測定理論（E5(1)）松永
28. 適切な薬物療法と治療方針決定のプロセス（F5(3)）江
川
29. チーム医療、薬剤管理指導業務、地域医療（F5(3)）江
川
30. 医薬品に関する医療事故、リスクマネジメント（F5
(3)）江川

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

３年次前期の薬物動態理論、医薬品情報学、物理薬剤学、
３年次後期の臨床薬物動態解析学、製剤学、４年次前期の
臨床薬物動態学、薬学健康管理学、薬学疾患管理学、薬物
送達学、薬事関係法規論、調剤学総論について、復習し理
解しておくことが望ましい。



2019-9030000775-01医療薬剤学Ⅱ「12台以前」

首藤　英樹、山内　淳史、片岡　泰文、髙田　二郎、江川　孝、道具　伸也、冨永　宏治、松尾　宏一、松永　和久、右田　啓介

◎薬

1.薬物の体内動態（吸収・分布・代謝・排泄）とその変動要因について説明で
きる。（E4(1)）　(C-2)

2.薬物動態解析法を説明し、これに基づいた計算ができる。（E4(2)）　(C-2)

3.TDMの意義とPOSについて説明できる。（E4(2),E3(2)）　(C-2)

4.薬物相互作用やテーラーメイド薬物療法について説明できる。（E3(3)）　
(C-2)

5.薬局業務全般について説明できる。（F5(2)）　(C-2)

6.社会保障の理念と主たる分野、その目的を説明できる。（F5(2)）　(C-2)

7.製剤材料の物性と試験法、薬物送達システムについて説明できる。（E5
(1)-(3)）　(C-2)

8.医薬品を適正に使用するための情報を収集・加工・提供できる。（E3(1)③,
F5(3)）　(C-2)

9.適切な薬物療法を提供するための添付文書情報を説明できる。（E3(1)③, F5
(3)）　(C-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。



2019-9030000786-01総合医療薬学特別講義Ⅰ「13台以降」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 6 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・３時限～４時限　　試験時間割：後日発表　　

首藤　英樹、山内　淳史、片岡　泰文、髙田　二郎、江川　孝、道具　伸也、冨永　宏治、松尾　宏一、松永　和久、右田　啓介

◎－－－　一般目標　－－－◎

　総合医療薬学特別講義Ⅰでは、これまでに学習してきた薬剤学系
分野（製剤学、薬物動態学、処方解析学、医薬品情報学）に関する
知識を総合的に理解し、それぞれの関連性を十分に把握すること
で、臨床現場における薬剤師業務に応用できる知識を修得すること
を目標とする。また、社会において薬剤師の責任、義務を理解する
ために薬学関連の法律、経済を理解し、それらを活用する技能と態
度を修得する。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「E4 薬の生体内運命（E4(1)-(2)）」、
「E5 製剤化のサイエンス（E5(1)-(3)）」、「E3　薬物治療に役立
つ情報（E3(1)③, (2)）」「F　薬学臨床の（F5(2)-(3)）」にそって
講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

薬物の体内動態（吸収・分布・代謝・排泄）とその変動要因につい
て説明できる。（E4(1)）(態度・志向性)

薬物動態解析法を説明し、これに基づいた計算ができる。（E4
(2)）(態度・志向性)

TDMの意義とPOSについて説明できる。（E4(2),E3(2)）(態度・志
向性)

薬物相互作用やテーラーメイド薬物療法について説明できる。
（E3(3)）(態度・志向性)

薬局業務全般について説明できる。（F5(2)）(態度・志向性)

社会保障の理念と主たる分野、その目的を説明できる。（F5(2)）
(態度・志向性)

製剤材料の物性と試験法、薬物送達システムについて説明できる。
（E5(1)-(3)）(態度・志向性)

医薬品を適正に使用するための情報を収集・加工・提供できる。
（E3(1)③, F5(3)）(態度・志向性)

適切な薬物療法を提供するための添付文書情報を説明できる。
（E3(1)③, F5(3)）(態度・志向性)

◎－－－　学習方法　－－－◎

各項目の基礎内容を講義した上で、国家試験問題等を用いて演習を
行う。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前に該当領域を十分に予習して授業に望むことを勧める（60
分）。また、事後に配布した演習問題を繰り返し解いて復習してお
くことを勧める（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

薬剤学系分野（製剤学、薬物動態学、処方解析学、医薬品情報学）
に関する知識を総合的に理解し、それぞれの関連性を十分に把握す
ることで、臨床現場における薬剤師業務に応用できる知識がどの程
度まで身に付いているかを評価の基準とする。原則、定期試験の成
績で評価する（100％）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

各項目ごとにプリントを配布し、国家試験問題等を利用する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 薬物の体内動態(1)：吸収（E4(1)）山内
2. 薬物の体内動態(2)：分布（E4(1)）山内
3. 薬物の体内動態(3)：代謝（E4(1)）山内
4. 薬物の体内動態(4)：排泄（E4(1)）山内
5. 薬物動態解析(1)：線形モデル（急速静注、点滴静注、経
口）（E4(2)）首藤
6. 薬物動態解析(2)：：非線形モデル、モーメント解析
（E4(2)）首藤
7. ＴＤＭ（E4(2)）片岡
8. ＰＯＳ（E3(2)）片岡
9. 薬物相互作用(1) ：薬物-飲食物・嗜好品（E4(1)）道具
10. 薬物相互作用(2)： 薬物-薬物（E4(1)）道具
11. テーラーメイド薬物療法(1)：遺伝的要因、年齢的要因
（E3(3)）道具
12. テーラーメイド薬物療法(2)：生理的要因・合併症等
（E3(3)）道具
13. 薬局業務(1)：処方せん、調剤録、調剤報酬（F5(2)）冨
永
14. 薬局業務(2)：患者応対、服薬指導、セルフメディケー
ション（F5(2)）冨永
15. 薬局業務(3)：在宅医療、学校薬剤師（F5(2)）冨永
16. 国民の福祉健康における医療保険の貢献と問題点（F5
(2)）松尾
17. 診療報酬と薬価基準（F5(2)）松尾
18. 医療費の内訳と薬物治療の経済評価手法（F5(2)）松尾
19. 高分子の構造と高分子溶液の性質（E5(1)）髙田
20. 代表的な生体膜透過促進法（E5(2)(3)）髙田
21. DDS（E5(2)(3)）髙田
22. 医薬品の情報源（E3(1)③）右田
23. 医薬品の情報提供I（E3(1)③）右田
24. 医薬品の情報提供II（E3(1)③）右田
25. 固形製剤材料の物性（E5(1)）松永
26. 半固形製剤材料の物性（E5(1)）松永
27. 製剤材料の物性測定理論（E5(1)）松永
28. 適切な薬物療法と治療方針決定のプロセス（F5(3)）江
川
29. チーム医療、薬剤管理指導業務、地域医療（F5(3)）江
川
30. 医薬品に関する医療事故、リスクマネジメント（F5
(3)）江川

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

３年次前期の薬物動態理論、医薬品情報学、物理薬剤学、
３年次後期の臨床薬物動態解析学、製剤学、４年次前期の
臨床薬物動態学、薬学健康管理学、薬学疾患管理学、薬物
送達学、薬事関係法規論、調剤学総論について、復習し理
解しておくことが望ましい。



2019-9030000786-01総合医療薬学特別講義Ⅰ「13台以降」

首藤　英樹、山内　淳史、片岡　泰文、髙田　二郎、江川　孝、道具　伸也、冨永　宏治、松尾　宏一、松永　和久、右田　啓介

◎薬

1.薬物の体内動態（吸収・分布・代謝・排泄）とその変動要因について説明で
きる。（E4(1)）　(C-2)

2.薬物動態解析法を説明し、これに基づいた計算ができる。（E4(2)）　(C-2)

3.TDMの意義とPOSについて説明できる。（E4(2),E3(2)）　(C-2)

4.薬物相互作用やテーラーメイド薬物療法について説明できる。（E3(3)）　
(C-2)

5.薬局業務全般について説明できる。（F5(2)）　(C-2)

6.社会保障の理念と主たる分野、その目的を説明できる。（F5(2)）　(C-2)

7.製剤材料の物性と試験法、薬物送達システムについて説明できる。（E5
(1)-(3)）　(C-2)

8.医薬品を適正に使用するための情報を収集・加工・提供できる。（E3(1)③,
F5(3)）　(C-2)

9.適切な薬物療法を提供するための添付文書情報を説明できる。（E3(1)③, F5
(3)）　(C-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。



2019-9030000786-02総合医療薬学特別講義Ⅰ「12台以前」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 6 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・３時限　　試験時間割：後日発表　　

首藤　英樹、山内　淳史、片岡　泰文、髙田　二郎、江川　孝、道具　伸也、冨永　宏治、松尾　宏一、松永　和久、右田　啓介

◎－－－　一般目標　－－－◎

　総合医療薬学特別講義Ⅰでは、これまでに学習してきた薬剤学系
分野（製剤学、薬物動態学、処方解析学、医薬品情報学）に関する
知識を総合的に理解し、それぞれの関連性を十分に把握すること
で、臨床現場における薬剤師業務に応用できる知識を修得すること
を目標とする。また、社会において薬剤師の責任、義務を理解する
ために薬学関連の法律、経済を理解し、それらを活用する技能と態
度を修得する。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「E4 薬の生体内運命（E4(1)-(2)）」、
「E5 製剤化のサイエンス（E5(1)-(3)）」、「E3　薬物治療に役立
つ情報（E3(1)③, (2)）」「F　薬学臨床の（F5(2)-(3)）」にそって
講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

薬物の体内動態（吸収・分布・代謝・排泄）とその変動要因につい
て説明できる。（E4(1)）(態度・志向性)

薬物動態解析法を説明し、これに基づいた計算ができる。（E4
(2)）(態度・志向性)

TDMの意義とPOSについて説明できる。（E4(2),E3(2)）(態度・志
向性)

薬物相互作用やテーラーメイド薬物療法について説明できる。
（E3(3)）(態度・志向性)

薬局業務全般について説明できる。（F5(2)）(態度・志向性)

社会保障の理念と主たる分野、その目的を説明できる。（F5(2)）
(態度・志向性)

製剤材料の物性と試験法、薬物送達システムについて説明できる。
（E5(1)-(3)）(態度・志向性)

医薬品を適正に使用するための情報を収集・加工・提供できる。
（E3(1)③, F5(3)）(態度・志向性)

適切な薬物療法を提供するための添付文書情報を説明できる。
（E3(1)③, F5(3)）(態度・志向性)

◎－－－　学習方法　－－－◎

各項目の基礎内容を講義した上で、国家試験問題等を用いて演習を
行う。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前に該当領域を十分に予習して授業に望むことを勧める（60
分）。また、事後に配布した演習問題を繰り返し解いて復習してお
くことを勧める（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

薬剤学系分野（製剤学、薬物動態学、処方解析学、医薬品情報学）
に関する知識を総合的に理解し、それぞれの関連性を十分に把握す
ることで、臨床現場における薬剤師業務に応用できる知識がどの程
度まで身に付いているかを評価の基準とする。原則、定期試験の成
績で評価する（100％）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

各項目ごとにプリントを配布し、国家試験問題等を利用する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 薬物の体内動態(1)：吸収（E4(1)）山内
2. 薬物の体内動態(2)：分布（E4(1)）山内
3. 薬物の体内動態(3)：代謝（E4(1)）山内
4. 薬物の体内動態(4)：排泄（E4(1)）山内
5. 薬物動態解析(1)：線形モデル（急速静注、点滴静注、経
口）（E4(2)）首藤
6. 薬物動態解析(2)：：非線形モデル、モーメント解析
（E4(2)）首藤
7. ＴＤＭ（E4(2)）片岡
8. ＰＯＳ（E3(2)）片岡
9. 薬物相互作用(1) ：薬物-飲食物・嗜好品（E4(1)）道具
10. 薬物相互作用(2)： 薬物-薬物（E4(1)）道具
11. テーラーメイド薬物療法(1)：遺伝的要因、年齢的要因
（E3(3)）道具
12. テーラーメイド薬物療法(2)：生理的要因・合併症等
（E3(3)）道具
13. 薬局業務(1)：処方せん、調剤録、調剤報酬（F5(2)）冨
永
14. 薬局業務(2)：患者応対、服薬指導、セルフメディケー
ション（F5(2)）冨永
15. 薬局業務(3)：在宅医療、学校薬剤師（F5(2)）冨永
16. 国民の福祉健康における医療保険の貢献と問題点（F5
(2)）松尾
17. 診療報酬と薬価基準（F5(2)）松尾
18. 医療費の内訳と薬物治療の経済評価手法（F5(2)）松尾
19. 高分子の構造と高分子溶液の性質（E5(1)）髙田
20. 代表的な生体膜透過促進法（E5(2)(3)）髙田
21. DDS（E5(2)(3)）髙田
22. 医薬品の情報源（E3(1)③）右田
23. 医薬品の情報提供I（E3(1)③）右田
24. 医薬品の情報提供II（E3(1)③）右田
25. 固形製剤材料の物性（E5(1)）松永
26. 半固形製剤材料の物性（E5(1)）松永
27. 製剤材料の物性測定理論（E5(1)）松永
28. 適切な薬物療法と治療方針決定のプロセス（F5(3)）江
川
29. チーム医療、薬剤管理指導業務、地域医療（F5(3)）江
川
30. 医薬品に関する医療事故、リスクマネジメント（F5
(3)）江川

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

３年次前期の薬物動態理論、医薬品情報学、物理薬剤学、
３年次後期の臨床薬物動態解析学、製剤学、４年次前期の
臨床薬物動態学、薬学健康管理学、薬学疾患管理学、薬物
送達学、薬事関係法規論、調剤学総論について、復習し理
解しておくことが望ましい。



2019-9030000786-02総合医療薬学特別講義Ⅰ「12台以前」

首藤　英樹、山内　淳史、片岡　泰文、髙田　二郎、江川　孝、道具　伸也、冨永　宏治、松尾　宏一、松永　和久、右田　啓介

◎薬

1.薬物の体内動態（吸収・分布・代謝・排泄）とその変動要因について説明で
きる。（E4(1)）　(C-2)

2.薬物動態解析法を説明し、これに基づいた計算ができる。（E4(2)）　(C-2)

3.TDMの意義とPOSについて説明できる。（E4(2),E3(2)）　(C-2)

4.薬物相互作用やテーラーメイド薬物療法について説明できる。（E3(3)）　
(C-2)

5.薬局業務全般について説明できる。（F5(2)）　(C-2)

6.社会保障の理念と主たる分野、その目的を説明できる。（F5(2)）　(C-2)

7.製剤材料の物性と試験法、薬物送達システムについて説明できる。（E5
(1)-(3)）　(C-2)

8.医薬品を適正に使用するための情報を収集・加工・提供できる。（E3(1)③,
F5(3)）　(C-2)

9.適切な薬物療法を提供するための添付文書情報を説明できる。（E3(1)③, F5
(3)）　(C-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。



2019-9030000683-01臨床薬物動態解析学「P-a」（科目番号：3Y4）

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　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　　

首藤　英樹、山内　淳史

◎－－－　一般目標　－－－◎

薬効や副作用を体内の薬物動態から定量的に評価できるようになるため
に、薬物動態の理論的解析ならびに投与設計に関する基本的事項を修得
す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「E4 薬の生体内運命(2)薬物動態の解析
①薬物速度論 ②治療薬物モニタリング（TDM）と投与設計」にそって
講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

線形コンパートメントモデルと、関連する薬物動態パラメータ（全身ク
リアランス、分布容積、消失半減期、生物学的利用能など）の概念を説
明できる。（E4(2)①1） (技能)

線形1-コンパートメントモデルに基づいた解析ができる（急速静注・経
口投与［単回および反復投与］、定速静注）。（E4(2)①2） (技能)

体内動態が非線形性を示す薬物の例を挙げ、非線形モデルに基づいた解
析ができる。（E4(2)①3） (技能)

モーメント解析の意味と、関連するパラメータの計算法について説明で
きる。（E4(2)①4） (技能)

組織クリアランス（肝、腎）および固有クリアランスの意味と、それら
の関係について、数式を使って説明できる。（E4(2)①5） (技能)

薬物動態学-薬力学（PK-PD解析）について概説できる。（E4(2)①6）
(技能)

治療薬物モニタリング（TDM）の意義を説明し、TDMが有効な薬物を
列挙できる。（E4(2)②1）(技能)

TDMを行う際の採血ポイント、試料の取り扱い、測定法について説明
できる。（E4(2)②2） (技能)

薬物動態パラメータを用いて患者ごとの薬物投与設計ができる。（E4
(2)②3）(技能)

ポピュレーションファーマコキネティクスの概念と応用について概説で
きる。（E4(2)②4） (技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

教科書に準拠しパワーポイントを用いて講義する。教科書で不十分な項
目については資料を配布する。過去の国家試験の問題等を題材にして演
習を行なう。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

教科書や配布したスライド資料をよく読み、配布した練習問題を繰り返
し解いて復習しておくことを勧める（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

薬物動態の理論的解析に関する基本的知識と技能がどの程度まで身に付
いているかを評価の基準とする。中間試験の成績を50％、定期試験の成
績を50％として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

中島　恵美　編集、薬の生体内運命　改訂8版、ネオメディカル、2019
年、5100円、【ISBN 978-4-904634-25-7】

◎－－－　参考書　－－－◎

わかりやすい薬物動態計算問題の解き方、ネオメディカル、2019年、
2500円　ISBN 978-4-904634-27-1

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　薬動学的パラメータ（E4(2)①1）首藤
２　線形１-コンパートメントモデル（１）
　　急速静脈内投与（E4(2)①2）首藤
３　線形１-コンパートメントモデル（２）
　　持続点滴投与（E4(2)①2）首藤
４　線形１-コンパートメントモデル（３）
　　経口投与（E4(2)①2）首藤
５　線形２-コンパートメントモデル（E4(2)①2、アドバン
スト）首藤
６　連続投与時の投与計画法（E4(2)①2）首藤
７　バイオアベイラビリティ（E4(2)①2、アドバンスト）
首藤
８　非線形モデル（E4(2)①3）首藤
９　生理学的モデル（E4(2)①5-6、アドバンスト）山内
１０　肝クリアランスと腎クリアランス（E4(2)①5）山内
１１　モーメント解析（E4(2)①4）山内
１２　治療薬物モニタリング（ＴＤＭ）（E4(2)②1-2）山
内
１３　ＴＤＭ対象薬物（E4(2)②1-2）山内
１４　個別化投与計画（E4(2)②3-4、アドバンスト（山
内）
１５　まとめ（E4(2)①1-6,②1-4）（山内）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

３年次前期の薬物動態理論について、復習し理解しておく
ことが望ましい。



2019-9030000683-01臨床薬物動態解析学「P-a」（科目番号：3Y4）

首藤　英樹、山内　淳史

◎薬  :B-3

1.線形コンパートメントモデルと、関連する薬物動態パラメータ（全身クリア
ランス、分布容積、消失半減期、生物学的利用能など）の概念を説明できる。
（E4(2)①1） 　(B-3)

2.線形1-コンパートメントモデルに基づいた解析ができる（急速静注・経口投
与［単回および反復投与］、定速静注）。（E4(2)①2） 　(B-3)

3.体内動態が非線形性を示す薬物の例を挙げ、非線形モデルに基づいた解析が
できる。（E4(2)①3） 　(B-3)

4.モーメント解析の意味と、関連するパラメータの計算法について説明でき
る。（E4(2)①4） 　(B-3)

5.組織クリアランス（肝、腎）および固有クリアランスの意味と、それらの関
係について、数式を使って説明できる。（E4(2)①5） 　(B-3)

6.薬物動態学-薬力学（PK-PD解析）について概説できる。（E4(2)①6） 　(B-3)

7.治療薬物モニタリング（TDM）の意義を説明し、TDMが有効な薬物を列挙で
きる。（E4(2)②1）　(B-3)

8.TDMを行う際の採血ポイント、試料の取り扱い、測定法について説明でき
る。（E4(2)②2） 　(B-3)

9.薬物動態パラメータを用いて患者ごとの薬物投与設計ができる。（E4(2)
②3）　(B-3)

10.ポピュレーションファーマコキネティクスの概念と応用について概説でき
る。（E4(2)②4） 　(B-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。



2019-9030000683-02臨床薬物動態解析学「P-b」（科目番号：3Y4）

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　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　　

首藤　英樹、山内　淳史

◎－－－　一般目標　－－－◎

薬効や副作用を体内の薬物動態から定量的に評価できるようになるため
に、薬物動態の理論的解析ならびに投与設計に関する基本的事項を修得
す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「E4 薬の生体内運命(2)薬物動態の解析
①薬物速度論 ②治療薬物モニタリング（TDM）と投与設計」にそって
講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

線形コンパートメントモデルと、関連する薬物動態パラメータ（全身ク
リアランス、分布容積、消失半減期、生物学的利用能など）の概念を説
明できる。（E4(2)①1） (技能)

線形1-コンパートメントモデルに基づいた解析ができる（急速静注・経
口投与［単回および反復投与］、定速静注）。（E4(2)①2） (技能)

体内動態が非線形性を示す薬物の例を挙げ、非線形モデルに基づいた解
析ができる。（E4(2)①3） (技能)

モーメント解析の意味と、関連するパラメータの計算法について説明で
きる。（E4(2)①4） (技能)

組織クリアランス（肝、腎）および固有クリアランスの意味と、それら
の関係について、数式を使って説明できる。（E4(2)①5） (技能)

薬物動態学-薬力学（PK-PD解析）について概説できる。（E4(2)①6）
(技能)

治療薬物モニタリング（TDM）の意義を説明し、TDMが有効な薬物を
列挙できる。（E4(2)②1）(技能)

TDMを行う際の採血ポイント、試料の取り扱い、測定法について説明
できる。（E4(2)②2） (技能)

薬物動態パラメータを用いて患者ごとの薬物投与設計ができる。（E4
(2)②3）(技能)

ポピュレーションファーマコキネティクスの概念と応用について概説で
きる。（E4(2)②4） (技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

教科書に準拠しパワーポイントを用いて講義する。教科書で不十分な項
目については資料を配布する。過去の国家試験の問題等を題材にして演
習を行なう。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

教科書や配布したスライド資料をよく読み、配布した練習問題を繰り返
し解いて復習しておくことを勧める（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

薬物動態の理論的解析に関する基本的知識と技能がどの程度まで身に付
いているかを評価の基準とする。中間試験の成績を50％、定期試験の成
績を50％として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

中島　恵美　編集、薬の生体内運命　改訂8版、ネオメディカル、2019
年、5100円、【ISBN 978-4-904634-25-7】

◎－－－　参考書　－－－◎

わかりやすい薬物動態計算問題の解き方、ネオメディカル、2019年、
2500円　ISBN 978-4-904634-27-1

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　薬動学的パラメータ（E4(2)①1）首藤
２　線形１-コンパートメントモデル（１）
　　急速静脈内投与（E4(2)①2）首藤
３　線形１-コンパートメントモデル（２）
　　持続点滴投与（E4(2)①2）首藤
４　線形１-コンパートメントモデル（３）
　　経口投与（E4(2)①2）首藤
５　線形２-コンパートメントモデル（E4(2)①2、アドバン
スト）首藤
６　連続投与時の投与計画法（E4(2)①2）首藤
７　バイオアベイラビリティ（E4(2)①2、アドバンスト）
首藤
８　非線形モデル（E4(2)①3）首藤
９　生理学的モデル（E4(2)①5-6、アドバンスト）山内
１０　肝クリアランスと腎クリアランス（E4(2)①5）山内
１１　モーメント解析（E4(2)①4）山内
１２　治療薬物モニタリング（ＴＤＭ）（E4(2)②1-2）山
内
１３　ＴＤＭ対象薬物（E4(2)②1-2）山内
１４　個別化投与計画（E4(2)②3-4、アドバンスト（山
内）
１５　まとめ（E4(2)①1-6,②1-4）（山内）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

３年次前期の薬物動態理論について、復習し理解しておく
ことが望ましい。



2019-9030000683-02臨床薬物動態解析学「P-b」（科目番号：3Y4）

首藤　英樹、山内　淳史

◎薬  :B-3

1.線形コンパートメントモデルと、関連する薬物動態パラメータ（全身クリア
ランス、分布容積、消失半減期、生物学的利用能など）の概念を説明できる。
（E4(2)①1） 　(B-3)

2.線形1-コンパートメントモデルに基づいた解析ができる（急速静注・経口投
与［単回および反復投与］、定速静注）。（E4(2)①2） 　(B-3)

3.体内動態が非線形性を示す薬物の例を挙げ、非線形モデルに基づいた解析が
できる。（E4(2)①3） 　(B-3)

4.モーメント解析の意味と、関連するパラメータの計算法について説明でき
る。（E4(2)①4） 　(B-3)

5.組織クリアランス（肝、腎）および固有クリアランスの意味と、それらの関
係について、数式を使って説明できる。（E4(2)①5） 　(B-3)

6.薬物動態学-薬力学（PK-PD解析）について概説できる。（E4(2)①6） 　(B-3)

7.治療薬物モニタリング（TDM）の意義を説明し、TDMが有効な薬物を列挙で
きる。（E4(2)②1）　(B-3)

8.TDMを行う際の採血ポイント、試料の取り扱い、測定法について説明でき
る。（E4(2)②2） 　(B-3)

9.薬物動態パラメータを用いて患者ごとの薬物投与設計ができる。（E4(2)
②3）　(B-3)

10.ポピュレーションファーマコキネティクスの概念と応用について概説でき
る。（E4(2)②4） 　(B-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。



2019-9030000715-01臨床薬物動態学「P-a」（科目番号：4Y2）

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

首藤　英樹、道具　伸也

◎－－－　一般目標　－－－◎

薬物治療の有効性と安全性の向上を目指して、個々の患者に対して最適
な処方設計・投与計画を立案できるようになるために、薬物治療の個別
最適化に関する基本的知識と応用技能を修得す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「E3 薬物治療に役立つ情報（3）個別化医療 ①遺伝的素因 ②年齢的
要因 ③臓器機能低下 ④その他の要因 ⑤個別化医療の計画・立案」と
「E4 薬の生体内運命（1）薬物の体内動態 ①生体膜輸送　②吸収　③分
布　④代謝　⑤排泄」にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

小児における薬物動態と投与設計について、注意すべき点を説明できる
（E3(3)②1）(技能)

高齢者における薬物動態と投与設計について、注意すべき点を説明でき
る（E3(3)②2）(技能)

妊婦・授乳期における薬物動態と投与設計について、注意すべき点を説
明できる（E3(3)④2）(技能)

臓器機能低下時における薬物動態と投与設計について、注意すべき点を
説明できる（E3(3)③1-3）(技能)

薬物動態-薬力学に影響する生理的要因について、例をあげて説明でき
る（E3(3)④1,3）(技能)

薬物動態-薬力学に影響する遺伝的要因およびテーラーメード医療につ
いて、例をあげて説明できる（E3(3)①1-3）(技能)

食事・嗜好品と薬物の薬物動態学的相互作用について、例をあげて説明
できる（E4(1)①2,②4,③6,④5,⑤5）(技能)

薬物の吸収・分布過程における薬物動態学的相互作用について、例をあ
げて説明できる（E4(1)②4,③6）(技能)

薬物の代謝・排泄過程における薬物動態学的相互作用について、例をあ
げて説明できる（E4(1)④5,⑤5）(技能)

個別の患者情報と医薬品情報をもとに、薬物治療を計画・立案できる
（E3(3)⑤1）(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

教科書に準拠しパワーポイントを用いて講義する。教科書で不十分な項
目については資料を配布する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

教科書や配布したスライド資料をよく読み、配布した練習問題を繰り返
し解いて復習しておくことを勧める（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

薬物治療の個別最適化に関する基本的知識と応用技能がどの程度まで身
に付いているかを評価の基準とする。中間試験の成績を50％、定期試験
の成績を50％として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

加藤隆一　監修、家入一郎、楠原洋之　編集：臨床薬物動態学（改訂第
5版）－臨床薬理学・薬物療法の基礎として－、南江堂、2017年、5700
円、【ISBN 978-4-524-25758-4 】

◎－－－　参考書　－－－◎

澤田康文　編集：標準医療薬学　臨床薬物動態学　医学書院、2009年、
6000円、【ISBN 978-4-260-00706-1】

◎－－－　授業計画　－－－◎

1  薬物治療適正化（E3(3)⑤1）首藤
2　小児の薬物動態（E3(3)②1）首藤
3　高齢者の薬物動態（E3(3)②2）首藤
4　妊婦・授乳婦の薬物動態（（E3(3)④2）首藤）
5　肝疾患時の薬物動態（E3(3)③2）首藤
6　腎疾患時の薬物動態（E3(3)③1）首藤
7　循環器疾患時等の薬物動態（E3(3)③3,④1,3）首藤
8　薬理ゲノミクス（E3(3)①1-3,⑤1-2, アドバンスト）首藤
9　食事・嗜好品と薬物動態（E4(1)①2,②4,③6,④5,⑤5）
道具
10　薬物相互作用（1）（E4(1)②4）道具
11　薬物相互作用（2）（E4(1)③6）道具
12　薬物相互作用（3）（E4(1)④5）道具
13　薬物相互作用（4）（E4(1)⑤5）道具
14　薬物治療の個別最適化（1）（E3(3)⑤1）道具
15　薬物治療の個別最適化（2）（E3(3)⑤1, アドバンス
ト）道具

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

３年次前期の薬物動態理論、３年次後期の臨床薬物動態解
析学について、復習し理解しておくことが望ましい。



2019-9030000715-01臨床薬物動態学「P-a」（科目番号：4Y2）

首藤　英樹、道具　伸也

◎薬  :B-3

1.小児における薬物動態と投与設計について、注意すべき点を説明できる（E3
(3)②1）　(B-3)

2.高齢者における薬物動態と投与設計について、注意すべき点を説明できる
（E3(3)②2）　(B-3)

3.妊婦・授乳期における薬物動態と投与設計について、注意すべき点を説明で
きる（E3(3)④2）　(B-3)

4.臓器機能低下時における薬物動態と投与設計について、注意すべき点を説明
できる（E3(3)③1-3）　(B-3)

5.薬物動態-薬力学に影響する生理的要因について、例をあげて説明できる（E3
(3)④1,3）　(B-3)

6.薬物動態-薬力学に影響する遺伝的要因およびテーラーメード医療について、
例をあげて説明できる（E3(3)①1-3）　(B-3)

7.食事・嗜好品と薬物の薬物動態学的相互作用について、例をあげて説明でき
る（E4(1)①2,②4,③6,④5,⑤5）　(B-3)

8.薬物の吸収・分布過程における薬物動態学的相互作用について、例をあげて
説明できる（E4(1)②4,③6）　(B-3)

9.薬物の代謝・排泄過程における薬物動態学的相互作用について、例をあげて
説明できる（E4(1)④5,⑤5）　(B-3)

10.個別の患者情報と医薬品情報をもとに、薬物治療を計画・立案できる（E3
(3)⑤1）　(B-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。



2019-9030000715-02臨床薬物動態学「P-b」（科目番号：4Y2）

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

首藤　英樹、道具　伸也

◎－－－　一般目標　－－－◎

薬物治療の有効性と安全性の向上を目指して、個々の患者に対して最適
な処方設計・投与計画を立案できるようになるために、薬物治療の個別
最適化に関する基本的知識と応用技能を修得す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「E3 薬物治療に役立つ情報（3）個別化医療 ①遺伝的素因 ②年齢的
要因 ③臓器機能低下 ④その他の要因 ⑤個別化医療の計画・立案」と
「E4 薬の生体内運命（1）薬物の体内動態 ①生体膜輸送　②吸収　③分
布　④代謝　⑤排泄」にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

小児における薬物動態と投与設計について、注意すべき点を説明できる
（E3(3)②1）(技能)

高齢者における薬物動態と投与設計について、注意すべき点を説明でき
る（E3(3)②2）(技能)

妊婦・授乳期における薬物動態と投与設計について、注意すべき点を説
明できる（E3(3)④2）(技能)

臓器機能低下時における薬物動態と投与設計について、注意すべき点を
説明できる（E3(3)③1-3）(技能)

薬物動態-薬力学に影響する生理的要因について、例をあげて説明でき
る（E3(3)④1,3）(技能)

薬物動態-薬力学に影響する遺伝的要因およびテーラーメード医療につ
いて、例をあげて説明できる（E3(3)①1-3）(技能)

食事・嗜好品と薬物の薬物動態学的相互作用について、例をあげて説明
できる（E4(1)①2,②4,③6,④5,⑤5）(技能)

薬物の吸収・分布過程における薬物動態学的相互作用について、例をあ
げて説明できる（E4(1)②4,③6）(技能)

薬物の代謝・排泄過程における薬物動態学的相互作用について、例をあ
げて説明できる（E4(1)④5,⑤5）(技能)

個別の患者情報と医薬品情報をもとに、薬物治療を計画・立案できる
（E3(3)⑤1）(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

教科書に準拠しパワーポイントを用いて講義する。教科書で不十分な項
目については資料を配布する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

教科書や配布したスライド資料をよく読み、配布した練習問題を繰り返
し解いて復習しておくことを勧める（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

薬物治療の個別最適化に関する基本的知識と応用技能がどの程度まで身
に付いているかを評価の基準とする。中間試験の成績を50％、定期試験
の成績を50％として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

加藤隆一　監修、家入一郎、楠原洋之　編集：臨床薬物動態学（改訂第
5版）－臨床薬理学・薬物療法の基礎として－、南江堂、2017年、5700
円、【ISBN 978-4-524-25758-4 】

◎－－－　参考書　－－－◎

澤田康文　編集：標準医療薬学　臨床薬物動態学　医学書院、2009年、
6000円、【ISBN 978-4-260-00706-1】

◎－－－　授業計画　－－－◎

1  薬物治療適正化（E3(3)⑤1）首藤
2　小児の薬物動態（E3(3)②1）首藤
3　高齢者の薬物動態（E3(3)②2）首藤
4　妊婦・授乳婦の薬物動態（（E3(3)④2）首藤）
5　肝疾患時の薬物動態（E3(3)③2）首藤
6　腎疾患時の薬物動態（E3(3)③1）首藤
7　循環器疾患時等の薬物動態（E3(3)③3,④1,3）首藤
8　薬理ゲノミクス（E3(3)①1-3,⑤1-2, アドバンスト）首藤
9　食事・嗜好品と薬物動態（E4(1)①2,②4,③6,④5,⑤5）
道具
10　薬物相互作用（1）（E4(1)②4）道具
11　薬物相互作用（2）（E4(1)③6）道具
12　薬物相互作用（3）（E4(1)④5）道具
13　薬物相互作用（4）（E4(1)⑤5）道具
14　薬物治療の個別最適化（1）（E3(3)⑤1）道具
15　薬物治療の個別最適化（2）（E3(3)⑤1, アドバンス
ト）道具

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

３年次前期の薬物動態理論、３年次後期の臨床薬物動態解
析学について、復習し理解しておくことが望ましい。



2019-9030000715-02臨床薬物動態学「P-b」（科目番号：4Y2）

首藤　英樹、道具　伸也

◎薬  :B-3

1.小児における薬物動態と投与設計について、注意すべき点を説明できる（E3
(3)②1）　(B-3)

2.高齢者における薬物動態と投与設計について、注意すべき点を説明できる
（E3(3)②2）　(B-3)

3.妊婦・授乳期における薬物動態と投与設計について、注意すべき点を説明で
きる（E3(3)④2）　(B-3)

4.臓器機能低下時における薬物動態と投与設計について、注意すべき点を説明
できる（E3(3)③1-3）　(B-3)

5.薬物動態-薬力学に影響する生理的要因について、例をあげて説明できる（E3
(3)④1,3）　(B-3)

6.薬物動態-薬力学に影響する遺伝的要因およびテーラーメード医療について、
例をあげて説明できる（E3(3)①1-3）　(B-3)

7.食事・嗜好品と薬物の薬物動態学的相互作用について、例をあげて説明でき
る（E4(1)①2,②4,③6,④5,⑤5）　(B-3)

8.薬物の吸収・分布過程における薬物動態学的相互作用について、例をあげて
説明できる（E4(1)②4,③6）　(B-3)

9.薬物の代謝・排泄過程における薬物動態学的相互作用について、例をあげて
説明できる（E4(1)④5,⑤5）　(B-3)

10.個別の患者情報と医薬品情報をもとに、薬物治療を計画・立案できる（E3
(3)⑤1）　(B-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。



2019-9030000729-01医療薬学特別講義Ⅰ「14台以前」（科目番号：4Y5）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・３時限～４時限　　試験時間割：後日発表　　

髙田　二郎、片岡　泰文、山内　淳史、首藤　英樹、道具　伸也、原　周司、右田　啓介、松永　和久

◎－－－　一般目標　－－－◎

これまでに学習してきた薬剤系分野の知識を総合的に理解し、
それぞれの関連性を十分に理解することで、即戦的知識を習得
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「E3 薬物治療に役立つ情報」「E4 薬の生体
内運命」「E5 製剤化のサイエンス」および「F 薬学臨床」に
沿って講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

製剤の性質(溶解性、安定性)について説明できる。E5(1)①④
(態度・志向性)

代表的な製剤材料の物性と試験法について説明できる。E5(1)
①②③)(E5(2)②(態度・志向性)

ターゲティングと吸収改善の意義と技術について説明できる。
E5(3)③④(態度・志向性)

薬物の体内動態（吸収・分布・代謝・排泄）とその変動要因に
ついて説明できる。E4(1)①②③④⑤(態度・志向性)

薬物相互作用やテーラーメイド薬物療法について、例をあげて
説明できる。E4(1)①②③④⑤, E3(3)①②③④⑤(態度・志向性)

薬物動態解析法を説明し、これに基づいた計算ができる。E4
(2)①(態度・志向性)

TDMの意義や対象薬物の体内動態特性を説明し、模擬症例にお
ける投与設計ができる。E4(2)②(態度・志向性)

注射剤調剤：注射剤の基本的事項（mEq、mOsm/L、添加剤な
ど）と配合変化及び基本的輸液の種類とTPNを理解する。F(2)
③ 14-16(態度・志向性)

医薬品の情報源や情報の信頼性および科学的妥当性について説
明できる。 E3(1)①3-5, E3(2)(態度・志向性)

◎－－－　学習方法　－－－◎

講義では各科目の講義で使用した教科書に記載されている基礎
内容を講義した上で、医療・製造現場での実際の応用について
講義する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義内容を理解できているか、配布プリント等を用いて復習す
ること(90分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各項目の達成度は、コアカリキュラムの到達目標を達成してい
るか、定期試験(100%)の結果で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

各項目ごとにプリントを配布し、国家試験問題を利用する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 溶液の性質、溶解速度、医薬品の安定性（髙田） E5(1)
①④
2. 固形製剤材料の物性と試験法 (松永) E5(1)①②③, E5(2)②
3. 半固形製剤材料の物性と試験法 (松永) E5(1)①②③, E5(2)
②
4. ターゲティングと吸収改善（髙田） E5(3)③④
5. 薬物の体内動態（吸収、分布）（山内） E4(1)①②③
6. 薬物の体内動態（代謝、排泄）（山内） E4(1)④⑤
7. 薬物相互作用（道具） E4(1)①②③④⑤
8. テーラーメイド薬物療法（道具） E3(3)①②③④⑤
9. 薬物動態解析（首藤） E4(2)①
10. 治療薬物モニタリング（ＴＤＭ）（首藤） E4(2)②
11. ファーマシューティカルケア（片岡） E3(3)①②③④⑤
12. 注射剤調剤（原） F(2)③14-16
13. 輸液（原）F(2)③14-16
14. 医薬品の開発過程に関わる情報（右田）  E3(1)①3-5, E3
(2)
15. 医薬品の情報源（右田） E3(1)①3-5, E3(2)



2019-9030000729-01医療薬学特別講義Ⅰ「14台以前」（科目番号：4Y5）

髙田　二郎、片岡　泰文、山内　淳史、首藤　英樹、道具　伸也、原　周司、右田　啓介、松永　和久

◎薬

1.製剤の性質(溶解性、安定性)について説明できる。E5(1)①④　(C-2)

2.代表的な製剤材料の物性と試験法について説明できる。E5(1)①②③)(E5(2)②
　(C-2)

3.ターゲティングと吸収改善の意義と技術について説明できる。E5(3)③④　
(C-2)

4.薬物の体内動態（吸収・分布・代謝・排泄）とその変動要因について説明で
きる。E4(1)①②③④⑤　(C-2)

5.薬物相互作用やテーラーメイド薬物療法について、例をあげて説明できる。
E4(1)①②③④⑤, E3(3)①②③④⑤　(C-2)

6.薬物動態解析法を説明し、これに基づいた計算ができる。E4(2)①　(C-2)

7.TDMの意義や対象薬物の体内動態特性を説明し、模擬症例における投与設計
ができる。E4(2)②　(C-2)

8.注射剤調剤：注射剤の基本的事項（mEq、mOsm/L、添加剤など）と配合変化
及び基本的輸液の種類とTPNを理解する。F(2) ③ 14-16　(C-2)

9.医薬品の情報源や情報の信頼性および科学的妥当性について説明できる。 E3
(1)①3-5, E3(2)　(C-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。



2019-9030000743-01医療薬学特別講義Ⅰ「15台以降」（科目番号：4Y5）

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・３時限～４時限　　試験時間割：後日発表　　

髙田　二郎、片岡　泰文、山内　淳史、首藤　英樹、道具　伸也、原　周司、右田　啓介、松永　和久

◎－－－　一般目標　－－－◎

これまでに学習してきた薬剤系分野の知識を総合的に理解し、
それぞれの関連性を十分に理解することで、即戦的知識を習得
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「E3 薬物治療に役立つ情報」「E4 薬の生体
内運命」「E5 製剤化のサイエンス」および「F 薬学臨床」に
沿って講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

製剤の性質(溶解性、安定性)について説明できる。E5(1)①④
(態度・志向性)

代表的な製剤材料の物性と試験法について説明できる。E5(1)
①②③)(E5(2)②(態度・志向性)

ターゲティングと吸収改善の意義と技術について説明できる。
E5(3)③④(態度・志向性)

薬物の体内動態（吸収・分布・代謝・排泄）とその変動要因に
ついて説明できる。E4(1)①②③④⑤(態度・志向性)

薬物相互作用やテーラーメイド薬物療法について、例をあげて
説明できる。E4(1)①②③④⑤, E3(3)①②③④⑤(態度・志向性)

薬物動態解析法を説明し、これに基づいた計算ができる。E4
(2)①(態度・志向性)

TDMの意義や対象薬物の体内動態特性を説明し、模擬症例にお
ける投与設計ができる。E4(2)②(態度・志向性)

注射剤調剤：注射剤の基本的事項（mEq、mOsm/L、添加剤な
ど）と配合変化及び基本的輸液の種類とTPNを理解する。F(2)
③ 14-16(態度・志向性)

医薬品の情報源や情報の信頼性および科学的妥当性について説
明できる。 E3(1)①3-5, E3(2)(態度・志向性)

◎－－－　学習方法　－－－◎

講義では各科目の講義で使用した教科書に記載されている基礎
内容を講義した上で、医療・製造現場での実際の応用について
講義する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義内容を理解できているか、配布プリント等を用いて復習す
ること(90分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各項目の達成度は、コアカリキュラムの到達目標を達成してい
るか、定期試験(100%)の結果で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

各項目ごとにプリントを配布し、国家試験問題を利用する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 溶液の性質、溶解速度、医薬品の安定性（髙田） E5(1)
①④
2. 固形製剤材料の物性と試験法 (松永) E5(1)①②③, E5(2)②
3. 半固形製剤材料の物性と試験法 (松永) E5(1)①②③, E5(2)
②
4. ターゲティングと吸収改善（髙田） E5(3)③④
5. 薬物の体内動態（吸収、分布）（山内） E4(1)①②③
6. 薬物の体内動態（代謝、排泄）（山内） E4(1)④⑤
7. 薬物相互作用（道具） E4(1)①②③④⑤
8. テーラーメイド薬物療法（道具） E3(3)①②③④⑤
9. 薬物動態解析（首藤） E4(2)①
10. 治療薬物モニタリング（ＴＤＭ）（首藤） E4(2)②
11. ファーマシューティカルケア（片岡） E3(3)①②③④⑤
12. 注射剤調剤（原） F(2)③14-16
13. 輸液（原）F(2)③14-16
14. 医薬品の開発過程に関わる情報（右田）  E3(1)①3-5, E3
(2)
15. 医薬品の情報源（右田） E3(1)①3-5, E3(2)



2019-9030000743-01医療薬学特別講義Ⅰ「15台以降」（科目番号：4Y5）

髙田　二郎、片岡　泰文、山内　淳史、首藤　英樹、道具　伸也、原　周司、右田　啓介、松永　和久

◎薬  :C-2

1.製剤の性質(溶解性、安定性)について説明できる。E5(1)①④　(C-2)

2.代表的な製剤材料の物性と試験法について説明できる。E5(1)①②③)(E5(2)②
　(C-2)

3.ターゲティングと吸収改善の意義と技術について説明できる。E5(3)③④　
(C-2)

4.薬物の体内動態（吸収・分布・代謝・排泄）とその変動要因について説明で
きる。E4(1)①②③④⑤　(C-2)

5.薬物相互作用やテーラーメイド薬物療法について、例をあげて説明できる。
E4(1)①②③④⑤, E3(3)①②③④⑤　(C-2)

6.薬物動態解析法を説明し、これに基づいた計算ができる。E4(2)①　(C-2)

7.TDMの意義や対象薬物の体内動態特性を説明し、模擬症例における投与設計
ができる。E4(2)②　(C-2)

8.注射剤調剤：注射剤の基本的事項（mEq、mOsm/L、添加剤など）と配合変化
及び基本的輸液の種類とTPNを理解する。F(2) ③ 14-16　(C-2)

9.医薬品の情報源や情報の信頼性および科学的妥当性について説明できる。 E3
(1)①3-5, E3(2)　(C-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。



2019-9030000702-01製剤学「P-a」（科目番号：3Y2）

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

髙田　二郎、松永　和久

◎－－－　一般目標　－－－◎

　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。薬剤師のバイブル
である日本薬局方を読むために日本薬局方通則について学び、日本
薬局方製剤各条の分類に従い、各種剤形について学ぶ。さらに製剤
化の方法と意義を理解するために、製剤の製造方法、添加剤、製剤
機器に関する基本的知識を修得する。いずれも薬剤師に必須の知識
である。
　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「E5製剤化のサイエンス」にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

固形製剤材料 (粉体) の性質について説明できる。E5(1)1(技能)

経口投与する製剤の種類とその特性について説明できる。E5(2)1
(技能)

製剤化の単位操作、製剤機器および代表的な製剤の製造工程につい
て説明できる。E5(2)2(技能)

代表的な医薬品添加物の種類・用途・性質について説明できる。
E5(2)2(技能)

粘膜に適用する代表的な製剤 (口腔内) の種類とその特性について
説明できる。E5(2)1(技能)

製剤の容器や試験法について説明できる。E5(2)2(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

講義では教科書に記載されている内容を、配布プリントやパワーポ
イント、画像、動画、製剤の実物を用いて講義する。各項目におい
て演習問題を配布するので、項目の講義終了後演習問題を用いて習
得の度合いを認識し、修得度が低い場合は復習しておく必要があ
る。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の講義範囲を予習し、復習することは重要であるが、最も重要
なのは、講義中に集中することである。
配布プリントやMoodle上の配布資料を用いて予習し、講義内容を
理解できているか、配布プリントの演習問題やMoodle上の確認テ
ストを用いて復習すること (90分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各項目の達成度は、コアカリキュラムの到達目標を達成している
か、定期試験(100％)の結果で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「製剤化のサイエンス」改訂9版　ネオメディカル　2019年
および配布プリント

◎－－－　参考書　－－－◎

Martin's Physical Pharmacy and Pharmaceutical Sciences: Physical
Chemical and Biopharmaceutical Principles in the Pharmaceutical
Sciences 7th Ed.　ISBN 978-1496353443
第十七改正日本薬局方解説書　ISBN 978-4567015332
第十七改正日本薬局方第一追補解説書　ISBN 978-4567015356

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 製剤材料の物性 粉体1 (松永) E5(1)1-1
2. 製剤材料の物性 粉体2 (松永) E5(1)1-1
3. 製剤材料の物性 粉体3 (松永) E5(1)1-1
4. 製剤材料の物性 粉体4 (松永) E5(1)1-1, E5(1)4-1
5. 製剤材料の物性 粉体5 (松永) E5(1)1-1, E5(1)4-1 アドバン
スト
6. 製剤化の概要、日本薬局方通則 (髙田) E5(2)1-1
7. 製剤化の意義、日本薬局方製剤総則 (髙田) E5(2)1-1
8. 容器・包装 (松永) E5(2)2-3 アドバンスト
9. 剤形 経口投与する製剤1 (松永) E5(2)1-2
10. 剤形 経口投与する製剤2 (松永) E5(2)1-2
11. 剤形 口腔内に適用する製剤 (松永) E5(2)1-3
12. 固形製剤1 単位操作、製剤機器、添加剤 (松永) E5(2)
2-1, E5(2)2-2
13. 固形製剤2 単位操作、製剤機器、添加剤 (松永) E5(2)
2-1, E5(2)2-2 アドバンスト
14. 固形製剤3 単位操作、製剤機器、添加剤 (松永) E5(2)
2-1, E5(2)2-2 アドバンスト
15. 製剤試験法 (松永) E5(2)2-4
記号は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番号

◎－－－　URL　－－－◎

創剤学教室
(http://www.pha.fukuoka-u.ac.jp/user/sozai/)



2019-9030000702-01製剤学「P-a」（科目番号：3Y2）

髙田　二郎、松永　和久

◎薬  :B-3

1.固形製剤材料 (粉体) の性質について説明できる。E5(1)1　(B-3)

2.経口投与する製剤の種類とその特性について説明できる。E5(2)1　(B-3)

3.製剤化の単位操作、製剤機器および代表的な製剤の製造工程について説明で
きる。E5(2)2　(B-3)

4.代表的な医薬品添加物の種類・用途・性質について説明できる。E5(2)2　
(B-3)

5.粘膜に適用する代表的な製剤 (口腔内) の種類とその特性について説明でき
る。E5(2)1　(B-3)

6.製剤の容器や試験法について説明できる。E5(2)2　(B-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。



2019-9030000702-02製剤学「P-b」（科目番号：3Y2）

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

髙田　二郎、松永　和久

◎－－－　一般目標　－－－◎

　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。薬剤師のバイブル
である日本薬局方を読むために日本薬局方通則について学び、日本
薬局方製剤各条の分類に従い、各種剤形について学ぶ。さらに製剤
化の方法と意義を理解するために、製剤の製造方法、添加剤、製剤
機器に関する基本的知識を修得する。いずれも薬剤師に必須の知識
である。
　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「E5製剤化のサイエンス」にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

固形製剤材料 (粉体) の性質について説明できる。E5(1)1(技能)

経口投与する製剤の種類とその特性について説明できる。E5(2)1
(技能)

製剤化の単位操作、製剤機器および代表的な製剤の製造工程につい
て説明できる。E5(2)2(技能)

代表的な医薬品添加物の種類・用途・性質について説明できる。
E5(2)2(技能)

粘膜に適用する代表的な製剤 (口腔内) の種類とその特性について
説明できる。E5(2)1(技能)

製剤の容器や試験法について説明できる。E5(2)2(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

講義では教科書に記載されている内容を、配布プリントやパワーポ
イント、画像、動画、製剤の実物を用いて講義する。各項目におい
て演習問題を配布するので、項目の講義終了後演習問題を用いて習
得の度合いを認識し、修得度が低い場合は復習しておく必要があ
る。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の講義範囲を予習し、復習することは重要であるが、最も重要
なのは、講義中に集中することである。
配布プリントやMoodle上の配布資料を用いて予習し、講義内容を
理解できているか、配布プリントの演習問題やMoodle上の確認テ
ストを用いて復習すること (90分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各項目の達成度は、コアカリキュラムの到達目標を達成している
か、定期試験(100％)の結果で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「製剤化のサイエンス」改訂9版　ネオメディカル　2019年
および配布プリント

◎－－－　参考書　－－－◎

Martin's Physical Pharmacy and Pharmaceutical Sciences: Physical
Chemical and Biopharmaceutical Principles in the Pharmaceutical
Sciences 7th Ed.　ISBN 978-1496353443
第十七改正日本薬局方解説書　ISBN 978-4567015332
第十七改正日本薬局方第一追補解説書　ISBN 978-4567015356

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 製剤材料の物性 粉体1 (松永) E5(1)1-1
2. 製剤材料の物性 粉体2 (松永) E5(1)1-1
3. 製剤材料の物性 粉体3 (松永) E5(1)1-1
4. 製剤材料の物性 粉体4 (松永) E5(1)1-1, E5(1)4-1
5. 製剤材料の物性 粉体5 (松永) E5(1)1-1, E5(1)4-1 アドバン
スト
6. 製剤化の概要、日本薬局方通則 (髙田) E5(2)1-1
7. 製剤化の意義、日本薬局方製剤総則 (髙田) E5(2)1-1
8. 容器・包装 (松永) E5(2)2-3 アドバンスト
9. 剤形 経口投与する製剤1 (松永) E5(2)1-2
10. 剤形 経口投与する製剤2 (松永) E5(2)1-2
11. 剤形 口腔内に適用する製剤 (松永) E5(2)1-3
12. 固形製剤1 単位操作、製剤機器、添加剤 (松永) E5(2)
2-1, E5(2)2-2
13. 固形製剤2 単位操作、製剤機器、添加剤 (松永) E5(2)
2-1, E5(2)2-2 アドバンスト
14. 固形製剤3 単位操作、製剤機器、添加剤 (松永) E5(2)
2-1, E5(2)2-2 アドバンスト
15. 製剤試験法 (松永) E5(2)2-4
記号は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番号

◎－－－　URL　－－－◎

創剤学教室
(http://www.pha.fukuoka-u.ac.jp/user/sozai/)



2019-9030000702-02製剤学「P-b」（科目番号：3Y2）

髙田　二郎、松永　和久

◎薬  :B-3

1.固形製剤材料 (粉体) の性質について説明できる。E5(1)1　(B-3)

2.経口投与する製剤の種類とその特性について説明できる。E5(2)1　(B-3)

3.製剤化の単位操作、製剤機器および代表的な製剤の製造工程について説明で
きる。E5(2)2　(B-3)

4.代表的な医薬品添加物の種類・用途・性質について説明できる。E5(2)2　
(B-3)

5.粘膜に適用する代表的な製剤 (口腔内) の種類とその特性について説明でき
る。E5(2)1　(B-3)

6.製剤の容器や試験法について説明できる。E5(2)2　(B-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。



2019-9030000788-01総合医療薬学特別講義Ⅲ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 6 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・１時限～２時限　　試験時間割：後日発表　　

髙田　二郎、加留部　善晴、松永　和久、原　周司、右田　啓介(寺田　一樹)

◎－－－　一般目標　－－－◎

最新の製剤学分野ならびに医薬品情報分野の知識を習得し、卒
業後、医療機関や製薬企業に参画したときに、これまで蓄積し
た知識と最新の知識をしっかり活用できる能力を身につける。

◎－－－　到達目標　－－－◎

実践を踏まえた製剤材料の溶解や分散および安定性等の物性に
関する性質を説明でき、試験法を説明できる。

製剤の特徴、製剤化、製剤機器を一連の流れとして説明できる

実践されている放出制御製剤、ターゲティング、プロドラッグ
等のDDSに関して説明できる。

局方収載放射性医薬品と先端医療放射性医薬品の現状を説明で
きる。

医薬品情報の収集、評価、加工、提供、管理を説明できる。

医薬品開発に関わる情報および臨床研究デザインおよび統計解
析時の注意点について概説できる。

病院における注射調剤の実際を習得する（細胞毒性を有する注
射剤の混合業務を含む）。等張電解質と等張電解質の性質およ
び用途を説明できる。

高カロリー輸液療法の疾患別用途を説明できる（NST及び在宅
中心静脈輸液療法を含む）。

◎－－－　学習方法　－－－◎

授業計画に準じて、プリント、スライドを用いて講義する。各
項目において演習問題を配布する。項目の講義終了後演習問題
を用いて習得の度合いを認識し、修得度が低い場合は復習して
おく必要がある。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義内容を理解できているか、配布プリント等を用いて復習す
ること(90分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各項目の達成度は、コアカリキュラムの到達目標を達成してい
るか、定期試験(100％)の結果で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

各項目ごとにプリントを配布する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．溶液の性質、溶解度、溶解速度の取扱い（髙田）
２．製剤材料の安定性に関して速度論的取扱い、安定化法
（髙田）
３．製剤の特徴と分類 (通則と製剤各条)（松永）
４．実践を踏まえた製剤化 (単位操作と添加剤)（松永）
５．実践を踏まえた製剤化 (製剤機器と容器包装)（松永）
６．各製剤の試験法の内容と実践での要点（寺田）
７．実践されている放出制御製剤、ターゲティング、プロ
ドラッグ等のDDS（髙田）
８．診断薬・物理的診断法の要点（加留部）
９．局方収載放射性医薬品と先端医療放射性医薬品の現状
（寺田）
10．医薬品情報の収集・評価・加工・提供・管理（右田）
11．医薬品開発に関する情報（右田）
12．臨床研究デザインと解析（右田）
13．注射剤調剤の実際（原）
14．輸液療法（原）
15．NSTにおける薬剤師の役割（原）



2019-9030000788-01総合医療薬学特別講義Ⅲ

髙田　二郎、加留部　善晴、松永　和久、原　周司、右田　啓介(寺田　一樹)

◎薬

1.実践を踏まえた製剤材料の溶解や分散および安定性等の物性に関する性質を
説明でき、試験法を説明できる。

2.製剤の特徴、製剤化、製剤機器を一連の流れとして説明できる

3.実践されている放出制御製剤、ターゲティング、プロドラッグ等のDDSに関
して説明できる。

4.局方収載放射性医薬品と先端医療放射性医薬品の現状を説明できる。

5.医薬品情報の収集、評価、加工、提供、管理を説明できる。

6.医薬品開発に関わる情報および臨床研究デザインおよび統計解析時の注意点
について概説できる。

7.病院における注射調剤の実際を習得する（細胞毒性を有する注射剤の混合業
務を含む）。等張電解質と等張電解質の性質および用途を説明できる。

8.高カロリー輸液療法の疾患別用途を説明できる（NST及び在宅中心静脈輸液
療法を含む）。

◎　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。



2019-9030000701-01物理薬剤学「P-a」（科目番号：3Y1）

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

髙田　二郎、松永　和久

◎－－－　一般目標　－－－◎

　製剤材料の性質を理解し、応用するために、それらの物性や
取扱いに関する基本的知識を修得する。製剤材料に関する知識
を利用して、医療現場で起こる製剤に起因する問題を解決する
ことは、薬剤師に強く求められている知識と技能である。
　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「E5製剤化のサイエンス」に沿って講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

固形材料の性質 (溶解性、溶解速度など) について説明できる。
E5(1)1(技能)

薬物の安定性や安定性に影響する因子について説明できる。E5
(1)4(技能)

薬物の安定性を高める代表的な製剤的手法を列挙し、説明でき
る。E5(1)4(技能)

分散系材料(乳剤、懸濁剤、高分子など)の性質について説明で
きる。E5(1)3,4(技能)

半固形・液状製剤材料の性質 (レオロジー) について説明でき
る。E5(1)2(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

講義では教科書に記載されている内容を、配布プリントやパ
ワーポイント、画像、動画、製剤の実物を用いて講義する。各
項目において演習問題を配布するので、項目の講義終了後演習
問題を用いて習得の度合いを認識し、修得度が低い場合は復習
しておく必要がある。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の講義範囲を予習し、復習することは重要であるが、最も
重要なのは、講義中に集中することである。
配布プリントやMoodle上の配布資料を用いて予習し、講義内容
を理解できているか、配布プリントの演習問題やMoodle上の確
認テストを用いて復習すること (90分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

中間試験を50%、定期試験を50%として、コアカリキュラムの
到達目標を達成しているか評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「製剤化のサイエンス」改訂9版　ネオメディカル　2019年
および配布プリント

◎－－－　参考書　－－－◎

Martin's Physical Pharmacy and Pharmceutical Sciences: Physical
Chemical and Biopharmaceutical Principles in the Pharmaceutical
Sciences7th Ed.　ISBN 978-1496353443
第十七改正日本薬局方解説書　ISBN 978-4567015332
第十七改正日本薬局方第一追補解説書　ISBN 978-4567015356

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 固形材料の溶解、溶解に及ぼす温度とpHの影響 (髙田)
E5(1)1-3, E5(1)1-4
2. 固形材料の溶解性の改善1 (結晶多形、溶媒和化合物、非
晶質、固体分散体、粒子形) (髙田) E5(1)1-2, E5(1)1-4
3. 固形材料の溶解性の改善2 (溶解補助剤、イオンペア、包
接化合物、共溶媒) (髙田) E5(1)1-3, E5(1)1-4
4. 固形材料の溶解速度 (髙田) E5(1)1-3
5. 固形材料の溶解度、溶解速度を高める製剤学的手法 (髙
田) E5(1)1-5, E5(1)4-2 アドバンスト
6. 薬物の安定性 (反応速度) (髙田) E5(1)4-2
7. 薬物の安定性 (複合反応および演習) (髙田) E5(1)4-2 アド
バンスト
8. 薬物の安定性におよぼす影響因子と安定化法 (髙田) E5
(1)4-3 アドバンスト
9. 薬物の安定化に関する演習 (髙田) E5(1)4-3 アドバンスト
10. 分散系 界面の性質 (髙田) E5(1)3-1
11. 分散系 界面活性剤 (髙田) E5(1)3-2
12. 分散系 乳剤・懸濁剤 (髙田) E5(1)3-3, E5(1)3-4
13. 分散系 乳剤・懸濁剤の安定化と演習 (髙田) E5(1)3-4 ア
ドバンスト
14. 製剤材料の物性 レオロジー1 (松永) E5(1)2-1
15. 製剤材料の物性 レオロジー2 (松永) E5(1)2-2
記号は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番号

◎－－－　URL　－－－◎

創剤学教室
(http://www.pha.fukuoka-u.ac.jp/user/sozai/)



2019-9030000701-01物理薬剤学「P-a」（科目番号：3Y1）

髙田　二郎、松永　和久

◎薬  :B-3

1.固形材料の性質 (溶解性、溶解速度など) について説明できる。E5(1)1　(B-3)

2.薬物の安定性や安定性に影響する因子について説明できる。E5(1)4　(B-3)

3.薬物の安定性を高める代表的な製剤的手法を列挙し、説明できる。E5(1)4　
(B-3)

4.分散系材料(乳剤、懸濁剤、高分子など)の性質について説明できる。E5(1)3,4
　(B-3)

5.半固形・液状製剤材料の性質 (レオロジー) について説明できる。E5(1)2　
(B-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。



2019-9030000701-02物理薬剤学「P-b」（科目番号：3Y1）

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

髙田　二郎、松永　和久

◎－－－　一般目標　－－－◎

　製剤材料の性質を理解し、応用するために、それらの物性や
取扱いに関する基本的知識を修得する。製剤材料に関する知識
を利用して、医療現場で起こる製剤に起因する問題を解決する
ことは、薬剤師に強く求められている知識と技能である。
　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「E5製剤化のサイエンス」に沿って講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

固形材料の性質 (溶解性、溶解速度など) について説明できる。
E5(1)1(技能)

薬物の安定性や安定性に影響する因子について説明できる。E5
(1)4(技能)

薬物の安定性を高める代表的な製剤的手法を列挙し、説明でき
る。E5(1)4(技能)

分散系材料(乳剤、懸濁剤、高分子など)の性質について説明で
きる。E5(1)3,4(技能)

半固形・液状製剤材料の性質 (レオロジー) について説明でき
る。E5(1)2(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

講義では教科書に記載されている内容を、配布プリントやパ
ワーポイント、画像、動画、製剤の実物を用いて講義する。各
項目において演習問題を配布するので、項目の講義終了後演習
問題を用いて習得の度合いを認識し、修得度が低い場合は復習
しておく必要がある。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の講義範囲を予習し、復習することは重要であるが、最も
重要なのは、講義中に集中することである。
配布プリントやMoodle上の配布資料を用いて予習し、講義内容
を理解できているか、配布プリントの演習問題やMoodle上の確
認テストを用いて復習すること (90分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

中間試験を50%、定期試験を50%として、コアカリキュラムの
到達目標を達成しているか評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「製剤化のサイエンス」改訂9版　ネオメディカル　2019年
および配布プリント

◎－－－　参考書　－－－◎

Martin's Physical Pharmacy and Pharmceutical Sciences: Physical
Chemical and Biopharmaceutical Principles in the Pharmaceutical
Sciences7th Ed.　ISBN 978-1496353443
第十七改正日本薬局方解説書　ISBN 978-4567015332
第十七改正日本薬局方第一追補解説書　ISBN 978-4567015356

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 固形材料の溶解、溶解に及ぼす温度とpHの影響 (髙田)
E5(1)1-3, E5(1)1-4
2. 固形材料の溶解性の改善1 (結晶多形、溶媒和化合物、非
晶質、固体分散体、粒子形) (髙田) E5(1)1-2, E5(1)1-4
3. 固形材料の溶解性の改善2 (溶解補助剤、イオンペア、包
接化合物、共溶媒) (髙田) E5(1)1-3, E5(1)1-4
4. 固形材料の溶解速度 (髙田) E5(1)1-3
5. 固形材料の溶解度、溶解速度を高める製剤学的手法 (髙
田) E5(1)1-5, E5(1)4-2 アドバンスト
6. 薬物の安定性 (反応速度) (髙田) E5(1)4-2
7. 薬物の安定性 (複合反応および演習) (髙田) E5(1)4-2 アド
バンスト
8. 薬物の安定性におよぼす影響因子と安定化法 (髙田) E5
(1)4-3 アドバンスト
9. 薬物の安定化に関する演習 (髙田) E5(1)4-3 アドバンスト
10. 分散系 界面の性質 (髙田) E5(1)3-1
11. 分散系 界面活性剤 (髙田) E5(1)3-2
12. 分散系 乳剤・懸濁剤 (髙田) E5(1)3-3, E5(1)3-4
13. 分散系 乳剤・懸濁剤の安定化と演習 (髙田) E5(1)3-4 ア
ドバンスト
14. 製剤材料の物性 レオロジー1 (松永) E5(1)2-1
15. 製剤材料の物性 レオロジー2 (松永) E5(1)2-2
記号は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番号

◎－－－　URL　－－－◎

創剤学教室
(http://www.pha.fukuoka-u.ac.jp/user/sozai/)



2019-9030000701-02物理薬剤学「P-b」（科目番号：3Y1）

髙田　二郎、松永　和久

◎薬  :B-3

1.固形材料の性質 (溶解性、溶解速度など) について説明できる。E5(1)1　(B-3)

2.薬物の安定性や安定性に影響する因子について説明できる。E5(1)4　(B-3)

3.薬物の安定性を高める代表的な製剤的手法を列挙し、説明できる。E5(1)4　
(B-3)

4.分散系材料(乳剤、懸濁剤、高分子など)の性質について説明できる。E5(1)3,4
　(B-3)

5.半固形・液状製剤材料の性質 (レオロジー) について説明できる。E5(1)2　
(B-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。



2019-9030000714-01薬物送達学「P-a」（科目番号：4Y1）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　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　　

髙田　二郎、松永　和久

◎－－－　一般目標　－－－◎

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。本講義では、種々のDDS手法について解説し、DDSに関する
基本的知識を修得する。DDSを利用した製剤は臨床でも広く用いら
れており、薬剤師に必須の知識である。
　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「E5製剤化のサイエンス」に沿って講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

注射により投与する製剤の種類とその特性について説明できる。E5
(2)1(技能)

粘膜に適用する代表的な製剤 (吸入剤や点眼剤など) の種類とその特
性について説明できる。E5(2)1(技能)

皮膚に適用する代表的な製剤の種類とその特性について説明でき
る。E5(2)1(技能)

薬物送達システム (DDS) について代表的な技術と医薬品を列挙し、
説明できる (プロドラッグを含む)。E5(3)1 E4(1)4-4(技能)

DDSのコントロールドリリースについて代表的な技術と医薬品を列
挙し、説明できる。E5(3)3(技能)

DDSのターゲティングについて代表的な技術と医薬品を列挙し、説
明できる。E5(3)3(技能)

DDSの吸収改善について代表的な技術と医薬品を列挙し、説明でき
る。E5(3)4(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

講義では教科書に記載されている内容を、配布プリントやパワーポ
イント、画像、動画、製剤の実物を用いて講義する。各項目におい
て演習問題を配布するので、項目の講義終了後演習問題を用いて習
得の度合いを認識し、修得度が低い場合は復習しておく必要があ
る。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の講義範囲を予習し、復習することは重要であるが、最も重要
なのは、講義中に集中することである。
配布プリントやMoodle上の配布資料を用いて予習し、講義内容を理
解できているか、配布プリントの演習問題やMoodle上の確認テスト
を用いて復習すること (90分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各項目の達成度は、コアカリキュラムの到達目標を達成している
か、定期試験(100％)の結果で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「製剤化のサイエンス」改訂8版　ネオメディカル　2017年
および配布プリント

◎－－－　参考書　－－－◎

図解で学ぶDDS 第2版　ISBN 978-4840748889
分子薬物動態学　ISBN 978-4525723712
Aulton's Pharmaceutics 5th Edition　ISBN 978-0702070051

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 注射により投与する製剤 (松永) E5(2)2-4
2. 注射により投与する製剤の製造法と滅菌 (松永) E5(2)2-4
3. 剤形 気管支・肺に適用する製剤 (松永) E5(2)1-3
4. 剤形 目・耳・鼻・直腸・膣に適用する製剤 (松永) E5(2)
1-3,6
5. 剤形 皮膚に適用する製剤 (松永) E5(2)1-5
6. 剤形 皮膚に適用する製剤の製造法と基剤 (松永) E5(2)1-5
アドバンスト
7. コントロールドリリース 放出制御型製剤1 (松永) E5(3)
2-1,2
8. コントロールドリリース 放出制御型製剤2 (松永) E5(3)
2-2,3 アドバンスト
9. プロドラッグ (髙田) E4(1)4-4 アドバンスト
10. ターゲティング 標的指向化1 (髙田) E5(3)3-1
11. ターゲティング 標的指向化2 (髙田) E5(3)3-2
12. ドラッグキャリアー (髙田) E5(3)3-3 アドバンスト
13. 吸収改善 生体膜透過促進法 (髙田) E5(3)4-1
14. 吸収改善 生体膜透過促進法2 (髙田) E5(3)4-2,3
15. 次世代DDS (髙田) E5(3)3-3 アドバンスト
記号は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番号

◎－－－　URL　－－－◎

創剤学教室
(http://www.pha.fukuoka-u.ac.jp/user/sozai/)



2019-9030000714-01薬物送達学「P-a」（科目番号：4Y1）

髙田　二郎、松永　和久

◎薬  :B-3

1.注射により投与する製剤の種類とその特性について説明できる。E5(2)1　
(B-3)

2.粘膜に適用する代表的な製剤 (吸入剤や点眼剤など) の種類とその特性につい
て説明できる。E5(2)1　(B-3)

3.皮膚に適用する代表的な製剤の種類とその特性について説明できる。E5(2)1
　(B-3)

4.薬物送達システム (DDS) について代表的な技術と医薬品を列挙し、説明でき
る (プロドラッグを含む)。E5(3)1 E4(1)4-4　(B-3)

5.DDSのコントロールドリリースについて代表的な技術と医薬品を列挙し、説
明できる。E5(3)3　(B-3)

6.DDSのターゲティングについて代表的な技術と医薬品を列挙し、説明でき
る。E5(3)3　(B-3)

7.DDSの吸収改善について代表的な技術と医薬品を列挙し、説明できる。E5(3)
4　(B-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。



2019-9030000714-02薬物送達学「P-b」（科目番号：4Y1）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　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　　

髙田　二郎、松永　和久

◎－－－　一般目標　－－－◎

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。本講義では、種々のDDS手法について解説し、DDSに関する
基本的知識を修得する。DDSを利用した製剤は臨床でも広く用いら
れており、薬剤師に必須の知識である。
　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「E5製剤化のサイエンス」に沿って講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

注射により投与する製剤の種類とその特性について説明できる。E5
(2)1(技能)

粘膜に適用する代表的な製剤 (吸入剤や点眼剤など) の種類とその特
性について説明できる。E5(2)1(技能)

皮膚に適用する代表的な製剤の種類とその特性について説明でき
る。E5(2)1(技能)

薬物送達システム (DDS) について代表的な技術と医薬品を列挙し、
説明できる (プロドラッグを含む)。E5(3)1 E4(1)4-4(技能)

DDSのコントロールドリリースについて代表的な技術と医薬品を列
挙し、説明できる。E5(3)3(技能)

DDSのターゲティングについて代表的な技術と医薬品を列挙し、説
明できる。E5(3)3(技能)

DDSの吸収改善について代表的な技術と医薬品を列挙し、説明でき
る。E5(3)4(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

講義では教科書に記載されている内容を、配布プリントやパワーポ
イント、画像、動画、製剤の実物を用いて講義する。各項目におい
て演習問題を配布するので、項目の講義終了後演習問題を用いて習
得の度合いを認識し、修得度が低い場合は復習しておく必要があ
る。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の講義範囲を予習し、復習することは重要であるが、最も重要
なのは、講義中に集中することである。
配布プリントやMoodle上の配布資料を用いて予習し、講義内容を理
解できているか、配布プリントの演習問題やMoodle上の確認テスト
を用いて復習すること (90分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各項目の達成度は、コアカリキュラムの到達目標を達成している
か、定期試験(100％)の結果で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「製剤化のサイエンス」改訂8版　ネオメディカル　2017年
および配布プリント

◎－－－　参考書　－－－◎

図解で学ぶDDS 第2版　ISBN 978-4840748889
分子薬物動態学　ISBN 978-4525723712
Aulton's Pharmaceutics 5th Edition　ISBN 978-0702070051

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 注射により投与する製剤 (松永) E5(2)2-4
2. 注射により投与する製剤の製造法と滅菌 (松永) E5(2)2-4
3. 剤形 気管支・肺に適用する製剤 (松永) E5(2)1-3
4. 剤形 目・耳・鼻・直腸・膣に適用する製剤 (松永) E5(2)
1-3,6
5. 剤形 皮膚に適用する製剤 (松永) E5(2)1-5
6. 剤形 皮膚に適用する製剤の製造法と基剤 (松永) E5(2)1-5
アドバンスト
7. コントロールドリリース 放出制御型製剤1 (松永) E5(3)
2-1,2
8. コントロールドリリース 放出制御型製剤2 (松永) E5(3)
2-2,3 アドバンスト
9. プロドラッグ (髙田) E4(1)4-4 アドバンスト
10. ターゲティング 標的指向化1 (髙田) E5(3)3-1
11. ターゲティング 標的指向化2 (髙田) E5(3)3-2
12. ドラッグキャリアー (髙田) E5(3)3-3 アドバンスト
13. 吸収改善 生体膜透過促進法 (髙田) E5(3)4-1
14. 吸収改善 生体膜透過促進法2 (髙田) E5(3)4-2,3
15. 次世代DDS (髙田) E5(3)3-3 アドバンスト
記号は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番号

◎－－－　URL　－－－◎

創剤学教室
(http://www.pha.fukuoka-u.ac.jp/user/sozai/)



2019-9030000714-02薬物送達学「P-b」（科目番号：4Y1）

髙田　二郎、松永　和久

◎薬  :B-3

1.注射により投与する製剤の種類とその特性について説明できる。E5(2)1　
(B-3)

2.粘膜に適用する代表的な製剤 (吸入剤や点眼剤など) の種類とその特性につい
て説明できる。E5(2)1　(B-3)

3.皮膚に適用する代表的な製剤の種類とその特性について説明できる。E5(2)1
　(B-3)

4.薬物送達システム (DDS) について代表的な技術と医薬品を列挙し、説明でき
る (プロドラッグを含む)。E5(3)1 E4(1)4-4　(B-3)

5.DDSのコントロールドリリースについて代表的な技術と医薬品を列挙し、説
明できる。E5(3)3　(B-3)

6.DDSのターゲティングについて代表的な技術と医薬品を列挙し、説明でき
る。E5(3)3　(B-3)

7.DDSの吸収改善について代表的な技術と医薬品を列挙し、説明できる。E5(3)
4　(B-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。



2019-9030000709-01化学系実習Ⅲ（科目番号：3C6）

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：実習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・３時限～５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

田川　義展、古舘　信（西脇　香）

◎－－－　一般目標　－－－◎

いくつかの医薬品合成を実験例として基本的原理や操作技術を理解習得す
る。合成実験を通して医薬品の合成化学的側面の理解を深める。実習実験
で得た基本的知識から他の関連する化学的事項を理解説明できるようにす
ることも目標とする。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「化学物質の性質と反応(C3)」「生体分子・医薬品の
化学による理解(C4)」にそって行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 化学実験には観察力と注意力が必要であることを理解し説明できる。(準
備教育)(態度・志向性)

2. 実習の各実験項目を理解し、操作技術や反応を理解し説明できる。(準備
教育)(態度・志向性)

3. 実験に必要な反応装置を正しく組み立て、必用な器具類を理解し正しく
使用できる。(準備教育)(態度・志向性)

4. スルホンアミドなどの官能基の性質を説明でき、性質を利用した分離精
製を実施できる。(C3(3)①1, C4(3)④3)(態度・志向性)

5. カルボン酸誘導体の基本的性質と反応性を説明できる。(C3(3)④2-3)(態
度・志向性)

6. アルコール、カルボン酸などの性質を比較して実験操作を説明できる。
(C3(3)⑦1)(態度・志向性)

7. 実験に関連する官能基を有する医薬品例をあげ説明できる。(アドバンス
ト)(態度・志向性)

8. 実験及び関連する反応を電子の動きを示す矢印で示し説明でき、練習問
題が理解できる。(アドバンスト)(態度・志向性)

◎－－－　学習方法　－－－◎

担当教官の指導指示に従って実習を行う。実習指針に従って実験を行う
が、事前に実習指針をよく読んで予習しておくこと。 実習開始前に、担当
教官が実験の方法および注意点などについて詳細に説明する。実習後には
レポートの提出を求める。実習中は実習指針に従い、実験やデータ測定を
行い、配布する練習問題などを解く。実習終了日には実習内容の把握の程
度を確認する試験を行う。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前に実習する項目について、実習指針や関連する参考書を用いて予習を
行い実習内容を把握しておくこと。また、行った実習は実習指針や実習
ノートなどの記録を参考に復習を行い理解すること。また配布した練習問
題の問題を解いておくこと。(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

化合物の構造式については、基本骨格、官能基の表記や配置が正確に表現
されているか、また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。
平常点(約65%)、実習試験(20%)、レポート評価(約15%)を目安として総合的
に評価する。平常点については、実習態度なども考慮する。平常点、レ
ポートについてはルーブリック評価を利用する。
上記の成績評価基準は、原則として全て出席することを前提としている。

◎－－－　テキスト　－－－◎

実習指針や練習問題などを実習初日に配布して使用する。

◎－－－　参考書　－－－◎

柴﨑正勝、赤池昭紀、橋田充 監修「化学構造と薬理作用(医薬品を化学的
に読む)」第二版　廣川書店　2015年　4500円　ISBN978-4-567-46241-9
第十七改正日本薬局方解説書　廣川書店　38000円　
ISBN978-4-567-01533-2
The Merck Iｎdex　ISBN978-0-911910-00-1

◎－－－　授業計画　－－－◎

合成反応における反応生成物の単離精製や確認等の実験を
行うことで、医薬品合成や反応を理解することを目的とし
ている。次の項目内容にて実習を行う。
1. 一般的注意と実習に対する心構え(準備教育)
2. 事故の予防と処置や試薬の取り扱い(準備教育)
3. 実験装置の組み立てや生成物の単離精製(準備教育)
4. プロベネシドの合成(C3(3)①1, ④2, C4(3)④3)
5. アミノ安息香酸エチルの合成(C3(3)①1, ④2-3)
6. 安息香酸メチルのアルカリ加水分解(C3(3)①1, ⑦1)
7. 生成物の同定、レポートの作成と提出(アドバンスト)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

危険な薬品もあるので、実験に際しては最大の注意をもっ
て臨むこと。
実習室で出席調査を行うので遅刻しないこと。
実験廃液の処理や危険回避の方法などについては、指導教
官の指示を守ること。
実習を理解するためには、有機化学に関連する構造式や官
能基の表記法などに関する基本的な知識を有する事が望ま
しい。



2019-9030000709-01化学系実習Ⅲ（科目番号：3C6）

田川　義展、古舘　信（西脇　香）

◎薬  :C-2

1.1. 化学実験には観察力と注意力が必要であることを理解し説明できる。(準備
教育)　(C-2)

2.2. 実習の各実験項目を理解し、操作技術や反応を理解し説明できる。(準備教
育)　(C-2)

3.3. 実験に必要な反応装置を正しく組み立て、必用な器具類を理解し正しく使
用できる。(準備教育)　(C-2)

4.4. スルホンアミドなどの官能基の性質を説明でき、性質を利用した分離精製
を実施できる。(C3(3)①1, C4(3)④3)　(C-2)

5.5. カルボン酸誘導体の基本的性質と反応性を説明できる。(C3(3)④2-3)　(C-2)

6.6. アルコール、カルボン酸などの性質を比較して実験操作を説明できる。(C3
(3)⑦1)　(C-2)

7.7. 実験に関連する官能基を有する医薬品例をあげ説明できる。(アドバンス
ト)　(C-2)

8.8. 実験及び関連する反応を電子の動きを示す矢印で示し説明でき、練習問題
が理解できる。(アドバンスト)　(C-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。



2019-9030000685-01創薬化学Ⅱ「P-a」（科目番号：3C3）

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

田川　義展

◎－－－　一般目標　－－－◎

医薬品の化学的および生物学的考察力を深めるために、薬局方医薬品や
最近汎用される代表的医薬品を中心に、発展の経過、化学構造の特徴と
薬理作用、用途などを理解習得することを目標とする。 本講義では、中
枢神経系に作用する薬物、抗炎症薬、抗アレルギー薬 、循環器系、ある
いは代謝系などに作用する代表的薬物の化学構造と生物活性に関連する
基本的知識を習得する。いくつかの代表的薬物についての合成などに関
する基本的知識を習得する。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「化学物質の性質と反応(C3)」「生体分
子・医薬品の化学による理解(C4)」「薬理・病態・薬物治療(E2)」に
そって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 全身麻酔薬や催眠薬の代表的例と構造式を理解し説明できる。(E2(1)
④1)(知識・理解)

2. 統合失調症治療薬の代表的薬物例と構造式を理解し説明できる。(E2
(1)④1)(知識・理解)

3. 抗不安薬、抗うつ薬の代表的例と構造式を理解し説明できる。(E2(1)
④1)(知識・理解)

4. 抗てんかん薬、パーキンソン病治療薬の代表的例と構造式を理解し説
明できる。(E2(1)④1)(知識・理解)

5. 麻薬性鎮痛薬の代表的例と構造式を理解し説明できる。(E2(1)④1)(知
識・理解)

6. 抗炎症薬、抗アレルギー薬、循環器系に作用する代表的医薬品の例と
構造式を理解し説明できる。(E2(2)④1, (3)④1)(知識・理解)

7. 呼吸器や消化器系、代謝系や内分泌系に作用する代表的医薬品例と構
造式を理解し説明できる。(E2(4)③1, (5)③1)(知識・理解)

8. 代表的医薬品の合成例について、複素環や官能基の性質や反応性を理
解し説明できる。(C3(1)②1-8, (3)①1, ⑤1)(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

主にテキストを使用して、スライドによる講義形式で行う。テキストで
不十分な項目については資料などを配布する。必要に応じて練習問題を
利用する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習は、講義前にテキストを読んでおいて、疑問点や理解できない語句
等をチェックしておき、講義の時に解決すること。(90分)
復習は、テキスト、ノート及びプリントを用いて多角的におこなうこ
と。(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

化学的事項については、構造式の基本骨格や官能基が正確に表現・配置
されているかを評価基準とする。薬理学的事項については、正しい用語
で表現・表記されているかを評価基準とする。出席態度(10%)と定期試験
(90%)の成績で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

日比野俐、石倉稔、北川幸己、須本國弘、波多江典之 編集　「新編　医
薬化学」第一版　廣川書店　2018年　5000円　ISBN978-4-567-46156-6

◎－－－　参考書　－－－◎

柴﨑正勝、赤池昭紀、橋田充 監修「化学構造と薬理作用(医薬品を化学
的に読む)」第二版　廣川書店　2015年　4500円　ISBN978-4-567-46241-9
第十七改正日本薬局方解説書　廣川書店　38000円　
ISBN978-4-567-01533-2

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 全身麻酔薬、催眠薬(E2(1)④1)
2. 統合失調症治療薬 、抗不安薬(E2(1)④1, C4(3)⑤4)
3. 抗うつ薬、抗てんかん薬(E2(1)④1, C3(5)①5)
4. パーキンソン病治療薬(E2(1)④1)
5. 麻薬性鎮痛薬、アルツハイマー治療薬など(E2(1)④1, C4
(3)⑤5)
6. 抗炎症薬(E2(2)④1, C4(3)④2)
7. 抗アレルギー薬(抗ヒスタミン薬、アレルギー性疾患治
療薬など)(E2(2)④1)
8. 循環器系に作用する医薬品I：抗不整脈薬、心不全治療
薬など(E2(3)④1, C4(3)⑤3)
9. 循環器系に作用する医薬品II：高血圧治療薬、利尿薬な
ど(E2(3)④1, C4(3)④3,⑦1)
10. 呼吸器系に作用する医薬品(E2(4)③1)
11. 消化器系に作用する医薬品(E2(4)③1, アドバンスト)
12. その他代謝系や内分泌系などに作用する医薬品(E2(5)
③1, (6)④1, C4(3)④1, 6)
13. 医薬品の合成(C3(1)②1-8, (3)①1, ⑤1, アドバンスト)
14. 医薬品の合成(C3(1)②1-8, (3)①1, ⑤1, アドバンスト)
15. 医薬品の合成(C3(1)②1-8, (3)①1, ⑤1, アドバンスト)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

薬物の構造式を理解するためには、有機化学に関連する命
名法、構造式や官能基の表記法、あるいは立体化学などに
関する基本的な知識を有する事が望ましい。



2019-9030000685-01創薬化学Ⅱ「P-a」（科目番号：3C3）

田川　義展

◎薬  :A-1,A-2

1.1. 全身麻酔薬や催眠薬の代表的例と構造式を理解し説明できる。(E2(1)④1)　
(A-2)

2.2. 統合失調症治療薬の代表的薬物例と構造式を理解し説明できる。(E2(1)④1)
　(A-2)

3.3. 抗不安薬、抗うつ薬の代表的例と構造式を理解し説明できる。(E2(1)④1)　
(A-2)

4.4. 抗てんかん薬、パーキンソン病治療薬の代表的例と構造式を理解し説明で
きる。(E2(1)④1)　(A-2)

5.5. 麻薬性鎮痛薬の代表的例と構造式を理解し説明できる。(E2(1)④1)　(A-2)

6.6. 抗炎症薬、抗アレルギー薬、循環器系に作用する代表的医薬品の例と構造
式を理解し説明できる。(E2(2)④1, (3)④1)　(A-2)

7.7. 呼吸器や消化器系、代謝系や内分泌系に作用する代表的医薬品例と構造式
を理解し説明できる。(E2(4)③1, (5)③1)　(A-2)

8.8. 代表的医薬品の合成例について、複素環や官能基の性質や反応性を理解し
説明できる。(C3(1)②1-8, (3)①1, ⑤1)　(A-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。



2019-9030000685-02創薬化学Ⅱ「P-b」（科目番号：3C3）

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

田川　義展

◎－－－　一般目標　－－－◎

医薬品の化学的および生物学的考察力を深めるために、薬局方医薬品や
最近汎用される代表的医薬品を中心に、発展の経過、化学構造の特徴と
薬理作用、用途などを理解習得することを目標とする。 本講義では、中
枢神経系に作用する薬物、抗炎症薬、抗アレルギー薬 、循環器系、ある
いは代謝系などに作用する代表的薬物の化学構造と生物活性に関連する
基本的知識を習得する。いくつかの代表的薬物についての合成などに関
する基本的知識を習得する。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「化学物質の性質と反応(C3)」「生体分
子・医薬品の化学による理解(C4)」「薬理・病態・薬物治療(E2)」に
そって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 全身麻酔薬や催眠薬の代表的例と構造式を理解し説明できる。(E2(1)
④1)(知識・理解)

2. 統合失調症治療薬の代表的薬物例と構造式を理解し説明できる。(E2
(1)④1)(知識・理解)

3. 抗不安薬、抗うつ薬の代表的例と構造式を理解し説明できる。(E2(1)
④1)(知識・理解)

4. 抗てんかん薬、パーキンソン病治療薬の代表的例と構造式を理解し説
明できる。(E2(1)④1)(知識・理解)

5. 麻薬性鎮痛薬の代表的例と構造式を理解し説明できる。(E2(1)④1)(知
識・理解)

6. 抗炎症薬、抗アレルギー薬、循環器系に作用する代表的医薬品の例と
構造式を理解し説明できる。(E2(2)④1, (3)④1)(知識・理解)

7. 呼吸器や消化器系、代謝系や内分泌系に作用する代表的医薬品例と構
造式を理解し説明できる。(E2(4)③1, (5)③1)(知識・理解)

8. 代表的医薬品の合成例について、複素環や官能基の性質や反応性を理
解し説明できる。(C3(1)②1-8, (3)①1, ⑤1)(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

主にテキストを使用して、スライドによる講義形式で行う。テキストで
不十分な項目については資料などを配布する。必要に応じて練習問題を
利用する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習は、講義前にテキストを読んでおいて、疑問点や理解できない語句
等をチェックしておき、講義の時に解決すること。(90分)
復習は、テキスト、ノート及びプリントを用いて多角的におこなうこ
と。(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

化学的事項については、構造式の基本骨格や官能基が正確に表現・配置
されているかを評価基準とする。薬理学的事項については、正しい用語
で表現・表記されているかを評価基準とする。出席態度(10%)と定期試験
(90%)の成績で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

日比野俐、石倉稔、北川幸己、須本國弘、波多江典之 編集　「新編　医
薬化学」第一版　廣川書店　2018年　5000円　ISBN978-4-567-46156-6

◎－－－　参考書　－－－◎

柴﨑正勝、赤池昭紀、橋田充 監修「化学構造と薬理作用(医薬品を化学
的に読む)」第二版　廣川書店　2015年　4500円　ISBN978-4-567-46241-9
第十七改正日本薬局方解説書　廣川書店　38000円　
ISBN978-4-567-01533-2

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 全身麻酔薬、催眠薬(E2(1)④1)
2. 統合失調症治療薬 、抗不安薬(E2(1)④1, C4(3)⑤4)
3. 抗うつ薬、抗てんかん薬(E2(1)④1, C3(5)①5)
4. パーキンソン病治療薬(E2(1)④1)
5. 麻薬性鎮痛薬、アルツハイマー治療薬など(E2(1)④1, C4
(3)⑤5)
6. 抗炎症薬(E2(2)④1, C4(3)④2)
7. 抗アレルギー薬(抗ヒスタミン薬、アレルギー性疾患治
療薬など)(E2(2)④1)
8. 循環器系に作用する医薬品I：抗不整脈薬、心不全治療
薬など(E2(3)④1, C4(3)⑤3)
9. 循環器系に作用する医薬品II：高血圧治療薬、利尿薬な
ど(E2(3)④1, C4(3)④3,⑦1)
10. 呼吸器系に作用する医薬品(E2(4)③1)
11. 消化器系に作用する医薬品(E2(4)③1, アドバンスト)
12. その他代謝系や内分泌系などに作用する医薬品(E2(5)
③1, (6)④1, C4(3)④1, 6)
13. 医薬品の合成(C3(1)②1-8, (3)①1, ⑤1, アドバンスト)
14. 医薬品の合成(C3(1)②1-8, (3)①1, ⑤1, アドバンスト)
15. 医薬品の合成(C3(1)②1-8, (3)①1, ⑤1, アドバンスト)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

薬物の構造式を理解するためには、有機化学に関連する命
名法、構造式や官能基の表記法、あるいは立体化学などに
関する基本的な知識を有する事が望ましい。



2019-9030000685-02創薬化学Ⅱ「P-b」（科目番号：3C3）

田川　義展

◎薬  :A-1,A-2

1.1. 全身麻酔薬や催眠薬の代表的例と構造式を理解し説明できる。(E2(1)④1)　
(A-2)

2.2. 統合失調症治療薬の代表的薬物例と構造式を理解し説明できる。(E2(1)④1)
　(A-2)

3.3. 抗不安薬、抗うつ薬の代表的例と構造式を理解し説明できる。(E2(1)④1)　
(A-2)

4.4. 抗てんかん薬、パーキンソン病治療薬の代表的例と構造式を理解し説明で
きる。(E2(1)④1)　(A-2)

5.5. 麻薬性鎮痛薬の代表的例と構造式を理解し説明できる。(E2(1)④1)　(A-2)

6.6. 抗炎症薬、抗アレルギー薬、循環器系に作用する代表的医薬品の例と構造
式を理解し説明できる。(E2(2)④1, (3)④1)　(A-2)

7.7. 呼吸器や消化器系、代謝系や内分泌系に作用する代表的医薬品例と構造式
を理解し説明できる。(E2(4)③1, (5)③1)　(A-2)

8.8. 代表的医薬品の合成例について、複素環や官能基の性質や反応性を理解し
説明できる。(C3(1)②1-8, (3)①1, ⑤1)　(A-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。



2019-9030000721-01創薬化学Ⅲ「P-a」（科目番号：4C2）

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

田川　義展

◎－－－　一般目標　－－－◎

医薬品の化学的及び生物学的考察力を深めるために、局方収載医薬品
などを中心に、合成法だけに限らず、発展の過程、化学構造、用途な
どを理解習得する。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「化学物質の性質と反応(C3)」「生体分
子・医薬品の化学による理解(C4)」「自然が生み出す薬物(C5)」「薬
理・病態・薬物治療(E2)」にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 代表的な薬害の例について、その原因と社会的背景を説明し、これ
らを回避するための手段を討議できる。(知識・理解)

2. 各医薬品の作用機序、主作用及び副作用を簡潔に述べることができ
る。(知識・理解)

3. 各医薬品の化学構造を示し、その名称、基本骨格、化学的性質及び
構造上の特徴を説明できる。(C3(1)②)(知識・理解)

4. ホルモン及びその関連医薬品を説明することができる。(E2(5)③)
(知識・理解)

5. 代謝系に関連する治療薬を説明することができる。(E2(5)③)(知
識・理解)

6. 感染症治療薬を説明することができる。(C4(3)④, C5(2)②, E2(7)①,
④-⑤, E2(7)⑩1)(知識・理解)

7. 抗悪性腫瘍薬を説明することができる。(C4(3)④, ⑥, E2(7)⑧, E2(7)
⑩1)(知識・理解)

8. バイオ医薬品を説明することができる。(E2(8)①-③)(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

主にテキストを使用して、スライドによる講義形式で行う。テキスト
で不十分な項目については資料などを配布する。必要に応じて練習問
題を利用する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習は、講義前にテキストを読んでおいて、疑問点や理解できない語
句等をチェックしておき、講義の時に解決すること。(90分)
復習は、テキスト、ノート及びプリントを用いて多角的におこなうこ
と。(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

化学的事項については、構造式の基本骨格や官能基が正確に表現・配
置されているかを評価基準とする。薬理学的事項については、正しい
用語で表現・表記されているかを評価基準とする。出席態度(10%)と
定期試験(90%)の成績で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

日比野俐、石倉稔、北川幸己、須本國弘、波多江典之 編集　「新編
　医薬化学」第一版　廣川書店　2018年　5000円　
ISBN978-4-567-46156-6

◎－－－　参考書　－－－◎

柴﨑正勝、赤池昭紀、橋田充 監修「化学構造と薬理作用(医薬品を化
学的に読む)」第二版　廣川書店　2015年　4500円　
ISBN978-4-567-46241-9
第十七改正日本薬局方解説書　廣川書店　38000円　
ISBN978-4-567-01533-2

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. ホルモン及びその関連医薬品(E2(5)③)
2. ホルモン及びその関連医薬品(E2(5)③)
3. ホルモン及びその関連医薬品(E2(5)③)
4. 代謝系に関連する治療薬(E2(5)③)
5. 代謝系に関連する治療薬(E2(5)③)
6. 代謝系に関連する治療薬(E2(5)③)
7. 感染症治療薬(C4(3)④, C5(2)②, E2(7)①, ④-⑤)
8. 感染症治療薬(C4(3)④, C5(2)②, E2(7)①, ④-⑤)
9. 感染症治療薬(C4(3)④, C5(2)②, E2(7)①, ④-⑤)
10. 抗悪性腫瘍薬(C4(3)④, ⑥, E2(7)⑧)
11. 抗悪性腫瘍薬(C4(3)④, ⑥, E2(7)⑧)
12. 抗悪性腫瘍薬(C4(3)④, ⑥, E2(7)⑧)
13. 抗悪性腫瘍薬(C4(3)④, ⑥, E2(7)⑧)
14. バイオ医薬品(E2(8)①-③)
15. バイオ医薬品(E2(8)①-③)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

薬物の構造式を理解するためには、有機化学に関連する命
名法、構造式や官能基の表記法、あるいは立体化学などに
関する基本的な知識を有する事が望ましい。



2019-9030000721-01創薬化学Ⅲ「P-a」（科目番号：4C2）

田川　義展

◎薬  :A-1,A-2

1.1. 代表的な薬害の例について、その原因と社会的背景を説明し、これらを回
避するための手段を討議できる。　(A-2)

2.2. 各医薬品の作用機序、主作用及び副作用を簡潔に述べることができる。　
(A-2)

3.3. 各医薬品の化学構造を示し、その名称、基本骨格、化学的性質及び構造上
の特徴を説明できる。(C3(1)②)　(A-1)

4.4. ホルモン及びその関連医薬品を説明することができる。(E2(5)③)　(A-2)

5.5. 代謝系に関連する治療薬を説明することができる。(E2(5)③)　(A-2)

6.6. 感染症治療薬を説明することができる。(C4(3)④, C5(2)②, E2(7)①, ④-⑤,
E2(7)⑩1)　(A-2)

7.7. 抗悪性腫瘍薬を説明することができる。(C4(3)④, ⑥, E2(7)⑧, E2(7)⑩1)　
(A-2)

8.8. バイオ医薬品を説明することができる。(E2(8)①-③)　(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。



2019-9030000721-02創薬化学Ⅲ「P-b」（科目番号：4C2）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・３時限　　試験時間割：後日発表　　

田川　義展

◎－－－　一般目標　－－－◎

医薬品の化学的及び生物学的考察力を深めるために、局方収載医薬品
などを中心に、合成法だけに限らず、発展の過程、化学構造、用途な
どを理解習得する。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「化学物質の性質と反応(C3)」「生体分
子・医薬品の化学による理解(C4)」「自然が生み出す薬物(C5)」「薬
理・病態・薬物治療(E2)」にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 代表的な薬害の例について、その原因と社会的背景を説明し、これ
らを回避するための手段を討議できる。(知識・理解)

2. 各医薬品の作用機序、主作用及び副作用を簡潔に述べることができ
る。(知識・理解)

3. 各医薬品の化学構造を示し、その名称、基本骨格、化学的性質及び
構造上の特徴を説明できる。(C3(1)②)(知識・理解)

4. ホルモン及びその関連医薬品を説明することができる。(E2(5)③)
(知識・理解)

5. 代謝系に関連する治療薬を説明することができる。(E2(5)③)(知
識・理解)

6. 感染症治療薬を説明することができる。(C4(3)④, C5(2)②, E2(7)①,
④-⑤, E2(7)⑩1)(知識・理解)

7. 抗悪性腫瘍薬を説明することができる。(C4(3)④, ⑥, E2(7)⑧, E2(7)
⑩1)(知識・理解)

8. バイオ医薬品を説明することができる。(E2(8)①-③)(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

主にテキストを使用して、スライドによる講義形式で行う。テキスト
で不十分な項目については資料などを配布する。必要に応じて練習問
題を利用する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習は、講義前にテキストを読んでおいて、疑問点や理解できない語
句等をチェックしておき、講義の時に解決すること。(90分)
復習は、テキスト、ノート及びプリントを用いて多角的におこなうこ
と。(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

化学的事項については、構造式の基本骨格や官能基が正確に表現・配
置されているかを評価基準とする。薬理学的事項については、正しい
用語で表現・表記されているかを評価基準とする。出席態度(10%)と
定期試験(90%)の成績で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

日比野俐、石倉稔、北川幸己、須本國弘、波多江典之 編集　「新編
　医薬化学」第一版　廣川書店　2018年　5000円　
ISBN978-4-567-46156-6

◎－－－　参考書　－－－◎

柴﨑正勝、赤池昭紀、橋田充 監修「化学構造と薬理作用(医薬品を化
学的に読む)」第二版　廣川書店　2015年　4500円　
ISBN978-4-567-46241-9
第十七改正日本薬局方解説書　廣川書店　38000円　
ISBN978-4-567-01533-2

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. ホルモン及びその関連医薬品(E2(5)③)
2. ホルモン及びその関連医薬品(E2(5)③)
3. ホルモン及びその関連医薬品(E2(5)③)
4. 代謝系に関連する治療薬(E2(5)③)
5. 代謝系に関連する治療薬(E2(5)③)
6. 代謝系に関連する治療薬(E2(5)③)
7. 感染症治療薬(C4(3)④, C5(2)②, E2(7)①, ④-⑤)
8. 感染症治療薬(C4(3)④, C5(2)②, E2(7)①, ④-⑤)
9. 感染症治療薬(C4(3)④, C5(2)②, E2(7)①, ④-⑤)
10. 抗悪性腫瘍薬(C4(3)④, ⑥, E2(7)⑧)
11. 抗悪性腫瘍薬(C4(3)④, ⑥, E2(7)⑧)
12. 抗悪性腫瘍薬(C4(3)④, ⑥, E2(7)⑧)
13. 抗悪性腫瘍薬(C4(3)④, ⑥, E2(7)⑧)
14. バイオ医薬品(E2(8)①-③)
15. バイオ医薬品(E2(8)①-③)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

薬物の構造式を理解するためには、有機化学に関連する命
名法、構造式や官能基の表記法、あるいは立体化学などに
関する基本的な知識を有する事が望ましい。



2019-9030000721-02創薬化学Ⅲ「P-b」（科目番号：4C2）

田川　義展

◎薬  :A-1,A-2

1.1. 代表的な薬害の例について、その原因と社会的背景を説明し、これらを回
避するための手段を討議できる。　(A-2)

2.2. 各医薬品の作用機序、主作用及び副作用を簡潔に述べることができる。　
(A-2)

3.3. 各医薬品の化学構造を示し、その名称、基本骨格、化学的性質及び構造上
の特徴を説明できる。(C3(1)②)　(A-1)

4.4. ホルモン及びその関連医薬品を説明することができる。(E2(5)③)　(A-2)

5.5. 代謝系に関連する治療薬を説明することができる。(E2(5)③)　(A-2)

6.6. 感染症治療薬を説明することができる。(C4(3)④, C5(2)②, E2(7)①, ④-⑤,
E2(7)⑩1)　(A-2)

7.7. 抗悪性腫瘍薬を説明することができる。(C4(3)④, ⑥, E2(7)⑧, E2(7)⑩1)　
(A-2)

8.8. バイオ医薬品を説明することができる。(E2(8)①-③)　(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。



2019-9030000698-01薬学物理化学Ⅲ「P-a」（科目番号：3P1）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　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　　

堤　広之

◎－－－　一般目標　－－－◎

　物質の変換過程を理解するために、反応速度論に関する基礎的事項を習
得する。
　反応速度論とは、反応物または生成物の濃度（量）と時間に関する実験
データを解析して、反応の速度や反応機構を解明するための学問であり、
製剤設計や医薬品の安定性・有効性の評価そして投与薬物の吸収・代謝・
排泄等の薬物動態の解析に不可欠な理論である。
　本講義では、反応速度式の基本的な定義、代表的な反応速度式の決定
法、複雑な反応の特徴について学習する。また、反応速度に影響を与える
温度や触媒などの諸因子およびその解析法に関する基本的知識と技能を習
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「C1 物質の物理的性質」にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

反応次数と速度定数について説明できる。(C1(3)1-1)(知識・理解)

微分型速度式を積分型速度式に変換できる。(C1(3)1-2)(知識・理解)

代表的な反応次数の決定法を列挙し、説明できる。(C1(3)1-3)(知識・理解)

代表的な（擬）一次反応の反応速度から、速度定数を求めることが出来
る。(C1(3)1-4)(知識・理解)

代表的な複合反応（可逆反応、平行反応、連続反応）の特徴について説明
できる。(C1(3)1-5)(知識・理解)

反応速度と温度との関係を説明できる。(C1(3)1-6)(知識・理解)

代表的な触媒反応（酸・塩基触媒反応、酵素反応）について説明できる。
(C1(3)1-7)(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　専門用語および数式を正しく理解し、速度式を導くことができるように
する。数式や図表が多く、講義は数式による説明が主となる。資料を配布
するので、それを十分活用すること。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

○数式の意味が分かるようになることが重要である。
○単位の次元を理解することが重要である。
○予習で専門用語をチェックし、授業でその意味を理解する。
○小テストを実施することがあるので、演習問題を解いてよく復習してお
く。
（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　数式を理解しそれを応用できることを基本とし、到達目標の項目を達成
しているかどうかを評価の基準とする。定期試験の成績を100 %として評
価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

1.　コンパス物理化学　改訂第２版：南江堂　￥4,400 + 税 ISBN
9784524403158　
2.　薬学物理化学演習（第３版）：廣川書店　￥5,000 + 税 ISBN
9784567222921　
（これらのテキストは薬学物理化学Ⅰ、Ⅱ、Ⅳにも使用）

◎－－－　参考書　－－－◎

スタンダード薬学シリーズⅡ2「物理系薬学Ⅰ 物質の物理的性質」：日本
薬学会編　東京化学同人　ISBN 9784807917020
薬学物理化学緒（第５版）：廣川書店　　ISBN 9784567211512
Innovated物理化学大義－事象と理論の融合－：京都廣川書店　ISBN
9784901789417

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 反応速度式（C1(3)1-1）
2. 反応次数と反応速度式Ⅰ（C1(3)1-2）
3. 反応次数と反応速度式Ⅱ（C1(3)1-3）
4. 反応次数と反応速度式Ⅲ（C1(3)1-4）
5. みかけの反応速度Ⅰ（アドバンスト）
6. みかけの反応速度Ⅱ（アドバンスト）
7. 複合反応（可逆反応）（C1(3)1-5）
8. 複合反応（平行反応）（C1(3)1-5）
9. 複合反応（連続反応）（C1(3)1-5）
10. 生体反応の速度論（C1(3)1-5、アドバンスト）
11. 反応速度の温度依存性（C1(3)1-6）
12. 反応座標と活性化エネルギー（アドバンスト）
13. 衝突理論と遷移状態理論（アドバンスト）
14. 触媒反応Ⅰ（C1(3)1-7）
15. 触媒反応Ⅱ（C1(3)1-7）
（　　）内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO
番号

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　単に暗記するよりも理解することが大事です。反応速度
論を用いて、実際の薬物分解や体内動態を解析することが
できるようになりましょう。



2019-9030000698-01薬学物理化学Ⅲ「P-a」（科目番号：3P1）

堤　広之

◎薬  :A-1,A-2

1.反応次数と速度定数について説明できる。(C1(3)1-1)　(A-1)

2.微分型速度式を積分型速度式に変換できる。(C1(3)1-2)　(A-1)

3.代表的な反応次数の決定法を列挙し、説明できる。(C1(3)1-3)　(A-1)

4.代表的な（擬）一次反応の反応速度から、速度定数を求めることが出来る。
(C1(3)1-4)　(A-2)

5.代表的な複合反応（可逆反応、平行反応、連続反応）の特徴について説明で
きる。(C1(3)1-5)　(A-2)

6.反応速度と温度との関係を説明できる。(C1(3)1-6)　(A-2)

7.代表的な触媒反応（酸・塩基触媒反応、酵素反応）について説明できる。(C1
(3)1-7)　(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。



2019-9030000698-02薬学物理化学Ⅲ「P-b」（科目番号：3P1）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　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　　

堤　広之

◎－－－　一般目標　－－－◎

　物質の変換過程を理解するために、反応速度論に関する基礎的事項を習
得する。
　反応速度論とは、反応物または生成物の濃度（量）と時間に関する実験
データを解析して、反応の速度や反応機構を解明するための学問であり、
製剤設計や医薬品の安定性・有効性の評価そして投与薬物の吸収・代謝・
排泄等の薬物動態の解析に不可欠な理論である。
　本講義では、反応速度式の基本的な定義、代表的な反応速度式の決定
法、複雑な反応の特徴について学習する。また、反応速度に影響を与える
温度や触媒などの諸因子およびその解析法に関する基本的知識と技能を習
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「C1 物質の物理的性質」にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

反応次数と速度定数について説明できる。(C1(3)1-1)(知識・理解)

微分型速度式を積分型速度式に変換できる。(C1(3)1-2)(知識・理解)

代表的な反応次数の決定法を列挙し、説明できる。(C1(3)1-3)(知識・理解)

代表的な（擬）一次反応の反応速度から、速度定数を求めることが出来
る。(C1(3)1-4)(知識・理解)

代表的な複合反応（可逆反応、平行反応、連続反応）の特徴について説明
できる。(C1(3)1-5)(知識・理解)

反応速度と温度との関係を説明できる。(C1(3)1-6)(知識・理解)

代表的な触媒反応（酸・塩基触媒反応、酵素反応）について説明できる。
(C1(3)1-7)(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

専門用語および数式を正しく理解し、速度式を導くことができるようにす
る。数式や図表が多く、講義は数式による説明が主となる。資料を配布す
るので、それを十分活用すること。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

○数式の意味が分かるようになることが重要である。
○単位の次元を理解することが重要である。
○予習で専門用語をチェックし、授業でその意味を理解する。
○小テストを実施することがあるので、演習問題を解いてよく復習してお
く。
（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　数式を理解しそれを応用できることを基本とし、到達目標の項目を達成
しているかどうかを評価の基準とする。定期試験の成績を100 %として評
価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

1.　コンパス物理化学　改訂第２版：南江堂　￥4,400 + 税 ISBN
9784524403158　
2.　薬学物理化学演習（第３版）：廣川書店　￥5,000 + 税 ISBN
9784567222921　
（これらのテキストは薬学物理化学Ⅰ、Ⅱ、Ⅳにも使用）

◎－－－　参考書　－－－◎

スタンダード薬学シリーズⅡ2「物理系薬学Ⅰ 物質の物理的性質」：日本
薬学会編　東京化学同人　ISBN 9784807917020
薬学物理化学緒（第５版）：廣川書店　　ISBN 9784567211512
Innovated物理化学大義－事象と理論の融合－：京都廣川書店　ISBN
9784901789417

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 反応速度式（C1(3)1-1）
2. 反応次数と反応速度式Ⅰ（C1(3)1-2）
3. 反応次数と反応速度式Ⅱ（C1(3)1-3）
4. 反応次数と反応速度式Ⅲ（C1(3)1-4）
5. みかけの反応速度Ⅰ（アドバンスト）
6. みかけの反応速度Ⅱ（アドバンスト）
7. 複合反応（可逆反応）（C1(3)1-5）
8. 複合反応（平行反応）（C1(3)1-5）
9. 複合反応（連続反応）（C1(3)1-5）
10. 生体反応の速度論（C1(3)1-5、アドバンスト）
11. 反応速度の温度依存性（C1(3)1-6）
12. 反応座標と活性化エネルギー（アドバンスト）
13. 衝突理論と遷移状態理論（アドバンスト）
14. 触媒反応Ⅰ（C1(3)1-7）
15. 触媒反応Ⅱ（C1(3)1-7）
（　　）内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO
番号

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　単に暗記するよりも理解することが大事です。反応速度
論を用いて、実際の薬物分解や体内動態を解析することが
できるようになりましょう。



2019-9030000698-02薬学物理化学Ⅲ「P-b」（科目番号：3P1）

堤　広之

◎薬  :A-1,A-2

1.反応次数と速度定数について説明できる。(C1(3)1-1)　(A-1)

2.微分型速度式を積分型速度式に変換できる。(C1(3)1-2)　(A-1)

3.代表的な反応次数の決定法を列挙し、説明できる。(C1(3)1-3)　(A-1)

4.代表的な（擬）一次反応の反応速度から、速度定数を求めることが出来る。
(C1(3)1-4)　(A-2)

5.代表的な複合反応（可逆反応、平行反応、連続反応）の特徴について説明で
きる。(C1(3)1-5)　(A-2)

6.反応速度と温度との関係を説明できる。(C1(3)1-6)　(A-2)

7.代表的な触媒反応（酸・塩基触媒反応、酵素反応）について説明できる。(C1
(3)1-7)　(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。



2019-9030000710-01薬学物理化学Ⅳ「P-a」（科目番号：3P2）

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　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　　

堤　広之

◎－－－　一般目標　－－－◎

　薬学物理化学Ⅰで学んだ熱力学基礎理論を、実在の物理的および化学的変化に応
用する。
【化学平衡の原理】
　物理・化学的反応の到達点（平衡状態）における現象を理解し、平衡定数とギブ
ズエネルギー変化との関係を学習する。平衡状態はその環境（圧力と温度）変化に
よってどのように変わるのか、また、生体内で起こる反応はどのような原理に基づ
いて自発的に起こるのかを理解する。
【相平衡】
　物質は温度や圧力を変えると気体、液体、固体のいずれかの状態をとる。これら
の状態間の物理的な平衡（相平衡または相転移）について学習する。純物質および
混合物（多成分）系の状態を特定するために必要な情報の数え方（相律）を理解
し、状態図（相図）の描き方、読み方を修得する。
【溶液の性質】
　混合物系の一種である溶液について、束一的性質の原理とその応用法を理解す
る。
【熱分析】
　物質の状態変化や物理的性質を温度の関数として測定する分析法であり、医薬品
をはじめ金属、高分子から生体物質などあらゆる試料が測定の対象となる。本講義
では、製剤特性の検討や品質管理など、製剤技術として汎用されている熱分析法に
関する理論とその応用を学習する。

　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」および「C2 化学物質の分析」にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ギブズエネルギーと化学ポテンシャルの関係を説明できる（C1(2)4-1）(知識・理解)

ギブズエネルギーと平衡定数の関係を説明できる（C1(2)4-2）(知識・理解)

平衡定数に及ぼす圧力および温度の影響について説明できる（C1(2)4-3）(知識・理
解)

相変化に伴う熱の移動について説明できる（C1(2)5-1）(知識・理解)

相平衡と相律について説明できる（C1(2)5-2）(知識・理解)

状態図について説明できる（C1(2)5-3）(知識・理解)

希薄溶液の束一的性質について説明できる（C1(2)6-1）(知識・理解)

溶液の浸透圧を計算できる（C1(2)6-1）(知識・理解)

熱重量測定法、示差熱分析法および示差走査熱量測定法について説明できる。（C2
(4)5-1、5-2）(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　専門用語および数式を正しく理解する。数式や図表が多く、講義は数式による説
明が主となる。資料を配布するので、それを十分活用すること。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

○数式の意味が分かるようになることが重要である。
○単位の次元を理解することが重要である。
○予習で専門用語をチェックし、授業でその意味を理解する。
○小テストを実施することがあるので、演習問題を解いてよく復習しておく。
（90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し、定期試験の成績を100 %
として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

1.　コンパス物理化学　改訂第２版：南江堂　￥4,400 + 税 　ISBN 9784524403158　
2.　薬学物理化学演習（第３版）：廣川書店￥5,000 + 税　 ISBN 9784567222921　
（これらのテキストは薬学物理化学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲにも使用）

◎－－－　参考書　－－－◎

スタンダード薬学シリーズⅡ2「物理系薬学Ⅰ 物質の物理的性質」：日本薬学会編
　東京化学同人　ISBN 9784807917020
薬学物理化学緒（第５版）：廣川書店　ISBN 9784567211512
Innovated物理化学大義－事象と理論の融合－：京都廣川書店　ISBN 9784901789417

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 化学平衡の原理Ⅰ（C1(2)4-1、4-2）
2. 化学平衡の原理Ⅱ（C1(2)4-3、4-4）
3. 純物質の性質Ⅰ（C1(2)5-1）
4. 純物質の性質Ⅱ（C1(2)5-1、E5(1)1-2）
5. 相律（C1(2)5-2）
6. 混合物の性質Ⅰ（C1(2)5-2、5-3）
7. 混合物の性質Ⅱ（C1(2)5-3）
8. 混合物の性質Ⅲ（C1(2)5-3）
9. 固体分散体と分子化合物（アドバンスト）
10. 三成分系の相図（アドバンスト）
11. 溶液の束一的性質Ⅰ（C1(2)6-1）
12. 溶液の束一的性質Ⅱ（C1(2)6-1、6-2）
13. 浸透圧の導出（C1(2)6-2、アドバンスト）
14. 熱測定法の原理（C2(4)5-1）
15. 熱測定の応用（E5(1)1-2、アドバンスト）
（　　）内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO
番号

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　薬学物理化学Ⅰの熱力学（特にエンタルピー、エントロ
ピー、ギブズエネルギー）を復習する。



2019-9030000710-01薬学物理化学Ⅳ「P-a」（科目番号：3P2）

堤　広之

◎薬  :A-1,A-2

1.ギブズエネルギーと化学ポテンシャルの関係を説明できる（C1(2)4-1）　
(A-1)

2.ギブズエネルギーと平衡定数の関係を説明できる（C1(2)4-2）　(A-1)

3.平衡定数に及ぼす圧力および温度の影響について説明できる（C1(2)4-3）　
(A-1)

4.相変化に伴う熱の移動について説明できる（C1(2)5-1）　(A-1)

5.相平衡と相律について説明できる（C1(2)5-2）　(A-1)

6.状態図について説明できる（C1(2)5-3）　(A-2)

7.希薄溶液の束一的性質について説明できる（C1(2)6-1）　(A-2)

8.溶液の浸透圧を計算できる（C1(2)6-1）　(A-2)

9.熱重量測定法、示差熱分析法および示差走査熱量測定法について説明でき
る。（C2(4)5-1、5-2）　(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。



2019-9030000710-02薬学物理化学Ⅳ「P-b」（科目番号：3P2）

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　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　　

堤　広之

◎－－－　一般目標　－－－◎

　薬学物理化学Ⅰで学んだ熱力学基礎理論を、実在の物理的および化学的変化に応
用する。
【化学平衡の原理】
　物理・化学的反応の到達点（平衡状態）における現象を理解し、平衡定数とギブ
ズエネルギー変化との関係を学習する。平衡状態はその環境（圧力と温度）変化に
よってどのように変わるのか、また、生体内で起こる反応はどのような原理に基づ
いて自発的に起こるのかを理解する。
【相平衡】
　物質は温度や圧力を変えると気体、液体、固体のいずれかの状態をとる。これら
の状態間の物理的な平衡（相平衡または相転移）について学習する。純物質および
混合物（多成分）系の状態を特定するために必要な情報の数え方（相律）を理解
し、状態図（相図）の描き方、読み方を修得する。
【溶液の性質】
　混合物系の一種である溶液について、束一的性質の原理とその応用法を理解す
る。
【熱分析】
　物質の状態変化や物理的性質を温度の関数として測定する分析法であり、医薬品
をはじめ金属、高分子から生体物質などあらゆる試料が測定の対象となる。本講義
では、製剤特性の検討や品質管理など、製剤技術として汎用されている熱分析法に
関する理論とその応用を学習する。

　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」および「C2 化学物質の分析」にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ギブズエネルギーと化学ポテンシャルの関係を説明できる（C1(2)4-1）(知識・理解)

ギブズエネルギーと平衡定数の関係を説明できる（C1(2)4-2）(知識・理解)

平衡定数に及ぼす圧力および温度の影響について説明できる（C1(2)4-3）(知識・理
解)

相変化に伴う熱の移動について説明できる（C1(2)5-1）(知識・理解)

相平衡と相律について説明できる（C1(2)5-2）(知識・理解)

状態図について説明できる（C1(2)5-3）(知識・理解)

希薄溶液の束一的性質について説明できる（C1(2)6-1）(知識・理解)

溶液の浸透圧を計算できる（C1(2)6-1）(知識・理解)

熱重量測定法、示差熱分析法および示差走査熱量測定法について説明できる。（C2
(4)5-1、5-2）(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　専門用語および数式を正しく理解する。数式や図表が多く、講義は数式による説
明が主となる。資料を配布するので、それを十分活用すること。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

○数式の意味が分かるようになることが重要である。
○単位の次元を理解することが重要である。
○予習で専門用語をチェックし、授業でその意味を理解する。
○小テストを実施することがあるので、演習問題を解いてよく復習しておく。
（90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し、定期試験の成績を100 %
として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

1.　コンパス物理化学　改訂第２版：南江堂　￥4,400 + 税 　ISBN 9784524403158　
2.　薬学物理化学演習（第３版）：廣川書店￥5,000 + 税　 ISBN 9784567222921　
（これらのテキストは薬学物理化学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲにも使用）

◎－－－　参考書　－－－◎

スタンダード薬学シリーズⅡ2「物理系薬学Ⅰ 物質の物理的性質」：日本薬学会編
　東京化学同人　ISBN 9784807917020
薬学物理化学緒（第５版）：廣川書店　ISBN 9784567211512
Innovated物理化学大義－事象と理論の融合－：京都廣川書店　ISBN 9784901789417

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 化学平衡の原理Ⅰ（C1(2)4-1、4-2）
2. 化学平衡の原理Ⅱ（C1(2)4-3、4-4）
3. 純物質の性質Ⅰ（C1(2)5-1）
4. 純物質の性質Ⅱ（C1(2)5-1、E5(1)1-2）
5. 相律（C1(2)5-2）
6. 混合物の性質Ⅰ（C1(2)5-2、5-3）
7. 混合物の性質Ⅱ（C1(2)5-3）
8. 混合物の性質Ⅲ（C1(2)5-3）
9. 固体分散体と分子化合物（アドバンスト）
10. 三成分系の相図（アドバンスト）
11. 溶液の束一的性質Ⅰ（C1(2)6-1）
12. 溶液の束一的性質Ⅱ（C1(2)6-1、6-2）
13. 浸透圧の導出（C1(2)6-2、アドバンスト）
14. 熱測定法の原理（C2(4)5-1）
15. 熱測定の応用（E5(1)1-2、アドバンスト）
（　　）内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO
番号

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　薬学物理化学Ⅰの熱力学（特にエンタルピー、エントロ
ピー、ギブズエネルギー）を復習する。



2019-9030000710-02薬学物理化学Ⅳ「P-b」（科目番号：3P2）

堤　広之

◎薬  :A-1,A-2

1.ギブズエネルギーと化学ポテンシャルの関係を説明できる（C1(2)4-1）　
(A-1)

2.ギブズエネルギーと平衡定数の関係を説明できる（C1(2)4-2）　(A-1)

3.平衡定数に及ぼす圧力および温度の影響について説明できる（C1(2)4-3）　
(A-1)

4.相変化に伴う熱の移動について説明できる（C1(2)5-1）　(A-1)

5.相平衡と相律について説明できる（C1(2)5-2）　(A-1)

6.状態図について説明できる（C1(2)5-3）　(A-2)

7.希薄溶液の束一的性質について説明できる（C1(2)6-1）　(A-2)

8.溶液の浸透圧を計算できる（C1(2)6-1）　(A-2)

9.熱重量測定法、示差熱分析法および示差走査熱量測定法について説明でき
る。（C2(4)5-1、5-2）　(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。



2019-9030000657-01早期臨床体験Ⅱ（科目番号：2S1）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：実習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・３時限～５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

中島　学、遠城寺　宗近、大江　賢治、安河内　友世（西中川　拓也、櫨川　舞、村田　雄介、森　征慶）

◎－－－　一般目標　－－－◎

１）医療関係者としての薬剤師として、必要な一次応急処置法、特
に日頃よく遭遇し、早急に対処する必要のある状態である急性アル
コール中毒、高齢者や小児の熱中症などに対する対応ができる。
２）薬局の検体検査室の意義を理解し、血圧測定、穿刺採血の指導
や補助ができるようになる。
３）高齢者、妊婦や身体障害者の身体的特徴を理解し、介助ができ
る。
薬学部6年制「薬学教育モデル・コアカリキュラム(日本薬学会)」
の指針「F薬学臨床(1)薬学臨床の基礎 ①～③」に沿って実施する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

主な救急状態に対する一次応急処置法を理解し、対応ができる。ア
ドバンスト(態度・志向性)

検体検査室の説明ができる。アドバンスト(態度・志向性)

血圧測定、穿刺自己採血の指導や補助ができる。アドバンスト(知
識・理解)

高齢者、身体障害、妊婦の疑似体験で介助や対応ができる。アドバ
ンスト(技能)

メタボリック症候群、前糖尿病を説明できる。アドバンスト(知
識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

１）急性アルコール中毒、熱中症、脳貧血、骨折、止血法など基本
的な応急処置方法および予防方法を学習する。
２）検体検査室で行う自己穿刺採血（任意）を実践し、血糖値を測
定する。
３）妊婦疑似体験器具にて、妊婦の日常生活での行動制限を知る。
４）高齢者体験器具にて、身体の障害を実体験する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

①応急処置に関しては、事前に熟読して理解しておく。講義後も、
復習し該当する状況に遭遇した場合の対処方法を熟知する。特に高
齢者、小児などの熱中症の予防方法を理解する。
②高齢者や身体障害者、妊婦の日常生活における行動制限を体験し
て、介護や配慮の必要性を理解する。
③薬局の検体検査室について、事前にその必要性などを調べてお
く。
④メタボリック症候群、前糖尿病について事前に調べておく。
予習として1.5時間、講義後は予習で得られた情報と合わせてまと
めを作成して理解土を深める(1.5時間)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　各実習課題終了後に提出するレポートについては、ルーブリック
評価、評定尺度などを用いる（100％）詳細な評価基準表について
は、実習初日に配布・説明する。レポートに関しては、評価後希望
すれば返還しますのでレポート提出時に返還希望と表紙に赤字で記
載して下さい。

◎－－－　テキスト　－－－◎

実習時に配布する資料

◎－－－　授業計画　－－－◎

１）急性アルコール中毒、熱中症、脳貧血、骨折、止血法
など基本的な応急処置方法および予防方法を講義する。ア
ドバンスト
２）アルコールパッチテストと血圧測定の実施　アドバン
スト
３）メタボリック症候群、前糖尿病の概説
アドバンスト
４）薬局検体検査室における自己穿刺採血手技の実際と薬
剤師としての注意点や心構えおよび血糖値測定方法や手技
を実施する。　アドバンスト
５）身体障害者や高齢者の疑似体験 アドバンスト
６）妊婦体験　アドバンスト

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　将来の医療人としての心構え・責務を理解し、基本的な
補助方法や医療手技を修得する。



2019-9030000657-01早期臨床体験Ⅱ（科目番号：2S1）

中島　学、遠城寺　宗近、大江　賢治、安河内　友世（西中川　拓也、櫨川　舞、村田　雄介、森　征慶）

◎薬  :A-3,A-4,B-1,C-1

1.主な救急状態に対する一次応急処置法を理解し、対応ができる。アドバンス
ト　(C-1)

2.検体検査室の説明ができる。アドバンスト　(C-1)

3.血圧測定、穿刺自己採血の指導や補助ができる。アドバンスト　(A-3)

4.高齢者、身体障害、妊婦の疑似体験で介助や対応ができる。アドバンスト　
(B-1)

5.メタボリック症候群、前糖尿病を説明できる。アドバンスト　(A-4)

◎　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。



2019-9030000791-01総合医療薬学特別講義Ⅵ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 6 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・３時限～４時限　　試験時間割：後日発表　　

中島　学、遠城寺　宗近、大江　賢治、安河内　友世

◎－－－　一般目標　－－－◎

　本講義では、これまでに学習してきた医療薬学系科目の統括的理解度を深め
ることを目的として、代表的な疾患の症例を提示し、その主な症状や所見、検
査結果などを列挙し、疾患名、適応治療薬物ならびにその処方や変更、副作用
に至るまで総合的な知識を練習問題を中心として再確認する。
E1(2)①,②　E2(7)⑦1～3,⑧1,2,3,13、⑨1,2　E2(1)④2,4～11、E2(7)③6,⑧10　E2
(3)2～8、E2(7)③4,5,⑥1,⑧11,12　E2(2)③4、E2(5)①1～3,②1～5　E2(6)①1～4,
②1,2,③1～4、E2(2)③1～4　E2(4)①1～4　E2(4)②1～9　E2(3)②3～5　E2(2)
②1～9　E2(3)①1～5　

◎－－－　到達目標　－－－◎

体の変化と臨床検査の説明ができる。　E1(2)①,②(知識・理解)

代表的な悪性腫瘍の病態と治療方法を説明できる。　E2(7) ⑦1～3,⑧1,2,3,13、
⑨1,2(知識・理解)

疼痛緩和と長期療法について説明できる。　E2(7)⑨1,2(知識・理解)

代表的な精神・神経・筋疾患の病態と治療法を説明できる。　E2(1)④2,4～
11、E2(7)③6,⑧10(知識・理解)

代表的な腎・尿路・生殖器疾患の病態と治療法を説明できる。　E2(3)2～8、
E2(7)③4,5,⑥1,⑧11,12(知識・理解)

代表的な内分泌・代謝疾患の病態と治療法を説明できる。E2(2)③4、E2(5)①1
～3,②1～5、(知識・理解)

代表的な耳鼻咽喉、皮膚・眼、骨・関節疾患の病態と治療法を説明できる。E2
(6)①1～4,②1,2,③1～4、E2(2)③1～4(知識・理解)

代表的な呼吸器・胸部疾患の病態と治療法を説明できる。E2(4)①1～4(知識・
理解)

代表的な消化器疾患の病態と治療法を説明できる。　E2(4)②1～9(知識・理解)

代表的な血液・造血器疾患の病態と治療法を説明できる。　E2(3)②3～5(知
識・理解)

代表的なアレルギー・免疫疾患の病態と治療法を説明できる。　E2(2)②1～9
(知識・理解)

代表的な循環器疾患の病態と治療法を説明できる。　E2(3)①1～5(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　本講義は、代表的な疾患に対する深い知識が要求される薬剤師としての自覚
と幅広い知識を習得することを第一目標にする。講義は症例を中心とした複合
的な講義形式で行う。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　各講義を受講する前に講義範囲の主な疾患に関して、これまでの講義や実務
実習での知識を総合的に復習しておくことが重要である(約1時間)。また、毎回
の講義の復習をおこない、各疾患の病態から治療までを統合的にまとめること
で、理解を深める(約1時間)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業において紹介した、薬剤師として知っておくべき代表的な疾患に関する
複合的知識を理解しているかを評価基準とし、定期試験の成績を100％として
評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　主にプリントを用いて講義を進める。

◎－－－　参考書　－－－◎

薬物治療学　南山堂　ISBN 978-4-525-72055-1
症例で身につける臨床薬学ハンドブック　羊土社　ISBN 978-4-7581-0931-4
薬がみえる　Medic Media　ISBN 978-4-89632-

◎－－－　授業計画　－－－◎

１、２：悪性腫瘍・緩和ケアと長期療養
（安河内）E2(7)⑦1～3,⑧1,2,3,13、⑨1,2、E2(7)⑨
３、４：精神疾患、神経・筋・疾患の病態と治療
（大江）E2(1)④2,4～11、E2(7)③6,⑧10
５、６：腎・尿路・生殖器疾患の病態と治療
（安河内）E2(3)2～8、E2(7)③4,5,⑥1,⑧11,12
７、８：内分泌・代謝性疾患、耳鼻咽喉、皮膚・眼、骨・
関接（大江）E2(2)③4、E2(5)①1～3,②1～5、E2(6)①1～4,
②1,2,③1～4、E2(2)③1～4
９、１０：体の変化と臨床検査、呼吸器・胸部疾患（遠城
寺）E1(2)①,②、E2(4)①1～4、E2(7)③1,④3,⑤2,⑧9、
１１、１２：消化器（含肝胆膵）（遠城寺）E2(4)②1～
9、
１３、１４：血液・造血器、アレルギー・免疫疾患（中
島）E2(3)②3～5,E2(2)②1～9
１５：循環器系疾患の病態と治療　
（中島）E2(3)①1～5

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　6年生前期までに学習した基礎から医療薬理学の知識を
統合的に理解し、各疾患の病態から治療までを各自でまと
める様にする。



2019-9030000791-01総合医療薬学特別講義Ⅵ

中島　学、遠城寺　宗近、大江　賢治、安河内　友世

◎薬

1.体の変化と臨床検査の説明ができる。　E1(2)①,②　(A-2)

2.代表的な悪性腫瘍の病態と治療方法を説明できる。　E2(7) ⑦1～3,
⑧1,2,3,13、⑨1,2　(A-2)

3.疼痛緩和と長期療法について説明できる。　E2(7)⑨1,2　(A-2)

4.代表的な精神・神経・筋疾患の病態と治療法を説明できる。　E2(1)④2,4～
11、E2(7)③6,⑧10　(A-2)

5.代表的な腎・尿路・生殖器疾患の病態と治療法を説明できる。　E2(3)2～8、
E2(7)③4,5,⑥1,⑧11,12　(A-2)

6.代表的な内分泌・代謝疾患の病態と治療法を説明できる。E2(2)③4、E2(5)
①1～3,②1～5、　(A-2)

7.代表的な耳鼻咽喉、皮膚・眼、骨・関節疾患の病態と治療法を説明できる。
E2(6)①1～4,②1,2,③1～4、E2(2)③1～4　(A-2)

8.代表的な呼吸器・胸部疾患の病態と治療法を説明できる。E2(4)①1～4　(A-2)

9.代表的な消化器疾患の病態と治療法を説明できる。　E2(4)②1～9　(A-2)

10.代表的な血液・造血器疾患の病態と治療法を説明できる。　E2(3)②3～5　
(A-2)

11.代表的なアレルギー・免疫疾患の病態と治療法を説明できる。　E2(2)②1～
9　(A-2)

12.代表的な循環器疾患の病態と治療法を説明できる。　E2(3)①1～5　(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。



2019-9030000703-01病態・薬物治療学Ⅰ（科目番号：3M3）

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

中島　学、安河内　友世(西中川　拓也、櫨川　舞)

◎－－－　一般目標　－－－◎

　病態生理学とはヒトが病気に侵されたときに、全身的あるいは各臓器に
どのような変化が起こるのかを理解し、その病気の原因と病態の発症機構
を解明する学問です。また、薬物治療学は、各種疾患の診断、治療法およ
び治療薬の適切な選択と副作用対策などを学ぶ学問です。これらの学問は
お互いに深い関係にあり、単独での講義構成よりも統合的に講義すること
が重要と考えられる。
　本講義を含め病態・薬物治療学Ⅰ､Ⅱ、Ⅲ、Ⅳを２講座にて担当し、総合
的に講義を進めていきます。これは、医療内容が高度になるにつれて薬剤
師の役割として、医薬品に関する知識だけでなく医療現場においても患者
の症候、病因、病態生理、診断、治療法などに関して、より深い知識が要
求されるからです。また、チーム医療の一員として、的確な知識のもとで
患者への服薬指導や薬物治療が出来る能力を修得する必要があるからで
す。そして臨床薬剤師として、医療人の一人として病人の治療において適
切な役割が果たせるようになるための基本的な臨床医学の知識と考え方を
身につけることを目的としている。
薬学部6年制「薬学教育モデル・コアカリキュラム(日本薬学会)」の指針「E
医療薬学　E1 薬の作用と体の変化(2)身体の病的変化を知る  ①②」および
E2 薬理・病態・薬物治療 (2)免疫・炎症・アレルキ ーおよひ 骨・関節の疾
患と薬 ①②③、(7)病原微生物(感染症)・悪性新生物(か ん)と薬 ⑦病原微生
物(感染症)・悪性新生物(か ん)と薬に沿って講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

代表的な症候と臨床検査値を説明できる。E1(2)①1、E1(2)②1～8(技能)

発ガン機構と生体への影響を説明できる。E1(2)①1,②2,3,4、E2(7)⑦1,2,3、
⑧1,2,3(技能)

代表的なアレルギー・免疫疾患の病態と治療方法を説明できる。E1(2)①1、
②2,4　E2(2)②1～9、③1～3(技能)

代表的な腎・尿路疾患の病態と治療方法を説明できる。E1(2)①1,②1,6　E2
(3)③1～5(技能)

代表的な悪性腫瘍の病態と治療方法を説明できる。E1(2)①1、②3、E2(7)
⑦1,2,3,⑧13,⑨1,2(技能)

代表的な感染症の病態と治療方法を説明できる。E1(2)①1,②7、E2(7)①1,2,
②1,③1,4,5,　④1,2 ⑤1,2 ⑥1,2(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　病態生理を理解するには正常の組織の知識も必要です。つねに機能形態
学と対応させながら学習してください。またプリントを配布しますが、病
理組織などはスライドやビデオを用いて紹介したい。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　各講義前には、講義内容に関してのこれまでに習った基本的な薬学およ
び医療薬学的な知識を復習しておく事(1時間)。また、講義後は各疾患の病
態を充分に理解し、各自でまとめを作成し、さらに講義で習った以外の関
連疾患に関しても、病態生理、代表的症状、治療薬とその機序や副作用な
どを、参考書等で学習して知識を充実させる(1時間)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業において紹介した、薬剤師として知っておくべき代表的な疾患に関
する病態生理から治療法まで複合的知識を理解しているかを評価基準と
し、定期試験の成績100％として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　各授業において配布されるプリントを主体とする。

◎－－－　参考書　－－－◎

今日の治療薬　南江堂　ISBN 978-4-524-25927-4
薬物治療学　南山堂　ISBN 978-4-525-72055-1
薬がみえる　Vol.1̃3　ISBN 978-489-89632
上記参考書の購入においては、事前に内容を査読して購入を決定してくだ
さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１～２．総論：年齢による病因、機能と形態の変化および
病理用語、代表的な症候と臨床検査値（中島）E1(2)①1、
E1(2)②1～8

３．発ガンとその影響（西中川）
E1(2)①1,②2,3,4、E2(7)⑦1,2,3、⑧1,2,3

４～７．アレルギー疾患（中島）
　　　　免疫疾患（西中川）
E1(2)①1、②2,4　E2(2)②1～9、③1～3

８～１１　腎・尿路疾患（安河内）
E1(2)①1,②1,6　E2(3)③1～5

１２、１３　悪性腫瘍Ⅰ～Ⅲ（安河内）
E1(2)①1、②3、E2(7)⑦1,2,3,⑧13,⑨1,2

１４、１５　感染症（安河内、櫨川）
E1(2)①1,②7、E2(7)①1,2,②1,③1,4,5,　④1,2 ⑤1,2 ⑥1,2

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　疾患の概念(病態)が理解出来るように各自がまとめを作
成するようにする。



2019-9030000703-01病態・薬物治療学Ⅰ（科目番号：3M3）

中島　学、安河内　友世(西中川　拓也、櫨川　舞)

◎薬  :B-3

1.代表的な症候と臨床検査値を説明できる。E1(2)①1、E1(2)②1～8　(B-3)

2.発ガン機構と生体への影響を説明できる。E1(2)①1,②2,3,4、E2(7)⑦1,2,3、
⑧1,2,3　(B-3)

3.代表的なアレルギー・免疫疾患の病態と治療方法を説明できる。E1(2)①1、
②2,4　E2(2)②1～9、③1～3　(B-3)

4.代表的な腎・尿路疾患の病態と治療方法を説明できる。E1(2)①1,②1,6　E2
(3)③1～5　(B-3)

5.代表的な悪性腫瘍の病態と治療方法を説明できる。E1(2)①1、②3、E2(7)
⑦1,2,3,⑧13,⑨1,2　(B-3)

6.代表的な感染症の病態と治療方法を説明できる。E1(2)①1,②7、E2(7)①1,2,
②1,③1,4,5,　④1,2 ⑤1,2 ⑥1,2　(B-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。



2019-9030000733-01病態・薬物治療学Ⅲ（科目番号：4M1）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・３時限　　試験時間割：後日発表　　

中島　学、安河内　友世(西中川　拓也、櫨川　舞)

◎－－－　一般目標　－－－◎

　病態生理学とはヒトが病気に侵されたときに、全身的あるいは各
臓器にどのような変化が起こるのかを理解し、その病気の原因と病
態の発症機構を解明する学問です。また、薬物治療学は、各種疾患
の診断、治療法および治療薬の適切な選択と副作用対策などを学ぶ
学問です。これらの学問はお互いに深い関係にあり、単独での講義
構成よりも統合的に講義することが重要と考えられる。
　本講義を含め病態・薬物治療学Ⅰ､Ⅱ、Ⅲ、Ⅳを２講座が担当し
て、総合的に講義を進めていきます。これは、医療内容が高度にな
るにつれて薬剤師の役割として、医薬品に関する知識だけでなく医
療現場においても患者の症候、病因、病態生理、診断、治療法など
に関して、より深い知識が要求されるからです。また、チーム医療
の一員として、的確な知識のもとで患者への服薬指導や薬物治療が
出来る能力を修得する必要があるからです。そして臨床薬剤師とし
て、医療人の一人として病人の治療において適切な役割が果たせる
ようになるための基本的な臨床医学の知識と考え方を身につけるこ
とを目的としている。
モデル・コアカリキュラムのE1(2)①1,②6　E2(3)①1～5,②1～5　
E2(3)③6,7,8を目標とする。　　　

◎－－－　到達目標　－－－◎

代表的な心臓・血管系疾患の病態と治療方法を説明できる。E1(2)
①1,②6　E2(3)①1～5(技能)

代表的な血液・造血器疾患の病態と治療方法を説明できる。E2(3)
②1～5(技能)

妊娠および主な婦人科疾患（含む感染症）の病態と治療方法を説明
できる。E2(3)③6,7,8(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　病態生理を理解するには正常の組織の知識も必要です。つねに正
常組織の機能と疾患における病態を比較する。また、薬物の作用機
序と症状に対する作用などを対応させながらプリントを中心に学習
を勧める。またテキストにない病理組織はスライドやビデオを用い
ますが、主としてプリントを配布して講義を行う。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　各講義前には、講義内容に関してのこれまでに習った機能形態学
や基本的な薬理学的な知識を復習しておく事(1時間)。また、講義
後は疾患の病態を充分に理解するよう各自でまとめを作成すること
(1時間)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業において紹介した、薬剤師として知っておくべき代表的な疾
患に関する病態生理から治療方法まで複合的知識を理解しているか
を評価基準とし、定期試験の成績100％として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　各授業において配布されるプリントを主体とする。

◎－－－　参考書　－－－◎

今日の治療薬　　南江堂　ISBN 978-4-524-248087-7
薬がみえる　Vol.1̃3　ISBN 978-4-89632-
薬物治療学　南山堂　ISBN 978-4-525-72055-1
上記参考書の購入においては、事前に内容を査読して購入を決定し
てください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１～１０．心臓血管系疾患
１：症候と心電図　E1(2)①1,②6　中島
２-３：不整脈　E2(3)①1　中島
４：虚血性心疾患（狭心症）E2(3)①3　中島
５：虚血性心疾患（心筋梗塞）E2(3)①3　中島
６：心不全　E2(3)①2　中島　　
７：心筋症、心原性ショック　E2(3)①5　安河内
８：先天性心疾患、弁膜症　E2(3)①5　安河内
９：動静脈・リンパ管疾患　E2(3)①5安河内　
１０：血圧異常　E2(3)①4　櫨川　
１１～１３．血液・造血器疾患
１１：総論、貧血　中島
　　　E1(2)①1,②2、E2(3)②3
１２：白血病、骨髄移植　西中川
　　　E2(3)②4,5
１３：凝固異常　E2(3)②1,2　西中川
１４～１５．妊娠・婦人科疾患（含む感染症）　E2(3)
③6,7,8　安河内

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　疾患の概念(病態)が理解出来るように各自がまとめを作
成するようにする。



2019-9030000733-01病態・薬物治療学Ⅲ（科目番号：4M1）

中島　学、安河内　友世(西中川　拓也、櫨川　舞)

◎薬  :B-3

1.代表的な心臓・血管系疾患の病態と治療方法を説明できる。E1(2)①1,②6　
E2(3)①1～5　(B-3)

2.代表的な血液・造血器疾患の病態と治療方法を説明できる。E2(3)②1～5　
(B-3)

3.妊娠および主な婦人科疾患（含む感染症）の病態と治療方法を説明できる。
E2(3)③6,7,8　(B-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。



2019-9030000640-01免疫学「P-a」（科目番号：2B4）

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

中島　学、安河内　友世（西中川　拓也、櫨川　舞）

◎－－－　一般目標　－－－◎

　免疫学の基礎的な知識を理解し、生体の防御機構のメカニズムおよびその
異常による疾患の発症機序とその対策を説明できる。
薬学部6年制「薬学教育モデル・コアカリキュラム(日本薬学会)」の指針「C8
　生体防御と微生物 (1)身体をまもる、(2)免疫系の制御とその破綻・免疫系
の応用」に沿って講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

免疫学の歴史を説明できる。アドバンスト(知識・理解)

免疫関連臓器と免疫担当細胞の関係を説明できる。　C8(1)②1(知識・理解)

免疫担当細胞の種類と基本的機能を説明できる。　C8(1)②2(知識・理解)

免疫担当細胞間のネットワークを説明できる。　C8(1)②3(知識・理解)

自己と非自己を認識する免疫機構を説明できる。　C8(1)①2　C8(1)③2(知
識・理解)

細胞性免疫と液性免疫の違いが説明できる。　C8(1)①4　C8(1)①1　C8(1)③4
(知識・理解)

自然免疫と獲得免疫の違いが説明できる。　C8(1)①3　C8(1)③5(知識・理解)

Ｔ細胞やＢ細胞の成熟分化を説明できる。　C8(1)③3　C8(1)③5(知識・理解)

アレルギーの分類と説明ができる。　C8(2)①1、2(知識・理解)

サイトカインとシグナル伝達(知識・理解)

免疫系の異常と疾患の関係が説明できる。　C8(2)①3　C8(2)①6(知識・理解)

免疫反応を応用した検査法を説明できる。　アドバンスト(知識・理解)

加齢や妊娠による免疫システムの変化を説明できる。　アドバンスト(知識・
理解)

感染症に対する免疫系の働きを説明できる。　C8(2)①5(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　教科書の内容に準じたプリントを用いた講義形式を主体とする。また、各
講義の最初に、前回の講義の主な要点を再確認する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義前に、教科書の講義予定内容の範囲を熟読しておく事(1時間)、また講
義後はプリントと教科書で各自まとめを作成する(1時間)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準として、
Ⅰ　免疫学の基本的用語の理解と身体における免疫担当細胞の分化・成熟機
構　　やホメオスターシスの保持のための免疫システムを説明できる。
Ⅱ　免疫学的検査法を列挙し、説明できる。
Ⅲ　免疫機構の破綻による疾患を列挙し、説明できる。
Ⅳ　免疫機構の臨床的利用法を列挙し、説明できる。
以上の評価基準を期末試験（100%）にて評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

薬系免疫学：編集　植田　正、前仲勝実　南江堂　
ISBN 978-4-524-40296-0　2007年　3400円
および　各講義毎に配布するプリント

◎－－－　参考書　－－－◎

基礎免疫学　免疫システムの機能とその異常　松島津綱治ら訳　エルゼビ
ア・ジャパン　ISBN 978-4-86034-869-4
Janeway’s 免疫生物学　ISBN 978-4-524-25319-7
もっとよくわかる！免疫学　ISBN 978-4-7581-2200-9

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　序論　中島
2　免疫に関する器官と細胞　
　　C8(1)-2-1,2-2　2-3　中島
3　抗原/抗体/補体について
　　C8(1)-1-1,3-4　中島
4　免疫機構(自然免疫/獲得免疫)
　C8(1)-1-3,1-4　中島
5　主要組織適合遺伝子複合体（MHC）
　C8(1)-1-2,3-2　中島
6　B細胞,T細胞の多様性獲得機構
　C8(1)-1-2,3-3　中島
7　リンパ球の分化と成熟
　C8(1)-3-3　中島
8　アレルギー　C8(2)-1-2,2-2　中島
9　サイトカインとシグナル伝達　　
　C8(1)-2-3,3-5,　アドバンスト　西中川
10　免疫と病気①　C8(2)-1-3,1-4,1-6 中島
11　免疫と病気②　C8(2)-1-3,1-4,1-6 西中川
12　免疫応答の制御・免疫学的分析法　
　C8(1)-2-3、アドバンスト　西中川
13　免疫と妊娠・老化　アドバンスト　安河内
14　感染症と免疫　C8(2)-1-5,　アドバンスト　櫨川
15　感染症と免疫　C8(2)-1-5,　アドバンスト　櫨川

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　各講義後に、必ずプリントと教科書で復習して免疫学の
基本的事柄に関して理解を深めるようにする。



2019-9030000640-01免疫学「P-a」（科目番号：2B4）

中島　学、安河内　友世（西中川　拓也、櫨川　舞）

◎薬  :A-1,A-2

1.免疫学の歴史を説明できる。アドバンスト　(A-1)

2.免疫関連臓器と免疫担当細胞の関係を説明できる。　C8(1)②1　(A-1)

3.免疫担当細胞の種類と基本的機能を説明できる。　C8(1)②2　(A-1)

4.免疫担当細胞間のネットワークを説明できる。　C8(1)②3　(A-1)

5.自己と非自己を認識する免疫機構を説明できる。　C8(1)①2　C8(1)③2　
(A-1)

6.細胞性免疫と液性免疫の違いが説明できる。　C8(1)①4　C8(1)①1　C8(1)③4
　(A-1)

7.自然免疫と獲得免疫の違いが説明できる。　C8(1)①3　C8(1)③5　(A-1)

8.Ｔ細胞やＢ細胞の成熟分化を説明できる。　C8(1)③3　C8(1)③5　(A-1)

9.アレルギーの分類と説明ができる。　C8(2)①1、2　(A-1)

10.サイトカインとシグナル伝達　(A-2)

11.免疫系の異常と疾患の関係が説明できる。　C8(2)①3　C8(2)①6　(A-2)

12.免疫反応を応用した検査法を説明できる。　アドバンスト　(A-2)

13.加齢や妊娠による免疫システムの変化を説明できる。　アドバンスト　
(A-2)

14.感染症に対する免疫系の働きを説明できる。　C8(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。



2019-9030000640-02免疫学「P-b」（科目番号：2B4）

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

中島　学、安河内　友世（西中川　拓也、櫨川　舞）

◎－－－　一般目標　－－－◎

　免疫学の基礎的な知識を理解し、生体の防御機構のメカニズムおよびその
異常による疾患の発症機序とその対策を説明できる。
薬学部6年制「薬学教育モデル・コアカリキュラム(日本薬学会)」の指針「C8
　生体防御と微生物 (1)身体をまもる、(2)免疫系の制御とその破綻・免疫系
の応用」に沿って講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

免疫学の歴史を説明できる。アドバンスト(知識・理解)

免疫関連臓器と免疫担当細胞の関係を説明できる。　C8(1)②1(知識・理解)

免疫担当細胞の種類と基本的機能を説明できる。　C8(1)②2(知識・理解)

免疫担当細胞間のネットワークを説明できる。　C8(1)②3(知識・理解)

自己と非自己を認識する免疫機構を説明できる。　C8(1)①2　C8(1)③2(知
識・理解)

細胞性免疫と液性免疫の違いが説明できる。　C8(1)①4　C8(1)①1　C8(1)③4
(知識・理解)

自然免疫と獲得免疫の違いが説明できる。　C8(1)①3　C8(1)③5(知識・理解)

Ｔ細胞やＢ細胞の成熟分化を説明できる。　C8(1)③3　C8(1)③5(知識・理解)

アレルギーの分類と説明ができる。　C8(2)①1、2(知識・理解)

サイトカインとシグナル伝達(知識・理解)

免疫系の異常と疾患の関係が説明できる。　C8(2)①3　C8(2)①6(知識・理解)

免疫反応を応用した検査法を説明できる。　アドバンスト(知識・理解)

加齢や妊娠による免疫システムの変化を説明できる。　アドバンスト(知識・
理解)

感染症に対する免疫系の働きを説明できる。　C8(2)①5(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　教科書の内容に準じたプリントを用いた講義形式を主体とする。また、各
講義の最初に、前回の講義の主な要点を再確認する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義前に、教科書の講義予定内容の範囲を熟読しておく事(1時間)、また講
義後はプリントと教科書で各自まとめを作成する(1時間)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準として、
Ⅰ　免疫学の基本的用語の理解と身体における免疫担当細胞の分化・成熟機
構　　やホメオスターシスの保持のための免疫システムを説明できる。
Ⅱ　免疫学的検査法を列挙し、説明できる。
Ⅲ　免疫機構の破綻による疾患を列挙し、説明できる。
Ⅳ　免疫機構の臨床的利用法を列挙し、説明できる。
以上の評価基準を期末試験（100%）にて評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

薬系免疫学：編集　植田　正、前仲勝実　南江堂　
ISBN 978-4-524-40296-0　2007年　3400円
および　各講義毎に配布するプリント

◎－－－　参考書　－－－◎

基礎免疫学　免疫システムの機能とその異常　松島津綱治ら訳　エルゼビ
ア・ジャパン　ISBN 978-4-86034-869-4
Janeway’s 免疫生物学　ISBN 978-4-524-25319-7
もっとよくわかる！免疫学　ISBN 978-4-7581-2200-9

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　序論　中島
2　免疫に関する器官と細胞　
　　C8(1)-2-1,2-2　2-3　中島
3　抗原/抗体/補体について
　　C8(1)-1-1,3-4　中島
4　免疫機構(自然免疫/獲得免疫)
　C8(1)-1-3,1-4　中島
5　主要組織適合遺伝子複合体（MHC）
　C8(1)-1-2,3-2　中島
6　B細胞,T細胞の多様性獲得機構
　C8(1)-1-2,3-3　中島
7　リンパ球の分化と成熟
　C8(1)-3-3　中島
8　アレルギー　C8(2)-1-2,2-2　中島
9　サイトカインとシグナル伝達　　
　C8(1)-2-3,3-5,　アドバンスト　西中川
10　免疫と病気①　C8(2)-1-3,1-4,1-6 中島
11　免疫と病気②　C8(2)-1-3,1-4,1-6 西中川
12　免疫応答の制御・免疫学的分析法　
　C8(1)-2-3、アドバンスト　西中川
13　免疫と妊娠・老化　アドバンスト　安河内
14　感染症と免疫　C8(2)-1-5,　アドバンスト　櫨川
15　感染症と免疫　C8(2)-1-5,　アドバンスト　櫨川

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　各講義後に、必ずプリントと教科書で復習して免疫学の
基本的事柄に関して理解を深めるようにする。



2019-9030000640-02免疫学「P-b」（科目番号：2B4）

中島　学、安河内　友世（西中川　拓也、櫨川　舞）

◎薬  :A-1,A-2

1.免疫学の歴史を説明できる。アドバンスト　(A-1)

2.免疫関連臓器と免疫担当細胞の関係を説明できる。　C8(1)②1　(A-1)

3.免疫担当細胞の種類と基本的機能を説明できる。　C8(1)②2　(A-1)

4.免疫担当細胞間のネットワークを説明できる。　C8(1)②3　(A-1)

5.自己と非自己を認識する免疫機構を説明できる。　C8(1)①2　C8(1)③2　
(A-1)

6.細胞性免疫と液性免疫の違いが説明できる。　C8(1)①4　C8(1)①1　C8(1)③4
　(A-1)

7.自然免疫と獲得免疫の違いが説明できる。　C8(1)①3　C8(1)③5　(A-1)

8.Ｔ細胞やＢ細胞の成熟分化を説明できる。　C8(1)③3　C8(1)③5　(A-1)

9.アレルギーの分類と説明ができる。　C8(2)①1、2　(A-1)

10.サイトカインとシグナル伝達　(A-2)

11.免疫系の異常と疾患の関係が説明できる。　C8(2)①3　C8(2)①6　(A-2)

12.免疫反応を応用した検査法を説明できる。　アドバンスト　(A-2)

13.加齢や妊娠による免疫システムの変化を説明できる。　アドバンスト　
(A-2)

14.感染症に対する免疫系の働きを説明できる。　C8(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。



2019-9030000656-01物理系実習Ⅰ（科目番号：2P5）

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：実習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・３時限～５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

能田　均、吉田　秀幸（古賀　鈴依子、坂口　洋平）

◎－－－　一般目標　－－－◎

　薬学関連分野において使用されている定量法の原理を学び、その
基本的知識及び技能を修得するために物理系実習Iを行う。本実習
では、各種実験器具の使用法や標準液の調製法･標定法を学び、日
本薬局方収載医薬品の代表的な定量分析法を修得する。（薬学教育
モデル・コアカリキュラム C2化学物質の分析(1)分析の基礎、(3)化
学物質の定性分析・定量分析）
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

1．分析に用いる器具を正しく使用し、測定値を適切に扱うことが
できる。（C2(1)①1-2）(態度・志向性)

2．酸・塩基平衡の概念と、中和滴定の原理、操作法及び応用例を
説明できる。（C2(2)①1，C2(3)②1）(態度・志向性)

3．キレート生成平衡の概念と、キレート滴定の原理、操作法及び
応用例を説明できる。（C2(2)②1，C2(3)②2）(態度・志向性)

4．沈殿平衡の概念と、沈殿滴定の原理、操作法及び応用例を説明
できる。（C2(2)②2，C2(3)②3）(態度・志向性)

5．酸化還元平衡の概念と、酸化還元滴定の原理、操作法及び応用
例を説明できる。（C2(2)②3，C2(3)②4）(態度・志向性)

6．日本薬局方収載の代表的な医薬品の容量分析を実施できる。
（C2(3)②5）(態度・志向性)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　原則として、実習書に従って実験を行う。なお、実習の開始前
に、毎回、担当者が実習の目的、方法及び注意点について詳細に説
明する。実習後には、得られた結果に関するディスカッションを行
う。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前に実習書や参考書等で次回の実習内容を把握しておくこと。
また、実習レポートはその日の実習後に速やかにまとめておくこ
と。（90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　各々の到達目標に達しているかどうかを、実習試験、実習態度及
びレポートなどにより、総合的に評価する（試験の成績40％、平常
点30％、レポート30％）。平常点とレポートについては、ルーブ
リック評価を行う。
　フィードバックとしてレポートにコメントして返却する。
　この成績評価基準は、原則として全てに出席して、参加すること
を前提としている。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　薬品分析学教室で作成した実習書及び参考資料を配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

第十七改正 日本薬局方解説書・学生版（廣川書店）　ISBN
978-4567015332
パートナー分析化学I改訂第３版（南江堂）　ISBN 978-4524403431

◎－－－　授業計画　－－－◎

1～6. 実習期間を通して日本薬局方収載医薬品の代表的な
滴定法を修得する（C2(1)①1-2, C2(3)②5）

1. 事故の対処及び有害物質処理についての説明，0.1 mol/L
塩酸の調製（C2(2)①1, C2(3)②1）
2. 0.1 mol/L 塩酸の標定, 水酸化ナトリウムと炭酸ナトリウ
ムの分別定量（C2(2)①1, C2(3)②1）
3. 逆滴定によるアスピリンの定量，0.1 mol/L 硝酸銀液の調
製（C2(2)①1, C2(3)②1,3,5）
4. 0.1 mol/L 硝酸銀液の標定，リンゲル液中の総塩素の定
量，リンゲル液中の塩化カルシウムの定量，0.1 mol/L チオ
硫酸ナトリウム液の調製（C2(2)②1-2, C2(3)②2-5）
5. 0.1 mol/L チオ硫酸ナトリウム液の標定，オキシドールの
定量（C2(2)②3,C2(3)②4-5）
6. 0.05 mol/L ヨウ素液の標定，アスコルビン酸の定量（C2
(2)②3,C2(3)②4-5）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

 白衣、電卓、マッチ、油性ペンを必ず持参すること。



2019-9030000656-01物理系実習Ⅰ（科目番号：2P5）

能田　均、吉田　秀幸（古賀　鈴依子、坂口　洋平）

◎薬  :C-2

1.1．分析に用いる器具を正しく使用し、測定値を適切に扱うことができる。
（C2(1)①1-2）　(C-2)

2.2．酸・塩基平衡の概念と、中和滴定の原理、操作法及び応用例を説明でき
る。（C2(2)①1，C2(3)②1）　(C-2)

3.3．キレート生成平衡の概念と、キレート滴定の原理、操作法及び応用例を説
明できる。（C2(2)②1，C2(3)②2）　(C-2)

4.4．沈殿平衡の概念と、沈殿滴定の原理、操作法及び応用例を説明できる。
（C2(2)②2，C2(3)②3）　(C-2)

5.5．酸化還元平衡の概念と、酸化還元滴定の原理、操作法及び応用例を説明で
きる。（C2(2)②3，C2(3)②4）　(C-2)

6.6．日本薬局方収載の代表的な医薬品の容量分析を実施できる。（C2(3)②5）
　(C-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。



2019-9030000739-01物理系薬学特別講義「15台以降」（科目番号：4P1）

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

能田　均、藤岡　稔大、池田　浩人、巴山　忠、堤　広之(冨田　陵子、刀根　菜七子)

◎－－－　一般目標　－－－◎

物理系薬学は、薬学で取り扱う様々な事象の原理・原則を理解
し、解析するための学問であり、医薬品の開発、生産、臨床応
用を理論的に支援し，実証するための基盤となる。主に物理化
学および分析化学から構成される物理系薬学特別講義では、今
まで学んできた関連講義で学習した内容を包括的かつ相補的に
学習することで、より高度な応用力へ展開可能な基礎的知識・
技能を習得する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 熱力学に関する基本的事項について説明できる。（C1(2)
②1-7,C1(2)③1-5, C1(2)④1-4）(態度・志向性)

2.（擬）ゼロ次～二次反応、複合反応の特徴、及び反応速度と
温度との関係について説明できる。(C1(3)①1-6)(態度・志向性)

3. 相平衡，相律，状態図及び希薄溶液の束一的性質について説
明できる。(C1(2)⑤1-3､C1(2)⑥1)(態度・志向性)

4. 化学平衡（酸・塩基、錯体生成、沈殿、酸化還元、分配）に
ついて説明できる．（C2(2)①1,2,4, C2(2)②1-4）(態度・志向性)

5. 医薬品の構造と滴定法の関係について説明できる。（C2(3)
②1-5）(態度・志向性)

6. クロマトグラフィー及び電気泳動法について、特徴、原理及
び応用例を説明できる．（C2(5)①1-5，C2(5)②1）(態度・志向
性)

7. 免疫・酵素反応による分析法の原理及び応用例について説明
できる．（C2(6)②1-4）(態度・志向性)

8. 主要な電磁波分析法及び代表的な画像診断技術について説明
できる．（C2(4)①1-5，C2(4)④1-2，C2(6)②5）(態度・志向性)

9. IR，NMR，MS の各スペクトルから部分構造を決定できる．
（C2(4)②1，C2(4)③1，C3(4)①1-4，C3(4)②1-2， C3(4)③1-3）
(態度・志向性)

◎－－－　学習方法　－－－◎

パワーポイント、OHP、プリント等を使った講義形式で実施す
る。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

1～3年次の教科書、プリント、ノート等を用いて予習してお
く。講義終了後には、その内容を復習して理解を定着させる。
(90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標の達成度が評価の基準となる。定期試験で、講義内容
に基づく問題を出題し、その結果で評価する（100％）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリント(講義資料）を配布するほか、随時１～３年次に使用し
た教科書を使用する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1. エネルギー（C1(2)②，池田）
 2. 自発的な変化（C1(2)③，池田）
 3. 化学平衡の原理（C1(2)④，池田）
 4. 反応速度（C1(3)①，堤）
 5. 相平衡，溶液の性質（C1(2)⑤-⑥，堤）
 6. 酸・塩基平衡（C2(2)①，刀根）
 7. 各種の化学平衡（C2(2)②，刀根）
 8. 滴定法の基礎（C2(3)②，能田）
 9. 医薬品の滴定（C2(3)②，能田）
10. クロマトグラフィー（C2(5)①，冨田）
11. 電気泳動法（C2(5)②，冨田）
12. 分析技術（C2(6)②，巴山）
13. 分光分析法，核磁気共鳴（NMR）スペクトル測定法，
質量分析法(MS)，Ｘ線分析法（C2(4)①-④，藤岡）
14. 分析技術（C2(6)②，藤岡）
15. 核磁気共鳴（NMR），赤外吸収（IR），質量分析（C3
(4)①-③，藤岡）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

広範囲な内容を限られた時間で講義するので、１～３年次
で学んだ基礎的内容は復習しておくことが、効果的な学習
には必須である。



2019-9030000739-01物理系薬学特別講義「15台以降」（科目番号：4P1）

能田　均、藤岡　稔大、池田　浩人、巴山　忠、堤　広之(冨田　陵子、刀根　菜七子)

◎薬  :C-2

1.1. 熱力学に関する基本的事項について説明できる。（C1(2)②1-7,C1(2)③1-5,
C1(2)④1-4）　(C-2)

2.2.（擬）ゼロ次～二次反応、複合反応の特徴、及び反応速度と温度との関係
について説明できる。(C1(3)①1-6)　(C-2)

3.3. 相平衡，相律，状態図及び希薄溶液の束一的性質について説明できる。(C1
(2)⑤1-3､C1(2)⑥1)　(C-2)

4.4. 化学平衡（酸・塩基、錯体生成、沈殿、酸化還元、分配）について説明で
きる．（C2(2)①1,2,4, C2(2)②1-4）　(C-2)

5.5. 医薬品の構造と滴定法の関係について説明できる。（C2(3)②1-5）　(C-2)

6.6. クロマトグラフィー及び電気泳動法について、特徴、原理及び応用例を説
明できる．（C2(5)①1-5，C2(5)②1）　(C-2)

7.7. 免疫・酵素反応による分析法の原理及び応用例について説明できる．（C2
(6)②1-4）　(C-2)

8.8. 主要な電磁波分析法及び代表的な画像診断技術について説明できる．（C2
(4)①1-5，C2(4)④1-2，C2(6)②5）　(C-2)

9.9. IR，NMR，MS の各スペクトルから部分構造を決定できる．（C2(4)②1，
C2(4)③1，C3(4)①1-4，C3(4)②1-2， C3(4)③1-3）　(C-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。



2019-9030000637-01分析化学Ⅰ「P-a」（科目番号：2P3）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　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　　

能田　均、（古賀　鈴依子）

◎－－－　一般目標　－－－◎

　医薬品の適正な供給や使用のために分析化学の果たす役割を理解
する。
　化学物質(医薬品を含む）を適切に分析できるようになるために，
物質の定性，定量に関する基本事項を習得する。（薬学教育モデル
コアカリC2化学物質の分析：(1)分析の基礎，(2)溶液中の化学平衡，
(3)化学物質の定量分析）

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．分析化学の基礎事項（器具、単位、濃度計算）を説明できる。
(C2(1)①1-3）(知識・理解)

２．数値の取扱（有効数字、数字の丸め方）及び統計の基礎を理解
し、計算できる。(C2(1)①2）(知識・理解)

３．分析法バリデーションについて説明できる。(C2(1)①3） (知識・
理解)

４．酸、塩基、各種塩溶液及び緩衝液のpHを計算できる。(C2(2)
①3-4）(知識・理解)

５．容量分析の原理・手順、及び直接滴定と逆滴定が説明できる。
(C2(3)②全般）(知識・理解)

６．中和滴定及び非水滴定に用いる溶媒と標準液について説明でき
る。(C2(3)②）(知識・理解)

７．代表的な医薬品について、滴定の反応式を書き、標準液1mLに対
応する医薬品の量を求め、含量を計算できる。(C2(3)②全般）(知
識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　教科書およびプリントを用いて講義し、演習する。
　学習の進捗を確認するために，基本的事項について中間テストを
行う。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　教科書を予習し，専門用語等の意味を理解しておく。また、プリ
ントや章末問題等により、理解を定着させる。(90分）
　必要に応じて、講義資料（パワーポイント）をダウンロードし
て、予習･復習に活用する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　①分析化学の基礎事項、②滴定の基礎となる化学平衡、③滴定の
手順、④個別医薬品の滴定、についての理解を評価基準とする。原
則として定期試験60％、中間試験30％及びレポート10％とする。
　フィードバックとして、中間試験の解説を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

パートナー分析化学Ⅰ 改訂第３版 萩中　淳、山口政俊、能田　均 編
集（南江堂）2017年、価格4800円、ISBN 978-4524403431

◎－－－　参考書　－－－◎

第17改正日本薬局方解説書 -学生版-　（廣川書店）　ISBN
978-4567015332
演習で理解する薬学の分析化学　山口政俊ほか　編集（廣川書店）
2010年、3400円　ISBN 978-4567256704

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　緒論　分析化学とは　分析の基礎(C2(1)①3、能田）
２　薬局方における各種試験法（B(2)②8）(C2(1)①3，ア
ドバンスト、能田）
３　分析化学における数値の取扱と統計(C2(1)①2，アドバ
ンスト、能田）
４　重量分析法の理論（天秤、前処理法）(C2(3)②7、能
田）
５　重量分析法による医薬品の定量(C2(3)②7、能田）
６　容量分析総論（器具、容量分析用標準液、標定、指示
薬）(C2(3)②全般，アドバンスト、能田）
７　酸塩基滴定の基礎（酸塩基平衡）(C2(2)①1-4、能田）
８　酸塩基滴定の基礎（酸、塩基、塩溶液のpH、指示薬、
能田）
９　酸塩基滴定の基礎（滴定曲線）(C2(3)②全般，アドバ
ンスト、能田）
10　酸塩基滴定に用いる容量分析用標準液の調製と標定
(C2(3)②全般、古賀）
11　酸塩基滴定各論　水酸化ナトリウムの定量(C2(3)②全
般、古賀）
12　酸塩基滴定各論　各種医薬品の定量(C2(3)②全般、古
賀）
13　非水滴定総論（溶媒と容量分析用標準液）(C2(3)②1、
能田）
14　非水滴定各論（医薬品の定量）(C2(3)②全般、能田）
15　まとめ(C2(3)②全般，アドバンスト、能田）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　記憶に頼るのでなく、定量の原理をしっかり理解する必
要がある。
　テキストに記載されている医薬品について、第17改正日
本薬局方解説書を用いて合成法、用途、薬理作用などを調
べておくことが望ましい。



2019-9030000637-01分析化学Ⅰ「P-a」（科目番号：2P3）

能田　均、（古賀　鈴依子）

◎薬  :A-1,A-2

1.１．分析化学の基礎事項（器具、単位、濃度計算）を説明できる。(C2(1)
①1-3）　(A-1)

2.２．数値の取扱（有効数字、数字の丸め方）及び統計の基礎を理解し、計算
できる。(C2(1)①2）　(A-1)

3.３．分析法バリデーションについて説明できる。(C2(1)①3） 　(A-2)

4.４．酸、塩基、各種塩溶液及び緩衝液のpHを計算できる。(C2(2)①3-4）　
(A-1)

5.５．容量分析の原理・手順、及び直接滴定と逆滴定が説明できる。(C2(3)②
全般）　(A-1)

6.６．中和滴定及び非水滴定に用いる溶媒と標準液について説明できる。(C2
(3)②）　(A-1)

7.７．代表的な医薬品について、滴定の反応式を書き、標準液1mLに対応する
医薬品の量を求め、含量を計算できる。(C2(3)②全般）　(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。



2019-9030000637-02分析化学Ⅰ「P-b」（科目番号：2P3）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　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　　

能田　均、（古賀　鈴依子）

◎－－－　一般目標　－－－◎

　医薬品の適正な供給や使用のために分析化学の果たす役割を理解
する。
　化学物質(医薬品を含む）を適切に分析できるようになるために，
物質の定性，定量に関する基本事項を習得する。（薬学教育モデル
コアカリC2化学物質の分析：(1)分析の基礎，(2)溶液中の化学平衡，
(3)化学物質の定量分析）

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．分析化学の基礎事項（器具、単位、濃度計算）を説明できる。
(C2(1)①1-3）(知識・理解)

２．数値の取扱（有効数字、数字の丸め方）及び統計の基礎を理解
し、計算できる。(C2(1)①2）(知識・理解)

３．分析法バリデーションについて説明できる。(C2(1)①3） (知識・
理解)

４．酸、塩基、各種塩溶液及び緩衝液のpHを計算できる。(C2(2)
①3-4）(知識・理解)

５．容量分析の原理・手順、及び直接滴定と逆滴定が説明できる。
(C2(3)②全般）(知識・理解)

６．中和滴定及び非水滴定に用いる溶媒と標準液について説明でき
る。(C2(3)②）(知識・理解)

７．代表的な医薬品について、滴定の反応式を書き、標準液1mLに対
応する医薬品の量を求め、含量を計算できる。(C2(3)②全般）(知
識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　教科書およびプリントを用いて講義し、演習する。
　学習の進捗を確認するために，基本的事項について中間テストを
行う。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　教科書を予習し，専門用語等の意味を理解しておく。また、プリ
ントや章末問題等により、理解を定着させる。(90分）
　必要に応じて、講義資料（パワーポイント）をダウンロードし
て、予習･復習に活用する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　①分析化学の基礎事項、②滴定の基礎となる化学平衡、③滴定の
手順、④個別医薬品の滴定、についての理解を評価基準とする。原
則として定期試験60％、中間試験30％及びレポート10％とする。
　フィードバックとして、中間試験の解説を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

パートナー分析化学Ⅰ 改訂第３版 萩中　淳、山口政俊、能田　均 編
集（南江堂）2017年、価格4800円、ISBN 978-4524403431

◎－－－　参考書　－－－◎

第17改正日本薬局方解説書 -学生版-　（廣川書店）　ISBN
978-4567015332
演習で理解する薬学の分析化学　山口政俊ほか　編集（廣川書店）
2010年、3400円　ISBN 978-4567256704

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　緒論　分析化学とは　分析の基礎(C2(1)①3、能田）
２　薬局方における各種試験法（B(2)②8）(C2(1)①3，ア
ドバンスト、能田）
３　分析化学における数値の取扱と統計(C2(1)①2，アドバ
ンスト、能田）
４　重量分析法の理論（天秤、前処理法）(C2(3)②7、能
田）
５　重量分析法による医薬品の定量(C2(3)②7、能田）
６　容量分析総論（器具、容量分析用標準液、標定、指示
薬）(C2(3)②全般，アドバンスト、能田）
７　酸塩基滴定の基礎（酸塩基平衡）(C2(2)①1-4、能田）
８　酸塩基滴定の基礎（酸、塩基、塩溶液のpH、指示薬、
能田）
９　酸塩基滴定の基礎（滴定曲線）(C2(3)②全般，アドバ
ンスト、能田）
10　酸塩基滴定に用いる容量分析用標準液の調製と標定
(C2(3)②全般、古賀）
11　酸塩基滴定各論　水酸化ナトリウムの定量(C2(3)②全
般、古賀）
12　酸塩基滴定各論　各種医薬品の定量(C2(3)②全般、古
賀）
13　非水滴定総論（溶媒と容量分析用標準液）(C2(3)②1、
能田）
14　非水滴定各論（医薬品の定量）(C2(3)②全般、能田）
15　まとめ(C2(3)②全般，アドバンスト、能田）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　記憶に頼るのでなく、定量の原理をしっかり理解する必
要がある。
　テキストに記載されている医薬品について、第17改正日
本薬局方解説書を用いて合成法、用途、薬理作用などを調
べておくことが望ましい。



2019-9030000637-02分析化学Ⅰ「P-b」（科目番号：2P3）

能田　均、（古賀　鈴依子）

◎薬  :A-1,A-2

1.１．分析化学の基礎事項（器具、単位、濃度計算）を説明できる。(C2(1)
①1-3）　(A-1)

2.２．数値の取扱（有効数字、数字の丸め方）及び統計の基礎を理解し、計算
できる。(C2(1)①2）　(A-1)

3.３．分析法バリデーションについて説明できる。(C2(1)①3） 　(A-2)

4.４．酸、塩基、各種塩溶液及び緩衝液のpHを計算できる。(C2(2)①3-4）　
(A-1)

5.５．容量分析の原理・手順、及び直接滴定と逆滴定が説明できる。(C2(3)②
全般）　(A-1)

6.６．中和滴定及び非水滴定に用いる溶媒と標準液について説明できる。(C2
(3)②）　(A-1)

7.７．代表的な医薬品について、滴定の反応式を書き、標準液1mLに対応する
医薬品の量を求め、含量を計算できる。(C2(3)②全般）　(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。



2019-9030000638-01分析化学Ⅱ「P-a」（科目番号：2P4）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　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　　

能田　均、（坂口　洋平）

◎－－－　一般目標　－－－◎

　化学物質(医薬品を含む）を適切に分析できるようになるため
に，物質の定性、定量に関する基本的事項を習得する。分析化学
Ⅰに続いて、沈殿滴定法、キレート滴定法、酸化還元滴定法の基
礎と医薬品定量への応用を習得する。（薬学教育モデルコアカリ
C2化学物質の分析(3)化学物質の定量分析）

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．キレート生成反応の基礎事項（配位、配位子、錯体、生成定
数など）を理解し、キレート滴定法の原理が説明できる。（C2(2)
②1） (知識・理解)

２．キレート滴定が適用される医薬品をあげて、定量法が説明で
きる。（C2(3)②2）(知識・理解)

３．沈殿生成反応と溶解度積を理解し、沈殿滴定法の原理が説明
できる。（C2(2)②2）(知識・理解)

４．ファヤンス法及びホルハルト法による医薬品の滴定が説明で
きる。（C2(3)②3）(知識・理解)

５．酸化還元反応の基礎事項（酸化と還元、酸化数、酸化還元電
位、電極）を理解し、代表的な酸化還元滴定を説明できる。（C2
(2)②3）(知識・理解)

６．酸化還元滴定が適用される医薬品をあげて、定量法を説明で
きる。（C2(3)②5）(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　教科書およびプリントを用いて講義し、演習する。
　学習の進捗を確認するために，基礎事項について小テストを行
う。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　教科書を予習し，専門用語等の意味を理解しておく。また、プ
リントや章末問題を使って理解を定着させる(90分）。
　必要に応じて、講義資料（パワーポイント）をダウンロードし
て、予習･復習に活用する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　①分析化学の基礎事項、②滴定の基礎となる化学平衡、③滴定
の手順、④個別医薬品の滴定、についての理解を評価基準とす
る。原則として定期試験60％、中間試験30％及びレポート10％と
する。
　フィードバックとして、中間試験の解説を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

パートナー分析化学Ⅰ 改訂第３版 萩中　淳、山口政俊、能田　
均 編集（南江堂）2017年、価格4800円、ISBN　978-4524403431

◎－－－　参考書　－－－◎

第17改正日本薬局方解説書 -学生版-　（廣川書店）　ISBN
978-4567015332
演習で理解する薬学の分析化学　山口政俊ほか　編集（廣川書
店）2010年、3400円　ISBN 978-4567256704

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　錯体化学概論（錯体とキレート、安定度定数）（C2
(2)②1，アドバンスト、能田）
２　キレート滴定の種類（C2(3)②2キレート、安定度定
数）（C2(2)②1，アドバンスト、能田）
３　キレート滴定による医薬品の定量（C2(3)②2キレー
ト、安定度定数）（C2(2)②1，アドバンスト、能田）
４　沈殿滴定総論（溶解度積、滴定曲線）（C2(2)②2，ア
ドバンストキレート、安定度定数）（C2(2)②1，アドバン
スト、能田）
５　沈殿滴定各論（ファヤンス法）（C2(3)②3キレート、
安定度定数）（C2(2)②1，アドバンスト、能田）
６　沈殿滴定各論（ホルハルト法）（C2(3)②3キレート、
安定度定数）（C2(2)②1，アドバンスト、能田）
７　酸化還元総論（電極，電位，酸化還元電位）（C2(2)
②3，アドバンストキレート、安定度定数）（C2(2)②1，
アドバンスト、能田）
８　酸化還元滴定滴定（滴定曲線）（C2(2)②3，C2(3)
②4，アドバンストキレート、安定度定数）（C2(2)②1，
アドバンスト、能田）
９　酸化還元滴定各論（過マンガン酸カリウム法）（C2
(3)②4、坂口）
10　酸化還元滴定各論（ヨウ素滴定）（C2(3)②4、坂口）
11　酸化還元滴定各論（臭素滴定）（C2(3)②4、坂口）
12　酸化還元滴定各論（過ヨウ素酸滴定）（C2(3)②4、能
田）
13　酸化還元滴定各論（ヨウ素酸塩滴定、ジアゾ滴定）
（C2(3)②4、能田）
14　容量分析法の総括（C2(3)②全般キレート、安定度定
数）（C2(2)②1，アドバンスト、能田）
15　演　　習（C2(1)全般，C2(3)全般キレート、安定度定
数）（C2(2)②1，アドバンスト、能田）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　テキストに記載されている医薬品について、第17改正日
本薬局方解説書を用いて合成法、用途、薬理作用などを調
べておく。物理系実習Ⅰと関連させて理解を深める。



2019-9030000638-01分析化学Ⅱ「P-a」（科目番号：2P4）

能田　均、（坂口　洋平）

◎薬  :A-1,A-2

1.１．キレート生成反応の基礎事項（配位、配位子、錯体、生成定数など）を
理解し、キレート滴定法の原理が説明できる。（C2(2)②1） 　(A-1)

2.２．キレート滴定が適用される医薬品をあげて、定量法が説明できる。（C2
(3)②2）　(A-2)

3.３．沈殿生成反応と溶解度積を理解し、沈殿滴定法の原理が説明できる。
（C2(2)②2）　(A-1)

4.４．ファヤンス法及びホルハルト法による医薬品の滴定が説明できる。（C2
(3)②3）　(A-2)

5.５．酸化還元反応の基礎事項（酸化と還元、酸化数、酸化還元電位、電極）
を理解し、代表的な酸化還元滴定を説明できる。（C2(2)②3）　(A-1)

6.６．酸化還元滴定が適用される医薬品をあげて、定量法を説明できる。（C2
(3)②5）　(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。



2019-9030000638-02分析化学Ⅱ「P-b」（科目番号：2P4）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　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　　

能田　均、（坂口　洋平）

◎－－－　一般目標　－－－◎

　化学物質(医薬品を含む）を適切に分析できるようになるため
に，物質の定性、定量に関する基本的事項を習得する。分析化学
Ⅰに続いて、沈殿滴定法、キレート滴定法、酸化還元滴定法の基
礎と医薬品定量への応用を習得する。（薬学教育モデルコアカリ
C2化学物質の分析(3)化学物質の定量分析）

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．キレート生成反応の基礎事項（配位、配位子、錯体、生成定
数など）を理解し、キレート滴定法の原理が説明できる。（C2(2)
②1） (知識・理解)

２．キレート滴定が適用される医薬品をあげて、定量法が説明で
きる。（C2(3)②2）(知識・理解)

３．沈殿生成反応と溶解度積を理解し、沈殿滴定法の原理が説明
できる。（C2(2)②2）(知識・理解)

４．ファヤンス法及びホルハルト法による医薬品の滴定が説明で
きる。（C2(3)②3）(知識・理解)

５．酸化還元反応の基礎事項（酸化と還元、酸化数、酸化還元電
位、電極）を理解し、代表的な酸化還元滴定を説明できる。（C2
(2)②3）(知識・理解)

６．酸化還元滴定が適用される医薬品をあげて、定量法を説明で
きる。（C2(3)②5）(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　教科書およびプリントを用いて講義し、演習する。
　学習の進捗を確認するために，基礎事項について小テストを行
う。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　教科書を予習し，専門用語等の意味を理解しておく。また、プ
リントや章末問題を使って理解を定着させる(90分）。
　必要に応じて、講義資料（パワーポイント）をダウンロードし
て、予習･復習に活用する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　①分析化学の基礎事項、②滴定の基礎となる化学平衡、③滴定
の手順、④個別医薬品の滴定、についての理解を評価基準とす
る。原則として定期試験60％、中間試験30％及びレポート10％と
する。
　フィードバックとして、中間試験の解説を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

パートナー分析化学Ⅰ 改訂第３版 萩中　淳、山口政俊、能田　
均 編集（南江堂）2017年、価格4800円、ISBN　978-4524403431

◎－－－　参考書　－－－◎

第17改正日本薬局方解説書 -学生版-　（廣川書店）　ISBN
978-4567015332
演習で理解する薬学の分析化学　山口政俊ほか　編集（廣川書
店）2010年、3400円　ISBN 978-4567256704

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　錯体化学概論（錯体とキレート、安定度定数）（C2
(2)②1，アドバンスト、能田）
２　キレート滴定の種類（C2(3)②2キレート、安定度定
数）（C2(2)②1，アドバンスト、能田）
３　キレート滴定による医薬品の定量（C2(3)②2キレー
ト、安定度定数）（C2(2)②1，アドバンスト、能田）
４　沈殿滴定総論（溶解度積、滴定曲線）（C2(2)②2，ア
ドバンストキレート、安定度定数）（C2(2)②1，アドバン
スト、能田）
５　沈殿滴定各論（ファヤンス法）（C2(3)②3キレート、
安定度定数）（C2(2)②1，アドバンスト、能田）
６　沈殿滴定各論（ホルハルト法）（C2(3)②3キレート、
安定度定数）（C2(2)②1，アドバンスト、能田）
７　酸化還元総論（電極，電位，酸化還元電位）（C2(2)
②3，アドバンストキレート、安定度定数）（C2(2)②1，
アドバンスト、能田）
８　酸化還元滴定滴定（滴定曲線）（C2(2)②3，C2(3)
②4，アドバンストキレート、安定度定数）（C2(2)②1，
アドバンスト、能田）
９　酸化還元滴定各論（過マンガン酸カリウム法）（C2
(3)②4、坂口）
10　酸化還元滴定各論（ヨウ素滴定）（C2(3)②4、坂口）
11　酸化還元滴定各論（臭素滴定）（C2(3)②4、坂口）
12　酸化還元滴定各論（過ヨウ素酸滴定）（C2(3)②4、能
田）
13　酸化還元滴定各論（ヨウ素酸塩滴定、ジアゾ滴定）
（C2(3)②4、能田）
14　容量分析法の総括（C2(3)②全般キレート、安定度定
数）（C2(2)②1，アドバンスト、能田）
15　演　　習（C2(1)全般，C2(3)全般キレート、安定度定
数）（C2(2)②1，アドバンスト、能田）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　テキストに記載されている医薬品について、第17改正日
本薬局方解説書を用いて合成法、用途、薬理作用などを調
べておく。物理系実習Ⅰと関連させて理解を深める。



2019-9030000638-02分析化学Ⅱ「P-b」（科目番号：2P4）

能田　均、（坂口　洋平）

◎薬  :A-1,A-2

1.１．キレート生成反応の基礎事項（配位、配位子、錯体、生成定数など）を
理解し、キレート滴定法の原理が説明できる。（C2(2)②1） 　(A-1)

2.２．キレート滴定が適用される医薬品をあげて、定量法が説明できる。（C2
(3)②2）　(A-2)

3.３．沈殿生成反応と溶解度積を理解し、沈殿滴定法の原理が説明できる。
（C2(2)②2）　(A-1)

4.４．ファヤンス法及びホルハルト法による医薬品の滴定が説明できる。（C2
(3)②3）　(A-2)

5.５．酸化還元反応の基礎事項（酸化と還元、酸化数、酸化還元電位、電極）
を理解し、代表的な酸化還元滴定を説明できる。（C2(2)②3）　(A-1)

6.６．酸化還元滴定が適用される医薬品をあげて、定量法を説明できる。（C2
(3)②5）　(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。



2019-9030000676-01日本薬局方Ⅰ「P-a」（科目番号：3P3）

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

巴山　忠

◎－－－　一般目標　－－－◎

　日本薬局方一般試験法の基本的知識を習得する。一般試験法
は、共通な試験法、医薬品の品質評価に有用な試験法およびこれ
に関連する事項をまとめたものである。試験法は、化学的試験
法、物理的試験法など、７種の試験法などから構成・記載されて
いる。本講義では、主に「化学的手法を用いる試験法（定性試
験、確認試験、純度試験など）」についての基本的知識を習得す
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「C2化学物質の分析」に沿って講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 日本薬局方の意義と構成について理解できる。（B(2)②8）(知
識・理解)

2. 代表的な無機イオンの定性反応を説明できる。（C2(3)①1）
(知識・理解)

3. 代表的な官能基（アミン、アルコール、フェノール、アルデヒ
ド、ケトン、カルボン酸など）の定性試験を説明できる。（C2
(3)①2）(知識・理解)

4. 日本薬局方収載の代表的な医薬品の確認試験を列挙し、その内
容を説明できる。（C2(3)①2）(知識・理解)

5. 日本薬局方収載の代表的な医薬品の純度試験を列挙し、その内
容を説明できる。（C2(3)②6）(知識・理解)

6. 日本薬局方収載の重量分析法の原理および操作法を説明でき
る。（C2(3)②7）(知識・理解)

7. 限度試験およびその他の化学的試験法の内容を説明できる。
（C2(3)②6,7）

◎－－－　学習方法　－－－◎

　テキスト、プリント及びスライドによる講義形式で行う。ま
た、必要に応じて過去の国家試験問題を参考にしながら講義す
る。

◎－－－　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。また、配布したプリン
トなどを用いて、授業内容の理解度を確認すること（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標に記載の項目を達成しているかどうかを評価の基準とす
る。定期試験の成績を90％、中間試験を10%の目安として総合的
に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

パートナー分析化学Ⅰ改訂第3版：萩中　淳、能田　均、山口政
俊　編集（南江堂）2017年　4800円　ISBN 978-4-524-40343-1

◎－－－　参考書　－－－◎

第17改正 日本薬局方解説書・学生版（廣川書店）　ISBN
978-4-567-01533-2

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　日本薬局方の概略説明（準備教育、B(2)②8）
2　無機医薬品定性（陽イオン、C2(3)①1）
3　無機医薬品定性（陰イオン、C2(3)①1）
4　有機医薬品の系統分析（C2(2)②4、C2(6)①1、アドバン
スト）
5　アミン類の定性（C2(3)①2）
6　アルコール及びフェノール類の定性（C2(3)①2）
7　アルデヒド及びケトン類の定性（C2(3)①2）
8　カルボン酸及びエステル類の定性（C2(3)①2）
9　その他の特徴的定性反応（C2(3)①2、アドバンスト）
10　限度試験（アンモニウム、塩化物、重金属、鉄、ヒ
素、硫酸塩、C2(3)②6）
11　化学的試験法（酸素フラスコ燃焼法、水分測定法、窒
素定量法、硫酸呈色物試験法、C2(3)②6）
12　定数測定法（凝固点、沸点測定法、融点測定法、C2
(3)②6）
13　重量分析法（乾燥減量、強熱減量、強熱残分試験法、
C2(3)②7）
14　その他の一般試験法（アドバンスト）
15　総括と演習

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義で解説する医薬品については、指定した参考書（薬局
方解説書）等で試験法以外の項目（構造，製法，動態，薬
効など）も学習しておくことが望ましい。



2019-9030000676-01日本薬局方Ⅰ「P-a」（科目番号：3P3）

巴山　忠

◎薬  :A-1,A-2

1.1. 日本薬局方の意義と構成について理解できる。（B(2)②8）　(A-2)

2.2. 代表的な無機イオンの定性反応を説明できる。（C2(3)①1）　(A-1)

3.3. 代表的な官能基（アミン、アルコール、フェノール、アルデヒド、ケト
ン、カルボン酸など）の定性試験を説明できる。（C2(3)①2）　(A-2)

4.4. 日本薬局方収載の代表的な医薬品の確認試験を列挙し、その内容を説明で
きる。（C2(3)①2）　(A-2)

5.5. 日本薬局方収載の代表的な医薬品の純度試験を列挙し、その内容を説明で
きる。（C2(3)②6）　(A-1)

6.6. 日本薬局方収載の重量分析法の原理および操作法を説明できる。（C2(3)
②7）　(A-2)

7.7. 限度試験およびその他の化学的試験法の内容を説明できる。（C2(3)
②6,7）

◎　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。



2019-9030000676-02日本薬局方Ⅰ「P-b」（科目番号：3P3）

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

巴山　忠

◎－－－　一般目標　－－－◎

　日本薬局方一般試験法の基本的知識を習得する。一般試験法
は、共通な試験法、医薬品の品質評価に有用な試験法およびこれ
に関連する事項をまとめたものである。試験法は、化学的試験
法、物理的試験法など、７種の試験法などから構成・記載されて
いる。本講義では、主に「化学的手法を用いる試験法（定性試
験、確認試験、純度試験など）」についての基本的知識を習得す
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「C2化学物質の分析」に沿って講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 日本薬局方の意義と構成について理解できる。（B(2)②8）(知
識・理解)

2. 代表的な無機イオンの定性反応を説明できる。（C2(3)①1）
(知識・理解)

3. 代表的な官能基（アミン、アルコール、フェノール、アルデヒ
ド、ケトン、カルボン酸など）の定性試験を説明できる。（C2
(3)①2）(知識・理解)

4. 日本薬局方収載の代表的な医薬品の確認試験を列挙し、その内
容を説明できる。（C2(3)①2）(知識・理解)

5. 日本薬局方収載の代表的な医薬品の純度試験を列挙し、その内
容を説明できる。（C2(3)②6）(知識・理解)

6. 日本薬局方収載の重量分析法の原理および操作法を説明でき
る。（C2(3)②7）(知識・理解)

7. 限度試験およびその他の化学的試験法の内容を説明できる。
（C2(3)②6,7）

◎－－－　学習方法　－－－◎

　テキスト、プリント及びスライドによる講義形式で行う。ま
た、必要に応じて過去の国家試験問題を参考にしながら講義す
る。

◎－－－　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。また、配布したプリン
トなどを用いて、授業内容の理解度を確認すること（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標に記載の項目を達成しているかどうかを評価の基準とす
る。定期試験の成績を90％、中間試験を10%の目安として総合的
に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

パートナー分析化学Ⅰ改訂第3版：萩中　淳、能田　均、山口政
俊　編集（南江堂）2017年　4800円　ISBN 978-4-524-40343-1

◎－－－　参考書　－－－◎

第17改正 日本薬局方解説書・学生版（廣川書店）　ISBN
978-4-567-01533-2

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　日本薬局方の概略説明（準備教育、B(2)②8）
2　無機医薬品定性（陽イオン、C2(3)①1）
3　無機医薬品定性（陰イオン、C2(3)①1）
4　有機医薬品の系統分析（C2(2)②4、C2(6)①1、アドバン
スト）
5　アミン類の定性（C2(3)①2）
6　アルコール及びフェノール類の定性（C2(3)①2）
7　アルデヒド及びケトン類の定性（C2(3)①2）
8　カルボン酸及びエステル類の定性（C2(3)①2）
9　その他の特徴的定性反応（C2(3)①2、アドバンスト）
10　限度試験（アンモニウム、塩化物、重金属、鉄、ヒ
素、硫酸塩、C2(3)②6）
11　化学的試験法（酸素フラスコ燃焼法、水分測定法、窒
素定量法、硫酸呈色物試験法、C2(3)②6）
12　定数測定法（凝固点、沸点測定法、融点測定法、C2
(3)②6）
13　重量分析法（乾燥減量、強熱減量、強熱残分試験法、
C2(3)②7）
14　その他の一般試験法（アドバンスト）
15　総括と演習

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義で解説する医薬品については、指定した参考書（薬局
方解説書）等で試験法以外の項目（構造，製法，動態，薬
効など）も学習しておくことが望ましい。



2019-9030000676-02日本薬局方Ⅰ「P-b」（科目番号：3P3）

巴山　忠

◎薬  :A-1,A-2

1.1. 日本薬局方の意義と構成について理解できる。（B(2)②8）

2.2. 代表的な無機イオンの定性反応を説明できる。（C2(3)①1）

3.3. 代表的な官能基（アミン、アルコール、フェノール、アルデヒド、ケト
ン、カルボン酸など）の定性試験を説明できる。（C2(3)①2）

4.4. 日本薬局方収載の代表的な医薬品の確認試験を列挙し、その内容を説明で
きる。（C2(3)①2）

5.5. 日本薬局方収載の代表的な医薬品の純度試験を列挙し、その内容を説明で
きる。（C2(3)②6）

6.6. 日本薬局方収載の重量分析法の原理および操作法を説明できる。（C2(3)
②7）

7.7. 限度試験およびその他の化学的試験法の内容を説明できる。（C2(3)
②6,7）

◎　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。



2019-9030000677-01日本薬局方Ⅱ「P-a」（科目番号：3P4）

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　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　　

巴山　忠

◎－－－　一般目標　－－－◎

　日本薬局方一般試験法の基本的知識を習得する。「日本薬局
方I」（前期科目）では、主に一般試験法の「化学的分析法」に
ついて講義した。本講義では、「物理的分析法（主に分離分析
手法）」について習得する。さらに、薬学研究や臨床の場で分
析技術を適切に応用するために、代表的な分析方法についての
基本的知識を習得する。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「C2化学物質の分析」
に沿って講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. クロマトグラフィーの種類を列挙し、それぞれの特徴と分離
機構を説明できる。（C2(5)①1）(知識・理解)

2. クロマトグラフィーで用いられる代表的な検出法を説明でき
る。（C2(5)①2-3）(知識・理解)

3. クロマトグラフィーを用いた代表的な試料の定性・定量法を
説明できる。（C2(5)①5）(知識・理解)

4. 電気泳動法の原理を説明できる。（C2(5)②1）(知識・理解)

5. 電気泳動法の応用例を説明できる。（C2(5)②1）(知識・理解)

6. 分析目的に即した試料の前処理法を説明できる。（C2(6)
①1）(知識・理解)

7. 臨床現場で用いられる代表的な分析法（免疫化学的測定法、
酵素分析法、ドライケミストリー）を列挙し、それらの原理を
説明できる。（C2(6)②1-4）(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　テキスト、プリント及びスライドによる講義形式で行う。ま
た、必要に応じて過去の国家試験問題を参考にしながら講義す
る。

◎－－－　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。また、配布したプリ
ントなどを用いて、授業内容の理解度を確認すること（60
分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標に記載の項目を達成しているかどうかを、評価の基準
とする。定期試験の成績を90％、中間試験を10%の目安として
総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

パートナー分析化学II改訂第3版：能田　均、萩中　淳、山口　
政俊　編集（南江堂）2017年　5000円　ISBN 978-4-524-40344-8

◎－－－　参考書　－－－◎

第17改正 日本薬局方解説書・学生版（廣川書店）　ISBN
978-4-567-01533-2

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　本講義の概略説明（準備教育）
2　クロマトグラムの読み方（定性・定量、C2(5)①5）
3　クロマトグラムの読み方（質量分布比、分離度、分離
係数、理論段数、理論段高さ、C2(5)①5）
4　クロマトグラフィーの分離機構についての概略説明
（C2(2)②4、C2(5)①1）
5　液体クロマトグラフィー（分離機構、C2(5)①1）
6　液体クロマトグラフィー（検出、C2(5)①3）
7　液体クロマトグラフィー（誘導体化、アミノ酸分析
法、C2(5)①1、C2(5)①3、C2(5)①5、アドバンスト）
8　薄層クロマトグラフィー（C2(5)①2）
9　ガスクロマトグラフィー（分離機構、C2(5)①1）
10　ガスクロマトグラフィー（検出、C2(5)①4）　　
11　ゲル電気泳動法（C2(5)②1、アドバンスト）
12　キャピラリー電気泳動法（C2(5)②1、アドバンスト）
13　臨床現場で用いる分析技術（試料の前処理法、酵素分
析法、C2(6)①1、C2(6)②1、C2(6)②3）
14　臨床現場で用いる分析技術（免疫化学的測定法、ドラ
イケミストリー、C2(6)①1、C2(6)②2、C2(6)②4）
15　総括と演習

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義で解説する医薬品については、指定した参考書（薬局
方解説書）等で試験法以外の項目（構造，製法，動態，薬
効など）も学習しておくことが望ましい。



2019-9030000677-01日本薬局方Ⅱ「P-a」（科目番号：3P4）

巴山　忠

◎薬  :A-1,A-2

1.1. クロマトグラフィーの種類を列挙し、それぞれの特徴と分離機構を説明で
きる。（C2(5)①1）　(A-1)

2.2. クロマトグラフィーで用いられる代表的な検出法を説明できる。（C2(5)
①2-3）　(A-1)

3.3. クロマトグラフィーを用いた代表的な試料の定性・定量法を説明できる。
（C2(5)①5）　(A-2)

4.4. 電気泳動法の原理を説明できる。（C2(5)②1）　(A-1)

5.5. 電気泳動法の応用例を説明できる。（C2(5)②1）　(A-2)

6.6. 分析目的に即した試料の前処理法を説明できる。（C2(6)①1）　(A-2)

7.7. 臨床現場で用いられる代表的な分析法（免疫化学的測定法、酵素分析法、
ドライケミストリー）を列挙し、それらの原理を説明できる。（C2(6)②1-4）
　(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。



2019-9030000677-02日本薬局方Ⅱ「P-b」（科目番号：3P4）

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　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　　

巴山　忠

◎－－－　一般目標　－－－◎

　日本薬局方一般試験法の基本的知識を習得する。「日本薬局
方I」（前期科目）では、主に一般試験法の「化学的分析法」に
ついて講義した。本講義では、「物理的分析法（主に分離分析
手法）」について習得する。さらに、薬学研究や臨床の場で分
析技術を適切に応用するために、代表的な分析方法についての
基本的知識を習得する。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「C2化学物質の分析」
に沿って講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. クロマトグラフィーの種類を列挙し、それぞれの特徴と分離
機構を説明できる。（C2(5)①1）(知識・理解)

2. クロマトグラフィーで用いられる代表的な検出法を説明でき
る。（C2(5)①2-3）(知識・理解)

3. クロマトグラフィーを用いた代表的な試料の定性・定量法を
説明できる。（C2(5)①5）(知識・理解)

4. 電気泳動法の原理を説明できる。（C2(5)②1）(知識・理解)

5. 電気泳動法の応用例を説明できる。（C2(5)②1）(知識・理解)

6. 分析目的に即した試料の前処理法を説明できる。（C2(6)
①1）(知識・理解)

7. 臨床現場で用いられる代表的な分析法（免疫化学的測定法、
酵素分析法、ドライケミストリー）を列挙し、それらの原理を
説明できる。（C2(6)②1-4）(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　テキスト、プリント及びスライドによる講義形式で行う。ま
た、必要に応じて過去の国家試験問題を参考にしながら講義す
る。

◎－－－　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。また、配布したプリ
ントなどを用いて、授業内容の理解度を確認すること（60
分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標に記載の項目を達成しているかどうかを、評価の基準
とする。定期試験の成績を90％、中間試験を10%の目安として
総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

パートナー分析化学II改訂第3版：能田　均、萩中　淳、山口　
政俊　編集（南江堂）2017年　5000円　ISBN 978-4-524-40344-8

◎－－－　参考書　－－－◎

第17改正 日本薬局方解説書・学生版（廣川書店）　ISBN
978-4-567-01533-2

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　本講義の概略説明（準備教育）
2　クロマトグラムの読み方（定性・定量、C2(5)①5）
3　クロマトグラムの読み方（質量分布比、分離度、分離
係数、理論段数、理論段高さ、C2(5)①5）
4　クロマトグラフィーの分離機構についての概略説明
（C2(2)②4、C2(5)①1）
5　液体クロマトグラフィー（分離機構、C2(5)①1）
6　液体クロマトグラフィー（検出、C2(5)①3）
7　液体クロマトグラフィー（誘導体化、アミノ酸分析
法、C2(5)①1、C2(5)①3、C2(5)①5、アドバンスト）
8　薄層クロマトグラフィー（C2(5)①2）
9　ガスクロマトグラフィー（分離機構、C2(5)①1）
10　ガスクロマトグラフィー（検出、C2(5)①4）　　
11　ゲル電気泳動法（C2(5)②1、アドバンスト）
12　キャピラリー電気泳動法（C2(5)②1、アドバンスト）
13　臨床現場で用いる分析技術（試料の前処理法、酵素分
析法、C2(6)①1、C2(6)②1、C2(6)②3）
14　臨床現場で用いる分析技術（免疫化学的測定法、ドラ
イケミストリー、C2(6)①1、C2(6)②2、C2(6)②4）
15　総括と演習

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義で解説する医薬品については、指定した参考書（薬局
方解説書）等で試験法以外の項目（構造，製法，動態，薬
効など）も学習しておくことが望ましい。



2019-9030000677-02日本薬局方Ⅱ「P-b」（科目番号：3P4）

巴山　忠

◎薬  :A-1,A-2

1.1. クロマトグラフィーの種類を列挙し、それぞれの特徴と分離機構を説明で
きる。（C2(5)①1）　(A-1)

2.2. クロマトグラフィーで用いられる代表的な検出法を説明できる。（C2(5)
①2-3）　(A-1)

3.3. クロマトグラフィーを用いた代表的な試料の定性・定量法を説明できる。
（C2(5)①5）　(A-2)

4.4. 電気泳動法の原理を説明できる。（C2(5)②1）　(A-1)

5.5. 電気泳動法の応用例を説明できる。（C2(5)②1）　(A-2)

6.6. 分析目的に即した試料の前処理法を説明できる。（C2(6)①1）　(A-2)

7.7. 臨床現場で用いられる代表的な分析法（免疫化学的測定法、酵素分析法、
ドライケミストリー）を列挙し、それらの原理を説明できる。（C2(6)②1-4）
　(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。



2019-9030000691-01医薬品安全性学（科目番号：3Y5）

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

原　周司、緒方　憲太郎、増山　ゆかり

◎－－－　一般目標　－－－◎

　医薬品添付文書中に記載されている主な副作用の病態・発現機
序および原因薬剤を修得し、それらの初期症状および生化学的検
査値の変動や対策を理解する。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「A(1)③患者安全
と薬害の防止およびE1薬の作用と体の変化」にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

代表的な薬害の例について、その原因と社会的背景及びその後の
対応を説明できる。（A(1)③6,7）(態度・志向性)

薬物の主作用と副作用、毒性との関連性について説明できる。
（E1((4)1,2）(知識・理解)

皮膚障害を引き起こす代表的な薬剤、身体所見、検査所見及び発
現機序を説明できる。（E1(2)①1、(4)3）(知識・理解)

感覚器障害を引き起こす代表的な薬剤とその発言機序を説明でき
る。（E1(2)①1、(4)3）(知識・理解)

血液障害及び循環器障害を引き起こす代表的な薬剤、身体所見、
検査所見及び発現機序を説明できる。（E1(4)3）(知識・理解)

消化器・肝・腎障害を引き起こす代表的な薬剤、身体所見、検査
所見及び発現機序を説明できる。（E1(4)3）(知識・理解)

呼吸器・骨格筋障害を引き起こす代表的な薬剤、身体所見、検査
所見及び発現機序を説明できる。（E1(4)3）(知識・理解)

神経毒性を引き起こす代表的な薬剤、身体所見、検査所見及び発
現機序を説明できる。（E1(2)①1、(4)3）(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　主にテキストを使って講義形式で行う。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)　－－－◎

指定した教科書を事前に読み（45分）、専門用語の意味等を理解
しておくこと。授業終了後、練習問題を解き、復習して理解を深
めること（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　副作用のメカニズムを自分の言葉で正確に説明できるか、また
その初期症状・検査値・代表的な原因薬剤を説明できるかが評価
の基準になる。レポートの課題に対して、自分の行動目標を明確
に記述しているかを評価の基準にします。定期試験の成績を９
０％、平常点（小テスト、レポート等）を１０％とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　「医薬品安全性学講義ノート」価格：未定（約1,000円）、
ISBN未定

◎－－－　参考書　－－－◎

各医薬品添付文書（各自NET を利用する）

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　薬害の歴史及びその対応（薬害、A(1)③6、緒方）
２　薬害患者の実態と回避手段（薬害、A(1)③7、増山）
３　薬物の主作用、副作用、毒性の関連性（E1(4)1-2、緒
方）
４　皮膚障害(皮膚障害、E1(2)①1、(4)3、緒方）
５　感覚器障害（感覚器、E1(2)①1、(4)3　原）
６　造血器障害１（造血器、E1(4)3、緒方）
７　造血器障害２（造血器、E1(4)3、緒方）
８　消化器障害１（消化管、E1(4)3、原）
９　消化器障害２（消化管、E1(4)3、原）
10　肝障害（肝障害、E1(4)3、原）
11　腎障害１（腎障害、E1(4)3、原）
12　腎障害２（腎障害、E1(4)3、原）
13　骨格筋障害（筋肉、E1(4)3、アドバンスト、原）
14　呼吸器障害（呼吸器、E1(4)3、原）
15　神経毒性および循環器障害（循環器、E1(2)①1、(4)
3、緒方）

（　　）内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO
番号

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　インターネットからの各医薬品添付文書の取得方法を修
得しておくことが望ましい。
　この科目は今までに履修した、または履修中の薬理学・
薬物動態学・病態生理学等を含む総合科目的要素が強いの
で、随時事前に関連科目についても学習しておくこと。
　外部講師については、「学修ガイド」薬学部教員教室一
覧表を参照のこと。



2019-9030000691-01医薬品安全性学（科目番号：3Y5）

原　周司、緒方　憲太郎、増山　ゆかり

◎薬  :A-3,C-1

1.代表的な薬害の例について、その原因と社会的背景及びその後の対応を説明
できる。（A(1)③6,7）　(C-1)

2.薬物の主作用と副作用、毒性との関連性について説明できる。（E1((4)1,2）
　(A-3)

3.皮膚障害を引き起こす代表的な薬剤、身体所見、検査所見及び発現機序を説
明できる。（E1(2)①1、(4)3）　(A-3)

4.感覚器障害を引き起こす代表的な薬剤とその発言機序を説明できる。（E1(2)
①1、(4)3）　(A-3)

5.血液障害及び循環器障害を引き起こす代表的な薬剤、身体所見、検査所見及
び発現機序を説明できる。（E1(4)3）　(A-3)

6.消化器・肝・腎障害を引き起こす代表的な薬剤、身体所見、検査所見及び発
現機序を説明できる。（E1(4)3）　(A-3)

7.呼吸器・骨格筋障害を引き起こす代表的な薬剤、身体所見、検査所見及び発
現機序を説明できる。（E1(4)3）　(A-3)

8.神経毒性を引き起こす代表的な薬剤、身体所見、検査所見及び発現機序を説
明できる。（E1(2)①1、(4)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。



2019-9030000689-01生体成分分析学「【14台以前】P-a」（科目番号：3P6）

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

藤岡　稔大

◎－－－　一般目標　－－－◎

　代表的な機器分析としての核磁気共鳴（NMR）、赤外吸収
（IR）、質量分析による構造決定法の基本的事項を修得する。
（薬学教育モデルコアカリC2化学物質の分析：（4）機器を用いる
分析法、C3化学物質の性質と反応：（4）化学物質の構造決定）

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．核磁気共鳴（NMR）スペクトル測定法の原理および応用例を
説明できる．（C2(4)2-1）(知識・理解)

２．1Hおよび13CNMRスペクトルより得られる情報（化学シフ
ト，積分値，カップリングなど）を説明できる．（C3(4)1-1，C3(4)
1-2，C3(4)1-3，C3(4)1-4，アドバンスト）(知識・理解)

３．代表的な化合物の部分構造を1Hおよび13CNMRスペクトルか
ら決定できる．（C3(4)1-5，アドバンスト）(知識・理解)

４．赤外吸収（IR）スペクトル上の基本的な官能基の特性吸収を列
挙し，帰属することができる．（C3(4)2-1，C3(4)2-2）(知識・理解)

５．質量分析法の原理等（イオン化法など）およびスペクトルより
得られる情報（基準ピーク，分子イオンピーク，同位体ピーク，フ
ラグメントイオンピークなど）を説明できる．（C2(4)3-1，C3(4)
3-1，C3(4)3-2，C3(4)3-3，C3(4)3-4）(知識・理解)

６．代表的な機器分析法を用いて，代表的な化合物の構造決定がで
きる．（C3(4)4-1）(知識・理解)

７．代表的なフラグメンテーションおよび高分解能マススペクトル
における分子式の決定法を説明できる．（アドバンスト）(知識・
理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　テキストと板書による講義形式で行う。必要に応じて、プリント
も配布する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の授業範囲を予習しておくこと。また、講義日に解説したこと
をもう一度見直すこと。各回の事前学習は2時間程度を目安とす
る。また授業後には2時間程度の事後学習を行うこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各々の到達目標に達しているかどうかを主に定期試験、その他に，
平常点（小テストを含む）にて評価する．定期試験の成績を80％，
平常点を20％として総合的に評価する．平常点については，受講態
度，課題の提出および小テストを加味する。　

◎－－－　テキスト　－－－◎

よくわかる薬学機器分析　改訂第2版（藤岡稔大・二村典行・大庭
義史・山下幸和編集、廣川書店）（本体価格　5,000円＋税）
ISBN：978-4-567-25711-4　2018年

◎－－－　参考書　－－－◎

パートナー分析化学Ⅱ改訂第3版（能田　均・荻中　淳・山口政俊
編集、南江堂）本体価格5,000円+税　ISBN：978-4-524-40344-8　
2017年　

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　概　論 （C2(4)2-1, C2(4)3-1, C3(4)1-1～1-5, C3(4)2-1～
2-2, C3(4)3-1～3-4）
２　1H-NMRスペクトル(1) （C2(4)2-1, C3(4)1-1～1-5, アド
バンスト）
３　1H-NMRスペクトル(2) （C2(4)2-1, C3(4)1-1～1-5, アド
バンスト）
４　1H-NMRスペクトル(3) （C2(4)2-1, C3(4)1-1～1-5, アド
バンスト）
５　13C-NMRスペクトル(1) （C3(4)1-1, アドバンスト）
６　13C-NMRスペクトル(2) （C3(4)1-1, アドバンスト）
７　IRスペクトル （C3(4)2-1～2-2）
８　マススペクトル(1) （C2(4)3-1, C3(4)3-1～3-4, アドバン
スト）
９　マススペクトル(2) （C2(4)3-1, C3(4)3-1～3-4, アドバン
スト）
10　四種のスペクトルによる総合解析(1) （C3(4)4-1）
11　四種のスペクトルによる総合解析(2) （C3(4)4-1）
12　四種のスペクトルによる総合解析(3) （C3(4)4-1）
13　四種のスペクトルによる総合解析(4) （C3(4)4-1）
14　四種のスペクトルによる総合解析(5) （C3(4)4-1）
15　演習 （C3(4)4-1）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教科書を使って予習復習をする．特に教科書の中の章末問
題を使って復習する．物理系実習Ⅲと関連させて理解を深
める．



2019-9030000689-01生体成分分析学「【14台以前】P-a」（科目番号：3P6）

藤岡　稔大

◎薬

1.１．核磁気共鳴（NMR）スペクトル測定法の原理および応用例を説明でき
る．（C2(4)2-1）　(A-1)

2.２．1Hおよび13CNMRスペクトルより得られる情報（化学シフト，積分値，
カップリングなど）を説明できる．（C3(4)1-1，C3(4)1-2，C3(4)1-3，C3(4)
1-4，アドバンスト）　(A-1)

3.３．代表的な化合物の部分構造を1Hおよび13CNMRスペクトルから決定でき
る．（C3(4)1-5，アドバンスト）　(A-1)

4.４．赤外吸収（IR）スペクトル上の基本的な官能基の特性吸収を列挙し，帰
属することができる．（C3(4)2-1，C3(4)2-2）　(A-1)

5.５．質量分析法の原理等（イオン化法など）およびスペクトルより得られる
情報（基準ピーク，分子イオンピーク，同位体ピーク，フラグメントイオン
ピークなど）を説明できる．（C2(4)3-1，C3(4)3-1，C3(4)3-2，C3(4)3-3，C3(4)
3-4）　(A-1)

6.６．代表的な機器分析法を用いて，代表的な化合物の構造決定ができる．
（C3(4)4-1）　(A-2)

7.７．代表的なフラグメンテーションおよび高分解能マススペクトルにおける
分子式の決定法を説明できる．（アドバンスト）　(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。



2019-9030000689-02生体成分分析学「【14台以前】P-b」（科目番号：3P6）

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

藤岡　稔大

◎－－－　一般目標　－－－◎

　代表的な機器分析としての核磁気共鳴（NMR）、赤外吸収
（IR）、質量分析による構造決定法の基本的事項を修得する。
（薬学教育モデルコアカリC2化学物質の分析：（4）機器を用いる
分析法、C3化学物質の性質と反応：（4）化学物質の構造決定）

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．核磁気共鳴（NMR）スペクトル測定法の原理および応用例を
説明できる．（C2(4)2-1）(知識・理解)

２．1Hおよび13CNMRスペクトルより得られる情報（化学シフ
ト，積分値，カップリングなど）を説明できる．（C3(4)1-1，C3(4)
1-2，C3(4)1-3，C3(4)1-4，アドバンスト）(知識・理解)

３．代表的な化合物の部分構造を1Hおよび13CNMRスペクトルか
ら決定できる．（C3(4)1-5，アドバンスト）(知識・理解)

４．赤外吸収（IR）スペクトル上の基本的な官能基の特性吸収を列
挙し，帰属することができる．（C3(4)2-1，C3(4)2-2）(知識・理解)

５．質量分析法の原理等（イオン化法など）およびスペクトルより
得られる情報（基準ピーク，分子イオンピーク，同位体ピーク，フ
ラグメントイオンピークなど）を説明できる．（C2(4)3-1，C3(4)
3-1，C3(4)3-2，C3(4)3-3，C3(4)3-4）(知識・理解)

６．代表的な機器分析法を用いて，代表的な化合物の構造決定がで
きる．（C3(4)4-1）(知識・理解)

７．代表的なフラグメンテーションおよび高分解能マススペクトル
における分子式の決定法を説明できる．（アドバンスト）(知識・
理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　テキストと板書による講義形式で行う。必要に応じて、プリント
も配布する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の授業範囲を予習しておくこと。また、講義日に解説したこと
をもう一度見直すこと。各回の事前学習は2時間程度を目安とす
る。また授業後には2時間程度の事後学習を行うこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各々の到達目標に達しているかどうかを主に定期試験、その他に，
平常点（小テストを含む）にて評価する．定期試験の成績を80％，
平常点を20％として総合的に評価する．平常点については，受講態
度，課題の提出および小テストを加味する。　

◎－－－　テキスト　－－－◎

よくわかる薬学機器分析　改訂第2版（藤岡稔大・二村典行・大庭
義史・山下幸和編集、廣川書店）（本体価格　5,000円＋税）
ISBN：978-4-567-25711-4　2018年

◎－－－　参考書　－－－◎

パートナー分析化学Ⅱ改訂第3版（能田　均・荻中　淳・山口政俊
編集、南江堂）本体価格5,000円+税　ISBN：978-4-524-40344-8　
2017年　

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　概　論 （C2(4)2-1, C2(4)3-1, C3(4)1-1～1-5, C3(4)2-1～
2-2, C3(4)3-1～3-4）
２　1H-NMRスペクトル(1) （C2(4)2-1, C3(4)1-1～1-5, アド
バンスト）
３　1H-NMRスペクトル(2) （C2(4)2-1, C3(4)1-1～1-5, アド
バンスト）
４　1H-NMRスペクトル(3) （C2(4)2-1, C3(4)1-1～1-5, アド
バンスト）
５　13C-NMRスペクトル(1) （C3(4)1-1, アドバンスト）
６　13C-NMRスペクトル(2) （C3(4)1-1, アドバンスト）
７　IRスペクトル （C3(4)2-1～2-2）
８　マススペクトル(1) （C2(4)3-1, C3(4)3-1～3-4, アドバン
スト）
９　マススペクトル(2) （C2(4)3-1, C3(4)3-1～3-4, アドバン
スト）
10　四種のスペクトルによる総合解析(1) （C3(4)4-1）
11　四種のスペクトルによる総合解析(2) （C3(4)4-1）
12　四種のスペクトルによる総合解析(3) （C3(4)4-1）
13　四種のスペクトルによる総合解析(4) （C3(4)4-1）
14　四種のスペクトルによる総合解析(5) （C3(4)4-1）
15　演習 （C3(4)4-1）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教科書を使って予習復習をする．特に教科書の中の章末問
題を使って復習する．物理系実習Ⅲと関連させて理解を深
める．



2019-9030000689-02生体成分分析学「【14台以前】P-b」（科目番号：3P6）

藤岡　稔大

◎薬

1.１．核磁気共鳴（NMR）スペクトル測定法の原理および応用例を説明でき
る．（C2(4)2-1）　(A-1)

2.２．1Hおよび13CNMRスペクトルより得られる情報（化学シフト，積分値，
カップリングなど）を説明できる．（C3(4)1-1，C3(4)1-2，C3(4)1-3，C3(4)
1-4，アドバンスト）　(A-1)

3.３．代表的な化合物の部分構造を1Hおよび13CNMRスペクトルから決定でき
る．（C3(4)1-5，アドバンスト）　(A-1)

4.４．赤外吸収（IR）スペクトル上の基本的な官能基の特性吸収を列挙し，帰
属することができる．（C3(4)2-1，C3(4)2-2）　(A-1)

5.５．質量分析法の原理等（イオン化法など）およびスペクトルより得られる
情報（基準ピーク，分子イオンピーク，同位体ピーク，フラグメントイオン
ピークなど）を説明できる．（C2(4)3-1，C3(4)3-1，C3(4)3-2，C3(4)3-3，C3(4)
3-4）　(A-1)

6.６．代表的な機器分析法を用いて，代表的な化合物の構造決定ができる．
（C3(4)4-1）　(A-2)

7.７．代表的なフラグメンテーションおよび高分解能マススペクトルにおける
分子式の決定法を説明できる．（アドバンスト）　(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。



2019-9030000706-01物理系実習Ⅲ（科目番号：3P8）

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：実習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・３時限～５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

藤岡　稔大、巴山　忠（冨田　陵子、西條　尚）

◎－－－　一般目標　－－－◎

薬学において使用されている機器を用いる分析法の原理とその応
用に関する基本的事項を修得する。 （薬学教育モデルコアカリ
C2化学物質の分析：（4）機器を用いる分析法、（5）分離分析
法；C3化学物質の性質と反応：（4）化学物質の構造決定）

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．分光分析法について説明ができ，分光分析法を用いて，日本
薬局方収載の代表的な医薬品の分析を実施できる．（C2(4)1-6，
C2(4)1-1，C2(4)1-3，C2(4)1-5）(態度・志向性)

２．クロマトグラフィーを用いて試料を定性・定量できる。
（C2(5)1-5）(態度・志向性)

３．代表的な化合物の部分構造を1HNMRから決定できる。（C3
(4)1-5，C3(4)1-1，C3(4)1-2，C3(4)1-3，C3(4)1-4）(態度・志向性)

４．IRスペクトル上の基本的な官能基の特性吸収を列挙し、帰属
することができる。（C3(4)2-2，C3(4)2-1）(態度・志向性)

５．代表的な化合物のマススペクトルを解析できる。（C3(4)
3-4，C2(4)3-1，C3(4)3-1，C3(4)3-2，C3(4)3-3）(態度・志向性)

６．代表的な機器分析法を用いて、代表的な化合物の構造決定が
できる。（C3(4)4-1）(態度・志向性)

◎－－－　学習方法　－－－◎

初日に担当者が実習の内容などについて詳細に説明する。実習中
は実習書に従ってデータ測定を行い、小グループによるディス
カッション（SGD）を実施して、実習内容に対する理解を深め
る。最終日は、各種スペクトルを用いてSGDにより化合物の構造
決定を行う。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

その日に行った実習内容を復習しておくこと。また、配布する問
題集の練習問題を解いておくこと。 各回の事前学習は2時間程度
を目安とする。また授業後には2時間程度の事後学習を行うこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各々の到達目標に達しているかどうかを主に実習態度、その他に
実習試験で総合的に評価する．実習試験の成績40％，平常点（積
極的に意見を述べているかなどを含む主に実習態度）60％として
評価する．平常点については，ルーブリック評価を行う．詳細な
評価基準表については，初日の実習説明会の中で配布・説明す
る．

◎－－－　テキスト　－－－◎

実習書と問題集を配布する．

◎－－－　参考書　－－－◎

よくわかる薬学機器分析　改訂第2版（廣川書店）本体価格5,000
円＋税　ISBN 978-4-567-25711-4 2018年
パートナー分析化学II改訂第3版（南江堂）本体価格5,000円＋税
　ISBN 978-4-524-40344-8　2017年

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 実習説明，NMRに関するSGD． （C2(4)1-6, C2(4)2-1, C3
(4)1-1̃1-5）
2. NMRの問題の解答解説．（C2(4)1-6, C2(4)2-1, C3(4)
1-1̃1-5）
3. クロマトグラフィー・紫外可視吸光度測定法に関する
SGD及びデータ測定． （C2(4)1-1, C2(4)1-6, C2(5)1-5）
4. 旋光度測定法・IRに関するデータ測定及びIR・MSに関
するSGD． （C2(4)1-3, C2(4)1-5, C2(4)1-6, C3(4)2-1̃2-2, C3
(4)3-1～3-4）
5. 上記3および4のデータ解析及び問題の解答解説． （C2
(4)1-1, C2(4)1-3, C2(4)1-5～1-6, C2(5)1-5, C3(4)2-1̃2-2, C3(4)
3-1～3-4）
6. 総合演習 （C3(4)4-1）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

白衣を着用する．SGDでは積極的に参加する．
3年次開講科目の「分析化学Ⅲ」，「日本薬局方Ⅱ」およ
び「分析化学Ⅳ」を関連させて理解を深める．



2019-9030000706-01物理系実習Ⅲ（科目番号：3P8）

藤岡　稔大、巴山　忠（冨田　陵子、西條　尚）

◎薬  :C-2

1.１．分光分析法について説明ができ，分光分析法を用いて，日本薬局方収載
の代表的な医薬品の分析を実施できる．（C2(4)1-6，C2(4)1-1，C2(4)1-3，C2
(4)1-5）　(C-2)

2.２．クロマトグラフィーを用いて試料を定性・定量できる。（C2(5)1-5）　
(C-2)

3.３．代表的な化合物の部分構造を1HNMRから決定できる。（C3(4)1-5，C3(4)
1-1，C3(4)1-2，C3(4)1-3，C3(4)1-4）　(C-2)

4.４．IRスペクトル上の基本的な官能基の特性吸収を列挙し、帰属することが
できる。（C3(4)2-2，C3(4)2-1）　(C-2)

5.５．代表的な化合物のマススペクトルを解析できる。（C3(4)3-4，C2(4)3-1，
C3(4)3-1，C3(4)3-2，C3(4)3-3）　(C-2)

6.６．代表的な機器分析法を用いて、代表的な化合物の構造決定ができる。
（C3(4)4-1）　(C-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。



2019-9030000688-01分析化学Ⅲ「P-a」（科目番号：3P5）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　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　　

藤岡　稔大

◎－－－　一般目標　－－－◎

　機器を用いる分析法の原理とその応用に関する基本的事項を修得
する。 （薬学教育モデルコアカリＣ１物質の物理的性質：（1）物質
の構造、Ｃ２化学物質の分析：（４）機器を用いる分析法、（６）
臨床現場で用いる分析技術）

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．電磁波の性質および物質との相互作用等を説明できる。（C1(1)
3-1，C1(1)3-2，C1(1)3-3，C1(1)3-4，C1(1)3-5，C1(1)3-6）(知識・理
解)

２．紫外可視吸光度測定法の原理および応用例を説明できる。（C2
(4)1-1, C2(4)1-6）(知識・理解)

３．蛍光光度法の原理および応用例を説明できる。（C2(4)1-2）(知
識・理解)

４．赤外吸収（IR）スペクトル測定法およびラマンスペクトル法の
原理及び応用例を説明できる。（C2(4)1-3，アドバンスト）(知識・
理解)

５．原子吸光光度法、誘導結合プラズマ（ICP）発光分光分析法およ
びICP 質量分析法の原理および応用例を説明できる。（C2(4)1-4）(知
識・理解)

６．旋光度測定法（旋光分散）および円偏光二色性測定法の原理お
よび応用例を説明できる。（C2(4)1-5，アドバンスト）(知識・理解)

７．Ｘ線結晶解析および粉末Ｘ線回折測定法の原理を概説できる。
（C2(4)4-1，C2(4)4-2）(知識・理解)

８．代表的な画像診断技術（X 線検査、MRI、超音波、内視鏡検査、
核医学検査など）について概説できる。（C2(6)2-5）(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

テキストと板書による講義形式で行う。必要に応じてプリントを配
布する。

◎－－－　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。解説をしたところをもう
一度見直すこと。各回の事前学習は2時間程度を目安とする。また授
業後には2時間程度の事後学習を行うこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各々の到達目標に達しているかどうかを主に定期試験、その他に、
平常点にて評価する。定期試験の成績を80％、平常点を20％として
総合的に評価する。平常点については、受講態度及び小テストを加
味する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

よくわかる薬学機器分析　改訂第2版（藤岡稔大・二村典行・大庭義
史・山下幸和編集、廣川書店）（本体価格5,000円＋税、
ISBN:978-4-567-25711-4）2018年

◎－－－　参考書　－－－◎

パートナー分析化学Ⅱ改訂第3版（能田　均・荻中　淳・山口政俊編
集、南江堂）（本体価格5,000円＋税 ISBN：978-4-524-40344-8） 2017
年

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　概論、薬学領域の機器分析 （C2(4)1-1～1-6，アドバ
ンスト）
２　電磁波分析 （C1(1)3-1～3-3）
３　紫外可視吸光度法 （C2(4)1-1，C2(4)1-6）
４　紫外可視吸光度法 （C2(4)1-1，C2(4)1-6）
５　原子吸光光度法 （C2(4)1-4）
６　蛍光光度法 （C2(4)1-2）
７　赤外吸収スペクトル測定法（含むラマンスペクトル法
（C2(4)1-3, アドバンスト）
８　屈折率測定法 （C1(1)3-4, C2(4)1-5）
９　旋光度・旋光分散・円二色性 （C1(1)3-4, C2(4)1-5，ア
ドバンスト）
10　旋光度・旋光分散・円二色性 （C1(1)3-4, C2(4)1-5，ア
ドバンスト）
11　Ｘ線分析法 （C1(1)3-5～3-6, C2(4)4-1～4-2）
12　物理的診断法（C2(6)2-5）
13　総括1 （C2(4)1-1～1-6, C2(4)4-1～4-2,C2(6)2-5,アドバ
ンスト）
14　総括2 （C2(4)1-1～1-6, C2(4)4-1～4-2,C2(6)2-5,アドバ
ンスト）
15　演習 （C2(4)1-1～1-6, C2(4)4-1～4-2,C2(6)2-5,アドバン
スト）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教科書を使って予習復習をする。特に教科書の中の章末問
題を使って復習する。物理系実習Ⅲと関連させて理解を深
める。



2019-9030000688-01分析化学Ⅲ「P-a」（科目番号：3P5）

藤岡　稔大

◎薬  :A-1,A-2

1.１．電磁波の性質および物質との相互作用等を説明できる。（C1(1)3-1，C1
(1)3-2，C1(1)3-3，C1(1)3-4，C1(1)3-5，C1(1)3-6）　(A-1)

2.２．紫外可視吸光度測定法の原理および応用例を説明できる。（C2(4)1-1, C2
(4)1-6）　(A-1)

3.３．蛍光光度法の原理および応用例を説明できる。（C2(4)1-2）　(A-1)

4.４．赤外吸収（IR）スペクトル測定法およびラマンスペクトル法の原理及び
応用例を説明できる。（C2(4)1-3，アドバンスト）　(A-1)

5.５．原子吸光光度法、誘導結合プラズマ（ICP）発光分光分析法およびICP 質
量分析法の原理および応用例を説明できる。（C2(4)1-4）　(A-1)

6.６．旋光度測定法（旋光分散）および円偏光二色性測定法の原理および応用
例を説明できる。（C2(4)1-5，アドバンスト）　(A-1)

7.７．Ｘ線結晶解析および粉末Ｘ線回折測定法の原理を概説できる。（C2(4)
4-1，C2(4)4-2）　(A-1)

8.８．代表的な画像診断技術（X 線検査、MRI、超音波、内視鏡検査、核医学
検査など）について概説できる。（C2(6)2-5）　(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。



2019-9030000688-02分析化学Ⅲ「P-b」（科目番号：3P5）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　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　　

藤岡　稔大

◎－－－　一般目標　－－－◎

　機器を用いる分析法の原理とその応用に関する基本的事項を修得
する。 （薬学教育モデルコアカリＣ１物質の物理的性質：（1）物質
の構造、Ｃ２化学物質の分析：（４）機器を用いる分析法、（６）
臨床現場で用いる分析技術）

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．電磁波の性質および物質との相互作用等を説明できる。（C1(1)
3-1，C1(1)3-2，C1(1)3-3，C1(1)3-4，C1(1)3-5，C1(1)3-6）(知識・理
解)

２．紫外可視吸光度測定法の原理および応用例を説明できる。（C2
(4)1-1,　C2(4)1-6）(知識・理解)

３．蛍光光度法の原理および応用例を説明できる。（C2(4)1-2）(知
識・理解)

４．赤外吸収（IR）スペクトル測定法およびラマンスペクトル法の
原理及び応用例を説明できる。（C2(4)1-3，アドバンスト）(知識・
理解)

５．原子吸光光度法、誘導結合プラズマ（ICP）発光分光分析法およ
びICP 質量分析法の原理および応用例を説明できる。（C2(4)1-4）(知
識・理解)

６．旋光度測定法（旋光分散）および円偏光二色性測定法の原理お
よび応用例を説明できる。（C2(4)1-5，アドバンスト）(知識・理解)
(知識・理解)

７．Ｘ線結晶解析および粉末Ｘ線回折測定法の原理を概説できる。
（C2(4)4-1，C2(4)4-2）(知識・理解)

８．代表的な画像診断技術（X 線検査、MRI、超音波、内視鏡検査、
核医学検査など）について概説できる。（C2(6)2-5）(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

テキストと板書による講義形式で行う。必要に応じてプリントを配
布する。

◎－－－　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。解説をしたところをもう
一度見直すこと。各回の事前学習は2時間程度を目安とする。また授
業後には2時間程度の事後学習を行うこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各々の到達目標に達しているかどうかを主に定期試験、その他に、
平常点にて評価する。定期試験の成績を80％、平常点を20％として
総合的に評価する。平常点については、受講態度及び小テストを加
味する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

よくわかる薬学機器分析　改訂第2版（藤岡稔大・二村典行・大庭義
史・山下幸和編集、廣川書店）（本体価格5,000円＋税、
ISBN:978-4-567-25711-4）2018年

◎－－－　参考書　－－－◎

パートナー分析化学Ⅱ改訂第3版（能田　均・荻中　淳・山口政俊編
集、南江堂）（本体価格5,000円＋税 ISBN：978-4-524-40344-8） 2017
年

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　概論、薬学領域の機器分析 （C2(4)1-1～1-6，アドバ
ンスト）
２　電磁波分析 （C1(1)3-1～3-3）
３　紫外可視吸光度法 （C2(4)1-1，C2(4)1-6）
４　紫外可視吸光度法 （C2(4)1-1，C2(4)1-6）
５　原子吸光光度法 （C2(4)1-4）
６　蛍光光度法 （C2(4)1-2）
７　赤外吸収スペクトル測定法（含むラマンスペクトル法
（C2(4)1-3, アドバンスト）
８　屈折率測定法 （C1(1)3-4, C2(4)1-5）
９　旋光度・旋光分散・円二色性 （C1(1)3-4, C2(4)1-5，ア
ドバンスト）
10　旋光度・旋光分散・円二色性 （C1(1)3-4, C2(4)1-5，ア
ドバンスト）
11　Ｘ線分析法 （C1(1)3-5～3-6, C2(4)4-1～4-2）
12　物理的診断法（C2(6)2-5）
13　総括1 （C2(4)1-1～1-6, C2(4)4-1～4-2,C2(6)2-5,アドバ
ンスト）
14　総括2 （C2(4)1-1～1-6, C2(4)4-1～4-2,C2(6)2-5,アドバ
ンスト）
15　演習 （C2(4)1-1～1-6, C2(4)4-1～4-2,C2(6)2-5,アドバン
スト）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教科書を使って予習復習をする。特に教科書の中の章末問
題を使って復習する。物理系実習Ⅲと関連させて理解を深
める。



2019-9030000688-02分析化学Ⅲ「P-b」（科目番号：3P5）

藤岡　稔大

◎薬  :A-1,A-2

1.１．電磁波の性質および物質との相互作用等を説明できる。（C1(1)3-1，C1
(1)3-2，C1(1)3-3，C1(1)3-4，C1(1)3-5，C1(1)3-6）　(A-1)

2.２．紫外可視吸光度測定法の原理および応用例を説明できる。（C2(4)1-1,　
C2(4)1-6）　(A-1)

3.３．蛍光光度法の原理および応用例を説明できる。（C2(4)1-2）　(A-1)

4.４．赤外吸収（IR）スペクトル測定法およびラマンスペクトル法の原理及び
応用例を説明できる。（C2(4)1-3，アドバンスト）　(A-1)

5.５．原子吸光光度法、誘導結合プラズマ（ICP）発光分光分析法およびICP 質
量分析法の原理および応用例を説明できる。（C2(4)1-4）　(A-1)

6.６．旋光度測定法（旋光分散）および円偏光二色性測定法の原理および応用
例を説明できる。（C2(4)1-5，アドバンスト）(知識・理解)　(A-1)

7.７．Ｘ線結晶解析および粉末Ｘ線回折測定法の原理を概説できる。（C2(4)
4-1，C2(4)4-2）　(A-1)

8.８．代表的な画像診断技術（X 線検査、MRI、超音波、内視鏡検査、核医学
検査など）について概説できる。（C2(6)2-5）　(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。



2019-9030000737-01分析化学Ⅳ「【15台以降】P-a」（科目番号：3P6）

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

藤岡　稔大

◎－－－　一般目標　－－－◎

　代表的な機器分析としての核磁気共鳴（NMR）、赤外吸収
（IR）、質量分析による構造決定法の基本的事項を修得する。
（薬学教育モデルコアカリC2化学物質の分析：（4）機器を用いる
分析法、C3化学物質の性質と反応：（4）化学物質の構造決定）

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．核磁気共鳴（NMR）スペクトル測定法の原理および応用例を
説明できる．（C2(4)2-1）(知識・理解)

２．1Hおよび13CNMRスペクトルより得られる情報（化学シフ
ト，積分値，カップリングなど）を説明できる．（C3(4)1-1，C3(4)
1-2，C3(4)1-3，C3(4)1-4，アドバンスト）(知識・理解)

３．代表的な化合物の部分構造を1Hおよび13CNMRスペクトルか
ら決定できる．（C3(4)1-5，アドバンスト）(知識・理解)

４．赤外吸収（IR）スペクトル上の基本的な官能基の特性吸収を列
挙し，帰属することができる．（C3(4)2-1，C3(4)2-2）(知識・理解)

５．質量分析法の原理等（イオン化法など）およびスペクトルより
得られる情報（基準ピーク，分子イオンピーク，同位体ピーク，フ
ラグメントイオンピークなど）を説明できる．（C2(4)3-1，C3(4)
3-1，C3(4)3-2，C3(4)3-3，C3(4)3-4）(知識・理解)

６．代表的な機器分析法を用いて，代表的な化合物の構造決定がで
きる．（C3(4)4-1）(知識・理解)

７．代表的なフラグメンテーションおよび高分解能マススペクトル
における分子式の決定法を説明できる．（アドバンスト）(知識・
理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　テキストと板書による講義形式で行う。必要に応じて、プリント
も配布する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の授業範囲を予習しておくこと。また、講義日に解説したこと
をもう一度見直すこと。各回の事前学習は2時間程度を目安とす
る。また授業後には2時間程度の事後学習を行うこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各々の到達目標に達しているかどうかを主に定期試験、その他に，
平常点（小テストを含む）にて評価する．定期試験の成績を80％，
平常点を20％として総合的に評価する．平常点については，受講態
度，課題の提出および小テストを加味する。　

◎－－－　テキスト　－－－◎

よくわかる薬学機器分析　改訂第2版（藤岡稔大・二村典行・大庭
義史・山下幸和編集、廣川書店）（本体価格　5,000円＋税）
ISBN：978-4-567-25711-4　2018年

◎－－－　参考書　－－－◎

パートナー分析化学Ⅱ改訂第3版（能田　均・荻中　淳・山口政俊
編集、南江堂）本体価格5,000円+税　ISBN：978-4-524-40344-8　
2017年　

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　概　論 （C2(4)2-1, C2(4)3-1, C3(4)1-1～1-5, C3(4)2-1～
2-2, C3(4)3-1～3-4）
２　1H-NMRスペクトル(1) （C2(4)2-1, C3(4)1-1～1-5, アド
バンスト）
３　1H-NMRスペクトル(2) （C2(4)2-1, C3(4)1-1～1-5, アド
バンスト）
４　1H-NMRスペクトル(3) （C2(4)2-1, C3(4)1-1～1-5, アド
バンスト）
５　13C-NMRスペクトル(1) （C3(4)1-1, アドバンスト）
６　13C-NMRスペクトル(2) （C3(4)1-1, アドバンスト）
７　IRスペクトル （C3(4)2-1～2-2）
８　マススペクトル(1) （C2(4)3-1, C3(4)3-1～3-4, アドバン
スト）
９　マススペクトル(2) （C2(4)3-1, C3(4)3-1～3-4, アドバン
スト）
10　四種のスペクトルによる総合解析(1) （C3(4)4-1）
11　四種のスペクトルによる総合解析(2) （C3(4)4-1）
12　四種のスペクトルによる総合解析(3) （C3(4)4-1）
13　四種のスペクトルによる総合解析(4) （C3(4)4-1）
14　四種のスペクトルによる総合解析(5) （C3(4)4-1）
15　演習 （C3(4)4-1）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教科書を使って予習復習をする．特に教科書の中の章末問
題を使って復習する．物理系実習Ⅲと関連させて理解を深
める．



2019-9030000737-01分析化学Ⅳ「【15台以降】P-a」（科目番号：3P6）

藤岡　稔大

◎薬  :A-1,A-2

1.１．核磁気共鳴（NMR）スペクトル測定法の原理および応用例を説明でき
る．（C2(4)2-1）　(A-1)

2.２．1Hおよび13CNMRスペクトルより得られる情報（化学シフト，積分値，
カップリングなど）を説明できる．（C3(4)1-1，C3(4)1-2，C3(4)1-3，C3(4)
1-4，アドバンスト）　(A-1)

3.３．代表的な化合物の部分構造を1Hおよび13CNMRスペクトルから決定でき
る．（C3(4)1-5，アドバンスト）　(A-1)

4.４．赤外吸収（IR）スペクトル上の基本的な官能基の特性吸収を列挙し，帰
属することができる．（C3(4)2-1，C3(4)2-2）　(A-1)

5.５．質量分析法の原理等（イオン化法など）およびスペクトルより得られる
情報（基準ピーク，分子イオンピーク，同位体ピーク，フラグメントイオン
ピークなど）を説明できる．（C2(4)3-1，C3(4)3-1，C3(4)3-2，C3(4)3-3，C3(4)
3-4）　(A-1)

6.６．代表的な機器分析法を用いて，代表的な化合物の構造決定ができる．
（C3(4)4-1）　(A-2)

7.７．代表的なフラグメンテーションおよび高分解能マススペクトルにおける
分子式の決定法を説明できる．（アドバンスト）　(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。



2019-9030000737-02分析化学Ⅳ「【15台以降】P-b」（科目番号：3P6）

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

藤岡　稔大

◎－－－　一般目標　－－－◎

　代表的な機器分析としての核磁気共鳴（NMR）、赤外吸収
（IR）、質量分析による構造決定法の基本的事項を修得する。
（薬学教育モデルコアカリC2化学物質の分析：（4）機器を用いる
分析法、C3化学物質の性質と反応：（4）化学物質の構造決定）

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．核磁気共鳴（NMR）スペクトル測定法の原理および応用例を
説明できる．（C2(4)2-1）(知識・理解)

２．1Hおよび13CNMRスペクトルより得られる情報（化学シフ
ト，積分値，カップリングなど）を説明できる．（C3(4)1-1，C3(4)
1-2，C3(4)1-3，C3(4)1-4，アドバンスト）(知識・理解)

３．代表的な化合物の部分構造を1Hおよび13CNMRスペクトルか
ら決定できる．（C3(4)1-5，アドバンスト）(知識・理解)

４．赤外吸収（IR）スペクトル上の基本的な官能基の特性吸収を列
挙し，帰属することができる．（C3(4)2-1，C3(4)2-2）(知識・理解)

５．質量分析法の原理等（イオン化法など）およびスペクトルより
得られる情報（基準ピーク，分子イオンピーク，同位体ピーク，フ
ラグメントイオンピークなど）を説明できる．（C2(4)3-1，C3(4)
3-1，C3(4)3-2，C3(4)3-3，C3(4)3-4）(知識・理解)

６．代表的な機器分析法を用いて，代表的な化合物の構造決定がで
きる．（C3(4)4-1）(知識・理解)

７．代表的なフラグメンテーションおよび高分解能マススペクトル
における分子式の決定法を説明できる．（アドバンスト）(知識・
理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　テキストと板書による講義形式で行う。必要に応じて、プリント
も配布する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の授業範囲を予習しておくこと。また、講義日に解説したこと
をもう一度見直すこと。各回の事前学習は2時間程度を目安とす
る。また授業後には2時間程度の事後学習を行うこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各々の到達目標に達しているかどうかを主に定期試験、その他に，
平常点（小テストを含む）にて評価する．定期試験の成績を80％，
平常点を20％として総合的に評価する．平常点については，受講態
度，課題の提出および小テストを加味する。　

◎－－－　テキスト　－－－◎

よくわかる薬学機器分析　改訂第2版（藤岡稔大・二村典行・大庭
義史・山下幸和編集、廣川書店）（本体価格　5,000円＋税）
ISBN：978-4-567-25711-4　2018年

◎－－－　参考書　－－－◎

パートナー分析化学Ⅱ改訂第3版（能田　均・荻中　淳・山口政俊
編集、南江堂）本体価格5,000円+税　ISBN：978-4-524-40344-8　
2017年　

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　概　論 （C2(4)2-1, C2(4)3-1, C3(4)1-1～1-5, C3(4)2-1～
2-2, C3(4)3-1～3-4）
２　1H-NMRスペクトル(1) （C2(4)2-1, C3(4)1-1～1-5, アド
バンスト）
３　1H-NMRスペクトル(2) （C2(4)2-1, C3(4)1-1～1-5, アド
バンスト）
４　1H-NMRスペクトル(3) （C2(4)2-1, C3(4)1-1～1-5, アド
バンスト）
５　13C-NMRスペクトル(1) （C3(4)1-1, アドバンスト）
６　13C-NMRスペクトル(2) （C3(4)1-1, アドバンスト）
７　IRスペクトル （C3(4)2-1～2-2）
８　マススペクトル(1) （C2(4)3-1, C3(4)3-1～3-4, アドバン
スト）
９　マススペクトル(2) （C2(4)3-1, C3(4)3-1～3-4, アドバン
スト）
10　四種のスペクトルによる総合解析(1) （C3(4)4-1）
11　四種のスペクトルによる総合解析(2) （C3(4)4-1）
12　四種のスペクトルによる総合解析(3) （C3(4)4-1）
13　四種のスペクトルによる総合解析(4) （C3(4)4-1）
14　四種のスペクトルによる総合解析(5) （C3(4)4-1）
15　演習 （C3(4)4-1）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教科書を使って予習復習をする．特に教科書の中の章末問
題を使って復習する．物理系実習Ⅲと関連させて理解を深
める．



2019-9030000737-02分析化学Ⅳ「【15台以降】P-b」（科目番号：3P6）

藤岡　稔大

◎薬  :A-1,A-2

1.１．核磁気共鳴（NMR）スペクトル測定法の原理および応用例を説明でき
る．（C2(4)2-1）　(A-1)

2.２．1Hおよび13CNMRスペクトルより得られる情報（化学シフト，積分値，
カップリングなど）を説明できる．（C3(4)1-1，C3(4)1-2，C3(4)1-3，C3(4)
1-4，アドバンスト）　(A-1)

3.３．代表的な化合物の部分構造を1Hおよび13CNMRスペクトルから決定でき
る．（C3(4)1-5，アドバンスト）　(A-1)

4.４．赤外吸収（IR）スペクトル上の基本的な官能基の特性吸収を列挙し，帰
属することができる．（C3(4)2-1，C3(4)2-2）　(A-1)

5.５．質量分析法の原理等（イオン化法など）およびスペクトルより得られる
情報（基準ピーク，分子イオンピーク，同位体ピーク，フラグメントイオン
ピークなど）を説明できる．（C2(4)3-1，C3(4)3-1，C3(4)3-2，C3(4)3-3，C3(4)
3-4）　(A-1)

6.６．代表的な機器分析法を用いて，代表的な化合物の構造決定ができる．
（C3(4)4-1）　(A-2)

7.７．代表的なフラグメンテーションおよび高分解能マススペクトルにおける
分子式の決定法を説明できる．（アドバンスト）　(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。



2019-9030000684-01創薬化学Ⅰ「P-a」（科目番号：3C2）

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

古舘　信

◎－－－　一般目標　－－－◎

医薬品の化学的および生物学的考察力を深めるために、医薬品の化学構造
と性質、医薬品のコンポーネント、生体を構成する分子の構造や生体反応
を化学的側面から理解する。汎用される代表的薬物などを中心に、発展の
経過、化学構造と作用の関連、代表的医薬品の合成法などを理解習得す
る。 本講義の各論では、薬物療法の基礎となる自律神経系に作用する代表
的薬物、あるいは体性神経系に作用する局所麻酔薬や骨格筋弛緩薬などの
化学構造や活性に関する基本的知識を習得する。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「基本事項(A)」「化学物
質の性質と反応(C3)」「生体分子・医薬品の化学による理解(C4)」「生命現
象の基礎(C6)」「薬理・病態・薬物治療(E2)」にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 医薬品に含まれる代表的複素環類の化学的性質や反応性を理解し説明す
ることができる。(C4(3)①1, ②1)(知識・理解)

2. ファーマコフォアやバイオアイソスターあるいはプロドラッグなどにつ
いて説明することができる。(C4(3)②2, ③1-3)(知識・理解)

3. 生体分子(脂質、糖質あるいはアミノ酸など)の化学構造について、例を示
し説明することができる。(C4(1)①1, C6(2)①1, ②1-2, ③1)(知識・理解)

4. 生体分子(生体膜を構成するタンパク質や核酸など)の化学構造について、
例をあげ説明することができる。(C4(1)①2, C6(2) ④1, ⑤1)(知識・理解)

5. 酵素阻害薬の代表的例を示しその作用を説明することができる。(C4(2)
②1-3)(知識・理解)

6. 自律神経系に作用する医薬品、体性神経に作用する医薬品の代表的例を
あげ、その構造式と作用の関連を説明することができる。(C4(2)③1-2, (3)
⑤1-2, E2(1)④1, アドバンスト)(知識・理解)

7. 薬物の活性の変化と化学構造の関連について代表的例を示し説明するこ
とができる。(C4(2)③1-2, E2(1)④1)(知識・理解)

8. 代表的医薬品の合成例について、複素環や官能基の性質や反応性を理解
し説明することができる。(C3(1)②1-8, (3)①1, ⑤1, アドバンスト)(知識・理
解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

主にテキストを使用して、スライドによる講義形式で行う。テキストで不
十分な項目については資料などを配布する。必要に応じて練習問題を利用
する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習は、講義前にテキストを読んでおいて、疑問点や理解できない語句等
をチェックしておき、講義の時に解決すること。(90分)
復習は、テキスト、ノート及びプリントを用いて多角的におこなうこと。
(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

化学的事項については、構造式の基本骨格や官能基が正確に表現・配置さ
れているかを評価基準とする。薬理学的事項については、正しい用語で表
現・表記されているかを評価基準とする。レポート(10%)と定期試験(90%)
の成績で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

日比野俐、石倉稔、北川幸己、須本國弘、波多江典之 編集　「新編　医薬
化学」第一版　廣川書店　2018年　5000円　ISBN978-4-567-46156-6

◎－－－　参考書　－－－◎

柴﨑正勝、赤池昭紀、橋田充 監修「化学構造と薬理作用(医薬品を化学的に
読む)」第二版　廣川書店　2015年　4500円　ISBN978-4-567-46241-9
第十七改正日本薬局方解説書　廣川書店　38000円　ISBN978-4-567-01533-2

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 薬学の歴史と未来(A(1)④1-2)
2. 医薬品の化学構造と性質、作用(C4(3)①1, ②1-2, ③1-3)
3. 生命現象を担う分子：脂質、糖質、アミノ酸(C4(2)④1,
C6(2)①1, ②1-2, ③1)
4. 生命現象を担う分子：タンパク質、ヌクレオチド、核酸
(C6(2)④1, ⑤1, (3)②1)
5. 医薬品の標的となる生体分子の構造と化学的な性質(C4
(1)①1-2, ②1-4)
6. 生体反応の化学による理解(C3(5)①3-4, C4(2)①1-2, ②1-3,
③1-2, (3)⑤1-2, アドバンスト)
7. 自律神経系に作用する医薬品：交感神経興奮薬(C4(3)
⑤1, E2(1)④1)
8. 自律神経系に作用する医薬品：交感神経遮断薬(C4(3)
⑤1, E2(1)④1)
9. 自律神経系に作用する医薬品：副交感神経興奮薬(C4(3)
⑤2, E2(1)④1)
10. 自律神経系に作用する医薬品：副交感神経遮断薬(C4(3)
⑤2, E2(1)④1)
11. 体性神経に作用する医薬品：局所麻酔薬(E2(1)④1)
12. 体性神経に作用する医薬品：骨格筋弛緩薬(E2(1)④1, ア
ドバンスト)
13. 医薬品の合成(C3(1)②1-8, (3)①1, ⑤1, アドバンスト)
14. 医薬品の合成(C3(1)②1-8, (3)①1, ⑤1, アドバンスト)
15. 医薬品の合成(C3(1)②1-8, (3)①1, ⑤1, アドバンスト)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

薬物の構造式を理解するためには、有機化学に関連する命
名法、構造式や官能基の表記法、あるいは立体化学などに
関する基本的な知識を有する事が望ましい。



2019-9030000684-01創薬化学Ⅰ「P-a」（科目番号：3C2）

古舘　信

◎薬  :A-1,A-2

1.1. 医薬品に含まれる代表的複素環類の化学的性質や反応性を理解し説明する
ことができる。(C4(3)①1, ②1)　(A-1)

2.2. ファーマコフォアやバイオアイソスターあるいはプロドラッグなどについ
て説明することができる。(C4(3)②2, ③1-3)　(A-1)

3.3. 生体分子(脂質、糖質あるいはアミノ酸など)の化学構造について、例を示
し説明することができる。(C4(1)①1, C6(2)①1, ②1-2, ③1)　(A-1)

4.4. 生体分子(生体膜を構成するタンパク質や核酸など)の化学構造について、
例をあげ説明することができる。(C4(1)①2, C6(2) ④1, ⑤1)　(A-1)

5.5. 酵素阻害薬の代表的例を示しその作用を説明することができる。(C4(2)
②1-3)　(A-1)

6.6. 自律神経系に作用する医薬品、体性神経に作用する医薬品の代表的例をあ
げ、その構造式と作用の関連を説明することができる。(C4(2)③1-2, (3)⑤1-2,
E2(1)④1, アドバンスト)　(A-2)

7.7. 薬物の活性の変化と化学構造の関連について代表的例を示し説明すること
ができる。(C4(2)③1-2, E2(1)④1)　(A-1)

8.8. 代表的医薬品の合成例について、複素環や官能基の性質や反応性を理解し
説明することができる。(C3(1)②1-8, (3)①1, ⑤1, アドバンスト)　(A-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。



2019-9030000684-02創薬化学Ⅰ「P-b」（科目番号：3C2）

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

古舘　信

◎－－－　一般目標　－－－◎

医薬品の化学的および生物学的考察力を深めるために、医薬品の化学構造
と性質、医薬品のコンポーネント、生体を構成する分子の構造や生体反応
を化学的側面から理解する。汎用される代表的薬物などを中心に、発展の
経過、化学構造と作用の関連、代表的医薬品の合成法などを理解習得す
る。 本講義の各論では、薬物療法の基礎となる自律神経系に作用する代表
的薬物、あるいは体性神経系に作用する局所麻酔薬や骨格筋弛緩薬などの
化学構造や活性に関する基本的知識を習得する。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「基本事項(A)」「化学物
質の性質と反応(C3)」「生体分子・医薬品の化学による理解(C4)」「生命現
象の基礎(C6)」「薬理・病態・薬物治療(E2)」にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 医薬品に含まれる代表的複素環類の化学的性質や反応性を理解し説明す
ることができる。(C4(3)①1, ②1)(知識・理解)

2. ファーマコフォアやバイオアイソスターあるいはプロドラッグなどにつ
いて説明することができる。(C4(3)②2, ③1-3)(知識・理解)

3. 生体分子(脂質、糖質あるいはアミノ酸など)の化学構造について、例を示
し説明することができる。(C4(1)①1, C6(2)①1, ②1-2, ③1)(知識・理解)

4. 生体分子(生体膜を構成するタンパク質や核酸など)の化学構造について、
例をあげ説明することができる。(C4(1)①2, C6(2) ④1, ⑤1)(知識・理解)

5. 酵素阻害薬の代表的例を示しその作用を説明することができる。(C4(2)
②1-3)(知識・理解)

6. 自律神経系に作用する医薬品、体性神経に作用する医薬品の代表的例を
あげ、その構造式と作用の関連を説明することができる。(C4(2)③1-2, (3)
⑤1-2, E2(1)④1, アドバンスト)(知識・理解)

7. 薬物の活性の変化と化学構造の関連について代表的例を示し説明するこ
とができる。(C4(2)③1-2, E2(1)④1)(知識・理解)

8. 代表的医薬品の合成例について、複素環や官能基の性質や反応性を理解
し説明することができる。(C3(1)②1-8, (3)①1, ⑤1, アドバンスト)(知識・理
解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

主にテキストを使用して、スライドによる講義形式で行う。テキストで不
十分な項目については資料などを配布する。必要に応じて練習問題を利用
する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習は、講義前にテキストを読んでおいて、疑問点や理解できない語句等
をチェックしておき、講義の時に解決すること。(90分)
復習は、テキスト、ノート及びプリントを用いて多角的におこなうこと。
(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

化学的事項については、構造式の基本骨格や官能基が正確に表現・配置さ
れているかを評価基準とする。薬理学的事項については、正しい用語で表
現・表記されているかを評価基準とする。レポート(10%)と定期試験(90%)
の成績で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

日比野俐、石倉稔、北川幸己、須本國弘、波多江典之 編集　「新編　医薬
化学」第一版　廣川書店　2018年　5000円　ISBN978-4-567-46156-6

◎－－－　参考書　－－－◎

柴﨑正勝、赤池昭紀、橋田充 監修「化学構造と薬理作用(医薬品を化学的に
読む)」第二版　廣川書店　2015年　4500円　ISBN978-4-567-46241-9
第十七改正日本薬局方解説書　廣川書店　38000円　ISBN978-4-567-01533-2

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 薬学の歴史と未来(A(1)④1-2)
2. 医薬品の化学構造と性質、作用(C4(3)①1, ②1-2, ③1-3)
3. 生命現象を担う分子：脂質、糖質、アミノ酸(C4(2)④1,
C6(2)①1, ②1-2, ③1)
4. 生命現象を担う分子：タンパク質、ヌクレオチド、核酸
(C6(2)④1, ⑤1, (3)②1)
5. 医薬品の標的となる生体分子の構造と化学的な性質(C4
(1)①1-2, ②1-4)
6. 生体反応の化学による理解(C3(5)①3-4, C4(2)①1-2, ②1-3,
③1-2, (3)⑤1-2, アドバンスト)
7. 自律神経系に作用する医薬品：交感神経興奮薬(C4(3)
⑤1, E2(1)④1)
8. 自律神経系に作用する医薬品：交感神経遮断薬(C4(3)
⑤1, E2(1)④1)
9. 自律神経系に作用する医薬品：副交感神経興奮薬(C4(3)
⑤2, E2(1)④1)
10. 自律神経系に作用する医薬品：副交感神経遮断薬(C4(3)
⑤2, E2(1)④1)
11. 体性神経に作用する医薬品：局所麻酔薬(E2(1)④1)
12. 体性神経に作用する医薬品：骨格筋弛緩薬(E2(1)④1, ア
ドバンスト)
13. 医薬品の合成(C3(1)②1-8, (3)①1, ⑤1, アドバンスト)
14. 医薬品の合成(C3(1)②1-8, (3)①1, ⑤1, アドバンスト)
15. 医薬品の合成(C3(1)②1-8, (3)①1, ⑤1, アドバンスト)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

薬物の構造式を理解するためには、有機化学に関連する命
名法、構造式や官能基の表記法、あるいは立体化学などに
関する基本的な知識を有する事が望ましい。



2019-9030000684-02創薬化学Ⅰ「P-b」（科目番号：3C2）

古舘　信

◎薬  :A-1,A-2

1.1. 医薬品に含まれる代表的複素環類の化学的性質や反応性を理解し説明する
ことができる。(C4(3)①1, ②1)　(A-1)

2.2. ファーマコフォアやバイオアイソスターあるいはプロドラッグなどについ
て説明することができる。(C4(3)②2, ③1-3)　(A-1)

3.3. 生体分子(脂質、糖質あるいはアミノ酸など)の化学構造について、例を示
し説明することができる。(C4(1)①1, C6(2)①1, ②1-2, ③1)　(A-1)

4.4. 生体分子(生体膜を構成するタンパク質や核酸など)の化学構造について、
例をあげ説明することができる。(C4(1)①2, C6(2) ④1, ⑤1)　(A-1)

5.5. 酵素阻害薬の代表的例を示しその作用を説明することができる。(C4(2)
②1-3)　(A-1)

6.6. 自律神経系に作用する医薬品、体性神経に作用する医薬品の代表的例をあ
げ、その構造式と作用の関連を説明することができる。(C4(2)③1-2, (3)⑤1-2,
E2(1)④1, アドバンスト)　(A-2)

7.7. 薬物の活性の変化と化学構造の関連について代表的例を示し説明すること
ができる。(C4(2)③1-2, E2(1)④1)　(A-1)

8.8. 代表的医薬品の合成例について、複素環や官能基の性質や反応性を理解し
説明することができる。(C3(1)②1-8, (3)①1, ⑤1, アドバンスト)　(A-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。



2019-9030000727-01基礎薬学特別講義Ⅱ「14台以前」（科目番号：4B3）

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

本田　伸一郎、小迫　知弘、鹿志毛　信広、三島　健一、佐野　和憲、安河内　友世

◎－－－　一般目標　－－－◎

　これまで学んできた生物系薬学の分野（薬学教育モデルコアカリキュラム：
C6生命現象の基礎、C7人体の成り立ちと生体機能の調節、C8生体防御と微生
物）についての要点を中心に整理し、基礎知識の集大成と強化を図る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.細胞を構成する分子について概説できる。[C6(2)①～⑦](態度・志向性)

2. タンパク質の種類、構造、機能を説明できる。［C6(3)③-1～3,④-1］(態度・
志向性)

3.物質代謝と生体エネルギーの産生について概説できる。［C6(5)②-1～5,③-1,2,
④-1,2, ⑤-1～3］(態度・志向性)

4.微生物の分類、構造、生活環について理解し、病原微生物について説明でき
る。[C8(4)①,②](態度・志向性)

5.ヒトと微生物の関わりや病原微生物について説明できる[C8(4)①, ②](態度・志
向性)

6.細胞の構造と機能、 細胞間コミュニケーション、細胞の分裂と死について説
明できる。[C6(1)①-1～2,②-1,③-1,C6(6)③-1～2,C6(7)①-1～2,②-1,③-1～2](態
度・志向性)

7.個体発生と細胞の分化について説明できる。[C7(1)②-1～2](態度・志向性)

8.生命情報を担う遺伝子の複製、発現とそれらの制御に関する基本事的項を説
明できる。 [C6(4)①～⑥](態度・志向性)

9.人体の各器官の構造と機能に関する基本的事項について説明できる。[C7(1)
③-⑭](態度・志向性)

10.生体の維持に関わる情報ネットワークを担う代表的な情報伝達物質の種類、
作用発現機構に関する基本的事項について説明できる。[C7(2)①～③,⑤～⑩](態
度・志向性)

11.免疫系とその破綻による疾患、および代表的な外的要因としての病原微生物
に関して説明できる。[C8(1)①～③,C8(2)①～②](態度・志向性)

12.代表的なホルモンを挙げ、その産生臓器、生理活性および作用機序など内分
泌系について概説できる。 [C7(1)⑫-1,C7(2)②-1](態度・志向性)

13.代表的なサイトカイン、増殖因子をあげ、生理活性および作用機構（細胞内
情報伝達）と、それらを標的とした分子標的薬を概説できる。[C6(6)②,C7(2)
④-1,E2(7)⑧-1](態度・志向性)

◎－－－　学習方法　－－－◎

配付資料やパワーポイントを用いて講義を行う。授業計画に準じた問題を授業
の中で配布し、解説する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

１～３年次に学んだ関連科目を、ノートやテキストを利用して総括的に復習
し、毎回の授業に備えておくこと。また各授業後にも復習を行い、知識を確実
なものとすること。（９０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業計画に記載の項目に関連した専門的用語の意味を正しく理解し、その用語
を適切に用いて、生命現象のメカニズムを説明できる能力を、どの程度身につ
けているかを評価基準とする。
原則的に、学期末試験の成績を100%として総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

必要に応じてプリントを配布する。

本田・小迫担当講義の際は、２年次「人体生化学Ⅰ・Ⅱ」で使用したテキスト
を持参すること。
「コンパス生化学」前田正知 、浅野真司 編（南江堂）4,800円＋税、
ISBN：978-4-524-40309-7

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 細胞を構成する分子（本田）[C6(2)①～⑦]
2. 生命活動を担うタンパク質の構造と機能（本田）［C6
(3)③-1～3,④-1］
3. 物質代謝と生体エネルギーの産生（本田）［C6(5)②-1～
5,③-1,2,④-1,2,⑤-1～3］
4. 微生物の基本事項と病原体微生物（鹿志毛） [C8(3)①～
⑥, C8(4)①,②]
5. 細胞の構造と機能、 細胞間コミュニケーション、細胞
の分裂と死、発生（鹿志毛）[C6(1)①-1～2,②-1,③-1,C6(6)
③-1～2,C6(7)①-1～2,②-1,③-1～2,C7(1)②-1～2]
6. 遺伝情報を担う分子、遺伝子工学的技術による遺伝子の
操作（鹿志毛）[C6(4)①～⑥]
7. 人体の成り立ち1（佐野）[C7(1)③-⑭]
8. 人体の成り立ち2（佐野）[C7(1)③-⑭]
9.生体機能の調節1（三島）[C7(2)①～③,⑤～⑩]
10.生体機能の調節2（三島）[C7(2)①～③,⑤～⑩]
11.免疫のしくみ（安河内）[C8(1)①～③]
12.免疫系の破綻・免疫系の応用（安河内）[C8(2)①～②]
13.内分泌総論（小迫）[C7(1)⑫-1、C7(2)②-1]
14.サイトカイン・増殖因子による調節機構（小迫）[C6(6)
②,C7(2)④-1]
15.がん分子標的薬（小迫）[C7(2)④-1、E2(7)⑧-1]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　時間の関係上、全ての内容を講義するのは難しい。これ
までの講義で説明が不足している分野を中心に講義を行う
ので、背景となる既習講義科目は十分に修得しておくこと
が望ましい。



2019-9030000727-01基礎薬学特別講義Ⅱ「14台以前」（科目番号：4B3）

本田　伸一郎、小迫　知弘、鹿志毛　信広、三島　健一、佐野　和憲、安河内　友世

◎薬

1.1.細胞を構成する分子について概説できる。[C6(2)①～⑦]　(C-2)

2.2. タンパク質の種類、構造、機能を説明できる。［C6(3)③-1～3,④-1］　
(C-2)

3.3.物質代謝と生体エネルギーの産生について概説できる。［C6(5)②-1～5,
③-1,2,④-1,2, ⑤-1～3］　(C-2)

4.4.微生物の分類、構造、生活環について理解し、病原微生物について説明で
きる。[C8(4)①,②]　(C-2)

5.5.ヒトと微生物の関わりや病原微生物について説明できる[C8(4)①, ②]　(C-2)

6.6.細胞の構造と機能、 細胞間コミュニケーション、細胞の分裂と死について
説明できる。[C6(1)①-1～2,②-1,③-1,C6(6)③-1～2,C6(7)①-1～2,②-1,③-1～2]　
(C-2)

7.7.個体発生と細胞の分化について説明できる。[C7(1)②-1～2]　(C-2)

8.8.生命情報を担う遺伝子の複製、発現とそれらの制御に関する基本事的項を
説明できる。 [C6(4)①～⑥]　(C-2)

9.9.人体の各器官の構造と機能に関する基本的事項について説明できる。[C7(1)
③-⑭]　(C-1)

10.10.生体の維持に関わる情報ネットワークを担う代表的な情報伝達物質の種
類、作用発現機構に関する基本的事項について説明できる。[C7(2)①～③,⑤～
⑩]　(C-2)

11.11.免疫系とその破綻による疾患、および代表的な外的要因としての病原微
生物に関して説明できる。[C8(1)①～③,C8(2)①～②]　(C-2)

12.12.代表的なホルモンを挙げ、その産生臓器、生理活性および作用機序など
内分泌系について概説できる。 [C7(1)⑫-1,C7(2)②-1]　(C-2)

13.13.代表的なサイトカイン、増殖因子をあげ、生理活性および作用機構（細
胞内情報伝達）と、それらを標的とした分子標的薬を概説できる。[C6(6)②,C7
(2)④-1,E2(7)⑧-1]　(C-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。



2019-9030000633-01人体生化学Ⅰ「P-a」（科目番号：2B1）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　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　　

本田　伸一郎

◎－－－　一般目標　－－－◎

　生化学は、生命現象を化学の視点から解明することを指向した学問であ
り、上位学年で学ぶ病態や医薬品の作用機作を理解するための基盤となるも
のである。本講義では、タンパク質の構造と機能に関する基本事項を学び、
特に酵素については反応速度論の学習を行う。また、核酸やビタミンが生体
内でどのように機能しているか学習する。さらに、物質代謝に関しては、生
体内に取込まれた糖質や脂質が細胞内のどこで、どのような代謝を受けるの
か学習する。 [C6 生命現象の基礎 ]

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.多様なタンパク質の名称をあげ、その構造、性質、および機能について概説
できる。［C6(2)④-1, C6(3)①-1］(知識・理解)

2.酵素反応様式を分類し、酵素反応速度論および代表的な酵素活性調節機構を
説明できる。［C6(3)③-1,③-2,③-3］(知識・理解)

3.ヌクレオチドと核酸の種類、構造、性質について説明できる。［C6(2)
⑤-1］(知識・理解)

4.ビタミンや必須微量元素を列挙し、その構造、性質、生化学的役割について
説明できる。［C6(2)⑥-1,C6(2)⑦-1］(知識・理解)

5.生体膜の構造について概説し、膜輸送体の種類、構造、機能を説明できる。
［C6(2) ①-1,C6(3)④-1］(知識・理解)

6.嫌気的解糖経路やクエン酸回路および電子伝達系における生体エネルギーの
産生、貯蔵、利用、および代謝酵素と調節メカニズムについて説明できる。
［C6(5)②-1,②-2,②-3］ (知識・理解)

7.グリコーゲン代謝、糖新生、ペントースリン酸回路における代謝酵素と調節
メカニズムについて説明できる。［C6(5)②-4,②-5,⑤-3］(知識・理解)

8.脂質の消化・について概説し、脂肪酸の生合成およびβ酸化について説明で
きる。
［C6(3)④-2,C6(5)③-1］(知識・理解)

9.コレステロールおよびトリグリセリドの生合成や代謝について説明できる。
［C6(5)③-1,③-2］(知識・理解)

10.飢餓状態のエネルギー代謝や余剰のエネルギーを蓄えるしくみを説明でき
る。［C6(5)①-1,C6(5)④-1,④-2］(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

テキストとスライド映写、もしくは板書による講義形式で行う。必要に応じ
て資料を配付する。関連科目（薬学生物学入門、生体機能分子学 I・II、機能
形態学Ⅰ）を復習して相互に理解すること。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の授業範囲をテキストなどを利用して予習しておくこと。
授業後は、その授業内容を改めて自身が理解しやすい様にノートにまとめて
おくこと。（９０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業計画に記載の項目に関連した専門的用語の意味を正しく理解し、その用
語を正しく用いて、生命現象のメカニズムを説明できるかどうかを評価基準
とする。
原則的に、学期末試験の成績を100%として総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「コンパス生化学」前田正知 、浅野真司 編（南江堂）2015年、4,800円＋税、
ISBN：978-4-524-40309-7

◎－－－　参考書　－－－◎

リッピンコット　イラストレイテッド生化学　第６版（丸善出版）2015年、
7,800円＋税　ISBN 978-4-621-08897-5
ヴォート基礎生化学　第４版（東京化学同人）2014年、7,600円＋税　ISBN
978-4-8079-0845-5

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. タンパク質の構造と機能［C6(2)④-1, C6(3)1-1］
2. 酵素（１）性質と分類［C6(3)③-1,③-2］
3. 酵素（２）反応速度論［C6(3)③-3,③-4］
4. 核酸・ヌクレオチド［C6(2)⑤-1］
5. ビタミンの構造と機能（１）［C6(2)⑥-1］
6. ビタミンの構造と機能（２）［C6(2)⑥-1,C6(2)⑦-1］
7. 脂質と生体膜［C6(2)①-1,C6(3)④-1］
8. 糖質代謝（１）［C6(5)①-1,C6(5)②-1］
9. 糖質代謝（２）［C6(5)②-2,②-3］
10. 糖質代謝（３）［C6(5)②-3,C6(5)②-4,アドバンスド］
11. 糖質代謝（４）［C6(5)②-5,⑤-3,アドバンスド］
12. 脂質代謝（１）［C6(3)④-2,C6(5)③-1］
13. 脂質代謝（２）［C6(5)③-1］
14. 脂質代謝（３）［C6(5)③-1,③-2,アドバンスド］
15. 脂質代謝（４）［C6(5)④-1,④-2,アドバンスド］

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

1年次の生体機能分子学I、II は修得しておくことが望まし
い。



2019-9030000633-01人体生化学Ⅰ「P-a」（科目番号：2B1）

本田　伸一郎

◎薬  :A-1,A-2

1.1.多様なタンパク質の名称をあげ、その構造、性質、および機能について概
説できる。［C6(2)④-1, C6(3)①-1］　(A-1)

2.2.酵素反応様式を分類し、酵素反応速度論および代表的な酵素活性調節機構
を説明できる。［C6(3)③-1,③-2,③-3］　(A-1)

3.3.ヌクレオチドと核酸の種類、構造、性質について説明できる。［C6(2)
⑤-1］　(A-1)

4.4.ビタミンや必須微量元素を列挙し、その構造、性質、生化学的役割につい
て説明できる。［C6(2)⑥-1,C6(2)⑦-1］　(A-1)

5.5.生体膜の構造について概説し、膜輸送体の種類、構造、機能を説明でき
る。［C6(2) ①-1,C6(3)④-1］　(A-1)

6.6.嫌気的解糖経路やクエン酸回路および電子伝達系における生体エネルギー
の産生、貯蔵、利用、および代謝酵素と調節メカニズムについて説明できる。
［C6(5)②-1,②-2,②-3］ 　(A-1)

7.7.グリコーゲン代謝、糖新生、ペントースリン酸回路における代謝酵素と調
節メカニズムについて説明できる。［C6(5)②-4,②-5,⑤-3］　(A-1)

8.8.脂質の消化・について概説し、脂肪酸の生合成およびβ酸化について説明
できる。
［C6(3)④-2,C6(5)③-1］　(A-1)

9.9.コレステロールおよびトリグリセリドの生合成や代謝について説明でき
る。
［C6(5)③-1,③-2］　(A-1)

10.10.飢餓状態のエネルギー代謝や余剰のエネルギーを蓄えるしくみを説明で
きる。［C6(5)①-1,C6(5)④-1,④-2］　(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。



2019-9030000633-02人体生化学Ⅰ「P-b」（科目番号：2B1）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　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　　

本田　伸一郎

◎－－－　一般目標　－－－◎

　生化学は、生命現象を化学の視点から解明することを指向した学問であ
り、上位学年で学ぶ病態や医薬品の作用機作を理解するための基盤となるも
のである。本講義では、タンパク質の構造と機能に関する基本事項を学び、
特に酵素については反応速度論の学習を行う。また、核酸やビタミンが生体
内でどのように機能しているか学習する。さらに、物質代謝に関しては、生
体内に取込まれた糖質や脂質が細胞内のどこで、どのような代謝を受けるの
か学習する。 [C6 生命現象の基礎 ]

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.多様なタンパク質の名称をあげ、その構造、性質、および機能について概説
できる。［C6(2)④-1, C6(3)①-1］(知識・理解)

2.酵素反応様式を分類し、酵素反応速度論および代表的な酵素活性調節機構を
説明できる。［C6(3)③-1,③-2,③-3］(知識・理解)

3.ヌクレオチドと核酸の種類、構造、性質について説明できる。［C6(2)
⑤-1］(知識・理解)

4.ビタミンや必須微量元素を列挙し、その構造、性質、生化学的役割について
説明できる。［C6(2)⑥-1,C6(2)⑦-1］(知識・理解)

5.生体膜の構造について概説し、膜輸送体の種類、構造、機能を説明できる。
［C6(2) ①-1,C6(3)④-1］(知識・理解)

6.嫌気的解糖経路やクエン酸回路および電子伝達系における生体エネルギーの
産生、貯蔵、利用、および代謝酵素と調節メカニズムについて説明できる。
［C6(5)②-1,②-2,②-3］ (知識・理解)

7.グリコーゲン代謝、糖新生、ペントースリン酸回路における代謝酵素と調節
メカニズムについて説明できる。［C6(5)②-4,②-5,⑤-3］(知識・理解)

8.脂質の消化・について概説し、脂肪酸の生合成およびβ酸化について説明で
きる。
［C6(3)④-2,C6(5)③-1］(知識・理解)

9.コレステロールおよびトリグリセリドの生合成や代謝について説明できる。
［C6(5)③-1,③-2］(知識・理解)

10.飢餓状態のエネルギー代謝や余剰のエネルギーを蓄えるしくみを説明でき
る。［C6(5)①-1,C6(5)④-1,④-2］(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

テキストとスライド映写、もしくは板書による講義形式で行う。必要に応じ
て資料を配付する。関連科目（薬学生物学入門、生体機能分子学 I・II、機能
形態学Ⅰ）を復習して相互に理解すること。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の授業範囲をテキストなどを利用して予習しておくこと。
授業後は、その授業内容を改めて自身が理解しやすい様にノートにまとめて
おくこと。（９０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業計画に記載の項目に関連した専門的用語の意味を正しく理解し、その用
語を正しく用いて、生命現象のメカニズムを説明できるかどうかを評価基準
とする。
原則的に、学期末試験の成績を100%として総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「コンパス生化学」前田正知 、浅野真司 編（南江堂）2015年、4,800円＋税、
ISBN：978-4-524-40309-7

◎－－－　参考書　－－－◎

リッピンコット　イラストレイテッド生化学　第６版（丸善出版）2015年、
7,800円＋税　ISBN 978-4-621-08897-5
ヴォート基礎生化学　第４版（東京化学同人）2014年、7,600円＋税　ISBN
978-4-8079-0845-5

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. タンパク質の構造と機能［C6(2)④-1, C6(3)1-1］
2. 酵素（１）性質と分類［C6(3)③-1,③-2］
3. 酵素（２）反応速度論［C6(3)③-3,③-4］
4. 核酸・ヌクレオチド［C6(2)⑤-1］
5. ビタミンの構造と機能（１）［C6(2)⑥-1］
6. ビタミンの構造と機能（２）［C6(2)⑥-1,C6(2)⑦-1］
7. 脂質と生体膜［C6(2)①-1,C6(3)④-1］
8. 糖質代謝（１）［C6(5)①-1,C6(5)②-1］
9. 糖質代謝（２）［C6(5)②-2,②-3］
10. 糖質代謝（３）［C6(5)②-3,C6(5)②-4,アドバンスド］
11. 糖質代謝（４）［C6(5)②-5,⑤-3,アドバンスド］
12. 脂質代謝（１）［C6(3)④-2,C6(5)③-1］
13. 脂質代謝（２）［C6(5)③-1］
14. 脂質代謝（３）［C6(5)③-1,③-2,アドバンスド］
15. 脂質代謝（４）［C6(5)④-1,④-2,アドバンスド］

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

1年次の生体機能分子学I、II は修得しておくことが望まし
い。



2019-9030000633-02人体生化学Ⅰ「P-b」（科目番号：2B1）

本田　伸一郎

◎薬  :A-1,A-2

1.1.多様なタンパク質の名称をあげ、その構造、性質、および機能について概
説できる。［C6(2)④-1, C6(3)①-1］　(A-1)

2.2.酵素反応様式を分類し、酵素反応速度論および代表的な酵素活性調節機構
を説明できる。［C6(3)③-1,③-2,③-3］　(A-1)

3.3.ヌクレオチドと核酸の種類、構造、性質について説明できる。［C6(2)
⑤-1］　(A-1)

4.4.ビタミンや必須微量元素を列挙し、その構造、性質、生化学的役割につい
て説明できる。［C6(2)⑥-1,C6(2)⑦-1］　(A-1)

5.5.生体膜の構造について概説し、膜輸送体の種類、構造、機能を説明でき
る。［C6(2) ①-1,C6(3)④-1］　(A-1)

6.6.嫌気的解糖経路やクエン酸回路および電子伝達系における生体エネルギー
の産生、貯蔵、利用、および代謝酵素と調節メカニズムについて説明できる。
［C6(5)②-1,②-2,②-3］ 　(A-1)

7.7.グリコーゲン代謝、糖新生、ペントースリン酸回路における代謝酵素と調
節メカニズムについて説明できる。［C6(5)②-4,②-5,⑤-3］　(A-1)

8.8.脂質の消化・について概説し、脂肪酸の生合成およびβ酸化について説明
できる。
［C6(3)④-2,C6(5)③-1］　(A-1)

9.9.コレステロールおよびトリグリセリドの生合成や代謝について説明でき
る。
［C6(5)③-1,③-2］　(A-1)

10.10.飢餓状態のエネルギー代謝や余剰のエネルギーを蓄えるしくみを説明で
きる。［C6(5)①-1,C6(5)④-1,④-2］　(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。



2019-9030000634-01人体生化学Ⅱ「P-a」（科目番号：2B2）

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

本田　伸一郎

◎－－－　一般目標　－－－◎

　アミノ酸、核酸、およびタンパク質の代謝や、その生理的役割について理解
を深める。アミノ酸は代謝によりエネルギー源となるだけでなく、生理的に重
要な含窒素化合物の材料としても利用される。また、２０種類の標準アミノ酸
は、生体機能の発現に不可欠なタンパク質の材料としても使われる。タンパク
質の情報は、遺伝子に暗号化されているが、遺伝子のもつ情報がどのようにし
て生体内に維持され、発現し、機能しているのかについて学習する。さらに、
真核生物が細胞外の情報を受けとる分子システムを学び、高次生命現象の実行
に必要な細胞内情報伝達や遺伝子発現の分子メカニズムについて学習する。
[ C6 生命現象の基礎]

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. アミノ酸の代謝、およびアミノ酸を原料として生合成される分子の代謝・生
理機能について説明できる。［C6(5)⑤-1］(知識・理解)

2. ヌクレオチドおよび核酸塩基の生合成と分解について説明できる。［C6(5)
⑤-2,アドバンスト］(知識・理解)

3. 染色体の構造・機能およびDNAの複製・修復について説明できる。［C6(4)
①-1, ①-2,②-1,②-2,③-1,⑤-1］(知識・理解)

4. RNA の種類・機能・転写の過程、およびプロセッシングについて説明でき
る。［C6(4)②-3,④-1,④-4］(知識・理解)

5. RNAからタンパク質への翻訳過程について説明できる。［C6(4)④-5］ (知
識・理解)

6. タンパク質の翻訳後の成熟過程(細胞小器官間の輸送や翻訳後修飾)や細胞内
での分解について説明できる。［C6(3)①-1,②-1,②-2］(知識・理解)

7. 細胞間コミュニケーションにおける情報伝達の様式を説明できる。［C6(6)
①-1］(知識・理解)

8.細胞内情報伝達の様式とメカニズムについて説明できる。［C6(6)②-1,②-2,
②-3,②-4,②-5,アドバンスト］(知識・理解)

9. 外部環境に応答した遺伝子発現における転写因子の機能やエピジェネティッ
クな転写制御を説明できる。［C6(4)④-2,④-3,アドバンスト］(知識・理解)

10.生理活性物質による生命現象を、細胞間コミュニケーション、細胞内情報
伝達、および遺伝子発現制御の分子メカニズムから説明できる。［アドバンス
ト］(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

テキストとスライド映写、もしくは板書による講義形式で行う。必要に応じて
資料を配付する。関連科目（人体生化学 I、生体機能分子学 I・II、機能形態学
Ⅰ・Ⅱ）を復習して相互に理解すること。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の授業範囲をテキストなどを利用して予習しておくこと。
授業後は、その授業内容を改めて自身が理解しやすい様にノートにまとめてお
くこと。（９０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業計画に記載の項目に関連した専門的用語の意味を正しく理解し、その用語
を正しく用いて、生命現象のメカニズムを説明できるかどうかを評価基準とす
る。
原則的に、学期末試験の成績を100%として総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「コンパス生化学」前田正知 、浅野真司 編（南江堂）2015年、4,800円＋税、
ISBN：978-4-524-40309-7

◎－－－　参考書　－－－◎

リッピンコット　イラストレイテッド生化学　第６版（丸善出版）2015年、
7,800円＋税　ISBN 978-4-621-08897-5
ヴォート基礎生化学　第４版（東京化学同人）2014年、7,600円＋税　ISBN
978-4-8079-0845-5

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. アミノ酸の代謝（１）一般的代謝［C6(5)⑤-1］
2. アミノ酸の代謝（２）尿素回路［C6(5)⑤-1］
3. アミノ酸の代謝（３）特殊な生体成分の生合成［アドバ
ンスト］
4. 核酸の代謝（１）生合成［C6(5)⑤-2］
5. 核酸の代謝（２）分解［C6(5)⑤-2］
6. DNAの生合成（複製）［C6(4)①-1, ①-2, ②-1,③-1］
7. DNAの変異と修復［C6(4)⑤-1］
8. RNAの生合成（転写）［C6(4)②-2,②-3,④-1,④-4］
9. タンパク質の生合成（翻訳）［C6(4)④-5］
10.タンパク質の翻訳後修飾と分解［C6(3)②-1,②-2］
11.情報伝達機構の基本メカニズム（１）［C6(6)①-1,②-1,
②-2,②-3］
12.情報伝達機構の基本メカニズム（２）［C6(6)②-4,②-5,
アドバンスド］
13.遺伝子発現の制御［C6(4)④-2,④-3,アドバンスト］
14.細胞周期［C6(7)①-1,①-2］
15.哺乳類における高次生命現象の分子メカニズム［アド
バンスド］

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１年次の生体機能分子学I、II、２年次の人体生化学Iを修
得しておくことが望ましい。



2019-9030000634-01人体生化学Ⅱ「P-a」（科目番号：2B2）

本田　伸一郎

◎薬  :A-1,A-2

1.1. アミノ酸の代謝、およびアミノ酸を原料として生合成される分子の代謝・
生理機能について説明できる。［C6(5)⑤-1］　(A-1)

2.2. ヌクレオチドおよび核酸塩基の生合成と分解について説明できる。［C6(5)
⑤-2,アドバンスト］　(A-1)

3.3. 染色体の構造・機能およびDNAの複製・修復について説明できる。［C6(4)
①-1, ①-2,②-1,②-2,③-1,⑤-1］　(A-1)

4.4. RNA の種類・機能・転写の過程、およびプロセッシングについて説明でき
る。［C6(4)②-3,④-1,④-4］　(A-1)

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

6.6. タンパク質の翻訳後の成熟過程(細胞小器官間の輸送や翻訳後修飾)や細胞
内での分解について説明できる。［C6(3)①-1,②-1,②-2］　(A-1)

7.7. 細胞間コミュニケーションにおける情報伝達の様式を説明できる。［C6(6)
①-1］　(A-1)

8.8.細胞内情報伝達の様式とメカニズムについて説明できる。［C6(6)②-1,②-2,
②-3,②-4,②-5,アドバンスト］　(A-2)

9.9. 外部環境に応答した遺伝子発現における転写因子の機能やエピジェネ
ティックな転写制御を説明できる。［C6(4)④-2,④-3,アドバンスト］　(A-2)

10.10.生理活性物質による生命現象を、細胞間コミュニケーション、細胞内情
報伝達、および遺伝子発現制御の分子メカニズムから説明できる。［アドバン
スト］　(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。



2019-9030000634-02人体生化学Ⅱ「P-b」（科目番号：2B2）

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

本田　伸一郎

◎－－－　一般目標　－－－◎

　アミノ酸、核酸、およびタンパク質の代謝や、その生理的役割について理解
を深める。アミノ酸は代謝によりエネルギー源となるだけでなく、生理的に重
要な含窒素化合物の材料としても利用される。また、２０種類の標準アミノ酸
は、生体機能の発現に不可欠なタンパク質の材料としても使われる。タンパク
質の情報は、遺伝子に暗号化されているが、遺伝子のもつ情報がどのようにし
て生体内に維持され、発現し、機能しているのかについて学習する。さらに、
真核生物が細胞外の情報を受けとる分子システムを学び、高次生命現象の実行
に必要な細胞内情報伝達や遺伝子発現の分子メカニズムについて学習する。
[ C6 生命現象の基礎]

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. アミノ酸の代謝、およびアミノ酸を原料として生合成される分子の代謝・生
理機能について説明できる。［C6(5)⑤-1］(知識・理解)

2. ヌクレオチドおよび核酸塩基の生合成と分解について説明できる。［C6(5)
⑤-2,アドバンスト］(知識・理解)

3. 染色体の構造・機能およびDNAの複製・修復について説明できる。［C6(4)
①-1, ①-2,②-1,②-2,③-1,⑤-1］(知識・理解)

4. RNA の種類・機能・転写の過程、およびプロセッシングについて説明でき
る。［C6(4)②-3,④-1,④-4］(知識・理解)

5. RNAからタンパク質への翻訳過程について説明できる。［C6(4)④-5］ (知
識・理解)

6. タンパク質の翻訳後の成熟過程(細胞小器官間の輸送や翻訳後修飾)や細胞内
での分解について説明できる。［C6(3)①-1,②-1,②-2］(知識・理解)

7. 細胞間コミュニケーションにおける情報伝達の様式を説明できる。［C6(6)
①-1］(知識・理解)

8.細胞内情報伝達の様式とメカニズムについて説明できる。［C6(6)②-1,②-2,
②-3,②-4,②-5,アドバンスト］(知識・理解)

9. 外部環境に応答した遺伝子発現における転写因子の機能やエピジェネティッ
クな転写制御を説明できる。［C6(4)④-2,④-3,アドバンスト］(知識・理解)

10.生理活性物質による生命現象を、細胞間コミュニケーション、細胞内情報
伝達、および遺伝子発現制御の分子メカニズムから説明できる。［アドバンス
ト］(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

テキストとスライド映写、もしくは板書による講義形式で行う。必要に応じて
資料を配付する。関連科目（人体生化学 I、生体機能分子学 I・II、機能形態学
Ⅰ・Ⅱ）を復習して相互に理解すること。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の授業範囲をテキストなどを利用して予習しておくこと。
授業後は、その授業内容を改めて自身が理解しやすい様にノートにまとめてお
くこと。（９０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業計画に記載の項目に関連した専門的用語の意味を正しく理解し、その用語
を正しく用いて、生命現象のメカニズムを説明できるかどうかを評価基準とす
る。
原則的に、学期末試験の成績を100%として総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「コンパス生化学」前田正知 、浅野真司 編（南江堂）2015年、4,800円＋税、
ISBN：978-4-524-40309-7

◎－－－　参考書　－－－◎

リッピンコット　イラストレイテッド生化学　第６版（丸善出版）2015年、
7,800円＋税　ISBN 978-4-621-08897-5
ヴォート基礎生化学　第４版（東京化学同人）2014年、7,600円＋税　ISBN
978-4-8079-0845-5

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. アミノ酸の代謝（１）一般的代謝［C6(5)⑤-1］
2. アミノ酸の代謝（２）尿素回路［C6(5)⑤-1］
3. アミノ酸の代謝（３）特殊な生体成分の生合成［アドバ
ンスト］
4. 核酸の代謝（１）生合成［C6(5)⑤-2］
5. 核酸の代謝（２）分解［C6(5)⑤-2］
6. DNAの生合成（複製）［C6(4)①-1, ①-2, ②-1,③-1］
7. DNAの変異と修復［C6(4)⑤-1］
8. RNAの生合成（転写）［C6(4)②-2,②-3,④-1,④-4］
9. タンパク質の生合成（翻訳）［C6(4)④-5］
10.タンパク質の翻訳後修飾と分解［C6(3)②-1,②-2］
11.情報伝達機構の基本メカニズム（１）［C6(6)①-1,②-1,
②-2,②-3］
12.情報伝達機構の基本メカニズム（２）［C6(6)②-4,②-5,
アドバンスド］
13.遺伝子発現の制御［C6(4)④-2,④-3,アドバンスト］
14.細胞周期［C6(7)①-1,①-2］
15.哺乳類における高次生命現象の分子メカニズム［アド
バンスド］

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１年次の生体機能分子学I、II、２年次の人体生化学Iを修
得しておくことが望ましい。



2019-9030000634-02人体生化学Ⅱ「P-b」（科目番号：2B2）

本田　伸一郎

◎薬  :A-1,A-2

1.1. アミノ酸の代謝、およびアミノ酸を原料として生合成される分子の代謝・
生理機能について説明できる。［C6(5)⑤-1］　(A-1)

2.2. ヌクレオチドおよび核酸塩基の生合成と分解について説明できる。［C6(5)
⑤-2,アドバンスト］　(A-1)

3.3. 染色体の構造・機能およびDNAの複製・修復について説明できる。［C6(4)
①-1, ①-2,②-1,②-2,③-1,⑤-1］　(A-1)

4.4. RNA の種類・機能・転写の過程、およびプロセッシングについて説明でき
る。［C6(4)②-3,④-1,④-4］　(A-1)

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

6.6. タンパク質の翻訳後の成熟過程(細胞小器官間の輸送や翻訳後修飾)や細胞
内での分解について説明できる。［C6(3)①-1,②-1,②-2］　(A-1)

7.7. 細胞間コミュニケーションにおける情報伝達の様式を説明できる。［C6(6)
①-1］　(A-1)

8.8.細胞内情報伝達の様式とメカニズムについて説明できる。［C6(6)②-1,②-2,
②-3,②-4,②-5,アドバンスト］　(A-2)

9.9. 外部環境に応答した遺伝子発現における転写因子の機能やエピジェネ
ティックな転写制御を説明できる。［C6(4)④-2,④-3,アドバンスト］　(A-2)

10.10.生理活性物質による生命現象を、細胞間コミュニケーション、細胞内情
報伝達、および遺伝子発現制御の分子メカニズムから説明できる。［アドバン
スト］　(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。



2019-9030000776-01生体機能解析学Ⅰ「12台以前」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 6 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　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　　

本田　伸一郎、小迫　知弘、鹿志毛　信広、中島　学、三島　健一、佐野　和憲

◎－－－　一般目標　－－－◎

　薬剤師国家試験における出題領域【物理・化学・生物】のうち、「生物」では、生体の構
造、機能及び生体生分の代謝、感染症の病原体、免疫のしくみなどに関する基礎的知識を問う
問題が「薬学教育モデル・コアカリキュラム」の内容を基本として出題される。本講義では、
その内容に準じて生物系薬学の分野についての要点を整理し、「生物」領域の基礎知識の集大
成と強化を図る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 生命現象を担う分子の構造、性質、役割について説明できる。[C6(2)①～⑦](知識・理解)

2. タンパク質の構造、性質、機能、代謝について説明できる。［C6(3)①～④］(知識・理解)

3. 糖質の代謝について概説できる。［C6(5)②-1～5,⑤-3］(知識・理解)

4. 脂質代謝について概説できる。［C6(5)③-1,2,④-1,2］(知識・理解)

5. アミノ酸と核酸の代謝について概説できる。［C6(5)⑤-1,2］(知識・理解)

6. 微生物の分類、構造、生活環について説明できる。[C8(3)①～⑥](知識・理解)

7. ヒトと微生物の関わりや病原微生物について説明できる[C8(4)①,②] (知識・理解)

8. 細胞の構造と機能について説明出来る。[C6(1)①-1～2,②-1,③-1～2,C6(6)③-1～2] (知識・理
解)

9. 多細胞生物における細胞の分化、増殖および組織構築に関して説明できる。[C6(7)①-1～2、
C7(1)②-1～2](知識・理解)

10. 生命情報を担う遺伝子の複製、発現とそれらの制御について説明できる。 [C6(4)①～⑥](知
識・理解)

11. 組換え体医薬品、遺伝子治療、再生医療について説明できる。[E2(8)①-1～3 ②-1 ③-1～4]
(知識・理解)

12. 人体の各器官の構造と機能に関する基本的事項について説明できる。[C7(1)③～⑭](知識・
理解)

 13. 生体の維持に関わる情報ネットワークを担う代表的な情報伝達物質の種類、作用発現機構
に関する基本的事項について説明できる。[C7(2)①～③,⑤～⑩](知識・理解)

14. 免疫機構の基本的なシステムを説明できる。［C8(1)①～③］(知識・理解)

15. 免疫機構の破綻と疾患の関係を説明できる。[C8(2)①-1～6](知識・理解)

16. 免疫のしくみを利用した治療法や検査方法を説明できる。[C8(2)②-1～4,アドバンス](知識・
理解)

17. 代表的なホルモンを挙げ、その産生臓器、生理活性および作用機序など内分泌系について概
説できる。[C6(6)①-1,C6(6)②,C7(1)⑫-1,C7(2)②-1](知識・理解)

18. 細胞死（アポトーシスとネクローシス）について説明できる。[C6(7)①-1,C6(7)②-1](知識・
理解)

19. 正常細胞とがん細胞の違い」および「がん遺伝子とがん抑制遺伝子」について説明できる。
[C6(7)③1～2](知識・理解)

20. 代表的なサイトカイン、増殖因子を挙げ、生理活性および作用機構（細胞内情報伝達）につ
いて概説できる。[C7(2)④-1](知識・理解)

21. バイオ医薬品と分子標的薬を概説できる。[C6(4)⑥-1,C6(7)③-1～2,C7(2)④-1,E2(7)⑧-1](知
識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

配付資料やパワーポイントを用いて知識の整理を行う。また、各自「生物」の領域に該当する
過去の薬剤師国家試験問題にチャレンジして、知識の再確認を行うこと。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

１～4年次に学んだ関連科目を、ノートやテキストを利用して総括的に復習し、毎回の授業に備
えておくこと。また各授業後にも復習を行い、知識を確実なものとすること。（９０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業計画に記載の項目に関連した専門的用語の意味を正しく理解し、その用語を適切に用い
て、生命現象のメカニズムを説明できる能力を、どの程度身につけているかを評価基準とす
る。
原則的に、学期末試験の成績を100%として総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

必要に応じてプリントを配布する。

本田担当講義の際は、２年次「人体生化学Ⅰ・Ⅱ」で使用したテキストを持参すること。
「コンパス生化学」前田正知、浅野真司編（南江堂）
4,800円＋税、ISBN978-4-524-40309-7　

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 細胞を構成する分子（本田）[C6(2)①～⑦]
2. 生命活動を担うタンパク質1（本田）［C6(3)①,②］
3. 生命活動を担うタンパク質2（本田）［C6(3)①,②］
4. 糖質の代謝と生体エネルギー（本田）［C6(5)②-1～5,
⑤-3］
5. 脂質の代謝（本田）［C6(5)③-1,2,④-1,2］
6. アミノ酸・核酸の代謝（本田）［C6(5)⑤-1,2］
7. 微生物の基本事項(鹿志毛) [C8(3)①～⑥]
8. 病原体としての微生物(鹿志毛) [C8(4)①,②]
9. 細胞膜、細胞内小器官(鹿志毛) [C6(1)①-1～2,②-1,③-1～
2,C6(6)③-1～2]
10.細胞と組織、細胞間コミュニケーション (鹿志毛)[C6(7)
①-1～2、C7(1)②-1～2]
11.遺伝情報を担う分子 (鹿志毛) [C6(4)①～⑤]]
12.遺伝子工学とバイオ医薬品(鹿志毛) [C6(4)⑥,E2(8)①-1～
3 ②-1 ③-1～4]
13.人体の成り立ち1（佐野）[C7(1)③～⑭]
14.人体の成り立ち2（佐野）[C7(1)③～⑭]
15.人体の成り立ち3（佐野）[C7(1)③～⑭]
16.人体の成り立ち4（佐野）[C7(1)③～⑭]
17.生体機能の調節1（三島）[C7(2)①～③,⑤～⑩]
18.生体機能の調節2（三島）[C7(2)①～③,⑤～⑩]
19.生体機能の調節3（三島）[C7(2)①～③,⑤～⑩]
20.生体機能の調節4（三島）[C7(2)①～③,⑤～⑩]
21.免疫機構の基本的システム1（中島）［C8(1)①～②］
22.免疫機構の基本的システム2（中島）［C8(1)③］　
23.免疫機構の破綻と疾患（中島）［C8(2)①-1～6］
24.免疫のしくみを利用した治療法や検査方法（中島）
［C8(2)②-1～4,アドバンス］　　
25.ホルモンの作用機序（受容体と情報伝達）（小迫）[C6
(6)①-1、C6(6)②]
26.内分泌総論1（小迫）[C7(1)⑫-1、C7(2)②-1]　
27.内分泌総論2（小迫）[C7(1)⑫-1、C7(2)②-1]
28.サイトカイン・増殖因子による調節機構 （小迫）[C6(6)
②,C7(2)④-1]
29.正常細胞とがん細胞（小迫）[C6(7)③-1～2]
30.がん分子標的薬（小迫）[C6(7)③,C7(2)④-1,E2(7)⑧-1]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　時間の関係上、全ての内容を講義するのは難しい。これ
までの講義で説明が不足している分野を中心に講義を行う
ので、背景となる既習講義科目は十分に修得しておくこと
が望ましい。



2019-9030000776-01生体機能解析学Ⅰ「12台以前」

本田　伸一郎、小迫　知弘、鹿志毛　信広、中島　学、三島　健一、佐野　和憲

◎薬

1.1. 生命現象を担う分子の構造、性質、役割について説明できる。[C6(2)①～
⑦]　(A-1)

2.2. タンパク質の構造、性質、機能、代謝について説明できる。［C6(3)①～
④］　(A-1)

3.3. 糖質の代謝について概説できる。［C6(5)②-1～5,⑤-3］　(A-1)

4.4. 脂質代謝について概説できる。［C6(5)③-1,2,④-1,2］　(A-1)

5.5. アミノ酸と核酸の代謝について概説できる。［C6(5)⑤-1,2］　(A-1)

6.6. 微生物の分類、構造、生活環について説明できる。[C8(3)①～⑥]　(A-1)

7.7. ヒトと微生物の関わりや病原微生物について説明できる[C8(4)①,②] 　
(A-1)

8.8. 細胞の構造と機能について説明出来る。[C6(1)①-1～2,②-1,③-1～2,C6(6)
③-1～2] 　(A-1)

9.9. 多細胞生物における細胞の分化、増殖および組織構築に関して説明でき
る。[C6(7)①-1～2、C7(1)②-1～2]　(A-1)

10.10. 生命情報を担う遺伝子の複製、発現とそれらの制御について説明でき
る。 [C6(4)①～⑥]　(A-1)

11.11. 組換え体医薬品、遺伝子治療、再生医療について説明できる。[E2(8)①-1
～3 ②-1 ③-1～4]　(A-1)

12.12. 人体の各器官の構造と機能に関する基本的事項について説明できる。[C7
(1)③～⑭]　(A-1)

13. 13. 生体の維持に関わる情報ネットワークを担う代表的な情報伝達物質の種
類、作用発現機構に関する基本的事項について説明できる。[C7(2)①～③,⑤～
⑩]　(A-1)

14.14. 免疫機構の基本的なシステムを説明できる。［C8(1)①～③］　(A-1)

15.15. 免疫機構の破綻と疾患の関係を説明できる。[C8(2)①-1～6]　(A-1)

16.16. 免疫のしくみを利用した治療法や検査方法を説明できる。[C8(2)②-1～4,
アドバンス]　(A-1)

17.17. 代表的なホルモンを挙げ、その産生臓器、生理活性および作用機序など
内分泌系について概説できる。[C6(6)①-1,C6(6)②,C7(1)⑫-1,C7(2)②-1]　(A-1)

18.18. 細胞死（アポトーシスとネクローシス）について説明できる。[C6(7)
①-1,C6(7)②-1]　(A-1)

19.19. 正常細胞とがん細胞の違い」および「がん遺伝子とがん抑制遺伝子」に
ついて説明できる。[C6(7)③1～2]　(A-1)

20.20. 代表的なサイトカイン、増殖因子を挙げ、生理活性および作用機構（細
胞内情報伝達）について概説できる。[C7(2)④-1]　(A-1)

21.21. バイオ医薬品と分子標的薬を概説できる。[C6(4)⑥-1,C6(7)③-1～2,C7(2)
④-1,E2(7)⑧-1]　(A-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。



2019-9030000653-01生物系実習Ⅱ（科目番号：2B6）

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：実習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・３時限～５時限, 木・３時限～５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

本田　伸一郎、小迫　知弘（相川　晃慶、佐藤　陽菜）

◎－－－　一般目標　－－－◎

　生体の主要な構成成分である糖質、脂質、タンパク質について定量・解析
する。タンパク質に関しては電気泳動による分画や定量実験を行うことによ
り、これらの成分の特性について理解するとともに、それらを取り扱うため
の基本的な技能を習得する。また、酵素の活性測定を通して酵素の性質や機
能について学び、酵素反応速度論の解析を行う。さらに、臨床検査関連項目
の実習を通し、生体内物質や酵素の量的、質的異常と病気の関係について理
解を深める。［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（３）生命活動を担うタンパク質］

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．実験目的を理解し、その達成に向けて積極的に取り組む。［準備教育］
(態度・志向性)

２．実験系を組み、実験を実施できる。［準備教育］(態度・志向性)

３．実験に用いる薬品、器具、機器を正しく取り扱うことができる。［準備
教育］(態度・志向性)

４．実験の過程を的確に観察し、正確に記録することができる。［準備教
育］(態度・志向性)

５．糖質、脂質、およびタンパク質の定性または定量試験を実施できる。
［C6(2)⑧-1］(態度・志向性)

６．酵素の一般的な性質や機能について説明できる。［C6(3)③-1］(態度・志
向性)

７. 酵素反応の特性と反応速度論を説明できる。［C6(3)③-4］ (態度・志向性)

８. 生体内物質や酵素の質的、量的異常と病気の関係について概説できる。
［アドバンスト］(態度・志向性)

９. 実験結果をまとめ、評価できる。［アドバンスト］(態度・志向性)

◎－－－　学習方法　－－－◎

原則として実習書に従って実験を行うので、予習しておくことが望ましい。
なお、実習の開始前には、毎回、担当者が実習の目的、方法および注意点に
ついて詳細に説明する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

実習書を読み、関連する箇所を人体生化学の内容から読み取って復習してお
くことが望ましい。（９０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価は、実習実施状況（実習態度、整理整頓、器具管理など、30％）レポー
ト（30％）および実習試験結果（40％）により総括的に行う。上記の成績評
価は、原則として全て出席することを前提としている。欠席により行ってい
ない実習項目のレポートを作成・提出することは出来ないので、体調管理に
努めて皆勤することが望ましい。また、実習試験問題は、実習書および実験
内容に基づいて出題する。レポート提出と実習試験の受験は必須である。実
習実施状況は、実習中に適切かつ安全な実験操作が行われているか、実験台
の整理整頓がなされているか、器具管理や使用方法が適切か、実習に関する
議論に積極的に参加しているか、各実験終了後の口頭試問に対する回答が適
切かどうかを評価基準とする。実習レポートは、各実験の目的・原理を理解
し、実験結果について自分自身の言葉で適切に考察・記述できるかを評価基
準とする。実習試験は、各実験項目に関する基本的用語を身につけ、実験原
理、および結果の意味をどの程度正しく理解しているかを評価基準とする。
なお、実習実施状況およびレポートの採点は、ルーブリック評価にて行う。
詳細な評価基準表については、初日の実習説明会の中で配布・説明する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

生化学教室で作成した実習書を使用する。

◎－－－　参考書　－－－◎

「コンパス生化学」前田正知 、浅野真司 編（南江堂）2015年、4,800円＋税　
ISBN 978-4-524-40309-7

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　実習概要の説明［準備教育］
２　血清タンパク質とアルブミン／グロブリン比の測定
［C6(2)⑧-1］
３　酵素反応速度の解析 ［C6(3)③-1, ③-4］
４　酵素法による血清コレステロールと血糖値の定量
［C6(3)③-1,③-4］
５　SDS-PAGEによるタンパク質の解析 ［C6(2)⑧-1］
６　タンパク質の分子量の測定、実習レポートのまとめ方
［C6(2)⑧-1, アドバンスト］

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　実習に伴って生じる実験廃液の処理や危険回避の方法に
ついては、実習指導者の指示を守ること。



2019-9030000653-01生物系実習Ⅱ（科目番号：2B6）

本田　伸一郎、小迫　知弘（相川　晃慶、佐藤　陽菜）

◎薬  :C-2

1.１．実験目的を理解し、その達成に向けて積極的に取り組む。［準備教育］
　(C-2)

2.２．実験系を組み、実験を実施できる。［準備教育］　(C-2)

3.３．実験に用いる薬品、器具、機器を正しく取り扱うことができる。［準備
教育］　(C-2)

4.４．実験の過程を的確に観察し、正確に記録することができる。［準備教
育］　(C-2)

5.５．糖質、脂質、およびタンパク質の定性または定量試験を実施できる。
［C6(2)⑧-1］　(C-2)

6.６．酵素の一般的な性質や機能について説明できる。［C6(3)③-1］　(C-2)

7.７. 酵素反応の特性と反応速度論を説明できる。［C6(3)③-4］ 　(C-2)

8.８. 生体内物質や酵素の質的、量的異常と病気の関係について概説できる。
［アドバンスト］　(C-2)

9.９. 実験結果をまとめ、評価できる。［アドバンスト］　(C-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。



2019-9030000741-01生物系薬学特別講義「15台以降」（科目番号：4B3）

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

本田　伸一郎、小迫　知弘、鹿志毛　信広、三島　健一、佐野　和憲、安河内　友世

◎－－－　一般目標　－－－◎

　これまで学んできた生物系薬学の分野（薬学教育モデルコアカリキュラ
ム：C6生命現象の基礎、C7人体の成り立ちと生体機能の調節、C8生体防御と
微生物）についての要点を中心に整理し、基礎知識の集大成と強化を図る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.細胞を構成する分子について概説できる。[C6(2)①～⑦](態度・志向性)

2. タンパク質の種類、構造、機能を説明できる。［C6(3)③-1～3,④-1］(態
度・志向性)

3.物質代謝と生体エネルギーの産生について概説できる。［C6(5)②-1～5,
③-1,2,④-1,2, ⑤-1～3］(態度・志向性)

4.微生物の分類、構造、生活環について理解し、病原微生物について説明でき
る。[C8(4)①,②](態度・志向性)

5.ヒトと微生物の関わりや病原微生物について説明できる[C8(4)①, ②](態度・
志向性)

6.細胞の構造と機能、 細胞間コミュニケーション、細胞の分裂と死について
説明できる。[C6(1)①-1～2,②-1,③-1,C6(6)③-1～2,C6(7)①-1～2,②-1,③-1～2]
(態度・志向性)

7.個体発生と細胞の分化について説明できる。[C7(1)②-1～2](態度・志向性)

8.生命情報を担う遺伝子の複製、発現とそれらの制御に関する基本事的項を説
明できる。 [C6(4)①～⑥](態度・志向性)

9.人体の各器官の構造と機能に関する基本的事項について説明できる。[C7(1)
③-⑭](態度・志向性)

10.生体の維持に関わる情報ネットワークを担う代表的な情報伝達物質の種
類、作用発現機構に関する基本的事項について説明できる。[C7(2)①～③,⑤
～⑩](態度・志向性)

11.免疫系とその破綻による疾患、および代表的な外的要因としての病原微生
物に関して説明できる。[C8(1)①～③,C8(2)①～②](態度・志向性)

12.代表的なホルモンを挙げ、その産生臓器、生理活性および作用機序など内
分泌系について概説できる。 [C7(1)⑫-1,C7(2)②-1](態度・志向性)

13.代表的なサイトカイン、増殖因子をあげ、生理活性および作用機構（細胞
内情報伝達）と、それらを標的とした分子標的薬を概説できる。[C6(6)②,C7
(2)④-1,E2(7)⑧-1](態度・志向性)

◎－－－　学習方法　－－－◎

配付資料やパワーポイントを用いて講義を行う。授業計画に準じた問題を授
業の中で配布し、解説する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

１～３年次に学んだ関連科目を、ノートやテキストを利用して総括的に復習
し、毎回の授業に備えておくこと。また各授業後にも復習を行い、知識を確
実なものとすること。（９０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業計画に記載の項目に関連した専門的用語の意味を正しく理解し、その用
語を適切に用いて、生命現象のメカニズムを説明できる能力を、どの程度身
につけているかを評価基準とする。
原則的に、学期末試験の成績を100%として総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

必要に応じてプリントを配布する。

本田・小迫担当講義の際は、２年次「人体生化学Ⅰ・Ⅱ」で使用したテキス
トを持参すること。「コンパス生化学」前田正知 、浅野真司 編（南江堂）
4,800円＋税、ISBN：978-4-524-40309-7

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 細胞を構成する分子（本田）[C6(2)①～⑦]
2. 生命活動を担うタンパク質の構造と機能（本田）［C6
(3)③-1～3,④-1］
3. 物質代謝と生体エネルギーの産生（本田）［C6(5)②-1～
5,③-1,2,④-1,2,⑤-1～3］
4. 微生物の基本事項と病原体微生物（鹿志毛） [C8(3)①～
⑥, C8(4)①,②]
5. 細胞の構造と機能、 細胞間コミュニケーション、細胞
の分裂と死、発生（鹿志毛）[C6(1)①-1～2,②-1,③-1,C6(6)
③-1～2,C6(7)①-1～2,②-1,③-1～2,C7(1)②-1～2]
6. 遺伝情報を担う分子、遺伝子工学的技術による遺伝子の
操作（鹿志毛）[C6(4)①～⑥]
7. 人体の成り立ち1（佐野）[C7(1)③-⑭]
8. 人体の成り立ち2（佐野）[C7(1)③-⑭]
9.生体機能の調節1（三島）[C7(2)①～③,⑤～⑩]
10.生体機能の調節2（三島）[C7(2)①～③,⑤～⑩]
11.免疫のしくみ（安河内）[C8(1)①～③]
12.免疫系の破綻・免疫系の応用（安河内）[C8(2)①～②]
13.内分泌総論（小迫）[C7(1)⑫-1、C7(2)②-1]
14.サイトカイン・増殖因子による調節機構（小迫）[C6(6)
②,C7(2)④-1]
15.がん分子標的薬（小迫）[C7(2)④-1、E2(7)⑧-1]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　時間の関係上、全ての内容を講義するのは難しい。これ
までの講義で説明が不足している分野を中心に講義を行う
ので、背景となる既習講義科目は十分に修得しておくこと
が望ましい。



2019-9030000741-01生物系薬学特別講義「15台以降」（科目番号：4B3）

本田　伸一郎、小迫　知弘、鹿志毛　信広、三島　健一、佐野　和憲、安河内　友世

◎薬  :C-2

1.1.細胞を構成する分子について概説できる。[C6(2)①～⑦]　(C-2)

2.2. タンパク質の種類、構造、機能を説明できる。［C6(3)③-1～3,④-1］　
(C-2)

3.3.物質代謝と生体エネルギーの産生について概説できる。［C6(5)②-1～5,
③-1,2,④-1,2, ⑤-1～3］　(C-2)

4.4.微生物の分類、構造、生活環について理解し、病原微生物について説明で
きる。[C8(4)①,②]　(C-2)

5.5.ヒトと微生物の関わりや病原微生物について説明できる[C8(4)①, ②]　(C-2)

6.6.細胞の構造と機能、 細胞間コミュニケーション、細胞の分裂と死について
説明できる。[C6(1)①-1～2,②-1,③-1,C6(6)③-1～2,C6(7)①-1～2,②-1,③-1～2]　
(C-2)

7.7.個体発生と細胞の分化について説明できる。[C7(1)②-1～2]　(C-2)

8.8.生命情報を担う遺伝子の複製、発現とそれらの制御に関する基本事的項を
説明できる。 [C6(4)①～⑥]　(C-2)

9.9.人体の各器官の構造と機能に関する基本的事項について説明できる。[C7(1)
③-⑭]　(C-2)

10.10.生体の維持に関わる情報ネットワークを担う代表的な情報伝達物質の種
類、作用発現機構に関する基本的事項について説明できる。[C7(2)①～③,⑤～
⑩]　(C-2)

11.11.免疫系とその破綻による疾患、および代表的な外的要因としての病原微
生物に関して説明できる。[C8(1)①～③,C8(2)①～②]　(C-2)

12.12.代表的なホルモンを挙げ、その産生臓器、生理活性および作用機序など
内分泌系について概説できる。 [C7(1)⑫-1,C7(2)②-1]　(C-2)

13.13.代表的なサイトカイン、増殖因子をあげ、生理活性および作用機構（細
胞内情報伝達）と、それらを標的とした分子標的薬を概説できる。[C6(6)②,C7
(2)④-1,E2(7)⑧-1]　(C-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。



2019-9030000783-01総合基礎薬学特別講義Ⅱ「13台以降」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 6 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・３時限～４時限　　試験時間割：後日発表　　

本田　伸一郎、小迫　知弘、鹿志毛　信広、中島　学、三島　健一、佐野　和憲

◎－－－　一般目標　－－－◎

　薬剤師国家試験における出題領域【物理・化学・生物】のうち、「生物」では、生体の構
造、機能及び生体生分の代謝、感染症の病原体、免疫のしくみなどに関する基礎的知識を問う
問題が「薬学教育モデル・コアカリキュラム」の内容を基本として出題される。本講義では、
その内容に準じて生物系薬学の分野についての要点を整理し、「生物」領域の基礎知識の集大
成と強化を図る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 生命現象を担う分子の構造、性質、役割について説明できる。[C6(2)①～⑦](知識・理解)

2. タンパク質の構造、性質、機能、代謝について説明できる。［C6(3)①～④］(知識・理解)

3. 糖質の代謝について概説できる。［C6(5)②-1～5,⑤-3］(知識・理解)

4. 脂質代謝について概説できる。［C6(5)③-1,2,④-1,2］(知識・理解)

5. アミノ酸と核酸の代謝について概説できる。［C6(5)⑤-1,2］(知識・理解)

6. 微生物の分類、構造、生活環について説明できる。[C8(3)①～⑥](知識・理解)

7. ヒトと微生物の関わりや病原微生物について説明できる[C8(4)①,②] (知識・理解)

8. 細胞の構造と機能について説明出来る。[C6(1)①-1～2,②-1,③-1～2,C6(6)③-1～2] (知識・理
解)

9. 多細胞生物における細胞の分化、増殖および組織構築に関して説明できる。[C6(7)①-1～2、
C7(1)②-1～2](知識・理解)

10. 生命情報を担う遺伝子の複製、発現とそれらの制御について説明できる。 [C6(4)①～⑥](知
識・理解)

11. 組換え体医薬品、遺伝子治療、再生医療について説明できる。[E2(8)①-1～3 ②-1 ③-1～4]
(知識・理解)

12. 人体の各器官の構造と機能に関する基本的事項について説明できる。[C7(1)③～⑭](知識・
理解)

 13. 生体の維持に関わる情報ネットワークを担う代表的な情報伝達物質の種類、作用発現機構
に関する基本的事項について説明できる。[C7(2)①～③,⑤～⑩](知識・理解)

14. 免疫機構の基本的なシステムを説明できる。［C8(1)①～③］(知識・理解)

15. 免疫機構の破綻と疾患の関係を説明できる。[C8(2)①-1～6](知識・理解)

16. 免疫のしくみを利用した治療法や検査方法を説明できる。[C8(2)②-1～4,アドバンス](知
識・理解)

17. 代表的なホルモンを挙げ、その産生臓器、生理活性および作用機序など内分泌系について
概説できる。[C6(6)①-1,C6(6)②,C7(1)⑫-1,C7(2)②-1](知識・理解)

18. 細胞死（アポトーシスとネクローシス）について説明できる。[C6(7)①-1,C6(7)②-1](知識・
理解)

19. 正常細胞とがん細胞の違い」および「がん遺伝子とがん抑制遺伝子」について説明でき
る。[C6(7)③1～2](知識・理解)

20. 代表的なサイトカイン、増殖因子を挙げ、生理活性および作用機構（細胞内情報伝達）に
ついて概説できる。[C7(2)④-1](知識・理解)

21. バイオ医薬品と分子標的薬を概説できる。[C6(4)⑥-1,C6(7)③-1～2,C7(2)④-1,E2(7)⑧-1](知
識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

配付資料やパワーポイントを用いて知識の整理を行う。また、各自「生物」の領域に該当する
過去の薬剤師国家試験問題にチャレンジして、知識の再確認を行うこと。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

１～4年次に学んだ関連科目を、ノートやテキストを利用して総括的に復習し、毎回の授業に
備えておくこと。また各授業後にも復習を行い、知識を確実なものとすること。（９０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業計画に記載の項目に関連した専門的用語の意味を正しく理解し、その用語を適切に用い
て、生命現象のメカニズムを説明できる能力を、どの程度身につけているかを評価基準とす
る。
原則的に、学期末試験の成績を100%として総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

必要に応じてプリントを配布する。

本田・小迫担当講義の際は、２年次「人体生化学Ⅰ・Ⅱ」で使用したテキストを持参するこ
と。「コンパス生化学」前田正知、浅野真司編（南江堂）
4,800円＋税、ISBN978-4-524-40309-7　

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 細胞を構成する分子（本田）[C6(2)①～⑦]
2. 生命活動を担うタンパク質1（本田）［C6(3)①,②］
3. 生命活動を担うタンパク質2（本田）［C6(3)①,②］
4. 糖質の代謝と生体エネルギー（本田）［C6(5)②-1～5,
⑤-3］
5. 脂質の代謝（本田）［C6(5)③-1,2,④-1,2］
6. アミノ酸・核酸の代謝（本田）［C6(5)⑤-1,2］
7. 微生物の基本事項(鹿志毛) [C8(3)①～⑥]
8. 病原体としての微生物(鹿志毛) [C8(4)①,②]
9. 細胞膜、細胞内小器官(鹿志毛) [C6(1)①-1～2,②-1,③-1～
2,C6(6)③-1～2]
10.細胞と組織、細胞間コミュニケーション (鹿志毛)[C6(7)
①-1～2、C7(1)②-1～2]
11.遺伝情報を担う分子 (鹿志毛) [C6(4)①～⑤]]
12.遺伝子工学とバイオ医薬品(鹿志毛) [C6(4)⑥,E2(8)①-1～
3 ②-1 ③-1～4]
13.人体の成り立ち1（佐野）[C7(1)③～⑭]
14.人体の成り立ち2（佐野）[C7(1)③～⑭]
15.人体の成り立ち3（佐野）[C7(1)③～⑭]
16.人体の成り立ち4（佐野）[C7(1)③～⑭]
17.生体機能の調節1（三島）[C7(2)①～③,⑤～⑩]
18.生体機能の調節2（三島）[C7(2)①～③,⑤～⑩]
19.生体機能の調節3（三島）[C7(2)①～③,⑤～⑩]
20.生体機能の調節4（三島）[C7(2)①～③,⑤～⑩]
21.免疫機構の基本的システム1（中島）［C8(1)①～②］
22.免疫機構の基本的システム2（中島）［C8(1)③］　
23.免疫機構の破綻と疾患（中島）［C8(2)①-1～6］
24.免疫のしくみを利用した治療法や検査方法（中島）
［C8(2)②-1～4,アドバンス］　　
25.ホルモンの作用機序（受容体と情報伝達）（小迫）[C6
(6)①-1、C6(6)②]
26.内分泌総論1（小迫）[C7(1)⑫-1、C7(2)②-1]　
27.内分泌総論2（小迫）[C7(1)⑫-1、C7(2)②-1]
28.サイトカイン・増殖因子による調節機構 （小迫）[C6(6)
②,C7(2)④-1]
29.正常細胞とがん細胞（小迫）[C6(7)③-1～2]
30.がん分子標的薬（小迫）[C6(7)③,C7(2)④-1,E2(7)⑧-1]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　時間の関係上、全ての内容を講義するのは難しい。これ
までの講義で説明が不足している分野を中心に講義を行う
ので、背景となる既習講義科目は十分に修得しておくこと
が望ましい。



2019-9030000783-01総合基礎薬学特別講義Ⅱ「13台以降」

本田　伸一郎、小迫　知弘、鹿志毛　信広、中島　学、三島　健一、佐野　和憲

◎薬

1.1. 生命現象を担う分子の構造、性質、役割について説明できる。[C6(2)①～
⑦]　(A-1)

2.2. タンパク質の構造、性質、機能、代謝について説明できる。［C6(3)①～
④］　(A-1)

3.3. 糖質の代謝について概説できる。［C6(5)②-1～5,⑤-3］　(A-1)

4.4. 脂質代謝について概説できる。［C6(5)③-1,2,④-1,2］　(A-1)

5.5. アミノ酸と核酸の代謝について概説できる。［C6(5)⑤-1,2］　(A-1)

6.6. 微生物の分類、構造、生活環について説明できる。[C8(3)①～⑥]　(A-1)

7.7. ヒトと微生物の関わりや病原微生物について説明できる[C8(4)①,②] 　
(A-1)

8.8. 細胞の構造と機能について説明出来る。[C6(1)①-1～2,②-1,③-1～2,C6(6)
③-1～2] 　(A-1)

9.9. 多細胞生物における細胞の分化、増殖および組織構築に関して説明でき
る。[C6(7)①-1～2、C7(1)②-1～2]　(A-1)

10.10. 生命情報を担う遺伝子の複製、発現とそれらの制御について説明でき
る。 [C6(4)①～⑥]　(A-1)

11.11. 組換え体医薬品、遺伝子治療、再生医療について説明できる。[E2(8)①-1
～3 ②-1 ③-1～4]　(A-1)

12.12. 人体の各器官の構造と機能に関する基本的事項について説明できる。[C7
(1)③～⑭]　(A-1)

13. 13. 生体の維持に関わる情報ネットワークを担う代表的な情報伝達物質の種
類、作用発現機構に関する基本的事項について説明できる。[C7(2)①～③,⑤～
⑩]　(A-1)

14.14. 免疫機構の基本的なシステムを説明できる。［C8(1)①～③］　(A-1)

15.15. 免疫機構の破綻と疾患の関係を説明できる。[C8(2)①-1～6]　(A-1)

16.16. 免疫のしくみを利用した治療法や検査方法を説明できる。[C8(2)②-1～4,
アドバンス]　(A-1)

17.17. 代表的なホルモンを挙げ、その産生臓器、生理活性および作用機序など
内分泌系について概説できる。[C6(6)①-1,C6(6)②,C7(1)⑫-1,C7(2)②-1]　(A-1)

18.18. 細胞死（アポトーシスとネクローシス）について説明できる。[C6(7)
①-1,C6(7)②-1]　(A-1)

19.19. 正常細胞とがん細胞の違い」および「がん遺伝子とがん抑制遺伝子」に
ついて説明できる。[C6(7)③1～2]　(A-1)

20.20. 代表的なサイトカイン、増殖因子を挙げ、生理活性および作用機構（細
胞内情報伝達）について概説できる。[C7(2)④-1]　(A-1)

21.21. バイオ医薬品と分子標的薬を概説できる。[C6(4)⑥-1,C6(7)③-1～2,C7(2)
④-1,E2(7)⑧-1]　(A-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。



2019-9030000783-02総合基礎薬学特別講義Ⅱ「12台以前」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 6 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　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　　

本田　伸一郎、小迫　知弘、鹿志毛　信広、中島　学、三島　健一、佐野　和憲

◎－－－　一般目標　－－－◎

　薬剤師国家試験における出題領域【物理・化学・生物】のうち、「生物」では、生体の構
造、機能及び生体生分の代謝、感染症の病原体、免疫のしくみなどに関する基礎的知識を問う
問題が「薬学教育モデル・コアカリキュラム」の内容を基本として出題される。本講義では、
その内容に準じて生物系薬学の分野についての要点を整理し、「生物」領域の基礎知識の集大
成と強化を図る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 生命現象を担う分子の構造、性質、役割について説明できる。[C6(2)①～⑦](知識・理解)

2. タンパク質の構造、性質、機能、代謝について説明できる。［C6(3)①～④］(知識・理解)

3. 糖質の代謝について概説できる。［C6(5)②-1～5,⑤-3］(知識・理解)

4. 脂質代謝について概説できる。［C6(5)③-1,2,④-1,2］(知識・理解)

5. アミノ酸と核酸の代謝について概説できる。［C6(5)⑤-1,2］(知識・理解)

6. 微生物の分類、構造、生活環について説明できる。[C8(3)①～⑥](知識・理解)

7. ヒトと微生物の関わりや病原微生物について説明できる[C8(4)①,②] (知識・理解)

8. 細胞の構造と機能について説明出来る。[C6(1)①-1～2,②-1,③-1～2,C6(6)③-1～2] (知識・理
解)

9. 多細胞生物における細胞の分化、増殖および組織構築に関して説明できる。[C6(7)①-1～2、
C7(1)②-1～2](知識・理解)

10. 生命情報を担う遺伝子の複製、発現とそれらの制御について説明できる。 [C6(4)①～⑥](知
識・理解)

11. 組換え体医薬品、遺伝子治療、再生医療について説明できる。[E2(8)①-1～3 ②-1 ③-1～4]
(知識・理解)

12. 人体の各器官の構造と機能に関する基本的事項について説明できる。[C7(1)③～⑭](知識・
理解)

 13. 生体の維持に関わる情報ネットワークを担う代表的な情報伝達物質の種類、作用発現機構
に関する基本的事項について説明できる。[C7(2)①～③,⑤～⑩](知識・理解)

14. 免疫機構の基本的なシステムを説明できる。［C8(1)①～③］(知識・理解)

15. 免疫機構の破綻と疾患の関係を説明できる。[C8(2)①-1～6](知識・理解)

16. 免疫のしくみを利用した治療法や検査方法を説明できる。[C8(2)②-1～4,アドバンス](知
識・理解)

17. 代表的なホルモンを挙げ、その産生臓器、生理活性および作用機序など内分泌系について
概説できる。[C6(6)①-1,C6(6)②,C7(1)⑫-1,C7(2)②-1](知識・理解)

18. 細胞死（アポトーシスとネクローシス）について説明できる。[C6(7)①-1,C6(7)②-1](知識・
理解)

19. 正常細胞とがん細胞の違い」および「がん遺伝子とがん抑制遺伝子」について説明でき
る。[C6(7)③1～2](知識・理解)

20. 代表的なサイトカイン、増殖因子を挙げ、生理活性および作用機構（細胞内情報伝達）に
ついて概説できる。[C7(2)④-1](知識・理解)

21. バイオ医薬品と分子標的薬を概説できる。[C6(4)⑥-1,C6(7)③-1～2,C7(2)④-1,E2(7)⑧-1](知
識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

配付資料やパワーポイントを用いて知識の整理を行う。また、各自「生物」の領域に該当する
過去の薬剤師国家試験問題にチャレンジして、知識の再確認を行うこと。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

１～4年次に学んだ関連科目を、ノートやテキストを利用して総括的に復習し、毎回の授業に
備えておくこと。また各授業後にも復習を行い、知識を確実なものとすること。（９０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業計画に記載の項目に関連した専門的用語の意味を正しく理解し、その用語を適切に用い
て、生命現象のメカニズムを説明できる能力を、どの程度身につけているかを評価基準とす
る。
原則的に、学期末試験の成績を100%として総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

必要に応じてプリントを配布する。

本田・小迫担当講義の際は、２年次「人体生化学Ⅰ・Ⅱ」で使用したテキストを持参するこ
と。「コンパス生化学」前田正知、浅野真司編（南江堂）
4,800円＋税、ISBN978-4-524-40309-7　

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 細胞を構成する分子（本田）[C6(2)①～⑦]
2. 生命活動を担うタンパク質1（本田）［C6(3)①,②］
3. 生命活動を担うタンパク質2（本田）［C6(3)①,②］
4. 糖質の代謝と生体エネルギー（本田）［C6(5)②-1～5,
⑤-3］
5. 脂質の代謝（本田）［C6(5)③-1,2,④-1,2］
6. アミノ酸・核酸の代謝（本田）［C6(5)⑤-1,2］
7. 微生物の基本事項(鹿志毛) [C8(3)①～⑥]
8. 病原体としての微生物(鹿志毛) [C8(4)①,②]
9. 細胞膜、細胞内小器官(鹿志毛) [C6(1)①-1～2,②-1,③-1～
2,C6(6)③-1～2]
10.細胞と組織、細胞間コミュニケーション (鹿志毛)[C6(7)
①-1～2、C7(1)②-1～2]
11.遺伝情報を担う分子 (鹿志毛) [C6(4)①～⑤]]
12.遺伝子工学とバイオ医薬品(鹿志毛) [C6(4)⑥,E2(8)①-1～
3 ②-1 ③-1～4]
13.人体の成り立ち1（佐野）[C7(1)③～⑭]
14.人体の成り立ち2（佐野）[C7(1)③～⑭]
15.人体の成り立ち3（佐野）[C7(1)③～⑭]
16.人体の成り立ち4（佐野）[C7(1)③～⑭]
17.生体機能の調節1（三島）[C7(2)①～③,⑤～⑩]
18.生体機能の調節2（三島）[C7(2)①～③,⑤～⑩]
19.生体機能の調節3（三島）[C7(2)①～③,⑤～⑩]
20.生体機能の調節4（三島）[C7(2)①～③,⑤～⑩]
21.免疫機構の基本的システム1（中島）［C8(1)①～②］
22.免疫機構の基本的システム2（中島）［C8(1)③］　
23.免疫機構の破綻と疾患（中島）［C8(2)①-1～6］
24.免疫のしくみを利用した治療法や検査方法（中島）
［C8(2)②-1～4,アドバンス］　　
25.ホルモンの作用機序（受容体と情報伝達）（小迫）[C6
(6)①-1、C6(6)②]
26.内分泌総論1（小迫）[C7(1)⑫-1、C7(2)②-1]　
27.内分泌総論2（小迫）[C7(1)⑫-1、C7(2)②-1]
28.サイトカイン・増殖因子による調節機構 （小迫）[C6(6)
②,C7(2)④-1]
29.正常細胞とがん細胞（小迫）[C6(7)③-1～2]
30.がん分子標的薬（小迫）[C6(7)③,C7(2)④-1,E2(7)⑧-1]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　時間の関係上、全ての内容を講義するのは難しい。これ
までの講義で説明が不足している分野を中心に講義を行う
ので、背景となる既習講義科目は十分に修得しておくこと
が望ましい。



2019-9030000783-02総合基礎薬学特別講義Ⅱ「12台以前」

本田　伸一郎、小迫　知弘、鹿志毛　信広、中島　学、三島　健一、佐野　和憲

◎薬

1.1. 生命現象を担う分子の構造、性質、役割について説明できる。[C6(2)①～
⑦]　(A-1)

2.2. タンパク質の構造、性質、機能、代謝について説明できる。［C6(3)①～
④］　(A-1)

3.3. 糖質の代謝について概説できる。［C6(5)②-1～5,⑤-3］　(A-1)

4.4. 脂質代謝について概説できる。［C6(5)③-1,2,④-1,2］　(A-1)

5.5. アミノ酸と核酸の代謝について概説できる。［C6(5)⑤-1,2］　(A-1)

6.6. 微生物の分類、構造、生活環について説明できる。[C8(3)①～⑥]　(A-1)

7.7. ヒトと微生物の関わりや病原微生物について説明できる[C8(4)①,②] 　
(A-1)

8.8. 細胞の構造と機能について説明出来る。[C6(1)①-1～2,②-1,③-1～2,C6(6)
③-1～2] 　(A-1)

9.9. 多細胞生物における細胞の分化、増殖および組織構築に関して説明でき
る。[C6(7)①-1～2、C7(1)②-1～2]　(A-1)

10.10. 生命情報を担う遺伝子の複製、発現とそれらの制御について説明でき
る。 [C6(4)①～⑥]　(A-1)

11.11. 組換え体医薬品、遺伝子治療、再生医療について説明できる。[E2(8)①-1
～3 ②-1 ③-1～4]　(A-1)

12.12. 人体の各器官の構造と機能に関する基本的事項について説明できる。[C7
(1)③～⑭]　(A-1)

13. 13. 生体の維持に関わる情報ネットワークを担う代表的な情報伝達物質の種
類、作用発現機構に関する基本的事項について説明できる。[C7(2)①～③,⑤～
⑩]　(A-1)

14.14. 免疫機構の基本的なシステムを説明できる。［C8(1)①～③］　(A-1)

15.15. 免疫機構の破綻と疾患の関係を説明できる。[C8(2)①-1～6]　(A-1)

16.16. 免疫のしくみを利用した治療法や検査方法を説明できる。[C8(2)②-1～4,
アドバンス]　(A-1)

17.17. 代表的なホルモンを挙げ、その産生臓器、生理活性および作用機序など
内分泌系について概説できる。[C6(6)①-1,C6(6)②,C7(1)⑫-1,C7(2)②-1]　(A-1)

18.18. 細胞死（アポトーシスとネクローシス）について説明できる。[C6(7)
①-1,C6(7)②-1]　(A-1)

19.19. 正常細胞とがん細胞の違い」および「がん遺伝子とがん抑制遺伝子」に
ついて説明できる。[C6(7)③1～2]　(A-1)

20.20. 代表的なサイトカイン、増殖因子を挙げ、生理活性および作用機構（細
胞内情報伝達）について概説できる。[C7(2)④-1]　(A-1)

21.21. バイオ医薬品と分子標的薬を概説できる。[C6(4)⑥-1,C6(7)③-1～2,C7(2)
④-1,E2(7)⑧-1]　(A-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。



2019-9030000645-01有機薬化学Ⅲ「P-a」（科目番号：2C3）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　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　　

益本　英一

◎－－－　一般目標　－－－◎

　多くの医薬品や生体物質の構成成分である有機化合物について、その構
造、物性および反応性を理解するために必要な基本的知識を修得すること
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「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. アルデヒド類およびケトン類の基本的な性質と反応を説明できる。(C3
(3)4-1)(知識・理解)

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

3. 代表的な芳香族炭化水素化合物の性質と反応性を説明できる。(C3(2)3-1)
(知識・理解)

4. 芳香族性の概念が説明できる。(C3(2)3-2)(知識・理解)

5. 芳香族炭化水素化合物の求電子置換反応の反応性、配向性、置換基の効
果について説明できる。(C3(2)3-3)(知識・理解)

6. 代表的な芳香族炭化水素化合物の性質を芳香族性と関連づけて説明でき
る。(C3(2)3-4)(知識・理解)

7. 代表的な芳香族複素環の求電子置換反応の反応性、配向性、置換基の効
果について説明できる。(C3(2)3-5)(知識・理解)

8. ハロゲン化アリールの基本的な性質と反応を説明できる。(C3(3)2-1)(知
識・理解)

9. 求核置換反応の特徴について説明できる。(C3(3)2-2)(知識・理解)

10. フェノール類の基本的な性質と反応を説明できる。(C3(3)3-1)(知識・理
解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　教科書にそって、スライド映写もしくは板書による講義形式で行う。
　毎回、講義内容をまとめた問題形式のプリントを配布する。また、講
義に先立ち、復習のために前回配布したプリントの解説をする。

◎－－－　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、次回の授業範囲の予習をしておくこ
と。
また、配布したプリントの問題を解き、授業内容の復習をしておくこと
(90 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、を評価の基準とし、原則として定
期試験の成績90％、平常点（授業態度などを含む）10％で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

ソロモンの新有機化学(I)　第11版 (廣川書店)　定価 7,500円(2018年)
(I）ISBN 978-4-567-23506-8
ソロモンの新有機化学(II)　第11版 (廣川書店)　定価 4,500円(2018年)
(II）ISBN 978-4-567-23507-5

◎－－－　参考書　－－－◎

マクマリー有機化学 第８版（上)(中)(下)　東京化学同人
(上)ISBN978-4-8079-0809-7
(中)ISBN978-4-8079-0810-3
(下)ISBN978-4-8079-0811-0
ボルハルト・ショアー現代有機化学　第６版（上）（下）化学同人
（上）ISBN978-4-7598-1472-9
（下）ISBN978-4-7598-1473-6

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.　カルボニル化合物の還元と酸化(C3(3)4-1,3-1)
2.　有機金属試薬の反応Ⅰ(C3(3)4-1)
3.　有機金属試薬の反応Ⅱ(C3(3)4-1)
4.　ジエンの反応(C3(2)2-1)
5.　ディールス・アルダー反応Ⅰ(C3(2)2-1,アドバンスト)
6.　ディールス・アルダー反応Ⅱ(C3(2)2-1,アドバンスト)
7.　芳香族化合物Ⅰ(C3(2)3-1,3-2)
8.　芳香族化合物Ⅱ(C3(2)3-1,3-2,3-4)
9.　芳香族化合物Ⅲ(C3(2)3-3,3-4)
10.  芳香族化合物Ⅳ(C3(2)3-3)
11.　芳香族化合物Ⅴ(C3(2)3-3)
12.　芳香族複素環化合物(C3(2)3-5)
13.　フェノールⅠ(C3(3)3-1)
14.　フェノールⅡ(C3(3)3-1)
15.　ハロゲン化アリール(C3(3)2-2,アドバンスト)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１年次の有機薬化学I、IIを十分に修得しておくことが望ま
しい。



2019-9030000645-01有機薬化学Ⅲ「P-a」（科目番号：2C3）

益本　英一

◎薬  :A-1,A-2

1.1. アルデヒド類およびケトン類の基本的な性質と反応を説明できる。(C3(3)
4-1)　(A-1)

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

3.3. 代表的な芳香族炭化水素化合物の性質と反応性を説明できる。(C3(2)3-1)　
(A-1)

4.4. 芳香族性の概念が説明できる。(C3(2)3-2)　(A-2)

5.5. 芳香族炭化水素化合物の求電子置換反応の反応性、配向性、置換基の効果
について説明できる。(C3(2)3-3)　(A-2)

6.6. 代表的な芳香族炭化水素化合物の性質を芳香族性と関連づけて説明でき
る。(C3(2)3-4)　(A-2)

7.7. 代表的な芳香族複素環の求電子置換反応の反応性、配向性、置換基の効果
について説明できる。(C3(2)3-5)　(A-2)

8.8. ハロゲン化アリールの基本的な性質と反応を説明できる。(C3(3)2-1)　
(A-1)

9.9. 求核置換反応の特徴について説明できる。(C3(3)2-2)　(A-2)

10.10. フェノール類の基本的な性質と反応を説明できる。(C3(3)3-1)　(A-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。



2019-9030000645-02有機薬化学Ⅲ「P-b」（科目番号：2C3）

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

益本　英一

◎－－－　一般目標　－－－◎

　多くの医薬品や生体物質の構成成分である有機化合物について、その構
造、物性および反応性を理解するために必要な基本的知識を修得すること
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「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. アルデヒド類およびケトン類の基本的な性質と反応を説明できる。(C3
(3)4-1)(知識・理解)

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

3. 代表的な芳香族炭化水素化合物の性質と反応性を説明できる。(C3(2)3-1)
(知識・理解)

4. 芳香族性の概念が説明できる。(C3(2)3-2)(知識・理解)

5. 芳香族炭化水素化合物の求電子置換反応の反応性、配向性、置換基の効
果について説明できる。(C3(2)3-3)(知識・理解)

6. 代表的な芳香族炭化水素化合物の性質を芳香族性と関連づけて説明でき
る。(C3(2)3-4)(知識・理解)

7. 代表的な芳香族複素環の求電子置換反応の反応性、配向性、置換基の効
果について説明できる。(C3(2)3-5)(知識・理解)

8. ハロゲン化アリールの基本的な性質と反応を説明できる。(C3(3)2-1)(知
識・理解)

9. 求核置換反応の特徴について説明できる。(C3(3)2-2)(知識・理解)

10. フェノール類の基本的な性質と反応を説明できる。(C3(3)3-1)(知識・理
解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　教科書にそって、スライド映写もしくは板書による講義形式で行う。
　毎回、講義内容をまとめた問題形式のプリントを配布する。また、講
義に先立ち、復習のために前回配布したプリントの解説をする。

◎－－－　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、次回の授業範囲の予習をしておくこ
と。
また、配布したプリントの問題を解き、授業内容の復習をしておくこと
(90 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、を評価の基準とし、原則として定
期試験の成績90％、平常点（授業態度などを含む）10％で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

ソロモンの新有機化学(I)　第11版 (廣川書店)　定価 7,500円(2018年)
(I）ISBN 978-4-567-23506-8
ソロモンの新有機化学(II)　第11版 (廣川書店)　定価 4,500円(2018年)
(II）ISBN 978-4-567-23507-5

◎－－－　参考書　－－－◎

マクマリー有機化学 第８版（上)(中)(下)　東京化学同人
(上)ISBN978-4-8079-0809-7
(中)ISBN978-4-8079-0810-3
(下)ISBN978-4-8079-0811-0
ボルハルト・ショアー現代有機化学　第６版（上）（下）化学同人
（上）ISBN978-4-7598-1472-9
（下）ISBN978-4-7598-1473-6

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.　カルボニル化合物の還元と酸化(C3(3)4-1,3-1)
2.　有機金属試薬の反応Ⅰ(C3(3)4-1)
3.　有機金属試薬の反応Ⅱ(C3(3)4-1)
4.　ジエンの反応(C3(2)2-1)
5.　ディールス・アルダー反応Ⅰ(C3(2)2-1,アドバンスト)
6.　ディールス・アルダー反応Ⅱ(C3(2)2-1,アドバンスト)
7.　芳香族化合物Ⅰ(C3(2)3-1,3-2)
8.　芳香族化合物Ⅱ(C3(2)3-1,3-2,3-4)
9.　芳香族化合物Ⅲ(C3(2)3-3,3-4)
10.　芳香族化合物Ⅳ(C3(2)3-3)
11.　芳香族化合物Ⅴ(C3(2)3-3)
12.　芳香族複素環化合物(C3(2)3-5)
13.　フェノールⅠ(C3(3)3-1)
14.　フェノールⅡ(C3(3)3-1)
15.　ハロゲン化アリール(C3(3)2-1,アドバンスト)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１年次の有機薬化学I、IIを十分に修得しておくことが望ま
しい。



2019-9030000645-02有機薬化学Ⅲ「P-b」（科目番号：2C3）

益本　英一

◎薬  :A-1,A-2

1.1. アルデヒド類およびケトン類の基本的な性質と反応を説明できる。(C3(3)
4-1)　(A-1)

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

3.3. 代表的な芳香族炭化水素化合物の性質と反応性を説明できる。(C3(2)3-1)　
(A-1)

4.4. 芳香族性の概念が説明できる。(C3(2)3-2)　(A-2)

5.5. 芳香族炭化水素化合物の求電子置換反応の反応性、配向性、置換基の効果
について説明できる。(C3(2)3-3)　(A-2)

6.6. 代表的な芳香族炭化水素化合物の性質を芳香族性と関連づけて説明でき
る。(C3(2)3-4)　(A-2)

7.7. 代表的な芳香族複素環の求電子置換反応の反応性、配向性、置換基の効果
について説明できる。(C3(2)3-5)　(A-2)

8.8. ハロゲン化アリールの基本的な性質と反応を説明できる。(C3(3)2-1)　
(A-1)

9.9. 求核置換反応の特徴について説明できる。(C3(3)2-2)　(A-2)

10.10. フェノール類の基本的な性質と反応を説明できる。(C3(3)3-1)　(A-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。



2019-9030000646-01有機薬化学Ⅳ「P-a」（科目番号：2C4）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　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　　

益本　英一

◎－－－　一般目標　－－－◎

　多くの医薬品や生体物質の構成成分である有機化合物について、
その構造、物性および反応性を理解するために必要な基本的知識を
修得す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「C3化学物質の性質と反応(3)官
能基の性質と反応)」にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. アルデヒド類およびケトン類の基本的な性質と反応を列挙し、説
明できる。(C3(3)4-1)(知識・理解)

2. カルボン酸の基本的性質と反応を列挙し、説明できる。(C3(3)4-2)
(知識・理解)

3. カルボン酸誘導体(酸ハロゲン化物、酸無水物、エステル、アミド)
の基本的性質と反応を列挙し、説明できる。(C3(3)4-3)(知識・理解)

4. アミン類の基本的性質と反応を列挙し、説明できる。(C3(3)5-1)(知
識・理解)

5. 官能基が及ぼす電子効果について概説できる。(C3(3)6-1)(知識・理
解)

6. フェノール、カルボン酸、炭素酸などの酸性度を比較して説明で
きる。(C3(3)7-1)(知識・理解)

7. 含窒素化合物の塩基性度を比較して説明できる。(C3(3)7-2)(知識・
理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　教科書にそって、スライド映写もしくは板書による講義形式で行
う。
　毎回、講義内容をまとめた問題形式のプリントを配布する。ま
た、講
義に先立ち、復習のために前回配布したプリントの解説をする。

◎－－－　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、次回の授業範囲の予習をしてお
くこと。
また、配布したプリントの問題を解き、授業内容の復習をしておく
こと (90 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、を評価の基準とし、原則と
して定期試験の成績90％、平常点（授業態度などを含む）10％で評
価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

ソロモンの新有機化学(II) 第11版(廣川書店) 定価4,500円(2018年)
(II)ISBN 978-4-567-23507-5

◎－－－　参考書　－－－◎

マクマリー有機化学 第８版(上)(中)(下)　東京化学同人
(上)ISBN978-4-8079-0809-7
(中)ISBN978-4-8079-0810-3
(下)ISBN978-4-8079-0811-0
ボルハルト・ショアー現代有機化学　第６版(上)(下)　化学同人
（上）ISBN978-4-7598-1472-9
（下）ISBN978-4-7598-1473-6

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.　アルデヒドとケトンの合成(C3(3)4-1,4-3,アドバンスト)
2.　アルデヒドとケトンの反応Ⅰ(C3(3)4-1)
3.　アルデヒドとケトンの反応Ⅱ(C3(3)4-1)
4.　カルボン酸(C3(3)4-2,7-1)
5.　カルボン酸誘導体Ⅰ(C3(3)4-3)
6.　カルボン酸誘導体Ⅱ(C3(3)4-3)
7.　カルボン酸誘導体Ⅲ(C3(3)4-3)
8.　エノールとエノラートイオンⅠ(C3(3)4-1)
9.　エノールとエノラートイオンⅡ(C3(3)4-1)
10.　炭素-炭素結合形成反応Ⅰ(C3(3)4-1,アドバンスト)
11.　炭素-炭素結合形成反応Ⅱ(C3(3)4-1,アドバンスト)
12.　炭素-炭素結合形成反応Ⅲ(C3(3)4-1,アドバンスト)
13.　アミンⅠ(C3(3)5-1,7-2)
14.　アミンⅡ(C3(3)5-1)
15.　アミンⅢ(C3(3)5-1)
 

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１年次の有機薬化学I、IIおよび２年次の有機薬化学IIIを十
分に修得しておくことが望ましい。



2019-9030000646-01有機薬化学Ⅳ「P-a」（科目番号：2C4）

益本　英一

◎薬  :A-1,A-2

1.1. アルデヒド類およびケトン類の基本的な性質と反応を列挙し、説明でき
る。(C3(3)4-1)　(A-1)

2.2. カルボン酸の基本的性質と反応を列挙し、説明できる。(C3(3)4-2)　(A-1)

3.3. カルボン酸誘導体(酸ハロゲン化物、酸無水物、エステル、アミド)の基本
的性質と反応を列挙し、説明できる。(C3(3)4-3)　(A-1)

4.4. アミン類の基本的性質と反応を列挙し、説明できる。(C3(3)5-1)　(A-1)

5.5. 官能基が及ぼす電子効果について概説できる。(C3(3)6-1)　(A-2)

6.6. フェノール、カルボン酸、炭素酸などの酸性度を比較して説明できる。(C3
(3)7-1)　(A-2)

7.7. 含窒素化合物の塩基性度を比較して説明できる。(C3(3)7-2)　(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。



2019-9030000646-02有機薬化学Ⅳ「P-b」（科目番号：2C4）

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

益本　英一

◎－－－　一般目標　－－－◎

　多くの医薬品や生体物質の構成成分である有機化合物について、
その構造、物性および反応性を理解するために必要な基本的知識を
修得す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「C3化学物質の性質と反応(3)官
能基の性質と反応)」にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. アルデヒド類およびケトン類の基本的な性質と反応を列挙し、説
明できる。(C3(3)4-1)(知識・理解)

2. カルボン酸の基本的性質と反応を列挙し、説明できる。(C3(3)4-2)
(知識・理解)

3. カルボン酸誘導体(酸ハロゲン化物、酸無水物、エステル、アミド)
の基本的性質と反応を列挙し、説明できる。(C3(3)4-3)(知識・理解)

4. アミン類の基本的性質と反応を列挙し、説明できる。(C3(3)5-1)(知
識・理解)

5. 官能基が及ぼす電子効果について概説できる。(C3(3)6-1)(知識・理
解)

6. フェノール、カルボン酸、炭素酸などの酸性度を比較して説明で
きる。(C3(3)7-1)(知識・理解)

7. 含窒素化合物の塩基性度を比較して説明できる。(C3(3)7-2)(知識・
理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　教科書にそって、スライド映写もしくは板書による講義形式で行
う。
　毎回、講義内容をまとめた問題形式のプリントを配布する。ま
た、講
義に先立ち、復習のために前回配布したプリントの解説をする。

◎－－－　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、次回の授業範囲の予習をしてお
くこと。
また、配布したプリントの問題を解き、授業内容の復習をしておく
こと (90 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、を評価の基準とし、原則と
して定期試験の成績90％、平常点（授業態度などを含む）10％で評
価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

ソロモンの新有機化学(II) 第11版(廣川書店) 定価4,500円(2018年)
(II)ISBN 978-4-567-23507-5

◎－－－　参考書　－－－◎

マクマリー有機化学 第８版(上)(中)(下)　東京化学同人
(上)ISBN978-4-8079-0809-7
(中)ISBN978-4-8079-0810-3
(下)ISBN978-4-8079-0811-0
ボルハルト・ショアー現代有機化学　第６版(上)(下)　化学同人
（上）ISBN978-4-7598-1472-9
（下）ISBN978-4-7598-1473-6

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.　アルデヒドとケトンの合成(C3(3)4-1,4-3,アドバンスト)
2.　アルデヒドとケトンの反応Ⅰ(C3(3)4-1)
3.　アルデヒドとケトンの反応Ⅱ(C3(3)4-1)
4.　カルボン酸(C3(3)4-2,7-1)
5.　カルボン酸誘導体Ⅰ(C3(3)4-3)
6.　カルボン酸誘導体Ⅱ(C3(3)4-3)
7.　 カルボン酸誘導体Ⅲ(C3(3)4-3)
8.　エノールとエノラートイオンⅠ(C3(3)4-1)
9.　エノールとエノラートイオンⅡ(C3(3)4-1)
10.　炭素-炭素結合形成反応Ⅰ(C3(3)4-1,アドバンスト)
11.　炭素-炭素結合形成反応Ⅱ(C3(3)4-1,アドバンスト)
12.　炭素-炭素結合形成反応Ⅲ(C3(3)4-1,アドバンスト)
13.　アミンⅠ(C3(3)5-1,7-2)
14.　アミンⅡ(C3(3)5-1)
15.　アミンⅢ(C3(3)5-1)
 

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１年次の有機薬化学I、IIおよび２年次の有機薬化学IIIを十
分に修得しておくことが望ましい。



2019-9030000646-02有機薬化学Ⅳ「P-b」（科目番号：2C4）

益本　英一

◎薬  :A-1,A-2

1.1. アルデヒド類およびケトン類の基本的な性質と反応を列挙し、説明でき
る。(C3(3)4-1)　(A-1)

2.2. カルボン酸の基本的性質と反応を列挙し、説明できる。(C3(3)4-2)　(A-1)

3.3. カルボン酸誘導体(酸ハロゲン化物、酸無水物、エステル、アミド)の基本
的性質と反応を列挙し、説明できる。(C3(3)4-3)　(A-1)

4.4. アミン類の基本的性質と反応を列挙し、説明できる。(C3(3)5-1)　(A-1)

5.5. 官能基が及ぼす電子効果について概説できる。(C3(3)6-1)　(A-2)

6.6. フェノール、カルボン酸、炭素酸などの酸性度を比較して説明できる。(C3
(3)7-1)　(A-2)

7.7. 含窒素化合物の塩基性度を比較して説明できる。(C3(3)7-2)　(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。



2019-9030000735-01疾患薬理学Ⅳ「P-a」（科目番号：4M3）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　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　　

松尾　宏一、緒方　憲太郎、林　稔展

◎－－－　一般目標　－－－◎

疾患薬理学Ⅳは「がん専門薬剤師」である実務家教員が担当す
る。講義では、これまで学習してきたがん種と抗がん薬に関す
る知識を復習し、実際の医療現場における各種の抗がん治療と
副作用管理を理解することを目標とする。そのためには、各が
ん種を理解し、治療ガイドラインを考慮した代表的な抗がん薬
レジメン、患者に応じた薬の選択、用法や用量の設定および適
正な薬物治療に参画できる能力を身に付けることが必要であ
る。また各治療に応じた副作用管理の方法を学び、最適な治療
を実施するための薬剤師職能を修得しなければならない。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「E2　薬理・病態・薬物治療(E2(7)⑧)」を中心に講義す
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

がん細胞周期と分裂、細胞死に関する基本事項を習得する　
（C6(7) ）(技能)

医療チームの一員として薬物治療に参画できるようになるため
に、がんにおける治療と薬物療法に関する基本事項を習得する
　（F(3)）(技能)

悪性新生物に作用する医薬品の薬理および疾患の病態・薬物治
療に関する基本的知識を習得し、治療に必要な情報収集・解析
および医薬品の」適正使用に関する基本事項を習得する　（E2
(7)⑧）(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

本講義では、これまで学んだ抗がん薬を、臓器別に系統立てて
学び、その副作用と管理方法を学習していく。そのため各種の
抗がん薬の分類や薬効は復習をおこなってから授業に臨むこ
と。またこれらの学習は薬学部を卒業し、薬剤師としての職能
を発揮することを目的とするので、講義後は十分に復習し理解
すること。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習・復習は欠かせない。単に抗がん薬の知識を増やすだけで
なく、内容をよく理解し今後の職能として身に付けること。各
30分程度の自己学習を講義毎におこない、特に復習は重要であ
り強く勧める。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各種抗がん薬の分類や作用機序、レジメン、副作用、管理方法
等に関する基本的な知識がどの程度まで身に付いているか、ま
た、その知識をどの程度まで正確に説明できるかを評価基準と
する。
定期試験の成績で評価する（100％）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

がん専門薬剤師・認定薬剤師のためのがん必須ポイント（第3
版）、金岡祐次他監修、じほう、2016年、3800円、
ISBN978-4-8480-4780-6

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　がん疫学、がんの病因、がんの診断（A(7) ,E2(7)⑧2,松
尾）
2-4　殺細胞性抗がん薬、分子標的治療薬、内分泌治療
薬、免疫療法薬、がん治療における集学的治療（D(3),E2
(7)⑧1,緒方）
5　他種職による副作用マネジメント、副作用管理（骨髄
抑制・感染症対策）（E2(7)⑧3,林）
6　副作用管理（消化器症状・皮膚障害）（E2(7)⑧3,林）
7　副作用管理（3心毒性・末梢神経障害・その他）（E2
(7)⑧3,松尾）
8　乳がん（E2(7)⑧13,E2(7)⑧4,E2(7)⑧13,林）
9　肺がん（E2(7)⑧4,E2(7)⑧9,林）
10　胃がん（E2(7)⑧4,E2(7)⑧8,松尾）
11　大腸がん（E2(7)⑧4,E2(7)⑧8,松尾）
12　肝がん・膵がん（E2(4)②3,E2(7)⑧4,E2(7)⑧8,松尾）
13-14　血液がん（悪性リンパ腫・白血病・多発性骨髄
腫）（E2(3)②5,E2(7)⑧4,E2(7)⑧5,緒方）
15　泌尿器科がん（腎がん・前立腺がん）（E2(7)⑧4,,E2
(7)⑧12,林）
（アドバンス）　がん専門薬剤師制度（松尾）　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

抗がん治療を学ぶ上で背景となる既習講義科目（特に薬理
学の関連科目）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・復習を十分に行な
うことが望ましい



2019-9030000735-01疾患薬理学Ⅳ「P-a」（科目番号：4M3）

松尾　宏一、緒方　憲太郎、林　稔展

◎薬  :B-3

1.がん細胞周期と分裂、細胞死に関する基本事項を習得する　（C6(7) ）　
(B-3)

2.医療チームの一員として薬物治療に参画できるようになるために、がんにお
ける治療と薬物療法に関する基本事項を習得する　（F(3)）　(B-3)

3.悪性新生物に作用する医薬品の薬理および疾患の病態・薬物治療に関する基
本的知識を習得し、治療に必要な情報収集・解析および医薬品の」適正使用に
関する基本事項を習得する　（E2(7)⑧）　(B-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。



2019-9030000735-02疾患薬理学Ⅳ「P-b」（科目番号：4M3）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　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　　

松尾　宏一、緒方　憲太郎、林　稔展

◎－－－　一般目標　－－－◎

疾患薬理学Ⅳは「がん専門薬剤師」である実務家教員が担当す
る。講義では、これまで学習してきたがん種と抗がん薬に関す
る知識を復習し、実際の医療現場における各種の抗がん治療と
副作用管理を理解することを目標とする。そのためには、各が
ん種を理解し、治療ガイドラインを考慮した代表的な抗がん薬
レジメン、患者に応じた薬の選択、用法や用量の設定および適
正な薬物治療に参画できる能力を身に付けることが必要であ
る。また各治療に応じた副作用管理の方法を学び、最適な治療
を実施するための薬剤師職能を修得しなければならない。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「E2　薬理・病態・薬物治療(E2(7)⑧)」を中心に講義す
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

がん細胞周期と分裂、細胞死に関する基本事項を習得する　
（C(7) ）(技能)

医療チームの一員として薬物治療に参画できるようになるため
に、がんにおける治療と薬物療法に関する基本事項を習得する
　（F(3)）(技能)

悪性新生物に作用する医薬品の薬理および疾患の病態・薬物治
療に関する基本的知識を習得し、治療に必要な情報収集・解析
および医薬品の」適正使用に関する基本事項を習得する　（E2
(7)⑧）(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

本講義では、これまで学んだ抗がん薬を、臓器別に系統立てて
学び、その副作用と管理方法を学習していく。そのため各種の
抗がん薬の分類や薬効は復習をおこなってから授業に臨むこ
と。またこれらの学習は薬学部を卒業し、薬剤師としての職能
を発揮することを目的とするので、講義後は十分に復習し理解
すること。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習・復習は欠かせない。単に抗がん薬の知識を増やすだけで
なく、内容をよく理解し今後の職能として身に付けること。各
30分程度の自己学習を講義毎におこない、特に復習は重要であ
り強く勧める。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各種抗がん薬の分類や作用機序、レジメン、副作用、管理方法
等に関する基本的な知識がどの程度まで身に付いているか、ま
た、その知識をどの程度まで正確に説明できるかを評価基準と
する。
定期試験の成績で評価する（100％）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

がん専門薬剤師・認定薬剤師のためのがん必須ポイント（第3
版）、金岡祐次他監修、じほう、2016年、3800円、
ISBN978-4-8480-4780-6

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　がん疫学、がんの病因、がんの診断（A(7) ,E2(7)⑧2,松
尾）
2-4　殺細胞性抗がん薬、分子標的治療薬、内分泌治療
薬、免疫療法薬、がん治療における集学的治療（D(3),E2
(7)⑧1,緒方）
5　他種職による副作用マネジメント、副作用管理（骨髄
抑制・感染症対策）（E2(7)⑧3,林）
6　副作用管理（消化器症状・皮膚障害）（E2(7)⑧3,林）
7　副作用管理（3心毒性・末梢神経障害・その他）（E2
(7)⑧3,松尾）
8　乳がん（E2(7)⑧13,E2(7)⑧4,E2(7)⑧13,林）
9　肺がん（E2(7)⑧4,E2(7)⑧9,林）
10　胃がん（E2(7)⑧4,E2(7)⑧8,松尾）
11　大腸がん（E2(7)⑧4,E2(7)⑧8,松尾）
12　肝がん・膵がん（E2(4)②3,E2(7)⑧4,E2(7)⑧8,松尾）
13-14　血液がん（悪性リンパ腫・白血病・多発性骨髄
腫）（E2(3)②5,E2(7)⑧4,E2(7)⑧5,緒方）
15　泌尿器科がん（腎がん・前立腺がん）（E2(7)⑧4,,E2
(7)⑧12,林）
（アドバンス）　がん専門薬剤師制度（松尾）　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

抗がん治療を学ぶ上で背景となる既習講義科目（特に薬理
学の関連科目）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・復習を十分に行な
うことが望ましい



2019-9030000735-02疾患薬理学Ⅳ「P-b」（科目番号：4M3）

松尾　宏一、緒方　憲太郎、林　稔展

◎薬  :B-3

1.がん細胞周期と分裂、細胞死に関する基本事項を習得する　（C(7) ）　(B-3)

2.医療チームの一員として薬物治療に参画できるようになるために、がんにお
ける治療と薬物療法に関する基本事項を習得する　（F(3)）　(B-3)

3.悪性新生物に作用する医薬品の薬理および疾患の病態・薬物治療に関する基
本的知識を習得し、治療に必要な情報収集・解析および医薬品の」適正使用に
関する基本事項を習得する　（E2(7)⑧）　(B-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。



2019-9030000687-01公衆衛生学「P-a」（科目番号: 3H2）

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

松末　公彦

◎－－－　一般目標　－－－◎

社会における人集団の健康と疾病の現状及びその影響要因を把握す
るために、保健統計と疫学に関する基本的知識を修得する。さら
に、感染症あるいは生活習慣病などの疾病の予防に関する基本的知
識についても修得する。薬学部6年制の｢薬学教育モデル・カリキュ
ラム(日本薬学会)｣の指針｢D1健康 (1)社会・集団と健康｣と｢D1健康
(2)疾病の予防｣にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人口静態統計及び人口動態統計の指標について説明できる。(D1(1)
②1,2,3)(技能)

疫学の種類(記述疫学や分析疫学など)を列挙し、説明できる。(D1
(1)③1,2,3)(技能)

オッズ比、相対危険度、寄与危険度などの意味を説明でき、計算で
きる。(D1(1)③4)(技能)

疾病の予防に関わる、一次、二次、三次予防について説明できる。
(D1(2)①1,2)(技能)

新生児マススクリーニングについて説明できる。(D1(2)④1)(技能)

予防接種の種類及び予防接種法について説明できる。(D1(2)②4)(技
能)

日和見感染、母子感染、性感染、院内感染、新興感染、再興感染な
どを引き起こす病原微生物を列挙し、説明できる。(D1(2)②1,2,３)
(D1(2)④2)(技能)

感染症法における、感染症とその分類について説明できる。(D1(2)
②2)(技能)

生活習慣病の種類と統計的な動向を説明でき、さらに運動と食事な
どによる予防法を説明できる。(D1(2)③1,2,3)(態度・志向性)

代表的な職業性疾患や労働衛生管理について説明できる。(D1(2)
⑤1,2)(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

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。講義
内容をまとめたプリントを配布する。このプリント、テキスト及び
板書を用いて講義する。指定した教科書を事前に読んでおくこと。
また、講義終了後、早めに復習し習った内容の理解を深めること。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

プリントの各単元の終わりに国家試験問題をつけているので、復習
のために必ずやっておくこと。(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
の方法は、定期試験で評価する(100%)。

◎－－－　テキスト　－－－◎

吉原新一、山野　茂、戸田晶久　編
予防薬学としての衛生薬学 ー健康と環境ー [第3版]（廣川）、2016
年、5600円、ISBN978-4-567-47202-9

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 公衆衛生学について(準備教育)
2. 保健統計：人口静態統計、人口ピラミッド、国勢調査に
ついて(D1(1)②1,2)
3. 保健統計：再生産率について(D1(1)②2,3)
4. 保健統計：人口動態統計、死亡に関する指標について
(D1(1)②2,3)
5. 保健統計：生命表、平均余命について(D1(1)②2)
6. 疫学の概念について(D1(1)③1,2)
7. 疫学の分類と方法、要因対照研究について(D1(1)③3,4)
8. 疫学の症例対照研究について(D1(1)③3,4)
9. 疫学データーの注意点について(アドバンスト)
10. 健康と疾病の概念、疾病予防の概念について(D1(1)①1)
(D1(2)①1,2)
11. 母子保健、学校保健について(D1(2)④1,2)
12. 予防接種の意義や方法について(D1(2)②4)
13. 感染症法で規定されている感染症について(D1(2)
②1,2,3)
14. 生活習慣病の種類と、その統計的な動向について(D1(2)
③1,2)
15. 代表的な職業性疾患や労働衛生管理について(D1(2)
⑤1,2)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

２年次前期の食品栄養学、２年次後期の食品衛生学の内容
と関連があるため、修得しておくことが望ましい。



2019-9030000687-01公衆衛生学「P-a」（科目番号: 3H2）

松末　公彦

◎薬  :B-4,C-4

1.人口静態統計及び人口動態統計の指標について説明できる。(D1(1)②1,2,3)　
(B-4)

2.疫学の種類(記述疫学や分析疫学など)を列挙し、説明できる。(D1(1)③1,2,3)
　(B-4)

3.オッズ比、相対危険度、寄与危険度などの意味を説明でき、計算できる。
(D1(1)③4)　(B-4)

4.疾病の予防に関わる、一次、二次、三次予防について説明できる。(D1(2)
①1,2)　(B-4)

5.新生児マススクリーニングについて説明できる。(D1(2)④1)　(B-4)

6.予防接種の種類及び予防接種法について説明できる。(D1(2)②4)　(B-4)

7.日和見感染、母子感染、性感染、院内感染、新興感染、再興感染などを引き
起こす病原微生物を列挙し、説明できる。(D1(2)②1,2,３)(D1(2)④2)　(B-4)

8.感染症法における、感染症とその分類について説明できる。(D1(2)②2)　
(B-4)

9.生活習慣病の種類と統計的な動向を説明でき、さらに運動と食事などによる
予防法を説明できる。(D1(2)③1,2,3)　(C-4)

10.代表的な職業性疾患や労働衛生管理について説明できる。(D1(2)⑤1,2)　
(B-4)

◎　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。



2019-9030000687-02公衆衛生学「P-b」（科目番号: 3H2）

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

松末　公彦

◎－－－　一般目標　－－－◎

社会における人集団の健康と疾病の現状及びその影響要因を把握す
るために、保健統計と疫学に関する基本的知識を修得する。さら
に、感染症あるいは生活習慣病などの疾病の予防に関する基本的知
識についても修得する。薬学部6年制の｢薬学教育モデル・カリキュ
ラム(日本薬学会)｣の指針｢D1健康 (1)社会・集団と健康｣と｢D1健康
(2)疾病の予防｣にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人口静態統計及び人口動態統計の指標について説明できる。(D1(1)
②1,2,3)(技能)

疫学の種類(記述疫学や分析疫学など)を列挙し、説明できる。(D1
(1)③1,2,3)(技能)

オッズ比、相対危険度、寄与危険度などの意味を説明でき、計算で
きる。(D1(1)③4)(技能)

疾病の予防に関わる、一次、二次、三次予防について説明できる。
(D1(2)①1,2)(技能)

新生児マススクリーニングについて説明できる。(D1(2)④1)(技能)

予防接種の種類及び予防接種法について説明できる。(D1(2)②4)(技
能)

日和見感染、母子感染、性感染、院内感染、新興感染、再興感染な
どを引き起こす病原微生物を列挙し、説明できる。(D1(2)②1,2,３)
(D1(2)④2)(技能)

感染症法における、感染症とその分類について説明できる。(D1(2)
②2)(技能)

生活習慣病の種類と統計的な動向を説明でき、さらに運動と食事な
どによる予防法を説明できる。(D1(2)③1,2,3)(態度・志向性)

代表的な職業性疾患や労働衛生管理について説明できる。(D1(2)
⑤1,2)(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

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。講義
内容をまとめたプリントを配布する。このプリント、テキスト及び
板書を用いて講義する。指定した教科書を事前に読んでおくこと。
また、講義終了後、早めに復習し習った内容の理解を深めること。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

プリントの各単元の終わりに国家試験問題をつけているので、復習
のために必ずやっておくこと。(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
の方法は、定期試験で評価する(100%)。

◎－－－　テキスト　－－－◎

吉原新一、山野　茂、戸田晶久　編
予防薬学としての衛生薬学 ー健康と環境ー [第3版]（廣川）、2016
年、5600円、ISBN978-4-567-47202-9

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 公衆衛生学について(準備教育)
2. 保健統計：人口静態統計、人口ピラミッド、国勢調査に
ついて(D1(1)②1,2)
3. 保健統計：再生産率について(D1(1)②2,3)
4. 保健統計：人口動態統計、死亡に関する指標について
(D1(1)②2,3)
5. 保健統計：生命表、平均余命について(D1(1)②2)
6. 疫学の概念について(D1(1)③1,2)
7. 疫学の分類と方法、要因対照研究について(D1(1)③3,4)
8. 疫学の症例対照研究について(D1(1)③3,4)
9. 疫学データーの注意点について(アドバンスト)
10. 健康と疾病の概念、疾病予防の概念について(D1(1)①1)
(D1(2)①1,2)
11. 母子保健、学校保健について(D1(2)④1,2)
12. 予防接種の意義や方法について(D1(2)②4)
13. 感染症法で規定されている感染症について(D1(2)
②1,2,3)
14. 生活習慣病の種類と、その統計的な動向について(D1(2)
③1,2)
15. 代表的な職業性疾患や労働衛生管理について(D1(2)
⑤1,2)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

２年次前期の食品栄養学、２年次後期の食品衛生学の内容
と関連があるため、修得しておくことが望ましい。



2019-9030000687-02公衆衛生学「P-b」（科目番号: 3H2）

松末　公彦

◎薬  :B-4,C-4

1.人口静態統計及び人口動態統計の指標について説明できる。(D1(1)②1,2,3)　
(B-4)

2.疫学の種類(記述疫学や分析疫学など)を列挙し、説明できる。(D1(1)③1,2,3)
　(B-4)

3.オッズ比、相対危険度、寄与危険度などの意味を説明でき、計算できる。
(D1(1)③4)　(B-4)

4.疾病の予防に関わる、一次、二次、三次予防について説明できる。(D1(2)
①1,2)　(B-4)

5.新生児マススクリーニングについて説明できる。(D1(2)④1)　(B-4)

6.予防接種の種類及び予防接種法について説明できる。(D1(2)②4)　(B-4)

7.日和見感染、母子感染、性感染、院内感染、新興感染、再興感染などを引き
起こす病原微生物を列挙し、説明できる。(D1(2)②1,2,３)(D1(2)④2)　(B-4)

8.感染症法における、感染症とその分類について説明できる。(D1(2)②2)　
(B-4)

9.生活習慣病の種類と統計的な動向を説明でき、さらに運動と食事などによる
予防法を説明できる。(D1(2)③1,2,3)　(C-4)

10.代表的な職業性疾患や労働衛生管理について説明できる。(D1(2)⑤1,2)　
(B-4)

◎　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。



2019-9030000644-01食品衛生学「P-a」（科目番号：2H2）

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

松末　公彦

◎－－－　一般目標　－－－◎

「食」は、我々の健康あるいは生命に直接影響を及ぼす生活の
基本である。本講義では人の健康維持に不可欠な「食」の安全
性あるいは衛生管理などに関する基本的な知識を習得する。薬
学部6年制の｢薬学教育モデル・カリキュラム(日本薬学会)｣の指
針｢D1健康 (3)栄養と健康｣と｢D2環境 (1)化学物質・放射線の生
体への影響｣にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

食品の変質(褐変現象、変敗、腐敗)について説明できる。(D1
(3)②1,2,3)(技能)

代表的な食品添加物の構造を理解し、用途や特徴について説明
できる。(D1(3)②5)(技能)

機能性食品(特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品
など)について説明できる。(D1(3)②6)(技能)

遺伝子組み換え食品について説明できる。(技能)

代表的な食中毒を引き起こす病原微生物を列挙し、その症状、
特徴を説明できる。(D1(3)③1)(技能)

魚毒、植物毒、キノコ毒、カビ毒などの自然毒を列挙し、その
毒性を説明できる。(D1(3)③2)(技能)

食品に残留する有害性有機物(農薬、除草剤、ダイオキシンな
ど)と有害性無機物(水銀やヒ素など)の構造、毒性や特徴を説明
できる。(D1(3)③3)(D2(1)①3,4,6)(技能)

代表的な内分泌かく乱物質を列挙し、その作用について説明で
きる。(技能)

食品と健康の関連性を理解し、食生活がどのように健康の維持
や増進に貢献できるか説明できる。(態度・志向性)

◎－－－　学習方法　－－－◎

講義内容をまとめたプリントを配布する。このプリントとテキ
ストを用いて講義する。指定した教科書を事前に読んでおくこ
と。 また、講義終了後、早めに復習し習った内容の理解を深め
ること。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

プリントの各単元の終わりに国家試験問題をつけているので復
習のために必ずやっておくこと。(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。
評価の方法は、定期試験の成績で評価する(100%)。

◎－－－　テキスト　－－－◎

監修：吉原新一　編集：山野　茂、戸田晶久
予防薬学としての衛生薬学 ー健康と環境ー [第3版]（廣川）、
2016年、5600円、ISBN: 978-4-567-47202-9

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 食品衛生学について(D1(3)②7)(準備教育)
2. 食品の褐変反応、変敗について (D1(3)②1,2,3)
3. 食品の腐敗機構と保存方法について(D1(3)②1,2,3)
4. 食品関連の法規制(食品衛生法など)について(D1(3)②7)
5. 食品添加物について (D1(3)②5)
6. 食品の機能、特別用途食品について (D1(3)②6)
7. 機能性食品(特定保健用食品など)について (D1(3)②6)
8. 遺伝子組換え食品について (アドバンス)
9. 食中毒の種類、発生状況について (D1(3)③1)
10. 細菌及びウイルス性食中毒について (D1(3)③1)
11. 自然毒及びカビ毒について (D1(3)③2)
12. 食品中の有害性有機物について (D1(3)③3、D2(1)
①3,4,6)
13. 食品中の有害性無機物について (D1(3)③3、D2(1)①3)
14. 内分泌かく乱物質について (アドバンスト)
2-4)
15. 食の安全性, HACCPについて (アドバンスト)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

前期の食品栄養学は本講義の基盤となるため、しっかり理
解しておくこと。 十分な理解のために日々の予習、復習
が必要である。



2019-9030000644-01食品衛生学「P-a」（科目番号：2H2）

松末　公彦

◎薬  :B-4,C-4

1.食品の変質(褐変現象、変敗、腐敗)について説明できる。(D1(3)②1,2,3)　
(B-4)

2.代表的な食品添加物の構造を理解し、用途や特徴について説明できる。(D1
(3)②5)　(B-4)

3.機能性食品(特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品など)について
説明できる。(D1(3)②6)　(B-4)

4.遺伝子組み換え食品について説明できる。　(B-4)

5.代表的な食中毒を引き起こす病原微生物を列挙し、その症状、特徴を説明で
きる。(D1(3)③1)　(B-4)

6.魚毒、植物毒、キノコ毒、カビ毒などの自然毒を列挙し、その毒性を説明で
きる。(D1(3)③2)　(B-4)

7.食品に残留する有害性有機物(農薬、除草剤、ダイオキシンなど)と有害性無
機物(水銀やヒ素など)の構造、毒性や特徴を説明できる。(D1(3)③3)(D2(1)
①3,4,6)　(B-4)

8.代表的な内分泌かく乱物質を列挙し、その作用について説明できる。　(B-4)

9.食品と健康の関連性を理解し、食生活がどのように健康の維持や増進に貢献
できるか説明できる。　(C-4)

◎　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。



2019-9030000644-02食品衛生学「P-b」（科目番号：2H2）

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

松末　公彦

◎－－－　一般目標　－－－◎

「食」は、我々の健康あるいは生命に直接影響を及ぼす生活の
基本である。本講義では人の健康維持に不可欠な「食」の安全
性あるいは衛生管理などに関する基本的な知識を習得する。薬
学部6年制の｢薬学教育モデル・カリキュラム(日本薬学会)｣の指
針｢D1健康 (3)栄養と健康｣と｢D2環境 (1)化学物質・放射線の生
体への影響｣にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

食品の変質(褐変現象、変敗、腐敗)について説明できる。(D1
(3)②1,2,3)(技能)

代表的な食品添加物の構造を理解し、用途や特徴について説明
できる。(D1(3)②5)(技能)

機能性食品(特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品
など)について説明できる。(D1(3)②6)(技能)

遺伝子組み換え食品について説明できる。(技能)

代表的な食中毒を引き起こす病原微生物を列挙し、その症状、
特徴を説明できる。(D1(3)③1)(技能)

魚毒、植物毒、キノコ毒、カビ毒などの自然毒を列挙し、その
毒性を説明できる。(D1(3)③2)(技能)

食品に残留する有害性有機物(農薬、除草剤、ダイオキシンな
ど)と有害性無機物(水銀やヒ素など)の構造、毒性や特徴を説明
できる。(D1(3)③3)(D2(1)①3,4,6)(技能)(技能)

代表的な内分泌かく乱物質を列挙し、その作用について説明で
きる。(技能)

食品と健康の関連性を理解し、食生活がどのように健康の維持
や増進に貢献できるか説明できる。(態度・志向性)

◎－－－　学習方法　－－－◎

講義内容をまとめたプリントを配布する。このプリントとテキ
ストを用いて講義する。指定した教科書を事前に読んでおくこ
と。 また、講義終了後、早めに復習し習った内容の理解を深め
ること。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

プリントの各単元の終わりに国家試験問題をつけているので復
習のために必ずやっておくこと。(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。
評価の方法は、定期試験の成績で評価する(100%)。

◎－－－　テキスト　－－－◎

監修：吉原新一　編集：山野　茂、戸田晶久
予防薬学としての衛生薬学 ー健康と環境ー [第3版]（廣川）、
2016年、5600円、ISBN: 978-4-567-47202-9

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 食品衛生学について(D1(3)②7)(準備教育)
2. 食品の褐変反応、変敗について (D1(3)②1,2,3)
3. 食品の腐敗機構と保存方法について(D1(3)②1,2,3)
4. 食品関連の法規制(食品衛生法など)について(D1(3)②7)
5. 食品添加物について (D1(3)②5)
6. 食品の機能、特別用途食品について (D1(3)②6)
7. 機能性食品(特定保健用食品など)について (D1(3)②6)
8. 遺伝子組換え食品について (アドバンス)
9. 食中毒の種類、発生状況について (D1(3)③1)
10. 細菌及びウイルス性食中毒について (D1(3)③1)
11. 自然毒及びカビ毒について (D1(3)③2)
12. 食品中の有害性有機物について (D1(3)③3、D2(1)
①3,4,6)
13. 食品中の有害性無機物について (D1(3)③3、D2(1)①3)
14. 内分泌かく乱物質について (アドバンスト)
2-4)
15. 食の安全性, HACCPについて (アドバンスト)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

前期の食品栄養学は本講義の基盤となるため、しっかり理
解しておくこと。 十分な理解のために日々の予習、復習
が必要である。



2019-9030000644-02食品衛生学「P-b」（科目番号：2H2）

松末　公彦

◎薬  :B-4,C-4

1.食品の変質(褐変現象、変敗、腐敗)について説明できる。(D1(3)②1,2,3)　
(B-4)

2.代表的な食品添加物の構造を理解し、用途や特徴について説明できる。(D1
(3)②5)　(B-4)

3.機能性食品(特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品など)について
説明できる。(D1(3)②6)　(B-4)

4.遺伝子組み換え食品について説明できる。　(B-4)

5.代表的な食中毒を引き起こす病原微生物を列挙し、その症状、特徴を説明で
きる。(D1(3)③1)　(B-4)

6.魚毒、植物毒、キノコ毒、カビ毒などの自然毒を列挙し、その毒性を説明で
きる。(D1(3)③2)　(B-4)

7.食品に残留する有害性有機物(農薬、除草剤、ダイオキシンなど)と有害性無
機物(水銀やヒ素など)の構造、毒性や特徴を説明できる。(D1(3)③3)(D2(1)
①3,4,6)(技能)　(B-4)

8.代表的な内分泌かく乱物質を列挙し、その作用について説明できる。　(B-4)

9.食品と健康の関連性を理解し、食生活がどのように健康の維持や増進に貢献
できるか説明できる。　(C-4)

◎　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。



2019-9030000707-01化学系実習Ⅰ（科目番号：3C4）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：実習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・３時限～４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

丸岡　博、益本　英一、中原　史、（長渕　颯）

◎－－－　一般目標　－－－◎

　基礎的な無機および有機化合物の構造、物性、反応性などを理
解するために、代表的な反応、分離法などについての基本的知識
とそれらを実施するための基本的技能を修得する。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 (1)化学物質の基本的性質(3)官能基の
性質と反応(5)無機化合物・錯体の構造と性質」にそって行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 薬品を安全に取り扱うことができる。（準備教育）(態度・志向
性)

2. 反応装置を正しく組み立てることができる。（準備教育）(態
度・志向性)

3. 生成物の分離・精製ができる。（C3(3)①-2）(態度・志向性)

4. 生成物の純度確認ができる。（準備教育）(態度・志向性)

5. 実験レポートを作成することができる。（C3(1)①-9, C3(3)①-2,
C3(3)③-1, C3(3)④-1, C3(5)①-2）(態度・志向性)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　実習書に従い、毎回その日の実習についての事前説明を受けた
後に実験を行う。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　実習書を事前に読んでおくこと。実験の経過や結果は各自ノー
トに記入し、実習後にその内容を整理し、考察を行うこと（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。平
常点60％および試験40％を目安として総合的に評価を行う。平常
点については、ルーブリック評価を行う。詳細な評価基準表につ
いては、実習書に記載している。
　上記の成績評価基準は、原則として全て出席することを前提と
している。

◎－－－　テキスト　－－－◎

薬化学教室作成の実習書（2019年度作成）　　

◎－－－　参考書　－－－◎

ソロモンの新有機化学（I・II）第11版（廣川書店）
（I）ISBN: 978-4-567-23506-8　定価7,500円　2015年発行
（II）ISBN: 978-4-567-23507-5　定価4,500円　2015年発行
マーチ有機化学（上・下）第５版（丸善）
（上）ISBN：978-4-621-07191-5 定価8000円　2003年発行
（下）ISBN：978-4-621-07219-6　定価9500円　2003年発行
実験化学講座1基礎編Ⅰ第5版（丸善）ISBN: 978-4-621-07281-3　
定価4700円　2003年発行
化学大辞典（東京化学同人）ISBN：978-4-8079-0323-8　定価
42000円　1989年発行　

◎－－－　授業計画　－－－◎

１. チオ硫酸ナトリウム
　（C3(5)①-2, 準備教育）
２. ベンゾピナコール（光化学反応）
　（C3(1)①-9, C3(3)④-1, 準備教育）
３. ベンゾフェノンオキシム
　（C3(1)①-9, C3(3)④-1, 準備教育）
４. ヨードホルム（ハロホルム反応）
　（C3(1)①-9, C3(3)①-2, C3(3)④-1, 準備教育）
５. ベンズアニリド（ベックマン転位）
　（C3(1)①-9, C3(3)④-1,準備教育）
６. ベンゾピナコロン（ピナコール転位）
　（C3(1)①-9, C3(3)③-1, 準備教育）



2019-9030000707-01化学系実習Ⅰ（科目番号：3C4）

丸岡　博、益本　英一、中原　史、（長渕　颯）

◎薬  :C-2

1.1. 薬品を安全に取り扱うことができる。（準備教育）　(C-2)

2.2. 反応装置を正しく組み立てることができる。（準備教育）　(C-2)

3.3. 生成物の分離・精製ができる。（C3(3)①-2）　(C-2)

4.4. 生成物の純度確認ができる。（準備教育）　(C-2)

5.5. 実験レポートを作成することができる。（C3(1)①-9, C3(3)①-2, C3(3)③-1,
C3(3)④-1, C3(5)①-2）　(C-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。



2019-9030000798-01アドバンスト特別実習「13台以降」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 6 　　授業形態：実習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・３時限～５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

右田　啓介、鹿志毛　信広、三島　健一、大江　賢治、巴山　忠(冨田　陵子、西條　尚)

◎－－－　一般目標　－－－◎

大学院への進学や医療機関への就職後に行う研究で必要となる
科学的根拠に基づく問題解決能力を習得し、自己研鑽に努める
態度を養う。研究に必要な基本的知識および様々な実験技術を
修得する。本実習は、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「G薬学研究」に沿う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

課題に関連する情報が検索でき、課題達成のために自ら進んで
解決しようと努力する。[A(5)③、G(1)、G(3)1・2](態度・志向
性)

研究倫理・動物倫理について理解している。[A(2)④、G(2)](態
度・志向性)

細胞培養を行うことができる。[G(3)3](態度・志向性)

遺伝子導入や配列解析ができ、核酸医薬品について説明でき
る。[G(3)3,4](態度・志向性)

医薬品の定性・定量分析ができる。[G(3)3,4](態度・志向性)

研究成果を論文としてまとめることができる。[G(3)6](態度・
志向性)

◎－－－　学習方法　－－－◎

指導者の指示に従い行う。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の実習に関連する内容についてあらかじめ調べておく。実
習結果について十分に考察する。事前事後学習として最低1時
間は費やすこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価は、ルーブリック評価表を用いて、平常点（実習に取り組
む姿勢や態度）20%、実習レポート80%で行う。なお、ルーブ
リック評価については、講義初日に説明する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

必要に応じて資料を配布する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１－３　導入　[A(5)③、G(1)、G(3)1・2]（右田）
４－６　研究倫理・動物倫理　[G(2)]（鹿志毛）
７－９　細胞培養　[G(3)3]（右田）
１０－１２　核酸医薬品　[G(3)3]（大江）
１３－１５　HPLCによる医薬品の定性・定量分析　
　　　　　  [G(3)3]（巴山・冨田・西條）
１６－１８　統計処理・論文作成　[G(3)1・6]（三島）
[　]内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番号

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本科目は、定員を24名までとする。定員を超えた場合は、
GPAを用いて選考する。



2019-9030000798-01アドバンスト特別実習「13台以降」

右田　啓介、鹿志毛　信広、三島　健一、大江　賢治、巴山　忠(冨田　陵子、西條　尚)

◎薬

1.課題に関連する情報が検索でき、課題達成のために自ら進んで解決しようと
努力する。[A(5)③、G(1)、G(3)1・2]　(C-2)

2.研究倫理・動物倫理について理解している。[A(2)④、G(2)]　(C-2)

3.細胞培養を行うことができる。[G(3)3]　(C-2)

4.遺伝子導入や配列解析ができ、核酸医薬品について説明できる。[G(3)3,4]　
(C-2)

5.医薬品の定性・定量分析ができる。[G(3)3,4]　(C-2)

6.研究成果を論文としてまとめることができる。[G(3)6]　(C-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。



2019-9030000692-01医療情報学「P-a」（科目番号：3Y6）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・４時限　　試験時間割：後日発表　　

右田　啓介

◎－－－　一般目標　－－－◎

医薬品の適正使用に必要な医薬品に関する基本的かつ必須の情報を理解す
る。また、これらの情報の収集・評価・加工・提供・管理に必要な知識や
注意点を習得する。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「A基本事項、E3薬物治療に役立つ情報」に沿っ
て講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

医薬品情報に関わる職種、代表的な法律・制度、開発過程・市販後の調査
や試験について説明できる。(E3(1)①)(態度・志向性)

医薬品情報源の一次資料、二次資料、三次資料の分類および特徴について
説明できる。(E3(1)②)(態度・志向性)

目的にあった情報源を選択・収集し、医薬品情報の信頼性および科学的妥
当性などを評価するための基本的項目を列挙でき、加工・提供し管理する
際の方法や注意点について説明できる。(E3(1)③)(態度・志向性)

EBMの基本概念や実践のプロセス・臨床研究法・批判的吟味・メタアナリ
シスについて説明できる。(E3(1)④)(態度・志向性)

臨床研究における基本的な統計量や代表的な検定を説明できる。(E3(1)⑤)
(態度・志向性)

臨床研究デザインおよび解析について説明できる。(E3(1)⑥)(態度・志向
性)

医薬品情報にもとづき病院や薬局での医薬品の採用・選択の際の検討項目
や、先発医薬品と後発医薬品の比較・評価、あるいは薬物治療における患
者情報について説明できる。(E3(1)⑦, E3(2))(態度・志向性)

薬物療法の個別化に関する情報を説明できる。(E3(3)①－⑤)(態度・志向
性)

医薬品情報とリスクマネージメント・守秘義務・インフォームドコンセン
トについて説明できる。(A(1)③3, A(2)③3・4)(態度・志向性)

◎－－－　学習方法　－－－◎

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、E3薬物治療に役立つ情報」にそって、教科書に準拠し
たスライドを用いて講義する。また、講義では国家試験の過去問等も演習
問題として用いる。講義中に用いたスライドの一部や演習問題はプリント
として配布する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前に指定した教科書を読み予習しておくこと。講義中に配布したプリン
トおよび教科書を用いて、各自で講義内容をまとめて理解を深める。事前
事後学習として最低1時間は費やすこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標が達成できているかを評価の基準とする。到達目標の達成度は、
定期試験100%で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

コンパス医薬品情報学¬－理論と演習　改訂第2版：小林道也、中村仁　編
集（南江堂）、2018年、4200円、ISBN 978-4-524-40359-2

◎－－－　参考書　－－－◎

みてわかる薬学　図解　医薬品情報学　改訂3版（南山堂）　ISBN
978-4-525-78163-7
カラー写真でよくわかる　薬剤師のためのリスクマネージメント実践マ
ニュアル（羊土社）　ISBN 978-4-7581-0926-0
医薬品情報・評価学　改訂第３版（南江堂）　ISBN 978-4-524-40264-9

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　医薬品情報について (E3(1)①1・2・5)
　２　医薬品開発 (E3(1)①3, A(2)③4)
　３　市販後の医薬品情報 (E3(1)①4)
　４　医薬品の情報源 (E3(1)②1～3)
　５　医薬品添付文書と医薬品インタビューフォーム
　　　(E3(1)②4～6)
　６　医薬品の情報・情報源の復習 (E3(1)①・②、アド
　　　バンスト)
　７　医療現場での医薬品情報の活用 (E3(1)③1－4)
　８　医薬品情報の評価 (E3(1)⑦, A(1)③3)
　９　EBMの概念とプロセス (E3(1)④、アドバンスト)
１０　臨床研究I (E3(1)⑥)
１１　臨床研究II (E3(1)⑤、アドバンスト)
１２　医薬品情報の加工と提供 (E3(1)③5, A(2)③3)
１３　患者情報 (E3(2)①・②、アドバンスト)
１４　医薬品適正使用のための情報I (E3(3)①・⑤)
１５　医薬品適正使用のための情報II (E3(3)②－④、
　　　アドバンスト)　
（　）内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番
号

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本科目では医薬品に関わる様々な事項を習得する必要があ
るため、各自で内容を整理すること。



2019-9030000692-01医療情報学「P-a」（科目番号：3Y6）

右田　啓介

◎薬  :C-1

1.医薬品情報に関わる職種、代表的な法律・制度、開発過程・市販後の調査や
試験について説明できる。(E3(1)①)　(C-1)

2.医薬品情報源の一次資料、二次資料、三次資料の分類および特徴について説
明できる。(E3(1)②)　(C-1)

3.目的にあった情報源を選択・収集し、医薬品情報の信頼性および科学的妥当
性などを評価するための基本的項目を列挙でき、加工・提供し管理する際の方
法や注意点について説明できる。(E3(1)③)　(C-1)

4.EBMの基本概念や実践のプロセス・臨床研究法・批判的吟味・メタアナリシ
スについて説明できる。(E3(1)④)　(C-1)

5.臨床研究における基本的な統計量や代表的な検定を説明できる。(E3(1)⑤)　
(C-1)

6.臨床研究デザインおよび解析について説明できる。(E3(1)⑥)　(C-1)

7.医薬品情報にもとづき病院や薬局での医薬品の採用・選択の際の検討項目
や、先発医薬品と後発医薬品の比較・評価、あるいは薬物治療における患者情
報について説明できる。(E3(1)⑦, E3(2))　(C-1)

8.薬物療法の個別化に関する情報を説明できる。(E3(3)①－⑤)　(C-1)

9.医薬品情報とリスクマネージメント・守秘義務・インフォームドコンセント
について説明できる。(A(1)③3, A(2)③3・4)　(C-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。



2019-9030000692-02医療情報学「P-b」（科目番号：3Y6）

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

右田　啓介

◎－－－　一般目標　－－－◎

医薬品の適正使用に必要な医薬品に関する基本的かつ必須の情報を理解す
る。また、これらの情報の収集・評価・加工・提供・管理に必要な知識や
注意点を習得する。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「A基本事項、E3薬物治療に役立つ情報」に沿っ
て講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

医薬品情報に関わる職種、代表的な法律・制度、開発過程・市販後の調査
や試験について説明できる。(E3(1)①)(態度・志向性)

医薬品情報源の一次資料、二次資料、三次資料の分類および特徴について
説明できる。(E3(1)②)(態度・志向性)

目的にあった情報源を選択・収集し、医薬品情報の信頼性および科学的妥
当性などを評価するための基本的項目を列挙でき、加工・提供し管理する
際の方法や注意点について説明できる。(E3(1)③)(態度・志向性)

EBMの基本概念や実践のプロセス・臨床研究法・批判的吟味・メタアナリ
シスについて説明できる。(E3(1)④)(態度・志向性)

臨床研究における基本的な統計量や代表的な検定を説明できる。(E3(1)⑤)
(態度・志向性)

臨床研究デザインおよび解析について説明できる。(E3(1)⑥)(態度・志向
性)

医薬品情報にもとづき病院や薬局での医薬品の採用・選択の際の検討項目
や、先発医薬品と後発医薬品の比較・評価、あるいは薬物治療における患
者情報について説明できる。(E3(1)⑦, E3(2))(態度・志向性)

薬物療法の個別化に関する情報を説明できる。(E3(3)①－⑤)(態度・志向
性)

医薬品情報とリスクマネージメント・守秘義務・インフォームドコンセン
トについて説明できる。(A(1)③3, A(2)③3・4)(態度・志向性)

◎－－－　学習方法　－－－◎

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、E3薬物治療に役立つ情報」にそって、教科書に準拠し
たスライドを用いて講義する。また、講義では国家試験の過去問等も演習
問題として用いる。講義中に用いたスライドの一部や演習問題はプリント
として配布する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前に指定した教科書を読み予習しておくこと。講義中に配布したプリン
トおよび教科書を用いて、各自で講義内容をまとめて理解を深める。事前
事後学習として最低1時間は費やすこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標が達成できているかを評価の基準とする。到達目標の達成度は、
定期試験100%で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

コンパス医薬品情報学¬－理論と演習　改訂第2版：小林道也、中村仁　編
集（南江堂）、2018年、4200円、ISBN 978-4-524-40359-2

◎－－－　参考書　－－－◎

みてわかる薬学　図解　医薬品情報学　改訂3版（南山堂）　ISBN
978-4-525-78163-7
カラー写真でよくわかる　薬剤師のためのリスクマネージメント実践マ
ニュアル（羊土社）　ISBN 978-4-7581-0926-0
医薬品情報・評価学　改訂第３版（南江堂）　ISBN 978-4-524-40264-9

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　医薬品情報について (E3(1)①1・2・5)
　２　医薬品開発 (E3(1)①3, A(2)③4)
　３　市販後の医薬品情報 (E3(1)①4)
　４　医薬品の情報源 (E3(1)②1～3)
　５　医薬品添付文書と医薬品インタビューフォーム
　　　(E3(1)②4～6)
　６　医薬品の情報・情報源の復習 (E3(1)①・②、アド
　　　バンスト)
　７　医療現場での医薬品情報の活用 (E3(1)③1－4)
　８　医薬品情報の評価 (E3(1)⑦, A(1)③3)
　９　EBMの概念とプロセス (E3(1)④、アドバンスト)
１０　臨床研究I (E3(1)⑥)
１１　臨床研究II (E3(1)⑤、アドバンスト)
１２　医薬品情報の加工と提供 (E3(1)③5, A(2)③3)
１３　患者情報 (E3(2)①・②、アドバンスト)
１４　医薬品適正使用のための情報I (E3(3)①・⑤)
１５　医薬品適正使用のための情報II (E3(3)②－④、
　　　アドバンスト)　
（　）内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番
号

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本科目では医薬品に関わる様々な事項を習得する必要があ
るため、各自で内容を整理すること。



2019-9030000692-02医療情報学「P-b」（科目番号：3Y6）

右田　啓介

◎薬  :C-1

1.医薬品情報に関わる職種、代表的な法律・制度、開発過程・市販後の調査や
試験について説明できる。(E3(1)①)　(C-1)

2.医薬品情報源の一次資料、二次資料、三次資料の分類および特徴について説
明できる。(E3(1)②)　(C-1)

3.目的にあった情報源を選択・収集し、医薬品情報の信頼性および科学的妥当
性などを評価するための基本的項目を列挙でき、加工・提供し管理する際の方
法や注意点について説明できる。(E3(1)③)　(C-1)

4.EBMの基本概念や実践のプロセス・臨床研究法・批判的吟味・メタアナリシ
スについて説明できる。(E3(1)④)　(C-1)

5.臨床研究における基本的な統計量や代表的な検定を説明できる。(E3(1)⑤)　
(C-1)

6.臨床研究デザインおよび解析について説明できる。(E3(1)⑥)　(C-1)

7.医薬品情報にもとづき病院や薬局での医薬品の採用・選択の際の検討項目
や、先発医薬品と後発医薬品の比較・評価、あるいは薬物治療における患者情
報について説明できる。(E3(1)⑦, E3(2))　(C-1)

8.薬物療法の個別化に関する情報を説明できる。(E3(3)①－⑤)　(C-1)

9.医薬品情報とリスクマネージメント・守秘義務・インフォームドコンセント
について説明できる。(A(1)③3, A(2)③3・4)　(C-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。



2019-9030000777-01生体機能解析学Ⅱ「12台以前」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 6 　　授業形態：実習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・３時限～５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

右田　啓介、鹿志毛　信広、三島　健一、大江　賢治、巴山　忠(冨田　陵子、西條　尚)

◎－－－　一般目標　－－－◎

大学院への進学や医療機関への就職後に行う研究で必要となる
科学的根拠に基づく問題解決能力を習得し、自己研鑽に努める
態度を養う。研究に必要な基本的知識および様々な実験技術を
修得する。本実習は、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「G薬学研究」に沿う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

課題に関連する情報が検索でき、課題達成のために自ら進んで
解決しようと努力する。[A(5)③、G(1)、G(3)1・2](態度・志向
性)

研究倫理・動物倫理について理解している。[A(2)④、G(2)](態
度・志向性)

細胞培養を行うことができる。[G(3)3](態度・志向性)

遺伝子導入や配列解析ができ、核酸医薬品について説明でき
る。[G(3)3,4](態度・志向性)

医薬品の定性・定量分析ができる。[G(3)3,4](態度・志向性)

研究成果を論文としてまとめることができる。[G(3)6](態度・
志向性)

◎－－－　学習方法　－－－◎

指導者の指示に従い行う。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の実習に関連する内容についてあらかじめ調べておく。実
習結果について十分に考察する。事前事後学習として最低1時
間は費やすこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価は、ルーブリック評価表を用いて、平常点（実習に取り組
む姿勢や態度）20%、実習レポート80%で行う。なお、ルーブ
リック評価については、講義初日に説明する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

必要に応じて資料を配布する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１－３　導入　[A(5)③、G(1)、G(3)1・2]（右田）
４－６　研究倫理・動物倫理　[G(2)]（鹿志毛）
７－９　細胞培養　[G(3)3]（右田）
１０－１２　核酸医薬品　[G(3)3]（大江）
１３－１５　HPLCによる医薬品の定性・定量分析　
　　　　　  [G(3)3]（巴山・冨田・西條）
１６－１８　統計処理・論文作成　[G(3)1・6]（三島）
[　]内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番号

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本科目は、定員を24名までとする。定員を超えた場合は、
GPAを用いて選考する。



2019-9030000777-01生体機能解析学Ⅱ「12台以前」

右田　啓介、鹿志毛　信広、三島　健一、大江　賢治、巴山　忠(冨田　陵子、西條　尚)

◎薬

1.課題に関連する情報が検索でき、課題達成のために自ら進んで解決しようと
努力する。[A(5)③、G(1)、G(3)1・2]　(C-2)

2.研究倫理・動物倫理について理解している。[A(2)④、G(2)]　(C-2)

3.細胞培養を行うことができる。[G(3)3]　(C-2)

4.遺伝子導入や配列解析ができ、核酸医薬品について説明できる。[G(3)3,4]　
(C-2)

5.医薬品の定性・定量分析ができる。[G(3)3,4]　(C-2)

6.研究成果を論文としてまとめることができる。[G(3)6]　(C-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。



2019-9030000654-01機能形態学Ⅱ「P-a」（科目番号：2M1）

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

三島　健一

◎－－－　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、1年次後期
の機能形態学Ⅰと連携しており、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
の成り立ちや生体機能の調節」にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.骨格系・筋肉系について概説て きる。(C7(1)⑤1-2,C7(2)①4)(知識・理解)

2.循環器系について概説て きる。(C7(1)⑦1-3,C7(2)⑤1)(知識・理解)

3.血圧の調節機構について概説て きる。(C7(2)⑤1)(知識・理解)

4.血液・造血器系について概説て きる。(C7(1)⑭1) (知識・理解)

5.血液凝固・線溶系の機構について概説て きる。(C7(2)⑨1,C7(2)④1)(知識・
理解)

6.呼吸器系(肺、気管支)について概説できる。(C7(1)⑧1)(知識・理解)

7.泌尿器系について概説て きる。(C7(1)⑩1)(知識・理解)

8.体液の調節機構、尿の生成機構、尿量の調節機構について概説て きる。(C7
(2)⑦1-2)(知識・理解)

9.皮膚、感覚器系、体温の調節機構について概説て きる。(C7(1)⑥1,⑬1,C7(2)
⑧1)
(　　）内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番号(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、次年度以降
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)　－－－◎

サブノート形式の配布資料を事前に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（60
分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

「人体の成り立ち」や「生体機能の調節」に関する基本的な知識がどの程度
まで身に付いているか、また、その知識を自分の言葉でどの程度まで正確に
説明できるかを評価基準とする。
定期試験80％、小テスト(質問などの受講態度を加味する)20%を目安として総
合的に評価する。
フィードバックとして小テストについては解答の解説を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

パートナー機能形態学改訂2版（高野行夫、他編、南江堂、6000円、
ISBN978-4-524-40298-4、2014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、2010年）
第4版マクマリー生物有機化学　生化学編：菅原二三男訳、丸善、2014年、
4900円、ISBN978-4-621-08771-8
薬系 免疫学改訂第2版：植田正他編、南江堂、2013年、3400円、
ISBN978-4-524-40296-0
コンパス生化学：前田正知他編、南江堂、2015年、4800円、
ISBN978-4-524-40309-7
NEW薬理学（改訂第7版）、田中千賀子他編、南江堂、2017年、8800円、
ISBN978-4-524-26175-8

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 総論
2. 骨格系と筋肉1（骨格系、C7(1)⑤1）
3. 骨格系と筋肉2（筋肉、C7(1)⑤2、C7(2)①4、アドバンス
ト）
4. 循環器系1（構造と機能、C7(1)⑦1-3）
5. 循環器系2（血圧の調節、C7(2)⑤1）
6. 血液とリンハ 1（血液、C7(1)⑭1、C7(2)⑨1）
7. 血液とリンハ 2（リンハ 、C7(1)⑦3、C7(2)④1、アドバ
ンスト）
8. 呼吸器系1（構造と機能、C7(1)⑧1）
9. 呼吸器系2（呼吸調節、C7(1)⑧1）
10. 小テスト
11. 泌尿器系1（腎臓、C7(1)⑩1）
12. 泌尿器系2（利尿の仕組み、C7(2)⑦1-2）
13. 泌尿器系3（膀胱、C7(1)⑩1）
14. 感覚器官1（視覚系、C7(1)⑬1、アドバンスト）
15. 感覚器官2（聴覚系、皮膚、体温、C7(1)⑥1,⑬1、C7(2)
⑧1）
(　　）内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO
番号

◎－－－　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。



2019-9030000654-01機能形態学Ⅱ「P-a」（科目番号：2M1）

三島　健一

◎薬  :A-1,A-2

1.1.骨格系・筋肉系について概説て きる。(C7(1)⑤1-2,C7(2)①4)　(A-1)

2.2.循環器系について概説て きる。(C7(1)⑦1-3,C7(2)⑤1)　(A-1)

3.3.血圧の調節機構について概説て きる。(C7(2)⑤1)　(A-2)

4.4.血液・造血器系について概説て きる。(C7(1)⑭1) 　(A-1)

5.5.血液凝固・線溶系の機構について概説て きる。(C7(2)⑨1,C7(2)④1)　(A-2)

6.6.呼吸器系(肺、気管支)について概説できる。(C7(1)⑧1)　(A-1)

7.7.泌尿器系について概説て きる。(C7(1)⑩1)　(A-1)

8.8.体液の調節機構、尿の生成機構、尿量の調節機構について概説て きる。(C7
(2)⑦1-2)　(A-2)

9.9.皮膚、感覚器系、体温の調節機構について概説て きる。(C7(1)⑥1,⑬1,C7(2)
⑧1)
(　　）内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番号　(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。



2019-9030000654-02機能形態学Ⅱ「P-b」（科目番号：2M1）

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

三島　健一

◎－－－　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、1年次後期
の機能形態学Ⅰと連携しており、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
の成り立ちや生体機能の調節」にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.骨格系・筋肉系について概説て きる。(C7(1)⑤1-2,C7(2)①4)(知識・理解)

2.循環器系について概説て きる。(C7(1)⑦1-3,C7(2)⑤1)(知識・理解)

3.血圧の調節機構について概説て きる。(C7(2)⑤1)(知識・理解)

4.血液・造血器系について概説て きる。(C7(1)⑭1) (知識・理解)

5.血液凝固・線溶系の機構について概説て きる。(C7(2)⑨1,C7(2)④1)(知識・
理解)

6.呼吸器系(肺、気管支)について概説できる。(C7(1)⑧1)(知識・理解)

7.泌尿器系について概説て きる。(C7(1)⑩1)(知識・理解)

8.体液の調節機構、尿の生成機構、尿量の調節機構について概説て きる。(C7
(2)⑦1-2)(知識・理解)

9.皮膚、感覚器系、体温の調節機構について概説て きる。(C7(1)⑥1,⑬1,C7(2)
⑧1)
(　　）内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番号(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、次年度以降
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)　－－－◎

サブノート形式の配布資料を事前に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（60
分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

「人体の成り立ち」や「生体機能の調節」に関する基本的な知識がどの程度
まで身に付いているか、また、その知識を自分の言葉でどの程度まで正確に
説明できるかを評価基準とする。
定期試験80％、小テスト(質問などの受講態度を加味する)20%を目安として総
合的に評価する。
フィードバックとして小テストについては解答の解説を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

パートナー機能形態学改訂2版（高野行夫、他編、南江堂、6000円、
ISBN978-4-524-40298-4、2014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、2010年）
第4版マクマリー生物有機化学　生化学編：菅原二三男訳、丸善、2014年、
4900円、ISBN978-4-621-08771-8
薬系 免疫学改訂第2版：植田正他編、南江堂、2013年、3400円、
ISBN978-4-524-40296-0
コンパス生化学：前田正知他編、南江堂、2015年、4800円、
ISBN978-4-524-40309-7
NEW薬理学（改訂第7版）、田中千賀子他編、南江堂、2017年、8800円、
ISBN978-4-524-26175-8

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 総論
2. 骨格系と筋肉1（骨格系、C7(1)⑤1）
3. 骨格系と筋肉2（筋肉、C7(1)⑤2、C7(2)①4、アドバンス
ト）
4. 循環器系1（構造と機能、C7(1)⑦1-3）
5. 循環器系2（血圧の調節、C7(2)⑤1）
6. 血液とリンハ 1（血液、C7(1)⑭1、C7(2)⑨1）
7. 血液とリンハ 2（リンハ 、C7(1)⑦3、C7(2)④1、アドバ
ンスト）
8. 呼吸器系1（構造と機能、C7(1)⑧1）
9. 呼吸器系2（呼吸調節、C7(1)⑧1）
10. 小テスト
11. 泌尿器系1（腎臓、C7(1)⑩1）
12. 泌尿器系2（利尿の仕組み、C7(2)⑦1-2）
13. 泌尿器系3（膀胱、C7(1)⑩1）
14. 感覚器官1（視覚系、C7(1)⑬1、アドバンスト）
15. 感覚器官2（聴覚系、皮膚、体温、C7(1)⑥1,⑬1、C7(2)
⑧1）
(　　）内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO
番号

◎－－－　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。



2019-9030000654-02機能形態学Ⅱ「P-b」（科目番号：2M1）

三島　健一

◎薬  :A-1,A-2

1.1.骨格系・筋肉系について概説て きる。(C7(1)⑤1-2,C7(2)①4)　(A-1)

2.2.循環器系について概説て きる。(C7(1)⑦1-3,C7(2)⑤1)　(A-1)

3.3.血圧の調節機構について概説て きる。(C7(2)⑤1)　(A-2)

4.4.血液・造血器系について概説て きる。(C7(1)⑭1) 　(A-1)

5.5.血液凝固・線溶系の機構について概説て きる。(C7(2)⑨1,C7(2)④1)　(A-2)

6.6.呼吸器系(肺、気管支)について概説できる。(C7(1)⑧1)　(A-1)

7.7.泌尿器系について概説て きる。(C7(1)⑩1)　(A-1)

8.8.体液の調節機構、尿の生成機構、尿量の調節機構について概説て きる。(C7
(2)⑦1-2)　(A-2)

9.9.皮膚、感覚器系、体温の調節機構について概説て きる。(C7(1)⑥1,⑬1,C7(2)
⑧1)
(　　）内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番号　(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。



2019-9030000655-01疾患薬理学Ⅰ「P-a」（科目番号：2M2）

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

三島　健一、桂林　秀太郎

◎－－－　一般目標　－－－◎

　薬理学は、薬物が生体にどのような影響を及ぼすかを科学的に研究する学問で
ある。疾患薬理学Ⅰでは、薬理学の入門として、医薬品の作用する過程を理解す
るために、薬物の生体内における動きと作用に関する基本的知識を修得する。さ
らに、その応用として、自律神経、体性神経、視覚系、泌尿器系に作用をする治
療薬の知識を修得する。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「E医療薬学E1薬の作用と体の変化」、「C6生命現象の
基礎(6)②細胞内情報伝達」、「E医療薬学E2薬理・病態・薬物治療」にそって講
義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.薬の用量と作用の関係を説明て きる。(E1(1)①1)(技能)

2.アコ ニスト(作用薬、作動薬、刺激薬)とアンタコ ニスト(拮抗薬、遮断薬)につ
いて説明て きる。(E1(1)①2)(技能)

3.薬物か 作用するしくみについて、受容体、酵素、イオンチャネル、トランス
ホ ーター、細胞内情報伝達系を例に挙け て、その生理反応を説明て きる。(E1
(1)①3-5、C6(6)②1-5)(技能)

4.薬物依存性、耐性について説明て きる。(E1(1)①9、E1(4)4、E1(1)③1)(技能)

5.自律神経系、体性神経系に作用し、その支配器官の機能を修飾する代表的な薬
物を挙げ、薬理作用、機序、主な副作用を説明できる。（E2(1)①1-3、②1-2、
4）(技能)

6.緑内障など眼疾患について、治療薬の薬理（薬理作用、機序、主な副作用）、
および病態（病態生理、症状等）・薬物治療（医薬品の選択等）を説明できる。
（E2(6)①1,4）(技能)

7.利尿薬の薬理（薬理作用、機序、主な副作用）および臨床適用を説明できる。
（E2(3)③1、4-6、E2(5)①3）
(　　）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　－－－◎

　疾患薬理学Ⅰでは、薬理学への入門として、薬理学の定義、概念を学習する。
さらに、自律神経、体性神経、視覚系、泌尿器系に作用する治療薬を学習する。
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)　－－－◎

サブノート形式の配布資料（第1～8回）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
（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

「薬理・病態・薬物治療」に関する基本的な知識がどの程度まで身に付いている
か、また、その知識を自分の言葉でどの程度まで正確に説明できるかを評価基準
とする。
中間試験50%(授業計画1-8)、定期試験50％(授業計画9-15)として総合的に評価す
る。フィードバックとして中間試験については解答の解説を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

新しい疾患薬理学、岩崎克典他編、南江堂、2018年、7200円、
ISBN978-4-524-40335-6

◎－－－　参考書　－－－◎

薬がみえる vol.1、メディックメディア、2014年、3600円、
ISBN 978-4-89632-549-2
薬がみえる vol.2、メディックメディア、2015年、3600円、
ISBN 978-4-89632-585-0
パートナー機能形態学改訂第2版：藤原道弘他編、南江堂、2014年、6000円、
ISBN978-4-524-40298-4
第4版マクマリー生物有機化学　生化学編：菅原二三男訳、丸善、2014年、4900
円、ISBN978-4-621-08771-8
薬系 免疫学改訂第2版：植田正他編、南江堂、2013年、3400円、
ISBN978-4-524-40296-0
コンパス生化学：前田正知他編、南江堂、2015年、4800円、
ISBN978-4-524-40309-7
NEW薬理学（改訂第7版）、田中千賀子他編、南江堂、2017年、8800円、
ISBN978-4-524-26175-8

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．薬理学の概念と分類(アドバンスト)三島
2．薬物受容体(E1(1)①3、C6(6)②1-2)三島
3．薬物濃度と薬理反応、作動薬、拮抗薬(E1(1)①1-2)三島
4. 薬の作用様式、薬物の耐性と依存性(E1(1)①9、E(4)4、
E1(1)③1)三島
5．生体内情報伝達総論1：核内受容体、イオンチャネル内
蔵型受容体(E1(1)①4、C6(6)②1-5)三島
6．生体内情報伝達総論2： GPCR、酵素共役型受容体(E1
(1)①5、C6(6)②1-5)三島
7．創薬からみた受容体概念（アドバンスト）三島
8．関連問題の解説（アドバンスト）三島
9．電解質の基礎とイオンシグナル（E1(1)①3）桂林
10．運動神経作用薬と局所麻酔薬（E2(1)②1-2, 4）桂林
11．自律神経作用薬（E2(1)①1-3）桂林
12．眼疾患治療薬（緑内障、他）（E2(6)①1,4）桂林
13．泌尿器作用薬Ⅰ（利尿薬の作用）（E2(3)③1）桂林
14．泌尿器作用薬Ⅱ（泌尿器疾患治療薬）（E2(3)
③4,5,6、E2(5)①3）桂林
15．総復習（イオンチャネルと受容体のまとめ）（C6(6)
②1-5）桂林
(　　）内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO
番号

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　薬理学を学ぶ上で背景となる既習講義科目（特に生物関
連科目）は十分に修得しておくこと。また、各自、講義
ノートを作成し、予習・復習を十分に行なうこと。



2019-9030000655-01疾患薬理学Ⅰ「P-a」（科目番号：2M2）

三島　健一、桂林　秀太郎

◎薬  :B-3

1.1.薬の用量と作用の関係を説明て きる。(E1(1)①1)　(B-3)

2.2.アコ ニスト(作用薬、作動薬、刺激薬)とアンタコ ニスト(拮抗薬、遮断薬)
について説明て きる。(E1(1)①2)　(B-3)

3.3.薬物か 作用するしくみについて、受容体、酵素、イオンチャネル、トラン
スホ ーター、細胞内情報伝達系を例に挙け て、その生理反応を説明て きる。
(E1(1)①3-5、C6(6)②1-5)　(B-3)

4.4.薬物依存性、耐性について説明て きる。(E1(1)①9、E1(4)4、E1(1)③1)　
(B-3)

5.5.自律神経系、体性神経系に作用し、その支配器官の機能を修飾する代表的
な薬物を挙げ、薬理作用、機序、主な副作用を説明できる。（E2(1)①1-3、
②1-2、4）　(B-3)

6.6.緑内障など眼疾患について、治療薬の薬理（薬理作用、機序、主な副作
用）、および病態（病態生理、症状等）・薬物治療（医薬品の選択等）を説明
できる。（E2(6)①1,4）　(B-3)

7.7.利尿薬の薬理（薬理作用、機序、主な副作用）および臨床適用を説明でき
る。（E2(3)③1、4-6、E2(5)①3）
(　　）内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番号 　(B-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。



2019-9030000655-02疾患薬理学Ⅰ「P-b」（科目番号：2M2）

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

三島　健一、桂林　秀太郎

◎－－－　一般目標　－－－◎

　薬理学は、薬物が生体にどのような影響を及ぼすかを科学的に研究する学問で
ある。疾患薬理学Ⅰでは、薬理学の入門として、医薬品の作用する過程を理解す
るために、薬物の生体内における動きと作用に関する基本的知識を修得する。さ
らに、その応用として、自律神経、体性神経、視覚系、泌尿器系に作用をする治
療薬の知識を修得する。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「E医療薬学E1薬の作用と体の変化」、「C6生命現象の
基礎(6)②細胞内情報伝達」、「E医療薬学E2薬理・病態・薬物治療」にそって講
義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.薬の用量と作用の関係を説明て きる。(E1(1)①1)(技能)

2.アコ ニスト(作用薬、作動薬、刺激薬)とアンタコ ニスト(拮抗薬、遮断薬)につ
いて説明て きる。(E1(1)①2)(技能)

3.薬物か 作用するしくみについて、受容体、酵素、イオンチャネル、トランス
ホ ーター、細胞内情報伝達系を例に挙け て、その生理反応を説明て きる。(E1
(1)①3-5、C6(6)②1-5)(技能)

4.薬物依存性、耐性について説明て きる。(E1(1)①9、E1(4)4、E1(1)③1)(技能)

5.自律神経系、体性神経系に作用し、その支配器官の機能を修飾する代表的な薬
物を挙げ、薬理作用、機序、主な副作用を説明できる。（E2(1)①1-3、②1-2、
4）(技能)

6.緑内障など眼疾患について、治療薬の薬理（薬理作用、機序、主な副作用）、
および病態（病態生理、症状等）・薬物治療（医薬品の選択等）を説明できる。
（E2(6)①1,4）(技能)

7.利尿薬の薬理（薬理作用、機序、主な副作用）および臨床適用を説明できる。
（E2(3)③1、4-6、E2(5)①3）
(　　）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　－－－◎

　疾患薬理学Ⅰでは、薬理学への入門として、薬理学の定義、概念を学習する。
さらに、自律神経、体性神経、視覚系、泌尿器系に作用する治療薬を学習する。
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)　－－－◎

サブノート形式の配布資料（第1～8回）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
（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

「薬理・病態・薬物治療」に関する基本的な知識がどの程度まで身に付いている
か、また、その知識を自分の言葉でどの程度まで正確に説明できるかを評価基準
とする。
中間試験50%(授業計画1-8)、定期試験50％(授業計画9-15)として総合的に評価す
る。フィードバックとして中間試験については解答の解説を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

新しい疾患薬理学、岩崎克典他編、南江堂、2018年、7200円、
ISBN978-4-524-40335-6

◎－－－　参考書　－－－◎

薬がみえる vol.1、メディックメディア、2014年、3600円、
ISBN 978-4-89632-549-2
薬がみえる vol.2、メディックメディア、2015年、3600円、
ISBN 978-4-89632-585-0
パートナー機能形態学改訂第2版：藤原道弘他編、南江堂、2014年、6000円、
ISBN978-4-524-40298-4
第4版マクマリー生物有機化学　生化学編：菅原二三男訳、丸善、2014年、4900
円、ISBN978-4-621-08771-8
薬系 免疫学改訂第2版：植田正他編、南江堂、2013年、3400円、
ISBN978-4-524-40296-0
コンパス生化学：前田正知他編、南江堂、2015年、4800円、
ISBN978-4-524-40309-7
NEW薬理学（改訂第7版）、田中千賀子他編、南江堂、2017年、8800円、
ISBN978-4-524-26175-8

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．薬理学の概念と分類(アドバンスト)三島
2．薬物受容体(E1(1)①3、C6(6)②1-2)三島
3．薬物濃度と薬理反応、作動薬、拮抗薬(E1(1)①1-2)三島
4. 薬の作用様式、薬物の耐性と依存性(E1(1)①9、E(4)4、
E1(1)③1)三島
5．生体内情報伝達総論1：核内受容体、イオンチャネル内
蔵型受容体(E1(1)①4、C6(6)②1-5)三島
6．生体内情報伝達総論2： GPCR、酵素共役型受容体(E1
(1)①5、C6(6)②1-5)三島
7．創薬からみた受容体概念（アドバンスト）三島
8．関連問題の解説（アドバンスト）三島
9．電解質の基礎とイオンシグナル（E1(1)①3）桂林
10．運動神経作用薬と局所麻酔薬（E2(1)②1-2, 4）桂林
11．自律神経作用薬（E2(1)①1-3）桂林
12．眼疾患治療薬（緑内障、他）（E2(6)①1,4）桂林
13．泌尿器作用薬Ⅰ（利尿薬の作用）（E2(3)③1）桂林
14．泌尿器作用薬Ⅱ（泌尿器疾患治療薬）（E2(3)
③4,5,6、E2(5)①3）桂林
15．総復習（イオンチャネルと受容体のまとめ）（C6(6)
②1-5）桂林
(　　）内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO
番号

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　薬理学を学ぶ上で背景となる既習講義科目（特に生物関
連科目）は十分に修得しておくこと。また、各自、講義
ノートを作成し、予習・復習を十分に行なうこと。



2019-9030000655-02疾患薬理学Ⅰ「P-b」（科目番号：2M2）

三島　健一、桂林　秀太郎

◎薬  :B-3

1.1.薬の用量と作用の関係を説明て きる。(E1(1)①1)　(B-3)

2.2.アコ ニスト(作用薬、作動薬、刺激薬)とアンタコ ニスト(拮抗薬、遮断薬)
について説明て きる。(E1(1)①2)　(B-3)

3.3.薬物か 作用するしくみについて、受容体、酵素、イオンチャネル、トラン
スホ ーター、細胞内情報伝達系を例に挙け て、その生理反応を説明て きる。
(E1(1)①3-5、C6(6)②1-5)　(B-3)

4.4.薬物依存性、耐性について説明て きる。(E1(1)①9、E1(4)4、E1(1)③1)　
(B-3)

5.5.自律神経系、体性神経系に作用し、その支配器官の機能を修飾する代表的
な薬物を挙げ、薬理作用、機序、主な副作用を説明できる。（E2(1)①1-3、
②1-2、4）　(B-3)

6.6.緑内障など眼疾患について、治療薬の薬理（薬理作用、機序、主な副作
用）、および病態（病態生理、症状等）・薬物治療（医薬品の選択等）を説明
できる。（E2(6)①1,4）　(B-3)

7.7.利尿薬の薬理（薬理作用、機序、主な副作用）および臨床適用を説明でき
る。（E2(3)③1、4-6、E2(5)①3）
(　　）内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番号 　(B-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。



2019-9030000787-01総合医療薬学特別講義Ⅱ「13台以降」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 6 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・３時限～４時限　　試験時間割：後日発表　　

三島　健一、岩崎　克典、遠城寺　宗近、中島　学、大江　賢治、安河内　友世、林　稔展(村田　雄介、中野　貴文)

◎－－－　一般目標　－－－◎

　総合医療薬学特別講義Ⅱでは、これまで学習してきた疾病と薬物の作用に
関する知識を復習し、医薬品の作用する過程を理解する。さらに、患者情報
に応じた薬の選択、用法・用量の設定および医薬品情報・安全性や治療ガイ
ドラインを考慮した適正な薬物治療に参画できるようになることが必要であ
る。そのために、疾病に伴う症状などの患者情報を解析し、最適な治療を実
施するための薬理、病態・薬物治療に関する基本的事項を修得することを目
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「E1薬の作用と体の変化(E1(1)-(4))」と「E2　薬理・病態・薬物
治療(E2(1)-(7))」にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

 (　　)内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番号
1.薬の作用、医薬品の安全性について説明できる。(E1(1)①1-9,②1-3,E1(4)1-4)
(態度・志向性)

2.身体の病的変化、薬物治療の位置づけについて説明できる。(E1(2)①1,②1-8,
E1(3)1-2)(態度・志向性)

3.神経系の疾患について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、およ
び病態(病 態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。(E2(1)
①1-4,②1-4,③1-14,④1)(態度・志向性)

4.免疫・炎症・アレルギーおよび骨・関節の疾患について、治療薬の薬理(薬
理作用、機序、主な副作用)、および病態(病 態生理、症状等)・薬物治療(医薬
品の選択等)を説明できる。(E2(2)①1-3,②1-9,③1-4,④1)(態度・志向性)

5.循環器系・血液系・造血器系・泌尿器系・生殖器系の疾患について、治療薬
の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病 態生理、症状等)・薬物
治療(医薬品の選択等)を説明できる。(E2(3)①1-6,②1-5,③1-8,④1)(態度・志向
性)

6.呼吸器系・消化器系の疾患について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な
副作用)、および病態(病 態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明
できる。(E2(4) ①1-4,②1-9,③1)(態度・志向性)

7.代謝系・内分泌系の疾患について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副
作用)、および病態(病 態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明で
きる。(E2(5)①1-3,②1-5,③1)(態度・志向性)

8.感覚器・皮膚の疾患について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作
用)、および病態(病 態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明でき
る。(E2(6)①1-4,②1-2,③1-4,④1)(態度・志向性)

9.病原微生物(感染症)・悪性新生物(がん)について、治療薬の薬理(薬理作用、
機序、主な副作用)、および病態(病 態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択
等)を説明できる。(E2(7)①1-2,②1,③1-10,④1-6,⑤1-2,⑥1-2,⑦1-3,⑧1-13,⑨1-2,
⑩1)(態度・志向性)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　本講義では、これまで学んだ事柄を疾患別臓器別に系統立てて復習する。
薬学部を卒業し、薬剤師として十分な能力を習得することを目的とするの
で、予め教科書を読んで、予習してくること
。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習・復習は欠かせない。単に知識を増やすのでなく、内容をよく理解する
こと。そのために予習・復習することを勧める（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

薬物受容体、疾患に対する治療薬の作用機序、副作用、使用方法、疾患の症
状、発症機序に関する基本的な知識がどの程度まで身に付いているか、ま
た、その知識を自分の言葉でどの程度まで正確に説明できるかを評価基準と
する。
中間試験（50%）と定期試験(50%)として総合的評価する。
フィードバックとして中間試験については解答解説を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

配布資料

◎－－－　授業計画　－－－◎

1-2. 薬の受容体と情報伝達、作用・副作用(E1(1),(4),三島)
3-4. 医薬品の安全性(E1(1),(4),三島)
5-6. 治療薬の作用と副作用　①中枢神経作用薬(E2(1),E1
(1),(4),岩崎)
7-8. 治療薬の作用と副作用　②自律神経作用薬、循環・呼
吸器作用薬、消化器作用薬(E2(1),E2(3)-(4),E1(1),(4),岩崎)
9-10. 治療薬の作用と副作用　③悪性腫瘍関連薬(E2(7)7⑦-
⑨,E1(1),(4),林)
11-12. 治療薬の作用と副作用　④感染症関連薬(E2(7)①-⑥,
E1(1),(4),中野)
13-14. 治療薬の作用と副作用　⑤中間試験(三島)
15-16. 薬物治療　①腎・尿路疾患・生殖器・感染症(E2(3),
E2(7),E1(2)-(3),安河内)
17-18. 薬物治療　②代謝・内分泌、感覚器、骨・関節(E2
(2),E2(5),E2(6), E1(2)-(3),大江)
19-20. 薬物治療　③消化器疾患(E2(4),E1(2)-(3),遠城寺)
21-22. 薬物治療　④循環器疾患(E2(3),E1(2)-(3),中島)
23-24. 薬物治療　⑤アレルギー・免疫疾患、移植医療、血
液疾患(E2(2) E2(3), E1(2)-(3),中島)
25-26. 薬物治療　⑥悪性腫瘍(含：緩和ケア)(E2(7),E1
(2)-(3),安河内)
27-28. 薬物治療　⑦精神・神経疾患(E2(1),E1(2)-(3),村田)
29-30. 薬物治療　⑧呼吸器疾患(E2(4),E1(2)-(3),遠城寺)
 (　　)内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番
号

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

これまでの講義で説明が不足している分野を中心に講義を
行なうので、背景となる既習講義科目は十分に修得してお
くことが望ましい。



2019-9030000787-01総合医療薬学特別講義Ⅱ「13台以降」

三島　健一、岩崎　克典、遠城寺　宗近、中島　学、大江　賢治、安河内　友世、林　稔展(村田　雄介、中野　貴文)

◎薬

1. (　　)内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番号
1.薬の作用、医薬品の安全性について説明できる。(E1(1)①1-9,②1-3,E1(4)1-4)
　(C-2)

2.2.身体の病的変化、薬物治療の位置づけについて説明できる。(E1(2)①1,
②1-8,E1(3)1-2)　(C-2)

3.3.神経系の疾患について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、およ
び病態(病 態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。(E2(1)
①1-4,②1-4,③1-14,④1)　(C-2)

4.4.免疫・炎症・アレルギーおよび骨・関節の疾患について、治療薬の薬理(薬
理作用、機序、主な副作用)、および病態(病 態生理、症状等)・薬物治療(医薬
品の選択等)を説明できる。(E2(2)①1-3,②1-9,③1-4,④1)　(C-2)

5.5.循環器系・血液系・造血器系・泌尿器系・生殖器系の疾患について、治療
薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病 態生理、症状等)・薬
物治療(医薬品の選択等)を説明できる。(E2(3)①1-6,②1-5,③1-8,④1)　(C-2)

6.6.呼吸器系・消化器系の疾患について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な
副作用)、および病態(病 態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明で
きる。(E2(4) ①1-4,②1-9,③1)　(C-2)

7.7.代謝系・内分泌系の疾患について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副
作用)、および病態(病 態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明でき
る。(E2(5)①1-3,②1-5,③1)　(C-2)

8.8.感覚器・皮膚の疾患について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作
用)、および病態(病 態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明でき
る。(E2(6)①1-4,②1-2,③1-4,④1)　(C-2)

9.9.病原微生物(感染症)・悪性新生物(がん)について、治療薬の薬理(薬理作用、
機序、主な副作用)、および病態(病 態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択
等)を説明できる。(E2(7)①1-2,②1,③1-10,④1-6,⑤1-2,⑥1-2,⑦1-3,⑧1-13,⑨1-2,
⑩1)　(C-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。



2019-9030000787-02総合医療薬学特別講義Ⅱ「12台以前」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 6 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：後日発表　　

三島　健一、岩崎　克典、遠城寺　宗近、中島　学、大江　賢治、安河内　友世、林　稔展(村田　雄介、中野　貴文)

◎－－－　一般目標　－－－◎

　総合医療薬学特別講義Ⅱでは、これまで学習してきた疾病と薬物の作用に
関する知識を復習し、医薬品の作用する過程を理解する。さらに、患者情報
に応じた薬の選択、用法・用量の設定および医薬品情報・安全性や治療ガイ
ドラインを考慮した適正な薬物治療に参画できるようになることが必要であ
る。そのために、疾病に伴う症状などの患者情報を解析し、最適な治療を実
施するための薬理、病態・薬物治療に関する基本的事項を修得することを目
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「E1薬の作用と体の変化(E1(1)-(4))」と「E2　薬理・病態・薬物
治療(E2(1)-(7))」にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

 (　　)内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番号
1.薬の作用、医薬品の安全性について説明できる。(E1(1)①1-9,②1-3,E1(4)1-4)
(態度・志向性)

2.身体の病的変化、薬物治療の位置づけについて説明できる。(E1(2)①1,②1-8,
E1(3)1-2)(態度・志向性)

3.神経系の疾患について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、およ
び病態(病 態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。(E2(1)
①1-4,②1-4,③1-14,④1)(態度・志向性)

4.免疫・炎症・アレルギーおよび骨・関節の疾患について、治療薬の薬理(薬
理作用、機序、主な副作用)、および病態(病 態生理、症状等)・薬物治療(医薬
品の選択等)を説明できる。(E2(2)①1-3,②1-9,③1-4,④1)(態度・志向性)

5.循環器系・血液系・造血器系・泌尿器系・生殖器系の疾患について、治療薬
の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病 態生理、症状等)・薬物
治療(医薬品の選択等)を説明できる。(E2(3)①1-6,②1-5,③1-8,④1)(態度・志向
性)

6.呼吸器系・消化器系の疾患について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な
副作用)、および病態(病 態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明
できる。(E2(4) ①1-4,②1-9,③1)(態度・志向性)

7.代謝系・内分泌系の疾患について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副
作用)、および病態(病 態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明で
きる。(E2(5)①1-3,②1-5,③1)(態度・志向性)

8.感覚器・皮膚の疾患について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作
用)、および病態(病 態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明でき
る。(E2(6)①1-4,②1-2,③1-4,④1)(態度・志向性)

9.病原微生物(感染症)・悪性新生物(がん)について、治療薬の薬理(薬理作用、
機序、主な副作用)、および病態(病 態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択
等)を説明できる。(E2(7)①1-2,②1,③1-10,④1-6,⑤1-2,⑥1-2,⑦1-3,⑧1-13,⑨1-2,
⑩1)(態度・志向性)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　本講義では、これまで学んだ事柄を疾患別臓器別に系統立てて復習する。
薬学部を卒業し、薬剤師として十分な能力を習得することを目的とするの
で、予め教科書を読んで、予習してくること
。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習・復習は欠かせない。単に知識を増やすのでなく、内容をよく理解する
こと。そのために予習・復習することを勧める（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

薬物受容体、疾患に対する治療薬の作用機序、副作用、使用方法、疾患の症
状、発症機序に関する基本的な知識がどの程度まで身に付いているか、ま
た、その知識を自分の言葉でどの程度まで正確に説明できるかを評価基準と
する。
中間試験（50%）と定期試験(50%)として総合的評価する。
フィードバックとして中間試験については解答解説を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

配布資料

◎－－－　授業計画　－－－◎

1-2. 薬の受容体と情報伝達、作用・副作用(E1(1),(4),三島)
3-4. 医薬品の安全性(E1(1),(4),三島)
5-6. 治療薬の作用と副作用　①中枢神経作用薬(E2(1),E1
(1),(4),岩崎)
7-8. 治療薬の作用と副作用　②自律神経作用薬、循環・呼
吸器作用薬、消化器作用薬(E2(1),E2(3)-(4),E1(1),(4),岩崎)
9-10. 治療薬の作用と副作用　③悪性腫瘍関連薬(E2(7)7⑦-
⑨,E1(1),(4),林)
11-12. 治療薬の作用と副作用　④感染症関連薬(E2(7)①-⑥,
E1(1),(4),中野)
13-14. 治療薬の作用と副作用　⑤中間試験(三島)
15-16. 薬物治療　①腎・尿路疾患・生殖器・感染症(E2(3),
E2(7),E1(2)-(3),安河内)
17-18. 薬物治療　②代謝・内分泌、感覚器、骨・関節(E2
(2),E2(5),E2(6), E1(2)-(3),大江)
19-20. 薬物治療　③消化器疾患(E2(4),E1(2)-(3),遠城寺)
21-22. 薬物治療　④循環器疾患(E2(3),E1(2)-(3),中島)
23-24. 薬物治療　⑤アレルギー・免疫疾患、移植医療、血
液疾患(E2(2) E2(3), E1(2)-(3),中島)
25-26. 薬物治療　⑥悪性腫瘍(含：緩和ケア)(E2(7),E1
(2)-(3),安河内)
27-28. 薬物治療　⑦精神・神経疾患(E2(1),E1(2)-(3),村田)
29-30. 薬物治療　⑧呼吸器疾患(E2(4),E1(2)-(3),遠城寺)
 (　　)内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番
号

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

これまでの講義で説明が不足している分野を中心に講義を
行なうので、背景となる既習講義科目は十分に修得してお
くことが望ましい。



2019-9030000787-02総合医療薬学特別講義Ⅱ「12台以前」

三島　健一、岩崎　克典、遠城寺　宗近、中島　学、大江　賢治、安河内　友世、林　稔展(村田　雄介、中野　貴文)

◎薬

1. (　　)内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番号
1.薬の作用、医薬品の安全性について説明できる。(E1(1)①1-9,②1-3,E1(4)1-4)
　(C-2)

2.2.身体の病的変化、薬物治療の位置づけについて説明できる。(E1(2)①1,
②1-8,E1(3)1-2)　(C-2)

3.3.神経系の疾患について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、およ
び病態(病 態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。(E2(1)
①1-4,②1-4,③1-14,④1)　(C-2)

4.4.免疫・炎症・アレルギーおよび骨・関節の疾患について、治療薬の薬理(薬
理作用、機序、主な副作用)、および病態(病 態生理、症状等)・薬物治療(医薬
品の選択等)を説明できる。(E2(2)①1-3,②1-9,③1-4,④1)　(C-2)

5.5.循環器系・血液系・造血器系・泌尿器系・生殖器系の疾患について、治療
薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病 態生理、症状等)・薬
物治療(医薬品の選択等)を説明できる。(E2(3)①1-6,②1-5,③1-8,④1)　(C-2)

6.6.呼吸器系・消化器系の疾患について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な
副作用)、および病態(病 態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明で
きる。(E2(4) ①1-4,②1-9,③1)　(C-2)

7.7.代謝系・内分泌系の疾患について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副
作用)、および病態(病 態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明でき
る。(E2(5)①1-3,②1-5,③1)　(C-2)

8.8.感覚器・皮膚の疾患について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作
用)、および病態(病 態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明でき
る。(E2(6)①1-4,②1-2,③1-4,④1)　(C-2)

9.9.病原微生物(感染症)・悪性新生物(がん)について、治療薬の薬理(薬理作用、
機序、主な副作用)、および病態(病 態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択
等)を説明できる。(E2(7)①1-2,②1,③1-10,④1-6,⑤1-2,⑥1-2,⑦1-3,⑧1-13,⑨1-2,
⑩1)　(C-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。



2019-9030000793-01総合薬学演習(含卒業試験)

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 6 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

三島　健一、他

◎－－－　一般目標　－－－◎

　これまでに学んできた薬学の知識を総合的に理解して、各分野で演
習課題の学習を通して、薬学・医療の進歩と改善に資するために、以
下の内容を踏まえて、研究を遂行する意欲と問題発見・解決能力を身
につける。
（1）薬学における研究の位置づけ：研究マインドをもって生涯にわた
り医療に貢献するために、薬学における研究の位置づけを理解する。
（2）研究に必要な法規範と倫理：自らが実施する研究に係る法令、指
針を理解し、それらを遵守して研究に取り組む。
（3）研究の実践：研究のプロセスを通して、知識や技能を総合的に活
用して問題を解決する能力を培う。
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「G薬学研究(1)-(3)」にそって研究を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 基礎から臨床に至る研究の目的と役割について説明できる。(G(1)1)
(態度・志向性)

2. 研究には自立性と独創性が求められていることを知る。(G(1)2) (態
度・志向性)

3. 現象を客観的に捉える観察眼をもち、論理的に思考できる。(G(1)3)
(態度・志向性)

4. 新たな課題にチャレンジする創造的精神を養う。(G(1)4)(態度・志向
性)

5. 研究に必要な法規範と倫理を概説でき、法規範を遵守して研究に取
り組む。(G(2)1-3)(態度・志向性)

6. 研究課題に関する国内外の研究成果を調査し、読解、評価できる。
(G(3)1)(態度・志向性)

7. 課題達成のために解決すべき問題点を抽出し、研究計画を立案し、
実施でき、結果を考察する。(G(3)2-4)(態度・志向性)

8.研究成果の効果的なプレゼンテーションを行い、適切な質疑応答が
できる。(G(3)5)(態度・志向性)

9.研究成果を報告書や論文としてまとめることができる。(G(3)6)
（　）内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番号(態度・志
向性)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　各分野の授業計画に従って学習する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　指定した資料などを事前に読んでおくこと（60分）。解説されたと
ころは、もう一度見直しておくこと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　1̃6年前期まで学んできた薬学の知識・技能・態度を総合的に理解し
ているかを評価の基準とする。評価は、ヒューマニズムとコミュニ
ケーション能力を10％、卒業論文を30％、卒業試験の成績を60％とし
てルーブリック評価を用いて行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　各教室の課題については、必要に応じて資料を配布する。
　

◎－－－　授業計画　－－－◎

下記の添付ファイルをご確認ください。

◎－－－　添付ファイル　－－－◎

2019総合薬学演習担当者および授業計画
(20192総合薬学演習(6年次)担当者および授業計画.pdf)



2019-9030000793-01総合薬学演習(含卒業試験)

三島　健一、他

◎薬  :C-2

1.1. 基礎から臨床に至る研究の目的と役割について説明できる。(G(1)1) 　(C-2)

2.2. 研究には自立性と独創性が求められていることを知る。(G(1)2) 　(C-2)

3.3. 現象を客観的に捉える観察眼をもち、論理的に思考できる。(G(1)3)　(C-2)

4.4. 新たな課題にチャレンジする創造的精神を養う。(G(1)4)　(C-2)

5.5. 研究に必要な法規範と倫理を概説でき、法規範を遵守して研究に取り組
む。(G(2)1-3)　(C-2)

6.6. 研究課題に関する国内外の研究成果を調査し、読解、評価できる。(G(3)1)
　(C-2)

7.7. 課題達成のために解決すべき問題点を抽出し、研究計画を立案し、実施で
き、結果を考察する。(G(3)2-4)　(C-2)

8.8.研究成果の効果的なプレゼンテーションを行い、適切な質疑応答ができ
る。(G(3)5)　(C-2)

9.9.研究成果を報告書や論文としてまとめることができる。(G(3)6)
（　）内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番号　(C-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。



2019-9030000793-02総合薬学演習(含卒業試験)「再クラス」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 6 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

三島　健一、他

◎－－－　一般目標　－－－◎

　これまでに学んできた薬学の知識を総合的に理解して、各分野で演
習課題の学習を通して、薬学・医療の進歩と改善に資するために、以
下の内容を踏まえて、研究を遂行する意欲と問題発見・解決能力を身
につける。
（1）薬学における研究の位置づけ：研究マインドをもって生涯にわた
り医療に貢献するために、薬学における研究の位置づけを理解する。
（2）研究に必要な法規範と倫理：自らが実施する研究に係る法令、指
針を理解し、それらを遵守して研究に取り組む。
（3）研究の実践：研究のプロセスを通して、知識や技能を総合的に活
用して問題を解決する能力を培う。
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「G薬学研究(1)-(3)」にそって研究を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 基礎から臨床に至る研究の目的と役割について説明できる。(G(1)1)
(態度・志向性)

2. 研究には自立性と独創性が求められていることを知る。(G(1)2) (態
度・志向性)

3. 現象を客観的に捉える観察眼をもち、論理的に思考できる。(G(1)3)
(態度・志向性)

4. 新たな課題にチャレンジする創造的精神を養う。(G(1)4)(態度・志向
性)

5. 研究に必要な法規範と倫理を概説でき、法規範を遵守して研究に取
り組む。(G(2)1-3)(態度・志向性)

6. 研究課題に関する国内外の研究成果を調査し、読解、評価できる。
(G(3)1)(態度・志向性)

7. 課題達成のために解決すべき問題点を抽出し、研究計画を立案し、
実施でき、結果を考察する。(G(3)2-4)(態度・志向性)

8.研究成果の効果的なプレゼンテーションを行い、適切な質疑応答が
できる。(G(3)5)(態度・志向性)

9.研究成果を報告書や論文としてまとめることができる。(G(3)6)
（　）内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番号(態度・志
向性)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　各分野の授業計画に従って学習する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　指定した資料などを事前に読んでおくこと（60分）。解説されたと
ころは、もう一度見直しておくこと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　1̃6年前期まで学んできた薬学の知識・技能・態度を総合的に理解し
ているかを評価の基準とする。評価は、ヒューマニズムとコミュニ
ケーション能力を10％、卒業論文を30％、卒業試験の成績を60％とし
てルーブリック評価を用いて行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　各教室の課題については、必要に応じて資料を配布する。
　

◎－－－　授業計画　－－－◎

下記の添付ファイルをご確認ください。

◎－－－　添付ファイル　－－－◎

2019総合薬学演習担当者および授業計画
(20192総合薬学演習(6年次)担当者および授業計画.pdf)



2019-9030000793-02総合薬学演習(含卒業試験)「再クラス」

三島　健一、他

◎薬  :C-2

1.1. 基礎から臨床に至る研究の目的と役割について説明できる。(G(1)1) 　(C-2)

2.2. 研究には自立性と独創性が求められていることを知る。(G(1)2) 　(C-2)

3.3. 現象を客観的に捉える観察眼をもち、論理的に思考できる。(G(1)3)　(C-2)

4.4. 新たな課題にチャレンジする創造的精神を養う。(G(1)4)　(C-2)

5.5. 研究に必要な法規範と倫理を概説でき、法規範を遵守して研究に取り組
む。(G(2)1-3)　(C-2)

6.6. 研究課題に関する国内外の研究成果を調査し、読解、評価できる。(G(3)1)
　(C-2)

7.7. 課題達成のために解決すべき問題点を抽出し、研究計画を立案し、実施で
き、結果を考察する。(G(3)2-4)　(C-2)

8.8.研究成果の効果的なプレゼンテーションを行い、適切な質疑応答ができ
る。(G(3)5)　(C-2)

9.9.研究成果を報告書や論文としてまとめることができる。(G(3)6)
（　）内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番号　(C-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。



2019-9030000752-01特別実習「14台以前」

 期別：通年　　単位数：14　　開講年次： 5 　　授業形態：実習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年　　試験時間割：定期試験なし　　

三島　健一、他

◎－－－　一般目標　－－－◎

　これまでに学んできた薬学の知識を総合的に理解して、各分野で演
習課題の学習を通して、薬学・医療の進歩と改善に資するために、以
下の内容を踏まえて、研究を遂行する意欲と問題発見・解決能力を身
につける。
（1）薬学における研究の位置づけ：研究マインドをもって生涯にわた
り医療に貢献するために、薬学における研究の位置づけを理解する。
（2）研究に必要な法規範と倫理：自らが実施する研究に係る法令、指
針を理解し、それらを遵守して研究に取り組む。
（3）研究の実践：研究のプロセスを通して、知識や技能を総合的に活
用して問題を解決する能力を培う。
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「G薬学研究(1)-(3)」にそって研究を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 基礎から臨床に至る研究の目的と役割について説明できる。(G(1)1)
(態度・志向性)

2. 研究には自立性と独創性が求められていることを知る。(G(1)2)(態
度・志向性)

3. 現象を客観的に捉える観察眼をもち、論理的に思考できる。(G(1)3)
(態度・志向性)

4. 新たな課題にチャレンジする創造的精神を養う。(G(1)4)(態度・志向
性)

5. 研究に必要な法規範と倫理を概説でき、法規範を遵守して研究に取
り組む。(G(2)1-3)(態度・志向性)

6. 研究課題に関する国内外の研究成果を調査し、読解、評価できる。
(G(3)1)(態度・志向性)

7. 課題達成のために解決すべき問題点を抽出し、研究計画を立案し、
実施でき、結果を考察する。(G(3)2-4)(態度・志向性)

8.研究成果の効果的なプレゼンテーションを行い、適切な質疑応答がで
きる。(G(3)5)(態度・志向性)

9.研究成果を報告書や論文としてまとめることができる。(G(3)6)
(　　)内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番号(態度・志
向性)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　各研究室の指導者の指示に基づいて行う。

　

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　次回の実習内容を把握して、予め準備しておくこと（60分）。実習
結果については、関連分野の知識習得を含め十分に考察を行うこと
（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　科学的根拠に基づいて問題点を解決する能力を修得しているかを評
価の基準とする。評価は、平常点（実習に取り組む姿勢、研究室での
態度）を50％、ポスター発表の成績を50％としてルーブリック評価を
用いて行う。ポスター発表の成績には、発表会における審査点を含め
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　指導者の指示を仰ぐこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

下記の添付ファイルをご確認ください。

◎－－－　添付ファイル　－－－◎

2019薬学研究Ⅰ/特別実習担当者および授業計画
(20192薬学研究Ⅰ特別実習(5年次)担当者および授業計画.
pdf)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　自分勝手な実験を慎み、指導者の指導を守って危険回避
に努める。



2019-9030000752-01特別実習「14台以前」

三島　健一、他

◎薬

1.1. 基礎から臨床に至る研究の目的と役割について説明できる。(G(1)1)　(C-2)

2.2. 研究には自立性と独創性が求められていることを知る。(G(1)2)　(C-2)

3.3. 現象を客観的に捉える観察眼をもち、論理的に思考できる。(G(1)3)　(C-2)

4.4. 新たな課題にチャレンジする創造的精神を養う。(G(1)4)　(C-2)

5.5. 研究に必要な法規範と倫理を概説でき、法規範を遵守して研究に取り組
む。(G(2)1-3)　(C-2)

6.6. 研究課題に関する国内外の研究成果を調査し、読解、評価できる。(G(3)1)
　(C-2)

7.7. 課題達成のために解決すべき問題点を抽出し、研究計画を立案し、実施で
き、結果を考察する。(G(3)2-4)　(C-2)

8.8.研究成果の効果的なプレゼンテーションを行い、適切な質疑応答ができ
る。(G(3)5)　(C-3)

9.9.研究成果を報告書や論文としてまとめることができる。(G(3)6)
(　　)内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番号　(C-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。



2019-9030000745-01薬学演習(含薬学研究基礎)「15台以降」（科目番号：4S1）

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：月・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

三島　健一、他

◎－－－　一般目標　－－－◎

　これまでに学んできた薬学の知識を総合的に理解して、各分野で演習
課題の学習を通して、薬学・医療の進歩と改善に資するために、以下の
内容を踏まえて、研究を遂行する意欲と問題発見・解決能力を身につけ
る。
（1）薬学における研究の位置づけ：研究マインドをもって生涯にわたり
医療に貢献するために、薬学における研究の位置づけを理解する。
（2）研究に必要な法規範と倫理：自らが実施する研究に係る法令、指針
を理解し、それらを遵守して研究に取り組む。
（3）研究の実践：研究のプロセスを通して、知識や技能を総合的に活用
して問題を解決する能力を培う。
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「G薬学研究(1)-(3)」にそって研究を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 基礎から臨床に至る研究の目的と役割について説明できる。(G(1)1)
(態度・志向性)

2. 研究には自立性と独創性が求められていることを知る。(G(1)2) (態
度・志向性)

3. 現象を客観的に捉える観察眼をもち、論理的に思考できる。(G(1)3)(態
度・志向性)

4. 新たな課題にチャレンジする創造的精神を養う。(G(1)4)(態度・志向
性)

5. 研究に必要な法規範と倫理を概説でき、法規範を遵守して研究に取り
組む。(G(2)1-3)(態度・志向性)

6. 研究課題に関する国内外の研究成果を調査し、読解、評価できる。(G
(3)1)(態度・志向性)

7. 課題達成のために解決すべき問題点を抽出し、研究計画を立案し、実
施でき、結果を考察する。(G(3)2-4)(態度・志向性)

8. 研究成果の効果的なプレゼンテーションを行い、適切な質疑応答がで
きる。(G(3)5)(態度・志向性)

9. 研究成果を報告書や論文としてまとめることができる。(G(3)6)
（　）内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番号(態度・志向
性)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　各分野で示された課題に従って学習する。また、英語学術論文の抄読
会などを行い、薬学を中心とした自然科学の分野で必要とされる英語の
基礎力を身につける。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　指定した資料などを事前に読んでおくこと（60分）。解説されたとこ
ろは、もう一度見直しておくこと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　１～４年次までに学んできた薬学の知識・技能・態度を総合的に理解
して、科学的根拠に基づく問題解決能力を習得しているかを評価の基準
とする。評価は、ヒューマニズムとコミュニケーション能力を20%、平
常点（演習に取り組む姿勢や理解度など）を40％、中間試験の成績を
40％としてルーブリック評価を用いて行う。中間試験については試験の
60％を目安とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

必要に応じて資料を配布する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

下記の添付ファイルをご確認ください。

◎－－－　添付ファイル　－－－◎

2019薬学演習担当者および授業計画
(20192薬学演習(4年次)担当者および授業計画.pdf)



2019-9030000745-01薬学演習(含薬学研究基礎)「15台以降」（科目番号：4S1）

三島　健一、他

◎薬  :C-2,C-3

1.1. 基礎から臨床に至る研究の目的と役割について説明できる。(G(1)1) 　(C-2)

2.2. 研究には自立性と独創性が求められていることを知る。(G(1)2) 　(C-2)

3.3. 現象を客観的に捉える観察眼をもち、論理的に思考できる。(G(1)3)　(C-2)

4.4. 新たな課題にチャレンジする創造的精神を養う。(G(1)4)　(C-2)

5.5. 研究に必要な法規範と倫理を概説でき、法規範を遵守して研究に取り組
む。(G(2)1-3)　(C-2)

6.6. 研究課題に関する国内外の研究成果を調査し、読解、評価できる。(G(3)1)
　(C-2)

7.7. 課題達成のために解決すべき問題点を抽出し、研究計画を立案し、実施で
き、結果を考察する。(G(3)2-4)　(C-2)

8.8. 研究成果の効果的なプレゼンテーションを行い、適切な質疑応答ができ
る。(G(3)5)　(C-3)

9.9. 研究成果を報告書や論文としてまとめることができる。(G(3)6)
（　）内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番号　(C-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。



2019-9030000731-01薬学演習（含中間試験）「14台以前」（科目番号：4S1）

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：月・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

三島　健一、他

◎－－－　一般目標　－－－◎

　これまでに学んできた薬学の知識を総合的に理解して、各分野で演習
課題の学習を通して、薬学・医療の進歩と改善に資するために、以下の
内容を踏まえて、研究を遂行する意欲と問題発見・解決能力を身につけ
る。
（1）薬学における研究の位置づけ：研究マインドをもって生涯にわたり
医療に貢献するために、薬学における研究の位置づけを理解する。
（2）研究に必要な法規範と倫理：自らが実施する研究に係る法令、指針
を理解し、それらを遵守して研究に取り組む。
（3）研究の実践：研究のプロセスを通して、知識や技能を総合的に活用
して問題を解決する能力を培う。
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「G薬学研究(1)-(3)」にそって研究を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 基礎から臨床に至る研究の目的と役割について説明できる。(G(1)1)
(態度・志向性)

2. 研究には自立性と独創性が求められていることを知る。(G(1)2) (態
度・志向性)

3. 現象を客観的に捉える観察眼をもち、論理的に思考できる。(G(1)3)(態
度・志向性)

4. 新たな課題にチャレンジする創造的精神を養う。(G(1)4)(態度・志向
性)

5. 研究に必要な法規範と倫理を概説でき、法規範を遵守して研究に取り
組む。(G(2)1-3)(態度・志向性)

6. 研究課題に関する国内外の研究成果を調査し、読解、評価できる。(G
(3)1)(態度・志向性)

7. 課題達成のために解決すべき問題点を抽出し、研究計画を立案し、実
施でき、結果を考察する。(G(3)2-4)(態度・志向性)

8. 研究成果の効果的なプレゼンテーションを行い、適切な質疑応答がで
きる。(G(3)5)(態度・志向性)

9. 研究成果を報告書や論文としてまとめることができる。(G(3)6)
（　）内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番号(態度・志向
性)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　各分野で示された課題に従って学習する。また、英語学術論文の抄読
会などを行い、薬学を中心とした自然科学の分野で必要とされる英語の
基礎力を身につける。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　指定した資料などを事前に読んでおくこと（60分）。解説されたとこ
ろは、もう一度見直しておくこと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　１～４年次までに学んできた薬学の知識・技能・態度を総合的に理解
して、科学的根拠に基づく問題解決能力を習得しているかを評価の基準
とする。評価は、ヒューマニズムとコミュニケーション能力を20%、平
常点（演習に取り組む姿勢や理解度など）を40％、中間試験の成績を
40％としてルーブリック評価を用いて行う。中間試験については試験の
60％を目安とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

必要に応じて資料を配布する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

下記の添付ファイルをご確認ください。

◎－－－　添付ファイル　－－－◎

2019薬学演習担当者および授業計画
(20192薬学演習(4年次)担当者および授業計画.pdf)



2019-9030000731-01薬学演習（含中間試験）「14台以前」（科目番号：4S1）

三島　健一、他

◎薬

1.1. 基礎から臨床に至る研究の目的と役割について説明できる。(G(1)1) 　(C-2)

2.2. 研究には自立性と独創性が求められていることを知る。(G(1)2) 　(C-2)

3.3. 現象を客観的に捉える観察眼をもち、論理的に思考できる。(G(1)3)　(C-2)

4.4. 新たな課題にチャレンジする創造的精神を養う。(G(1)4)　(C-2)

5.5. 研究に必要な法規範と倫理を概説でき、法規範を遵守して研究に取り組
む。(G(2)1-3)　(C-2)

6.6. 研究課題に関する国内外の研究成果を調査し、読解、評価できる。(G(3)1)
　(C-2)

7.7. 課題達成のために解決すべき問題点を抽出し、研究計画を立案し、実施で
き、結果を考察する。(G(3)2-4)　(C-2)

8.8. 研究成果の効果的なプレゼンテーションを行い、適切な質疑応答ができ
る。(G(3)5)　(C-3)

9.9. 研究成果を報告書や論文としてまとめることができる。(G(3)6)
（　）内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番号　(C-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。



2019-9030000753-01薬学研究Ⅰ「15台以降」（科目番号：5S1）

 期別：通年　　単位数：12　　開講年次： 5 　　授業形態：実習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年　　試験時間割：定期試験なし　　

三島　健一、他

◎－－－　一般目標　－－－◎

　これまでに学んできた薬学の知識を総合的に理解して、各分野で演
習課題の学習を通して、薬学・医療の進歩と改善に資するために、以
下の内容を踏まえて、研究を遂行する意欲と問題発見・解決能力を身
につける。
（1）薬学における研究の位置づけ：研究マインドをもって生涯にわた
り医療に貢献するために、薬学における研究の位置づけを理解する。
（2）研究に必要な法規範と倫理：自らが実施する研究に係る法令、指
針を理解し、それらを遵守して研究に取り組む。
（3）研究の実践：研究のプロセスを通して、知識や技能を総合的に活
用して問題を解決する能力を培う。
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「G薬学研究(1)-(3)」にそって研究を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 基礎から臨床に至る研究の目的と役割について説明できる。(G(1)1)
(態度・志向性)

2. 研究には自立性と独創性が求められていることを知る。(G(1)2)(態
度・志向性)

3. 現象を客観的に捉える観察眼をもち、論理的に思考できる。(G(1)3)
(態度・志向性)

4. 新たな課題にチャレンジする創造的精神を養う。(G(1)4)(態度・志向
性)

5. 研究に必要な法規範と倫理を概説でき、法規範を遵守して研究に取
り組む。(G(2)1-3)(態度・志向性)

6. 研究課題に関する国内外の研究成果を調査し、読解、評価できる。
(G(3)1)(態度・志向性)

7. 課題達成のために解決すべき問題点を抽出し、研究計画を立案し、
実施でき、結果を考察する。(G(3)2-4)(態度・志向性)

8.研究成果の効果的なプレゼンテーションを行い、適切な質疑応答がで
きる。(G(3)5)(態度・志向性)

9.研究成果を報告書や論文としてまとめることができる。(G(3)6)
(　　)内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番号(態度・志
向性)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　各研究室の指導者の指示に基づいて行う。

　

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　次回の実習内容を把握して、予め準備しておくこと（60分）。実習
結果については、関連分野の知識習得を含め十分に考察を行うこと
（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　科学的根拠に基づいて問題点を解決する能力を修得しているかを評
価の基準とする。評価は、平常点（実習に取り組む姿勢、研究室での
態度）を50％、ポスター発表の成績を50％としてルーブリック評価を
用いて行う。ポスター発表の成績には、発表会における審査点を含め
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　指導者の指示を仰ぐこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

下記の添付ファイルをご確認ください。

◎－－－　添付ファイル　－－－◎

2019薬学研究Ⅰ/特別実習担当者および授業計画
(20191薬学研究Ⅰ特別実習(5年次)担当者および授業計画.
pdf)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　自分勝手な実験を慎み、指導者の指導を守って危険回避
に努める。



2019-9030000753-01薬学研究Ⅰ「15台以降」（科目番号：5S1）

三島　健一、他

◎薬  :C-2,C-3

1.1. 基礎から臨床に至る研究の目的と役割について説明できる。(G(1)1)　(C-2)

2.2. 研究には自立性と独創性が求められていることを知る。(G(1)2)　(C-2)

3.3. 現象を客観的に捉える観察眼をもち、論理的に思考できる。(G(1)3)　(C-2)

4.4. 新たな課題にチャレンジする創造的精神を養う。(G(1)4)　(C-2)

5.5. 研究に必要な法規範と倫理を概説でき、法規範を遵守して研究に取り組
む。(G(2)1-3)　(C-2)

6.6. 研究課題に関する国内外の研究成果を調査し、読解、評価できる。(G(3)1)
　(C-2)

7.7. 課題達成のために解決すべき問題点を抽出し、研究計画を立案し、実施で
き、結果を考察する。(G(3)2-4)　(C-2)

8.8.研究成果の効果的なプレゼンテーションを行い、適切な質疑応答ができ
る。(G(3)5)　(C-3)

9.9.研究成果を報告書や論文としてまとめることができる。(G(3)6)
(　　)内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番号　(C-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。



2019-9030000780-01薬効解析学Ⅰ「12台以前」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 6 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：後日発表　　

三島　健一、岩崎　克典、遠城寺　宗近、中島　学、大江　賢治、安河内　友世、林　稔展(村田　雄介、中野　貴文)

◎－－－　一般目標　－－－◎

　総合医療薬学特別講義Ⅱでは、これまで学習してきた疾病と薬物の作用に
関する知識を復習し、医薬品の作用する過程を理解する。さらに、患者情報
に応じた薬の選択、用法・用量の設定および医薬品情報・安全性や治療ガイ
ドラインを考慮した適正な薬物治療に参画できるようになることが必要であ
る。そのために、疾病に伴う症状などの患者情報を解析し、最適な治療を実
施するための薬理、病態・薬物治療に関する基本的事項を修得することを目
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「E1薬の作用と体の変化(E1(1)-(4))」と「E2　薬理・病態・薬物
治療(E2(1)-(7))」にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

 (　　)内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番号
1.薬の作用、医薬品の安全性について説明できる。(E1(1)①1-9,②1-3,E1(4)1-4)
(態度・志向性)

2.身体の病的変化、薬物治療の位置づけについて説明できる。(E1(2)①1,②1-8,
E1(3)1-2)(態度・志向性)

3.神経系の疾患について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、およ
び病態(病 態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。(E2(1)
①1-4,②1-4,③1-14,④1)(態度・志向性)

4.免疫・炎症・アレルギーおよび骨・関節の疾患について、治療薬の薬理(薬
理作用、機序、主な副作用)、および病態(病 態生理、症状等)・薬物治療(医薬
品の選択等)を説明できる。(E2(2)①1-3,②1-9,③1-4,④1)(態度・志向性)

5.循環器系・血液系・造血器系・泌尿器系・生殖器系の疾患について、治療薬
の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病 態生理、症状等)・薬物
治療(医薬品の選択等)を説明できる。(E2(3)①1-6,②1-5,③1-8,④1)(態度・志向
性)

6.呼吸器系・消化器系の疾患について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な
副作用)、および病態(病 態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明
できる。(E2(4) ①1-4,②1-9,③1)(態度・志向性)

7.代謝系・内分泌系の疾患について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副
作用)、および病態(病 態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明で
きる。(E2(5)①1-3,②1-5,③1)(態度・志向性)

8.感覚器・皮膚の疾患について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作
用)、および病態(病 態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明でき
る。(E2(6)①1-4,②1-2,③1-4,④1)(態度・志向性)

9.病原微生物(感染症)・悪性新生物(がん)について、治療薬の薬理(薬理作用、
機序、主な副作用)、および病態(病 態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択
等)を説明できる。(E2(7)①1-2,②1,③1-10,④1-6,⑤1-2,⑥1-2,⑦1-3,⑧1-13,⑨1-2,
⑩1)(態度・志向性)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　本講義では、これまで学んだ事柄を疾患別臓器別に系統立てて復習する。
薬学部を卒業し、薬剤師として十分な能力を習得することを目的とするの
で、予め教科書を読んで、予習してくること
。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習・復習は欠かせない。単に知識を増やすのでなく、内容をよく理解する
こと。そのために予習・復習することを勧める（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

薬物受容体、疾患に対する治療薬の作用機序、副作用、使用方法、疾患の症
状、発症機序に関する基本的な知識がどの程度まで身に付いているか、ま
た、その知識を自分の言葉でどの程度まで正確に説明できるかを評価基準と
する。
中間試験（50%）と定期試験(50%)として総合的評価する。
フィードバックとして中間試験については解答解説を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

配布資料

◎－－－　授業計画　－－－◎

1-2. 薬の受容体と情報伝達、作用・副作用(E1(1),(4),三島)
3-4. 医薬品の安全性(E1(1),(4),三島)
5-6. 治療薬の作用と副作用　①中枢神経作用薬(E2(1),E1
(1),(4),岩崎)
7-8. 治療薬の作用と副作用　②自律神経作用薬、循環・呼
吸器作用薬、消化器作用薬(E2(1),E2(3)-(4),E1(1),(4),岩崎)
9-10. 治療薬の作用と副作用　③悪性腫瘍関連薬(E2(7)7⑦-
⑨,E1(1),(4),林)
11-12. 治療薬の作用と副作用　④感染症関連薬(E2(7)①-⑥,
E1(1),(4),中野)
13-14. 治療薬の作用と副作用　⑤中間試験(三島)
15-16. 薬物治療　①腎・尿路疾患・生殖器・感染症(E2(3),
E2(7),E1(2)-(3),安河内)
17-18. 薬物治療　②代謝・内分泌、感覚器、骨・関節(E2
(2),E2(5),E2(6), E1(2)-(3),大江)
19-20. 薬物治療　③消化器疾患(E2(4),E1(2)-(3),遠城寺)
21-22. 薬物治療　④循環器疾患(E2(3),E1(2)-(3),中島)
23-24. 薬物治療　⑤アレルギー・免疫疾患、移植医療、血
液疾患(E2(2) E2(3), E1(2)-(3),中島)
25-26. 薬物治療　⑥悪性腫瘍(含：緩和ケア)(E2(7),E1
(2)-(3),安河内)
27-28. 薬物治療　⑦精神・神経疾患(E2(1),E1(2)-(3),村田)
29-30. 薬物治療　⑧呼吸器疾患(E2(4),E1(2)-(3),遠城寺)
 (　　)内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番
号

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

これまでの講義で説明が不足している分野を中心に講義を
行なうので、背景となる既習講義科目は十分に修得してお
くことが望ましい。



2019-9030000780-01薬効解析学Ⅰ「12台以前」

三島　健一、岩崎　克典、遠城寺　宗近、中島　学、大江　賢治、安河内　友世、林　稔展(村田　雄介、中野　貴文)

◎薬

1. (　　)内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番号
1.薬の作用、医薬品の安全性について説明できる。(E1(1)①1-9,②1-3,E1(4)1-4)
　(C-2)

2.2.身体の病的変化、薬物治療の位置づけについて説明できる。(E1(2)①1,
②1-8,E1(3)1-2)　(C-2)

3.3.神経系の疾患について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、およ
び病態(病 態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。(E2(1)
①1-4,②1-4,③1-14,④1)　(C-2)

4.4.免疫・炎症・アレルギーおよび骨・関節の疾患について、治療薬の薬理(薬
理作用、機序、主な副作用)、および病態(病 態生理、症状等)・薬物治療(医薬
品の選択等)を説明できる。(E2(2)①1-3,②1-9,③1-4,④1)　(C-2)

5.5.循環器系・血液系・造血器系・泌尿器系・生殖器系の疾患について、治療
薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病 態生理、症状等)・薬
物治療(医薬品の選択等)を説明できる。(E2(3)①1-6,②1-5,③1-8,④1)　(C-2)

6.6.呼吸器系・消化器系の疾患について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な
副作用)、および病態(病 態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明で
きる。(E2(4) ①1-4,②1-9,③1)　(C-2)

7.7.代謝系・内分泌系の疾患について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副
作用)、および病態(病 態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明でき
る。(E2(5)①1-3,②1-5,③1)　(C-2)

8.8.感覚器・皮膚の疾患について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作
用)、および病態(病 態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明でき
る。(E2(6)①1-4,②1-2,③1-4,④1)　(C-2)

9.9.病原微生物(感染症)・悪性新生物(がん)について、治療薬の薬理(薬理作用、
機序、主な副作用)、および病態(病 態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択
等)を説明できる。(E2(7)①1-2,②1,③1-10,④1-6,⑤1-2,⑥1-2,⑦1-3,⑧1-13,⑨1-2,
⑩1)　(C-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。



2019-9030000682-01薬物動態理論「P-a」（科目番号：3Y3）

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

山内　淳史、道具　伸也（髙田　芙友子）

◎－－－　一般目標　－－－◎

　薬物が投与されて作用（薬効・薬理作用、副作用・毒性作用）を
発現し、更にその作用が無くなるまでに薬物が体内で経る「体内運
命」を理解するために、吸収、分布、代謝、排泄（ADME）の過程
に関する知識を修得する。さらに、薬効や副作用を体内動態から定
量的に理解できるようになるために理論的解析法の知識を修得す
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「E1薬の作用とと体の変化(1)薬の作用①6～8」およ
び「E4薬の生体内運命(1)薬物の体内動態」にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

薬物の体内動態と薬効発現について説明できる。(E1(1)①6-8）(技
能)

膜透過機構の分類、特徴を説明できる。(E4(1)①1-2）(技能)

消化管および消化管以外からの吸収機構を説明できる。(E4(1)
②1-5）(技能)

組織分布機構およびタンパク結合と組織移行性の関係について説明
できる。(E4(1)③1-6）(技能)

肝代謝機構を分類し、特徴と変動要因を説明できる。(E4(1)④1-5）
(技能)

薬物の排泄機構および腎クリアランスについて説明できる。(E4(1)
⑤1-5）(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　教科書に準拠し、講義は主にPowerPointのスライドを用い、スラ
イド資料を配布する。また各項目ごとに基本演習問題による重要項
目の確認を行う。　

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前に教科書の授業範囲を読んでおくこと。また講義中に提示する
演習問題は、事前に各自取り組んだ上、授業に臨むことが望ましい
（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

ADMEについての基礎的事項に関する知識について正確に理解して
いるか、説明できるかを評価基準とする。配分は、中間試験50％、
定期試験50％とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

中島恵美 編集：薬の生体内運命 改訂8版，ネオメディカル（2019
年），5100円（税別） 【ISBN 978-4-904634-25-7】
＊本テキストは後期開講の臨床薬物動態解析学でも使用する。

◎－－－　参考書　－－－◎

①生物薬剤学 改訂第2版 （林正弘、谷川原祐介 編；南江堂；2007
年），5000円　ISBN 978-4-524-40216-8
②分子薬物動態学（杉山雄一，楠原洋之 編；南山堂；2008年），
8000円＋税　ISBN 978-4-525-72371-2
●講義では限られた時間でコアカリキュラムに準拠した薬物動態理
論の導入部を勉強することになる。①はより詳細な内容を学習する
際に参考となる。またさらに進んで、薬物動態学の最先端領域を勉
強したい場合は、参考書②の一読をお薦めする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　概論・膜輸送１ （E1(1)①6-8、E4(1)①1、山内）
２　膜輸送２　（E4(1)①1、山内）
３　膜輸送３　（E4(1)①2、アドバンスト、山内）
４　吸収１ -消化管吸収①-（E4(1)②1,5、山内）
５　吸収２ -消化管吸収②-（E4(1)②3,4、アドバンスト、
山内）
６　吸収３ -消化管以外からの吸収-（E4(1)②2、山内）
７　分布１ -タンパク結合-（E4(1)③1,3,6、山内）
８　分布２ -分布容積-（E4(1)③2、山内）
９　分布３ -脳内移行・胎盤移行-（E4(1)③4,5、アドバン
スト、高田）
10　代謝１ -代謝様式・ＣＹＰ-（E4(1)④1-4、道具）
11　代謝２ -内的・外的変動要因-（E4(1)④5、道具）
12　排泄１ -腎排泄機構-（E4(1)⑤1-5、山内）
13　排泄２ -腎クリアランス-（E4(1)⑤2、山内）
14　排泄３ -腎臓以外からの排泄-（E4(1)⑤4、山内）
15　まとめ(E1(1)①6-8、アドバンスト、山内）



2019-9030000682-01薬物動態理論「P-a」（科目番号：3Y3）

山内　淳史、道具　伸也（髙田　芙友子）

◎薬  :B-3

1.薬物の体内動態と薬効発現について説明できる。(E1(1)①6-8）　(B-3)

2.膜透過機構の分類、特徴を説明できる。(E4(1)①1-2）　(B-3)

3.消化管および消化管以外からの吸収機構を説明できる。(E4(1)②1-5）　(B-3)

4.組織分布機構およびタンパク結合と組織移行性の関係について説明できる。
(E4(1)③1-6）　(B-3)

5.肝代謝機構を分類し、特徴と変動要因を説明できる。(E4(1)④1-5）　(B-3)

6.薬物の排泄機構および腎クリアランスについて説明できる。(E4(1)⑤1-5）　
(B-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。



2019-9030000682-02薬物動態理論「P-b」（科目番号：3Y3）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・４時限　　試験時間割：後日発表　　

山内　淳史、道具　伸也（髙田　芙友子）

◎－－－　一般目標　－－－◎

　薬物が投与されて作用（薬効・薬理作用、副作用・毒性作用）を
発現し、更にその作用が無くなるまでに薬物が体内で経る「体内運
命」を理解するために、吸収、分布、代謝、排泄（ADME）の過程
に関する知識を修得する。さらに、薬効や副作用を体内動態から定
量的に理解できるようになるために理論的解析法の知識を修得す
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「E1薬の作用とと体の変化(1)薬の作用①6～8」およ
び「E4薬の生体内運命(1)薬物の体内動態」にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

薬物の体内動態と薬効発現について説明できる。(E1(1)①6-8）(技
能)

膜透過機構の分類、特徴を説明できる。(E4(1)①1-2）(技能)

消化管および消化管以外からの吸収機構を説明できる。(E4(1)
②1-5）(技能)

組織分布機構およびタンパク結合と組織移行性の関係について説明
できる。(E4(1)③1-6）(技能)

肝代謝機構を分類し、特徴と変動要因を説明できる。(E4(1)④1-5）
(技能)

薬物の排泄機構および腎クリアランスについて説明できる。(E4(1)
⑤1-5）(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　教科書に準拠し、講義は主にPowerPointのスライドを用い、スラ
イド資料を配布する。また各項目ごとに基本演習問題による重要項
目の確認を行う。　

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前に教科書の授業範囲を読んでおくこと。また講義中に提示する
演習問題は、事前に各自取り組んだ上、授業に臨むことが望ましい
（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

ADMEについての基礎的事項に関する知識について正確に理解して
いるか、説明できるかを評価基準とする。配分は、中間試験50％、
定期試験50％とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

中島恵美 編集：薬の生体内運命 改訂8版，ネオメディカル（2019
年），5100円（税別） 【ISBN 978-4-904634-25-7】
＊本テキストは後期開講の臨床薬物動態解析学でも使用する。

◎－－－　参考書　－－－◎

①生物薬剤学 改訂第2版 （林正弘、谷川原祐介 編；南江堂；2007
年），5000円　ISBN 978-4-524-40216-8
②分子薬物動態学（杉山雄一，楠原洋之 編；南山堂；2008年），
8000円＋税　ISBN 978-4-525-72371-2
●講義では限られた時間でコアカリキュラムに準拠した薬物動態理
論の導入部を勉強することになる。①はより詳細な内容を学習する
際に参考となる。またさらに進んで、薬物動態学の最先端領域を勉
強したい場合は、参考書②の一読をお薦めする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　概論・膜輸送１ （E1(1)①6-8、E4(1)①1、山内）
２　膜輸送２　（E4(1)①1、山内）
３　膜輸送３　（E4(1)①2、アドバンスト、山内）
４　吸収１ -消化管吸収①-（E4(1)②1,5、山内）
５　吸収２ -消化管吸収②-（E4(1)②3,4、アドバンスト、
山内）
６　吸収３ -消化管以外からの吸収-（E4(1)②2、山内）
７　分布１ -タンパク結合-（E4(1)③1,3,6、山内）
８　分布２ -分布容積-（E4(1)③2、山内）
９　分布３ -脳内移行・胎盤移行-（E4(1)③4,5、アドバン
スト、高田）
10　代謝１ -代謝様式・ＣＹＰ-（E4(1)④1-4、道具）
11　代謝２ -内的・外的変動要因-（E4(1)④5、道具）
12　排泄１ -腎排泄機構-（E4(1)⑤1-5、山内）
13　排泄２ -腎クリアランス-（E4(1)⑤2、山内）
14　排泄３ -腎臓以外からの排泄-（E4(1)⑤4、山内）
15　まとめ(E1(1)①6-8、アドバンスト、山内）



2019-9030000682-02薬物動態理論「P-b」（科目番号：3Y3）

山内　淳史、道具　伸也（髙田　芙友子）

◎薬  :B-3

1.薬物の体内動態と薬効発現について説明できる。(E1(1)①6-8）　(B-3)

2.膜透過機構の分類、特徴を説明できる。(E4(1)①1-2）　(B-3)

3.消化管および消化管以外からの吸収機構を説明できる。(E4(1)②1-5）　(B-3)

4.組織分布機構およびタンパク結合と組織移行性の関係について説明できる。
(E4(1)③1-6）　(B-3)

5.肝代謝機構を分類し、特徴と変動要因を説明できる。(E4(1)④1-5）　(B-3)

6.薬物の排泄機構および腎クリアランスについて説明できる。(E4(1)⑤1-5）　
(B-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。



2019-9030000728-01衛生薬学特別講義「14台以前」（科目番号：4H2）

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

山野　茂、松末　公彦、加留部　善晴、佐藤　朝光、吉田　秀幸

◎－－－　一般目標　－－－◎

本講義は、4年次前期までに学習した「食品栄養学」、「食品衛生学」、 「環境衛
生学I」、「環境衛生学II」、「公衆衛生学」の集大成であり、衛生薬学分野に関す
る知識をさらに深めて応用力を養う。また、本講義を通して、ディプロマポリシー
に掲げる資質「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身
につける」を養う。薬学部 6 年制の「薬学教育モデル・カリキュラム（日本薬学
会）」の指針「D1 健康」と「D2環境」にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.　保険統計の意義および保険統計に関する指標の動向から、健康状態や疾病構造
について概説できる。（D1(1)①1、②1～3）(態度・志向性)

2.　疫学の役割および疫学の種類とその方法について説明できる。（D1(1)③1～
4）(態度・志向性)

3.　生活習慣病の種類およびその予防法について説明できる。（D1(2)①1,2、③1～
3）(態度・志向性)

4.　感染症とその予防について説明できる。（D1(2)②1～4、④1,2）(態度・志向性)

5.　栄養素の役割、栄養的な価値および過不足による主な疾病について説明でき
る。（D1(3)①1～8）(態度・志向性)

6.　食品が変質する機構および変質を防ぐ方法（保存法）を説明できる。（D1(3)
②1～4）(態度・志向性)

7.　食品添加物および保健機能食品について説明できる。（D1(3)②5～7）(態度・
志向性)

8.　食中毒とその予防法について説明できる。（D1(3)③1～3）(態度・志向性)

9.　化学物質の毒性について説明できる。（D2(1)①1～7）(態度・志向性)

10.　労働衛生（職業性疾病など）および化学物質の安全性評価と適正利用につい
て説明できる。（D1(2)⑤1,2、D2(1)②2～5）(態度・志向性)

11.　化学物質による発がんについて説明できる。（D2(1)③1～3）(態度・志向性)

12.　放射線の生体への影響について説明できる。（D2(1)④1～4）(態度・志向性)

13.　地球環境と生態系について説明できる。（D2(2)①1～4）(態度・志向性)

14.　環境保全と法的規制について説明できる。（D2(2)②1～3）(態度・志向性)

15.　水環境、大気環境および室内環境について説明できる。（D2(2)③1～6、④1
～3、⑤1,2）(態度・志向性)

16.　廃棄物について説明できる。(D2(2)⑥1～3)
(態度・志向性)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　授業計画に準じて、テキスト、プリントおよびスライドを用いて講義を進める。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　教科書や4年次前期までの講義資料等で予習して講義に臨み（予習30分）、講義
時に配布するプリントや問題で復習して確実に知識として修得する（復習60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　ヒトの健康に関わる栄養や環境について正確に説明できるかを評価の基準とし、
定期試験（100%）の成績で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

吉原新一監、山野　茂、戸田晶久編、予防薬学としての衛生薬学 ̶健康と環境̶
［第３版］（廣川書店）、2016年、5600円、ISBN978-4-567-47202-9

◎－－－　参考書　－－－◎

日本薬学会編、衛生薬学（スタンダード薬学シリーズⅡ-5）「健康と環境」（東京
化学同人）、2016年、6100円、ISBN978-4-8079-17112
コアカリマスター（改定第6版）　vol 3（薬学ゼミナール）、2018年、6000円、
ISBN978-4-907368-92-0

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1　保険統計（D1(1)①1、②1～3、松末）
 2　疫学（D1(1)③1～4、松末）
 3　生活習慣病とその予防法（D1(2)①1,2、③1～3、松
末）
 4　感染症法と予防接種法（D1(2)②1～4、④1,2、佐藤）
 5　食中毒とその予防法（D1(3)③1～3、 佐藤）
 6　栄養摂取と健康（D1(3)①1～8、佐藤）
 7　食品の変質とその予防法（D1(3)②1～4, 佐藤）
 8　食品添加物および保健機能食品（D1(3)②5～7、佐藤）
 9　化学物質の代謝・代謝的活性化（D2(1)①1,2、山野）
10　化学物質の毒性（D1(2)⑤1,2、D1(3)③3, D2(1)①2～
7、山野）
11　化学物質による発がん（D1(3)②4、 D2(1)③1～3 、山
野）
12　電離放射線および非電離放射線の生体への影響（D2
(1)④1～4, 加留部）
13　地球環境と生態系（D2(2)①1～4, 吉田）
14　水環境・大気環境・室内環境（D2(2)③1～6、④1～
3、⑤1,2, 吉田）
15　廃棄物、および環境保全に関する法規制（D2(1)②5、
D2(2)②1～3、⑥1～3、吉田）
（　　）内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO
番号

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　４年次前期までの衛生薬学関係の講義を予習して本講義
に臨んでもらいたい。



2019-9030000728-01衛生薬学特別講義「14台以前」（科目番号：4H2）

山野　茂、松末　公彦、加留部　善晴、佐藤　朝光、吉田　秀幸

◎薬

1.1.　保険統計の意義および保険統計に関する指標の動向から、健康状態や疾
病構造について概説できる。（D1(1)①1、②1～3）　(C-2)

2.2.　疫学の役割および疫学の種類とその方法について説明できる。（D1(1)
③1～4）　(C-2)

3.3.　生活習慣病の種類およびその予防法について説明できる。（D1(2)①1,2、
③1～3）　(C-2)

4.4.　感染症とその予防について説明できる。（D1(2)②1～4、④1,2）　(C-2)

5.5.　栄養素の役割、栄養的な価値および過不足による主な疾病について説明
できる。（D1(3)①1～8）　(C-1)

6.6.　食品が変質する機構および変質を防ぐ方法（保存法）を説明できる。
（D1(3)②1～4）　(C-2)

7.7.　食品添加物および保健機能食品について説明できる。（D1(3)②5～7）　
(C-2)

8.8.　食中毒とその予防法について説明できる。（D1(3)③1～3）　(C-2)

9.9.　化学物質の毒性について説明できる。（D2(1)①1～7）　(C-2)

10.10.　労働衛生（職業性疾病など）および化学物質の安全性評価と適正利用
について説明できる。（D1(2)⑤1,2、D2(1)②2～5）　(C-2)

11.11.　化学物質による発がんについて説明できる。（D2(1)③1～3）　(C-2)

12.12.　放射線の生体への影響について説明できる。（D2(1)④1～4）　(C-2)

13.13.　地球環境と生態系について説明できる。（D2(2)①1～4）　(C-2)

14.14.　環境保全と法的規制について説明できる。（D2(2)②1～3）　(C-2)

15.15.　水環境、大気環境および室内環境について説明できる。（D2(2)③1～
6、④1～3、⑤1,2）　(C-2)

16.16.　廃棄物について説明できる。(D2(2)⑥1～3)
　(C-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。



2019-9030000742-01衛生薬学特別講義「15台以降」（科目番号：4H2）

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

山野　茂、松末　公彦、加留部　善晴、佐藤　朝光、吉田　秀幸

◎－－－　一般目標　－－－◎

本講義は、4年次前期までに学習した「食品栄養学」、「食品衛生学」、 「環境衛
生学I」、「環境衛生学II」、「公衆衛生学」の集大成であり、衛生薬学分野に関す
る知識をさらに深めて応用力を養う。また、本講義を通して、ディプロマポリシー
に掲げる資質「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身
につける」を養う。薬学部 6 年制の「薬学教育モデル・カリキュラム（日本薬学
会）」の指針「D1 健康」と「D2環境」にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.　保険統計の意義および保険統計に関する指標の動向から、健康状態や疾病構造
について概説できる。（D1(1)①1、②1～3）(態度・志向性)

2.　疫学の役割および疫学の種類とその方法について説明できる。（D1(1)③1～
4）(態度・志向性)

3.　生活習慣病の種類およびその予防法について説明できる。（D1(2)①1,2、③1～
3）(態度・志向性)

4.　感染症とその予防について説明できる。（D1(2)②1～4、④1,2）(態度・志向性)

5.　栄養素の役割、栄養的な価値および過不足による主な疾病について説明でき
る。（D1(3)①1～8）(態度・志向性)

6.　食品が変質する機構および変質を防ぐ方法（保存法）を説明できる。（D1(3)
②1～4）(態度・志向性)

7.　食品添加物および保健機能食品について説明できる。（D1(3)②5～7）(態度・
志向性)

8.　食中毒とその予防法について説明できる。（D1(3)③1～3）(態度・志向性)

9.　化学物質の毒性について説明できる。（D2(1)①1～7）(態度・志向性)

10.　労働衛生（職業性疾病など）および化学物質の安全性評価と適正利用につい
て説明できる。（D1(2)⑤1,2、D2(1)②2～5）(態度・志向性)

11.　化学物質による発がんについて説明できる。（D2(1)③1～3）(態度・志向性)

12.　放射線の生体への影響について説明できる。（D2(1)④1～4）(態度・志向性)

13.　地球環境と生態系について説明できる。（D2(2)①1～4）(態度・志向性)

14.　環境保全と法的規制について説明できる。（D2(2)②1～3）(態度・志向性)

15.　水環境、大気環境および室内環境について説明できる。（D2(2)③1～6、④1
～3、⑤1,2）(態度・志向性)

16.　廃棄物について説明できる。(D2(2)⑥1～3)
(態度・志向性)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　授業計画に準じて、テキスト、プリントおよびスライドを用いて講義を進める。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　教科書や4年次前期までの講義資料等で予習して講義に臨み（予習30分）、講義
時に配布するプリントや問題で復習して確実に知識として修得する（復習60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　ヒトの健康に関わる栄養や環境について正確に説明できるかを評価の基準とし、
定期試験（100%）の成績で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

吉原新一監、山野　茂、戸田晶久編、予防薬学としての衛生薬学 ̶健康と環境̶
［第３版］（廣川書店）、2016年、5600円、ISBN978-4-567-47202-9

◎－－－　参考書　－－－◎

日本薬学会編、衛生薬学（スタンダード薬学シリーズⅡ-5）「健康と環境」（東京
化学同人）、2016年、6100円、ISBN978-4-8079-17112
コアカリマスター（改定第6版）　vol 3（薬学ゼミナール）、2018年、6000円、
ISBN978-4-907368-92-0

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1　保険統計（D1(1)①1、②1～3、松末）
 2　疫学（D1(1)③1～4、松末）
 3　生活習慣病とその予防法（D1(2)①1,2、③1～3、松
末）
 4　感染症法と予防接種法（D1(2)②1～4、④1,2、佐藤）
 5　食中毒とその予防法（D1(3)③1～3、 佐藤）
 6　栄養摂取と健康（D1(3)①1～8、佐藤）
 7　食品の変質とその予防法（D1(3)②1～4, 佐藤）
 8　食品添加物および保健機能食品（D1(3)②5～7、佐藤）
 9　化学物質の代謝・代謝的活性化（D2(1)①1,2、山野）
10　化学物質の毒性（D1(2)⑤1,2、D1(3)③3, D2(1)①2～
7、山野）
11　化学物質による発がん（D1(3)②4、 D2(1)③1～3 、山
野）
12　電離放射線および非電離放射線の生体への影響（D2
(1)④1～4, 加留部）
13　地球環境と生態系（D2(2)①1～4, 吉田）
14　水環境・大気環境・室内環境（D2(2)③1～6、④1～
3、⑤1,2, 吉田）
15　廃棄物、および環境保全に関する法規制（D2(1)②5、
D2(2)②1～3、⑥1～3、吉田）
（　　）内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO
番号

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　４年次前期までの衛生薬学関係の講義を予習して本講義
に臨んでもらいたい。



2019-9030000742-01衛生薬学特別講義「15台以降」（科目番号：4H2）

山野　茂、松末　公彦、加留部　善晴、佐藤　朝光、吉田　秀幸

◎薬  :C-2

1.1.　保険統計の意義および保険統計に関する指標の動向から、健康状態や疾
病構造について概説できる。（D1(1)①1、②1～3）　(C-2)

2.2.　疫学の役割および疫学の種類とその方法について説明できる。（D1(1)
③1～4）　(C-2)

3.3.　生活習慣病の種類およびその予防法について説明できる。（D1(2)①1,2、
③1～3）　(C-2)

4.4.　感染症とその予防について説明できる。（D1(2)②1～4、④1,2）　(C-2)

5.5.　栄養素の役割、栄養的な価値および過不足による主な疾病について説明
できる。（D1(3)①1～8）　(C-2)

6.6.　食品が変質する機構および変質を防ぐ方法（保存法）を説明できる。
（D1(3)②1～4）　(C-2)

7.7.　食品添加物および保健機能食品について説明できる。（D1(3)②5～7）　
(C-2)

8.8.　食中毒とその予防法について説明できる。（D1(3)③1～3）　(C-2)

9.9.　化学物質の毒性について説明できる。（D2(1)①1～7）　(C-2)

10.10.　労働衛生（職業性疾病など）および化学物質の安全性評価と適正利用
について説明できる。（D1(2)⑤1,2、D2(1)②2～5）　(C-2)

11.11.　化学物質による発がんについて説明できる。（D2(1)③1～3）　(C-2)

12.12.　放射線の生体への影響について説明できる。（D2(1)④1～4）　(C-2)

13.13.　地球環境と生態系について説明できる。（D2(2)①1～4）　(C-2)

14.14.　環境保全と法的規制について説明できる。（D2(2)②1～3）　(C-2)

15.15.　水環境、大気環境および室内環境について説明できる。（D2(2)③1～
6、④1～3、⑤1,2）　(C-2)

16.16.　廃棄物について説明できる。(D2(2)⑥1～3)
　(C-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。



2019-9030000686-01環境衛生学Ⅰ（科目番号：3H1）

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　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　　

山野　茂

◎－－－　一般目標　－－－◎

　私達の生活は、さまざまな人工の化学物質（農薬、医薬品、化学工業製
品など）の恩恵のもとに成り立っています。しかし、これらの中には、環
境中に滞留し、生態系を破壊したり、ヒトの健康に影響を与えたりする化
学物質が存在します。本講義では、地球環境を保全し、有害な化学物質の
生体への影響を回避できるようになるために、生態系の構造と特徴、化学
物質の環境内動態ならびに有害化学物質の由来や毒性などに関する基本的
知識を習得する。 薬学部 6 年制の「薬学教育モデル・カリキュラム（日本
薬学会）」の指針「D2 環境」にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.　生態系の構造と特徴および化学物質の環境内動態につて説明できる。
（D2(2)①2,3,5)(技能)

2.　第 Ⅰ 相反応と第 Ⅱ 相反応の代謝様式ならびにそれらの反応に関与する
酵素（系）を説明できる。（D2(1)①1） (態度・志向性)

3.　化学物質の代謝、代謝的活性化について概説できる。（D2(1)①1、
③1）(態度・志向性)

4.　発がん性物質などの代謝的活性化の機構を列挙し、その反応機構を説明
できる。（D2(1)③1）(態度・志向性)

5.　発がんに至る過程（イニシエーション、プロモーションなど）について
概説できる。（D2(1)③3）(態度・志向性)

6.　遺伝毒性試験（Ames試験など）の原理および試験法を説明できる。
（D2(1)③2） (態度・志向性)

7.　代表的な有害化学物質（農薬、PCB、ダイオキシン類、重金属など）の
毒性および毒性発現機序について説明できる。（D2(1)①2～4）(態度・志向
性)

8.　代表的な中毒原因物質の解毒処置法を説明できる。（D2(1)①6）(技能)

9.　化学物質の安全性評価と適正使用について説明できる。（D2(1)②1～
4）(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　授業計画に準じながら、教科書およびプリントを用いて講義を進める。
また、復習を兼ねて、単元毎に確認テストの解説を行う。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前に渡すプリントや教科書で予習して講義に臨み（予習30分）、確認
問題等で復習して知識として修得する（復習60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　化学物質の環境内動態、化学物質の代謝・代謝活性化および有害化学物
質の毒性発現機序・標的器官（生体分子）などについて、正確に説明でき
るかを評価の基準とする。定期試験の成績を90％、平常点（受講態度、確
認問題の理解度等）10％を目安として総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

吉原新一監、山野　茂、戸田晶久編、予防薬学としての衛生薬学 ̶健康と
環境̶［第３版］（廣川書店）、2016年、5600円、ISBN978-4-567-47202-9

◎－－－　参考書　－－－◎

永沼　章、姫野誠一郎、平塚　明　編、第５版　衛生薬学 ̶健康と環境̶
（丸善)、2013年、6400円、ISBN978-4-621-08627-8
日本薬学会編、スタンダード薬学シリーズ５「健康と環境」［第2版］（東
京化学同人）、2012年、6100円、ISBN978-4-8079-1623-8
今井浩孝、小椋康光編、衛生薬学［改定第２版］（南江堂）、2018年、
7000円、ICBN978-4-524-40354-7

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1　生態系の構造と特徴および化学物質の環境内動態（準
備教育、D2(2)①2,3,5）
 2　薬物代謝第 Ⅰ 相酵素：シトクロムP450（準備教育, D2
(1)①1）
 3　薬物代謝第 Ⅰ 相酵素：その他の酵素（準備教育, D2(1)
①1）
 4　薬物代謝第 Ⅱ 相酵素（準備教育, D2(1)①1）
 5　発がん物質の代謝的活性化（D2(1)③1）
 6　発がんにおけるイニシエーションとプロモーション
（D2(1)③3,）
 7　がん遺伝子およびがん抑制遺伝子（ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ）
 8　Ames試験の原理と試験法（D2(1)③2）
 9　有害物質各論１：農薬、多環芳香族炭化水素（D2(1)
①2,3）
10　有害物質各論２：PCB、ダイオキシン類（D2(1)
①2,3）
11　有害物質各論３：その他の有機化学物質（D2(1)
①2,3）
12　有害物質各論４：重金属（D2(1)①2～4）
13　有害物質各論５：内分泌撹乱化学物質（ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ）
14　化学物質の毒性試験法および安全生評価（D2(1)①6、
②1～4）
15　活性酸素の生成と消去（D2(1)①4）
(　　) 内は、薬学教育モデルコア・カリキュラムの SBO
番号

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　環境汚染は、ヒトを含めた生態系に多大なる影響を与え
る身近な問題であり、「健康の専門家」としての薬剤師に
は、本講義の内容は必要な知識です。ただ単位の獲得ばか
りでなく、この点にも留意して受講してもらいたい。



2019-9030000686-01環境衛生学Ⅰ（科目番号：3H1）

山野　茂

◎薬  :B-4,C-4

1.1.　生態系の構造と特徴および化学物質の環境内動態につて説明できる。
（D2(2)①2,3,5)　(B-4)

2.2.　第 Ⅰ 相反応と第 Ⅱ 相反応の代謝様式ならびにそれらの反応に関与する
酵素（系）を説明できる。（D2(1)①1） 　(C-4)

3.3.　化学物質の代謝、代謝的活性化について概説できる。（D2(1)①1、③1）
　(C-4)

4.4.　発がん性物質などの代謝的活性化の機構を列挙し、その反応機構を説明
できる。（D2(1)③1）　(C-4)

5.5.　発がんに至る過程（イニシエーション、プロモーションなど）について
概説できる。（D2(1)③3）　(C-4)

6.6.　遺伝毒性試験（Ames試験など）の原理および試験法を説明できる。（D2
(1)③2） 　(C-4)

7.7.　代表的な有害化学物質（農薬、PCB、ダイオキシン類、重金属など）の
毒性および毒性発現機序について説明できる。（D2(1)①2～4）　(C-4)

8.8.　代表的な中毒原因物質の解毒処置法を説明できる。（D2(1)①6）　(B-4)

9.9.　化学物質の安全性評価と適正使用について説明できる。（D2(1)②1～4）
　(B-4)

◎　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。



2019-9030000643-01食品栄養学「P-a」（科目番号：2H1）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　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　　

山野　茂

◎－－－　一般目標　－－－◎

　健康を維持するためには、必須栄養素を過不足なく摂取する必要があ
る。また、社会的問題となっている生活習慣病には、食生活が深くかか
わっている。本講義では、健康と栄養のかかわりについて科学的に理解す
るために、栄養素の機能、栄養素の過不足による健康障害、食習慣と生活
習慣病とのかかわりに関する基本的な知識を習得する。薬学部 6 年制の
「薬学教育モデル・カリキュラム（日本薬学会）」の指針「D1 健康」に
そって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

 1.　五大栄養素を列挙し、それぞれの役割について説明できる。（D1(3)
①1)(技能)

 2.　各栄養素の消化、吸収、代謝のプロセスを概説できる。（D1(3)①2)(技
能)

 3.　食品中の三大栄養素の栄養的な価値を説明できる。（D1(3)①3)(技能)

 4.　五大栄養素以外の食品成分（食物繊維、抗酸化物質など）の機能につ
いて説明できる。（D1(3)①4,8)(技能)

 5.　エネルギー代謝に関わる基礎代謝量、呼吸商、推定エネルギー必要量
の意味を説明できる。（D1(3)①5)(態度・志向性)

 6.　日本人の食事摂取基準について説明できる。（D1(3)①6)(技能)

 7.　栄養素の過不足による主な疾病を列挙し、説明できる。（D1(3)①7)(技
能)

 8.　生活習慣病の種類と動向について説明できる。（D1(2)③1)(態度・志向
性)

 9.　生活習慣病の代表的なリスク要因を列挙し、その予防法について説明
できる。（D1(2)③2)(態度・志向性)

10　食生活や喫煙などの生活習慣と疾病の関わりについて討議する。（D1
(2)③3)(態度・志向性)

11.　特別用途食品と保健機能食品について説明できる。（D1(3)②6）(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　授業計画に準じながら、教科書、プリントおよびスライドを用いて講義
を進める。また、復習を兼ねて、単元毎に確認問題の解説を行う。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前に渡すプリントや教科書で予習して講義に臨み（予習30分）、確認
問題等で復習して知識として修得する（復習60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　栄養素の機能および健康維持・増進のための栄養摂取について、正確に
説明できるかを評価の基準とする。定期試験の成績をを90％、平常点（受
講態度、確認問題の理解度等）10％を目安として総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

吉原新一監、山野　茂、戸田晶久編、予防薬学としての衛生薬学 ̶健康と
環境̶［第３版］（廣川書店）、2016年、5600円、ISBN978-4-567-47202-9

◎－－－　参考書　－－－◎

永沼　章、姫野誠一郎、平塚　明　編、第５版　衛生薬学 ̶健康と環境̶
（丸善)、2013年、6400円、ISBN978-4-621-08627-8
日本薬学会編、スタンダード薬学シリーズ５「健康と環境」［第2版］（東
京化学同人）、2012年、6100円、ISBN978-4-8079-1623-8
今井浩孝、小椋康光編、衛生薬学（南江堂）、2016年、7000円、
ISBN978-4-524-40317-2

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1　栄養素各論１：糖質　(準備教育、D1(3)①1)
 2　栄養素各論２：タンパク質 (準備教育、D1(3)①1)
 3　栄養素各論３：脂質　(準備教育、D1(3)①1)
 4　栄養素各論４：ビタミン　(D1(3)①1)
 5　栄養素各論５：ミネラル　(D1(3)①1)
 6　三大栄養素の消化、吸収、代謝　(D1(3)①2, 3)
 7　リポタンパク質の種類と役割（ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ）
 8　エネルギー代謝（食品のエネルギー、呼吸商、基礎代
謝量）(D1(3)①5)
 9　タンパク質の栄養価　(D1(3)①3)
10　食事摂取基準およびエネルギー、栄養素摂取量の現状
と問題点　(D1(3)①6)
11　栄養摂取過不足による健康障害（欠乏症、過剰症）
(D1(3)①7, 8)
12　食生活と生活習慣病１：メタボリックシンドローム　
(D1(2)③1～3)
13　食生活と生活習慣病２：２型糖尿病、脂質代謝異常
症、悪性新生物など　(D1(2)③1～3)
14　保健機能食品（特定保健用食品、栄養機能食品、機能
性表示食品）(D1(3)①4、②6)
15　遺伝子組換え食品（ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ）
(　　) 内は、薬学教育モデルコア・カリキュラムの SBO
番号

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　薬剤師には、病気を治す薬の知識ばかりでなく、病気に
罹らないように健康を維持するための栄養と健康のかかわ
りに関する知識も必要とされます。ただ単位の獲得ばかり
でなく、この点にも留意して受講してもらいたい。



2019-9030000643-01食品栄養学「P-a」（科目番号：2H1）

山野　茂

◎薬  :B-4,C-4

1. 1.　五大栄養素を列挙し、それぞれの役割について説明できる。（D1(3)①1)
　(B-4)

2. 2.　各栄養素の消化、吸収、代謝のプロセスを概説できる。（D1(3)①2)　
(B-4)

3. 3.　食品中の三大栄養素の栄養的な価値を説明できる。（D1(3)①3)　(B-4)

4. 4.　五大栄養素以外の食品成分（食物繊維、抗酸化物質など）の機能につい
て説明できる。（D1(3)①4,8)　(B-4)

5. 5.　エネルギー代謝に関わる基礎代謝量、呼吸商、推定エネルギー必要量の
意味を説明できる。（D1(3)①5)　(C-4)

6. 6.　日本人の食事摂取基準について説明できる。（D1(3)①6)　(B-4)

7. 7.　栄養素の過不足による主な疾病を列挙し、説明できる。（D1(3)①7)　
(B-4)

8. 8.　生活習慣病の種類と動向について説明できる。（D1(2)③1)　(C-4)

9. 9.　生活習慣病の代表的なリスク要因を列挙し、その予防法について説明で
きる。（D1(2)③2)　(C-4)

10.10　食生活や喫煙などの生活習慣と疾病の関わりについて討議する。（D1
(2)③3)　(C-4)

11.11.　特別用途食品と保健機能食品について説明できる。（D1(3)②6）　
(B-4)

◎　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。



2019-9030000643-02食品栄養学「P-b」（科目番号：2H1）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　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　　

山野　茂

◎－－－　一般目標　－－－◎

　健康を維持するためには、必須栄養素を過不足なく摂取する必要があ
る。また、社会的問題となっている生活習慣病には、食生活が深くかか
わっている。本講義では、健康と栄養のかかわりについて科学的に理解す
るために、栄養素の機能、栄養素の過不足による健康障害、食習慣と生活
習慣病とのかかわりに関する基本的な知識を習得する。薬学部 6 年制の
「薬学教育モデル・カリキュラム（日本薬学会）」の指針「D1 健康」に
そって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

 1.　五大栄養素を列挙し、それぞれの役割について説明できる。（D1(3)
①1)(技能)

 2.　各栄養素の消化、吸収、代謝のプロセスを概説できる。（D1(3)①2)
(技能)

 3.　食品中の三大栄養素の栄養的な価値を説明できる。（D1(3)①3)(技能)

 4.　五大栄養素以外の食品成分（食物繊維、抗酸化物質など）の機能につ
いて説明できる。（D1(3)①4,8)(技能)

 5.　エネルギー代謝に関わる基礎代謝量、呼吸商、推定エネルギー必要量
の意味を説明できる。（D1(3)①5)(態度・志向性)

 6.　日本人の食事摂取基準について説明できる。（D1(3)①6)(技能)

 7.　栄養素の過不足による主な疾病を列挙し、説明できる。（D1(3)①7)
(技能)

 8.　生活習慣病の種類と動向について説明できる。（D1(2)③1)(技能)

 9.　生活習慣病の代表的なリスク要因を列挙し、その予防法について説明
できる。（D1(2)③2)(態度・志向性)

10.　食生活や喫煙などの生活習慣と疾病の関わりについて討議する。（D1
(2)③3)(態度・志向性)

11.　特別用途食品と保健機能食品について説明できる。（D1(3)②6）(態
度・志向性)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　授業計画に準じながら、教科書、プリントおよびスライドを用いて講義
を進める。また、復習を兼ねて、単元毎に確認問題の解説を行う。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前に渡すプリントや教科書で予習して講義に臨み（予習30分）、確認
問題等で復習して知識として修得する（復習60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　栄養素の機能および健康維持・増進のための栄養摂取について、正確に
説明できるかを評価の基準とする。定期試験の成績をを90％、平常点（受
講態度、確認問題の理解度等）10％を目安として総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

吉原新一監、山野　茂、戸田晶久編、予防薬学としての衛生薬学 ̶健康と
環境̶［第３版］（廣川書店）、2016年、5600円、ISBN978-4-567-47202-9

◎－－－　参考書　－－－◎

永沼　章、姫野誠一郎、平塚　明　編、第５版　衛生薬学 ̶健康と環境̶
（丸善)、2013年、6400円、ISBN978-4-621-08627-8
日本薬学会編、スタンダード薬学シリーズ５「健康と環境」［第2版］（東
京化学同人）、2012年、6100円、ISBN978-4-8079-1623-8
今井浩孝、小椋康光編、衛生薬学（南江堂）、2016年、7000円、
ISBN978-4-524-40317-2

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　栄養素各論１：糖質　(準備教育、D1(3)①1)
 2　栄養素各論２：タンパク質 (準備教育、D1(3)①1)
 3　栄養素各論３：脂質　(準備教育、D1(3)①1)
 4　栄養素各論４：ビタミン　(D1(3)①1)
 5　栄養素各論５：ミネラル　(D1(3)①1)
 6　三大栄養素の消化、吸収、代謝　(D1(3)①2, 3)
 7　リポタンパク質の種類と役割（ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ）
 8　エネルギー代謝（食品のエネルギー、呼吸商、基礎代
謝量）(D1(3)①5)
 9　タンパク質の栄養価　(D1(3)①3)
10　食事摂取基準およびエネルギー、栄養素摂取量の現状
と問題点　(D1(3)①6)
11　栄養摂取過不足による健康障害（欠乏症、過剰症）
(D1(3)①7, 8)
12　食生活と生活習慣病１：メタボリックシンドローム　
(D1(2)③1～3)
13　食生活と生活習慣病２：２型糖尿病、脂質代謝異常
症、悪性新生物など　(D1(2)③1～3)
14　保健機能食品（特定保健用食品、栄養機能食品、機能
性表示食品）(D1(3)①4、②6)
15　遺伝子組換え食品（ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ）
(　　) 内は、薬学教育モデルコア・カリキュラムの SBO
番号

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　薬剤師には、病気を治す薬の知識ばかりでなく、病気に
罹らないように健康を維持するための栄養と健康のかかわ
りに関する知識も必要とされます。ただ単位の獲得ばかり
でなく、この点にも留意して受講してもらいたい。



2019-9030000643-02食品栄養学「P-b」（科目番号：2H1）

山野　茂

◎薬  :B-4,C-4

1. 1.　五大栄養素を列挙し、それぞれの役割について説明できる。（D1(3)①1)
　(B-4)

2. 2.　各栄養素の消化、吸収、代謝のプロセスを概説できる。（D1(3)①2)　
(B-4)

3. 3.　食品中の三大栄養素の栄養的な価値を説明できる。（D1(3)①3)　(B-4)

4. 4.　五大栄養素以外の食品成分（食物繊維、抗酸化物質など）の機能につい
て説明できる。（D1(3)①4,8)　(B-4)

5. 5.　エネルギー代謝に関わる基礎代謝量、呼吸商、推定エネルギー必要量の
意味を説明できる。（D1(3)①5)　(C-4)

6. 6.　日本人の食事摂取基準について説明できる。（D1(3)①6)　(B-4)

7. 7.　栄養素の過不足による主な疾病を列挙し、説明できる。（D1(3)①7)　
(B-4)

8. 8.　生活習慣病の種類と動向について説明できる。（D1(2)③1)　(B-4)

9. 9.　生活習慣病の代表的なリスク要因を列挙し、その予防法について説明で
きる。（D1(2)③2)　(C-4)

10.10.　食生活や喫煙などの生活習慣と疾病の関わりについて討議する。（D1
(2)③3)　(C-4)

11.11.　特別用途食品と保健機能食品について説明できる。（D1(3)②6）　
(C-4)

◎　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。



2019-9030000696-01生物系実習Ⅲ（科目番号：3H3）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：実習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・３時限～５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

山野　茂、松末　公彦（松尾　康平）

◎－－－　一般目標　－－－◎

　生活環境（水環境、室内環境）に関する実験を、「衛生試験法」に準じて行
い、結果について考察し討論することで、環境と健康の関わりについての基本
的知識、技能、態度を習得する。また、ラット肝ミクロソームによるp-ニトロ
フェノール水酸化酵素活性およびアミノピリンN-脱メチル化酵素活性を測定す
ることで、薬物代謝実験に関する基本的技能を習得するとともに、薬物代謝に
よる薬毒物の解毒や代謝的活性化ならびに薬物代謝で中心的な役割を果たして
いるシトクロムP450についての理解を深める。 薬学部 6 年制の「薬学教育モ
デル・カリキュラム（日本薬学会）」の指針「D2 環境」にそって実習を行
う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.　飲料水中のアンモニア態窒素、亜硝酸態窒素の測定ができる。（D2(2)
③3）(態度・志向性)

2.　実験結果から、水質を評価し、汚染の由来や浄化法について討論できる。
（D2(2)③3）(態度・志向性)

3.　化学的酸素要求量（COD）を、アルカリ性過マンガン酸法で測定できる。
（D2(2)③5） (態度・志向性)

4.　実験結果を基に、水質汚濁の原因や処理法について討論できる。（D2(2)
③5） (態度・志向性)

5.　アスマン通風湿度計とカタ温度計を用いて、気温、気湿、気動、感覚温度
を求めることができる。（D2(2)⑤1）(態度・志向性)

6.　室内の必要換気量を求めることができる。（D2(2)⑤1）(態度・志向性)

7.　室内環境と健康との関わりについて討論できる。（D2(2)⑤2）(態度・志向
性)

8.　ミクロソームを用いて、p-ニトロフェノール水酸化酵素活性およびアミノ
ピリンN-脱メチル化酵素活性を測定できる。（D2(1)①1）(態度・志向性)

9.　実験結果から、シトクロムP450の分子多様性、基質特異性、誘導性につい
て討論できる。（D2(1)①1）(態度・志向性)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　実習書に基づいて実習を行う。実習を行うにあたっては、実習書や参考書で
予習を行い、実習目的ならびに各実験操作の意味を理解したうえで、目標達成
に向けて積極的に取り組む。実験操作については、適宜、教員が指導する。ま
た、実験終了後、得られた結果についてグループで討論する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　実習書および参考書を事前に読んで、実験目的を理解し、実験方法について
も学習した上で実験に臨むこと（予習30分）。また、得られた実験結果につい
ては、その数値等が示す意味を科学的に判断し、考察する（復習30分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　実験を遂行するための基本的な知識・技能・態度が身に付いているか、およ
び実験結果を考察して討論できるかを評価の基準とする。レポートの内容
40%、平常点（実習態度や討論時の態度等）60％を目安として総合的に成績を
評価する。レポートと平常点については、ルーブリック表を用いて評価する。
詳細な評価基準については、実習書に記載している。上記の成績評価基準は、
原則として全て出席することを前提としている。
　フィードバックとして、レポートにコメントして返却する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　衛生化学教室で作成した実習書を使用する。

◎－－－　参考書　－－－◎

日本薬学会編、衛生試験法・注解（金原出版）、2015年、37800円、
ISBN978-4-307-47043-B
日本薬学会編、必携・衛生試験法 [第２版]（金原出版）、2016年、4320円、
ISBN978-4-307-47044-5
北田光一、大森　栄編、薬物代謝酵素（廣川書店）、2001年、38000円、
ISBN4-567-17150-0

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　実習概要の説明、一般的注意、試薬調製
2　飲料水試験（持参水と検体のpH、アンモニア態窒素、
亜硝酸態窒素の測定）（D2(2)③3）
3　下水試験（検体のアルカリ性過マンガン酸法による
CODの測定）（D2(2)③5）
4　室内環境（気温、気湿、気動、カタ冷却力、感覚温度
の測定および必要換気量の算出）（D2(2)⑤1）
5　薬物代謝（フェノバルビタール処理および未処理ラッ
ト肝ミクロソームでのp-ニトロフェノール水酸化酵素活性
とアミノピリンN-脱メチル化酵素活性の測定）（D2(1)
①1）
6　後片付け、廃液処理
(　　) 内は、薬学教育モデルコア・カリキュラムの SBO
番号

＊ 項目１（実習説明）と項目６（後片付け）は、それぞ
れ初日と最終日（６日目）にクラス全体で行う。
＊ 項目２～５を行う実習期間中は、クラスを前半と後半
の二つのグループに分け、以下の日程で行う。
　［前半クラス］
　　２日目～３日目：項目２（飲料水試験）
　　　　　　　　　　項目３（下水試験）
　　４日目～５日目：項目４（室内環境）
　　　　　　　　　　項目５（薬物代謝）
　［後半クラス］
　　２日目～３日目：項目４（室内環境）
　　　　　　　　　　項目５（薬物代謝）
　　４日目～５日目：項目２（飲料水試験）
　　　　　　　　　　項目３（下水試験）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　実習を妨害する行為や危険な行為を行った場合、実習を
中止させ、それ以降の実習を認めないことがある。
　試薬は、実験結果を左右するので、調製にあたっては手
抜きしないで慎重に行う。取り扱う薬品の危険性、毒性を
把握し、事故防止に努めるとともに事故発生時の緊急処置
法にも留意する。また、廃棄に処理が必要な実験廃液は、
所定の容器に回収する。



2019-9030000696-01生物系実習Ⅲ（科目番号：3H3）

山野　茂、松末　公彦（松尾　康平）

◎薬  :C-2

1.1.　飲料水中のアンモニア態窒素、亜硝酸態窒素の測定ができる。（D2(2)
③3）　(C-2)

2.2.　実験結果から、水質を評価し、汚染の由来や浄化法について討論でき
る。（D2(2)③3）　(C-2)

3.3.　化学的酸素要求量（COD）を、アルカリ性過マンガン酸法で測定でき
る。（D2(2)③5） 　(C-2)

4.4.　実験結果を基に、水質汚濁の原因や処理法について討論できる。（D2(2)
③5） 　(C-2)

5.5.　アスマン通風湿度計とカタ温度計を用いて、気温、気湿、気動、感覚温
度を求めることができる。（D2(2)⑤1）　(C-2)

6.6.　室内の必要換気量を求めることができる。（D2(2)⑤1）　(C-2)

7.7.　室内環境と健康との関わりについて討論できる。（D2(2)⑤2）　(C-2)

8.8.　ミクロソームを用いて、p-ニトロフェノール水酸化酵素活性およびアミ
ノピリンN-脱メチル化酵素活性を測定できる。（D2(1)①1）　(C-2)

9.9.　実験結果から、シトクロムP450の分子多様性、基質特異性、誘導性につ
いて討論できる。（D2(1)①1）　(C-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。



2019-9030000800-01総合衛生薬学特別講義「13台以降」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 6 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・３時限～４時限　　試験時間割：後日発表　　

山野　茂、松末　公彦、加留部　善晴、佐藤　朝光、吉田　秀幸

◎－－－　一般目標　－－－◎

　資質の高い薬剤師として社会に貢献するためには、薬に対する専門的知識だけでな
く、疾病にならないようにする予防薬学的な知識が必要である。本講義では、薬学教
育モデル・コアカリキュラムの「健康と環境」分野に関する理解をさらに深め、応用
力を養うとともに、予防薬学を実践する知識を修得する。薬学部 6 年制の「薬学教育
モデル・カリキュラム（日本薬学会）」の指針「D1 健康」と「D2環境」にそって講義
する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

 1.　保険統計の意義および保険統計に関する指標について説明できる。（D1(1)①1, ②1
～3）

 2.　疫学の役割および疫学の種類とその方法について説明できる。（D1(1)③1～4）

 3.　健康増進政策（健康日本21など）および疾病の予防（一時、二次、三次予防）に
ついて説明できる。（D1(2)①1,2）

 4,　感染症とその予防について説明できる。（D1(2)②1～4）

 5.　母子保健（新生児マススクリーングなど）について説明できる。（D1(2)④1,2）

 6.　生活習慣病の種類およびその予防法について説明できる。（D1(2)③1～3）

 7.　代表的な労働災害と職業性疾病および労働衛生管理について説明できる。（D1(2)
⑤1,2）

 8.　栄養素の役割、栄養的な価値および過不足による主な疾病について説明できる。
（D1(3)①1～5,7,8）

 9.　日本人の食事摂取基準について説明できる。（D1(3)①6）

10.　食品が変質する機構と変質を防ぐ方法（保存法）および食品成分由来の発がん性
物質を説明できる。（D1(3)②1～4）

11.　食品添加物および健機能食品について説明できる。（D1(3)②5～7）

12.　食中毒およびその予防法について説明できる。（D1(3)③1～3）

13.　化学物質の毒性および化学物質による発がんについてについて説明できる。（D2
(1)①1～7）

14.　化学物質の安全性評価と適正利用について説明できる。（D2(1)②2～5）

15.　化学物質による発がんについて説明できる。（D2(1)③1～3）

16.　放射線の生体への影響について説明できる。（D2(1)④1～4）

17.　地球環境と生態系について説明できる。（D2(2)①1～4）

18.　環境保全と法的規制について説明できる。（D2(2)②1～3）

19.　水環境、大気環境および室内環境について説明できる。（D2(2)③1～6、④1～3、
⑤1,2）

20.　廃棄物について説明できる。(D2(2)⑥1～3)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　授業計画に準じて、テキスト、プリントおよびスライドを用いて講義を進める。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　教科書や4年次までの講義資料等で予習して講義に臨み（予習30分）、講義時に配布
するプリントや問題で復習して確実に知識として修得する（予習60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　ヒトの健康に関わる栄養や環境などについて正確に説明できるかを評価の基準と
し、定期試験（100%）の成績で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

吉原新一、山野　茂、戸田晶久編、予防薬学としての衛生薬学 ̶健康と環境̶［第２
版］（廣川書店）、2013年、5600円、ISBN978-4-567-47201-2

◎－－－　参考書　－－－◎

日本薬学会編、衛生薬学（スタンダード薬学シリーズⅡ-5）「健康と環境」（東京化学
同人）、2016年、6100円、ISBN978-4-8079-17112
薬学ゼミナール編、国家試験対策参考書［改定第8版］vol. ４ 衛生（薬学ゼミナー
ル）、2018年、3300円、ISBN 978-4-909120-11-3

◎－－－　授業計画　－－－◎

１. 保険統計（D1(1)②1,2、松末）
２. 健康と疾病をめぐる日本の現状（D1(1)①1, ②3、 松
末）
３. 疫学（D1(1)③1～4、松末）
４. 疾病の予防における薬剤師の役割および学校保健と学
校薬剤師の役割（D1(2)①1,2、松末）
５. 生活習慣病とその予防法（D1(2)③1～3、松末）
６. 新生児マススクリーング（D1(2)④1、松末）
７. 食中毒とその予防法（D1(3)③1,2、佐藤）
８. 感染症法と予防接種法（D1(2)②1,2,4、 佐藤）
９. 性感染症と母子感染症（D1(2)②3, D1(2)④2、 佐藤）
10. 栄養摂取と健康（D1(3)①1,2、 佐藤）
11. タンパク質の栄養価およびエネルギー代謝（D1(3)
①3,5、佐藤）
12. 日本人の食事摂取基準と栄養摂取状況（D1(3)①6～8,、
佐藤）
13. 食品の変質とその予防法（D1(3)②1～4、 佐藤）
14. 食品添加物（D1(3)②5,7、佐藤）
15. 保健機能食品と遺伝子組換え食品（D1(3)①4, D1(3)
②6,7、佐藤）
16. 化学物質の代謝・代謝的活性化（D2(1)①1,2、山野）
17. 化学物質の毒性（D1(3)③3, D2(1)①2,3,5～7、山野）
18. 重金属および活性酸素（D2(1)①3,4、 山野）
19. 化学物質の毒性試験法と毒性評価（D2(1)②2～4、山
野）
20. 化学物質による発がん（D1(3)②4, D2(1)③1,3、山野）
21. Ames試験などの遺伝毒性試験法（D2(1)③2、山野）
22. 電離放射線および非電離放射線の生体への影響（D2(1)
④1,2,4、加留部）
23. 環境放射能の人への影響、電離放射線の防御法および
医療への応用（D2(1)④3、加留部）
24. 職業病の予防（D1(2)⑤1,2、加留部）
25. 地球環境と生態系（D2(2)①1～4、吉田）
26. 水環境（D2(2)③1～6、吉田）
27. 大気環境（D2(2)④1～3、吉田）
28. 環境基本法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法（D2(2)
②1～3、吉田）
29. 室内環境と健康（D2(2)⑤1,2、吉田）
30. 化審法、PRTR法、廃棄物処理法（D2(1)②5, D2(2)⑥1
～3、吉田）
（　　）内は、薬学教育モデル・薬学教育モデル・コアカ
リキュラムの SBO番号

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　４年次までの衛生薬学関係の講義を、良く修得しておく
ことが望ましい。



2019-9030000800-01総合衛生薬学特別講義「13台以降」

山野　茂、松末　公彦、加留部　善晴、佐藤　朝光、吉田　秀幸

◎薬

1. 1.　保険統計の意義および保険統計に関する指標について説明できる。（D1
(1)①1, ②1～3）

2. 2.　疫学の役割および疫学の種類とその方法について説明できる。（D1(1)
③1～4）

3. 3.　健康増進政策（健康日本21など）および疾病の予防（一時、二次、三次
予防）について説明できる。（D1(2)①1,2）

4. 4,　感染症とその予防について説明できる。（D1(2)②1～4）

5. 5.　母子保健（新生児マススクリーングなど）について説明できる。（D1(2)
④1,2）

6. 6.　生活習慣病の種類およびその予防法について説明できる。（D1(2)③1～
3）

7. 7.　代表的な労働災害と職業性疾病および労働衛生管理について説明でき
る。（D1(2)⑤1,2）

8. 8.　栄養素の役割、栄養的な価値および過不足による主な疾病について説明
できる。（D1(3)①1～5,7,8）

9. 9.　日本人の食事摂取基準について説明できる。（D1(3)①6）

10.10.　食品が変質する機構と変質を防ぐ方法（保存法）および食品成分由来
の発がん性物質を説明できる。（D1(3)②1～4）

11.11.　食品添加物および健機能食品について説明できる。（D1(3)②5～7）

12.12.　食中毒およびその予防法について説明できる。（D1(3)③1～3）

13.13.　化学物質の毒性および化学物質による発がんについてについて説明で
きる。（D2(1)①1～7）

14.14.　化学物質の安全性評価と適正利用について説明できる。（D2(1)②2～
5）

15.15.　化学物質による発がんについて説明できる。（D2(1)③1～3）

16.16.　放射線の生体への影響について説明できる。（D2(1)④1～4）

17.17.　地球環境と生態系について説明できる。（D2(2)①1～4）

18.18.　環境保全と法的規制について説明できる。（D2(2)②1～3）

19.19.　水環境、大気環境および室内環境について説明できる。（D2(2)③1～
6、④1～3、⑤1,2）

20.20.　廃棄物について説明できる。(D2(2)⑥1～3)

◎　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。



2019-9030000784-01総合衛生薬学特別講義Ⅰ「12台以前」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 6 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・３時限　　試験時間割：後日発表　　

山野　茂、松末　公彦、加留部　善晴、佐藤　朝光、吉田　秀幸

◎－－－　一般目標　－－－◎

　資質の高い薬剤師として社会に貢献するためには、薬に対する専門的知識だけで
なく、疾病にならないようにする予防薬学的な知識が必要である。本講義では、薬
学教育モデル・コアカリキュラムの「健康と環境」分野に関する理解をさらに深
め、応用力を養うとともに、予防薬学を実践する知識を修得する。薬学部 6 年制の
「薬学教育モデル・カリキュラム（日本薬学会）」の指針「D1 健康」と「D2環境」
にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

 1.　保険統計の意義および保険統計に関する指標について説明できる。（D1(1)①1,
②1～3）

 2.　疫学の役割および疫学の種類とその方法について説明できる。（D1(1)③1～4）

 3.　健康増進政策（健康日本21など）および疾病の予防（一時、二次、三次予防）
について説明できる。（D1(2)①1,2）

 4,　感染症とその予防について説明できる。（D1(2)②1～4）

 5.　母子保健（新生児マススクリーングなど）について説明できる。（D1(2)④1,2）

 6.　生活習慣病の種類およびその予防法について説明できる。（D1(2)③1,2）

 7.　代表的な労働災害と職業性疾病および労働衛生管理について説明できる。（D1
(2)⑤1,2）

 8.　栄養素の役割、栄養的な価値および過不足による主な疾病について説明でき
る。（D1(3)①1～,5,7,8）

 9.　日本人の食事摂取基準について説明できる。（D1(3)①6）

10.　食品が変質する機構と変質を防ぐ方法（保存法）および食品成分由来の発がん
性物質を説明できる。（D1(3)②1～4）

11.　食品添加物および健機能食品について説明できる。（D1(3)②5～7）

12.　食中毒およびその予防法について説明できる。（D1(3)③1～3）

13.　化学物質の毒性について説明できる。（D2(1)①1～7）

14.　化学物質の安全性評価と適正利用について説明できる。（D2(1)②2～5）

15.　化学物質による発がんについて説明できる。（D2(1)③1～3）

16.　放射線の生体への影響について説明できる。（D2(1)④1～4）

17.　地球環境と生態系について説明できる。（D2(2)①1～4）

18.　環境保全と法的規制について説明できる。（D2(2)②1～3）

19.　水環境、大気環境および室内環境について説明できる。（D2(2)③1～6、④1～
3、⑤1,2）

20.　廃棄物について説明できる。(D2(2)⑥1～3)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　授業計画に準じて、テキスト、プリントおよびスライドを用いて講義を進める。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　教科書や4年次までの講義資料等で予習して講義に臨み（予習30分）、講義時に配
布するプリントや問題で復習して確実に知識として修得する（予習60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　ヒトの健康に関わる栄養や環境などについて正確に説明できるかを評価の基準と
し、定期試験（100%）の成績で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

吉原新一、山野　茂、戸田晶久編、予防薬学としての衛生薬学 ̶健康と環境̶［第
２版］（廣川書店）、2013年、5600円、ISBN978-4-567-47201-2

◎－－－　参考書　－－－◎

日本薬学会編、衛生薬学（スタンダード薬学シリーズⅡ-5）「健康と環境」（東京
化学同人）、2016年、6100円、ISBN978-4-8079-17112
薬学ゼミナール編、国家試験対策参考書［改定第8版］vol. ４ 衛生（薬学ゼミナー
ル）、2018年、3300円、ISBN 978-4-909120-11-3

◎－－－　授業計画　－－－◎

１. 保険統計（D1(1)②1,2、松末）
２. 健康と疾病をめぐる日本の現状（D1(1)①1, ②3、 松
末）
３. 疫学（D1(1)③1～4、松末）
４. 疾病の予防における薬剤師の役割および学校保健と学
校薬剤師の役割（D1(2)①1,2、松末）
５. 生活習慣病とその予防法（D1(2)③1～3、松末）
６. 新生児マススクリーング（D1(2)④1、松末）
７. 食中毒とその予防法（D1(3)③1,2、佐藤）
８. 感染症法と予防接種法（D1(2)②1,2,4、 佐藤）
９. 性感染症と母子感染症（D1(2)②3, D1(2)④2、 佐藤）
10. 栄養摂取と健康（D1(3)①1,2、 佐藤）
11. タンパク質の栄養価およびエネルギー代謝（D1(3)
①3,5、佐藤）
12. 日本人の食事摂取基準と栄養摂取状況（D1(3)①6～8,、
佐藤）
13. 食品の変質とその予防法（D1(3)②1～4、 佐藤）
14. 食品添加物（D1(3)②5,7、佐藤）
15. 保健機能食品と遺伝子組換え食品（D1(3)①4, D1(3)
②6,7、佐藤）
16. 化学物質の代謝・代謝的活性化（D2(1)①1,2、山野）
17. 化学物質の毒性（D1(3)③3, D2(1)①2,3,5～7、山野）
18. 重金属および活性酸素（D2(1)①3,4、 山野）
19. 化学物質の毒性試験法と毒性評価（D2(1)②2～4、山
野）
20. 化学物質による発がん（D1(3)②4, D2(1)③1,3、山野）
21. Ames試験などの遺伝毒性試験法（D2(1)③2、山野）
22. 電離放射線および非電離放射線の生体への影響（D2(1)
④1,2,4、加留部）
23. 環境放射能の人への影響、電離放射線の防御法および
医療への応用（D2(1)④3、加留部）
24. 職業病の予防（D1(2)⑤1,2、加留部）
25. 地球環境と生態系（D2(2)①1～4、吉田）
26. 水環境（D2(2)③1～6、吉田）
27. 大気環境（D2(2)④1～3、吉田）
28. 環境基本法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法（D2(2)
②1～3、吉田）
29. 室内環境と健康（D2(2)⑤1,2、吉田）
30. 化審法、PRTR法、廃棄物処理法（D2(1)②5, D2(2)⑥1
～3、吉田）
（　　）内は、薬学教育モデル・薬学教育モデル・コアカ
リキュラムの SBO番号

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　４年次までの衛生薬学関係の講義を、良く修得しておく
ことが望ましい。



2019-9030000784-01総合衛生薬学特別講義Ⅰ「12台以前」

山野　茂、松末　公彦、加留部　善晴、佐藤　朝光、吉田　秀幸

◎薬

1. 1.　保険統計の意義および保険統計に関する指標について説明できる。（D1
(1)①1, ②1～3）

2. 2.　疫学の役割および疫学の種類とその方法について説明できる。（D1(1)
③1～4）

3. 3.　健康増進政策（健康日本21など）および疾病の予防（一時、二次、三次
予防）について説明できる。（D1(2)①1,2）

4. 4,　感染症とその予防について説明できる。（D1(2)②1～4）

5. 5.　母子保健（新生児マススクリーングなど）について説明できる。（D1(2)
④1,2）

6. 6.　生活習慣病の種類およびその予防法について説明できる。（D1(2)
③1,2）

7. 7.　代表的な労働災害と職業性疾病および労働衛生管理について説明でき
る。（D1(2)⑤1,2）

8. 8.　栄養素の役割、栄養的な価値および過不足による主な疾病について説明
できる。（D1(3)①1～,5,7,8）

9. 9.　日本人の食事摂取基準について説明できる。（D1(3)①6）

10.10.　食品が変質する機構と変質を防ぐ方法（保存法）および食品成分由来
の発がん性物質を説明できる。（D1(3)②1～4）

11.11.　食品添加物および健機能食品について説明できる。（D1(3)②5～7）

12.12.　食中毒およびその予防法について説明できる。（D1(3)③1～3）

13.13.　化学物質の毒性について説明できる。（D2(1)①1～7）

14.14.　化学物質の安全性評価と適正利用について説明できる。（D2(1)②2～
5）

15.15.　化学物質による発がんについて説明できる。（D2(1)③1～3）

16.16.　放射線の生体への影響について説明できる。（D2(1)④1～4）

17.17.　地球環境と生態系について説明できる。（D2(2)①1～4）

18.18.　環境保全と法的規制について説明できる。（D2(2)②1～3）

19.19.　水環境、大気環境および室内環境について説明できる。（D2(2)③1～
6、④1～3、⑤1,2）

20.20.　廃棄物について説明できる。(D2(2)⑥1～3)

◎　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。



2019-9030000785-01総合衛生薬学特別講義Ⅱ「12台以前」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 6 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・４時限　　試験時間割：後日発表　　

山野　茂、松末　公彦、加留部　善晴、佐藤　朝光、吉田　秀幸

◎－－－　一般目標　－－－◎

　資質の高い薬剤師として社会に貢献するためには、薬に対する専門的知識だけで
なく、疾病にならないようにする予防薬学的な知識が必要である。本講義では、薬
学教育モデル・コアカリキュラムの「健康と環境」分野に関する理解をさらに深
め、応用力を養うとともに、予防薬学を実践する知識を修得する。薬学部 6 年制の
「薬学教育モデル・カリキュラム（日本薬学会）」の指針「D1 健康」と「D2環境」
にそって講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

 1.　保険統計の意義および保険統計に関する指標について説明できる。（D1(1)①1,
②1～3）

 2.　疫学の役割および疫学の種類とその方法について説明できる。（D1(1)③1～4）

 3.　健康増進政策（健康日本21など）および疾病の予防（一時、二次、三次予防）
について説明できる。（D1(2)①1,2）

 4,　感染症とその予防について説明できる。（D1(2)②1～4）

 5.　母子保健（新生児マススクリーングなど）について説明できる。（D1(2)④1,2）

 6.　生活習慣病の種類およびその予防法について説明できる。（D1(2)③1,2）

 7.　代表的な労働災害と職業性疾病および労働衛生管理について説明できる。（D1
(2)⑤1,2）

 8.　栄養素の役割、栄養的な価値および過不足による主な疾病について説明でき
る。（D1(3)①1～5,7,8）

 9.　日本人の食事摂取基準について説明できる。（D1(3)①6）

10.　食品が変質する機構と変質を防ぐ方法（保存法）および食品成分由来の発がん
性物質を説明できる。（D1(3)②1～4）

11.　食品添加物および健機能食品について説明できる。（D1(3)②5～7）

12.　食中毒およびその予防法について説明できる。（D1(3)③1～3）

13.　化学物質の毒性について説明できる。（D2(1)①1～7）

14.　化学物質の安全性評価と適正利用について説明できる。（D2(1)②2～5）

15.　化学物質による発がんについて説明できる。（D2(1)③1～3）

16.　放射線の生体への影響について説明できる。（D2(1)④1～4）

17.　地球環境と生態系について説明できる。（D2(2)①1～4）

18.　環境保全と法的規制について説明できる。（D2(2)②1～3）

19.　水環境、大気環境および室内環境について説明できる。（D2(2)③1～6、④1～
3、⑤1,2）

20.　廃棄物について説明できる。(D2(2)⑥1～3)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　授業計画に準じて、テキスト、プリントおよびスライドを用いて講義を進める。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　教科書や4年次までの講義資料等で予習して講義に臨み（予習30分）、講義時に配
布するプリントや問題で復習して確実に知識として修得する（予習60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　ヒトの健康に関わる栄養や環境などについて正確に説明できるかを評価の基準と
し、定期試験（100%）の成績で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

吉原新一、山野　茂、戸田晶久編、予防薬学としての衛生薬学 ̶健康と環境̶［第
２版］（廣川書店）、2013年、5600円、ISBN978-4-567-47201-2

◎－－－　参考書　－－－◎

日本薬学会編、衛生薬学（スタンダード薬学シリーズⅡ-5）「健康と環境」（東京
化学同人）、2016年、6100円、ISBN978-4-8079-17112
薬学ゼミナール編、国家試験対策参考書［改定第8版］vol. ４ 衛生（薬学ゼミナー
ル）、2018年、3300円、ISBN 978-4-909120-11-3

◎－－－　授業計画　－－－◎

１. 保険統計（D1(1)②1,2、松末）
２. 健康と疾病をめぐる日本の現状（D1(1)①1, ②3、 松
末）
３. 疫学（D1(1)③1～4、松末）
４. 疾病の予防における薬剤師の役割および学校保健と学
校薬剤師の役割（D1(2)①1,2、松末）
５. 生活習慣病とその予防法（D1(2)③1～3、松末）
６. 新生児マススクリーング（D1(2)④1、松末）
７. 食中毒とその予防法（D1(3)③1,2、佐藤）
８. 感染症法と予防接種法（D1(2)②1,2,4、 佐藤）
９. 性感染症と母子感染症（D1(2)②3, D1(2)④2、 佐藤）
10. 栄養摂取と健康（D1(3)①1,2、 佐藤）
11. タンパク質の栄養価およびエネルギー代謝（D1(3)
①3,5、佐藤）
12. 日本人の食事摂取基準と栄養摂取状況（D1(3)①6～8,、
佐藤）
13. 食品の変質とその予防法（D1(3)②1～4、 佐藤）
14. 食品添加物（D1(3)②5,7、佐藤）
15. 保健機能食品と遺伝子組換え食品（D1(3)①4, D1(3)
②6,7、佐藤）
16. 化学物質の代謝・代謝的活性化（D2(1)①1,2、山野）
17. 化学物質の毒性（D1(3)③3, D2(1)①2,3,5～7、山野）
18. 重金属および活性酸素（D2(1)①3,4、 山野）
19. 化学物質の毒性試験法と毒性評価（D2(1)②2～4、山
野）
20. 化学物質による発がん（D1(3)②4, D2(1)③1,3、山野）
21. Ames試験などの遺伝毒性試験法（D2(1)③2、山野）
22. 電離放射線および非電離放射線の生体への影響（D2(1)
④1,2,4、加留部）
23. 環境放射能の人への影響、電離放射線の防御法および
医療への応用（D2(1)④3、加留部）
24. 職業病の予防（D1(2)⑤1,2、加留部）
25. 地球環境と生態系（D2(2)①1～4、吉田）
26. 水環境（D2(2)③1～6、吉田）
27. 大気環境（D2(2)④1～3、吉田）
28. 環境基本法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法（D2(2)
②1～3、吉田）
29. 室内環境と健康（D2(2)⑤1,2、吉田）
30. 化審法、PRTR法、廃棄物処理法（D2(1)②5, D2(2)⑥1
～3、吉田）
（　　）内は、薬学教育モデル・薬学教育モデル・コアカ
リキュラムの SBO番号

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　４年次までの衛生薬学関係の講義を、良く修得しておく
ことが望ましい。



2019-9030000785-01総合衛生薬学特別講義Ⅱ「12台以前」

山野　茂、松末　公彦、加留部　善晴、佐藤　朝光、吉田　秀幸

◎薬

1. 1.　保険統計の意義および保険統計に関する指標について説明できる。（D1
(1)①1, ②1～3）

2. 2.　疫学の役割および疫学の種類とその方法について説明できる。（D1(1)
③1～4）

3. 3.　健康増進政策（健康日本21など）および疾病の予防（一時、二次、三次
予防）について説明できる。（D1(2)①1,2）

4. 4,　感染症とその予防について説明できる。（D1(2)②1～4）

5. 5.　母子保健（新生児マススクリーングなど）について説明できる。（D1(2)
④1,2）

6. 6.　生活習慣病の種類およびその予防法について説明できる。（D1(2)
③1,2）

7. 7.　代表的な労働災害と職業性疾病および労働衛生管理について説明でき
る。（D1(2)⑤1,2）

8. 8.　栄養素の役割、栄養的な価値および過不足による主な疾病について説明
できる。（D1(3)①1～5,7,8）

9. 9.　日本人の食事摂取基準について説明できる。（D1(3)①6）

10.10.　食品が変質する機構と変質を防ぐ方法（保存法）および食品成分由来
の発がん性物質を説明できる。（D1(3)②1～4）

11.11.　食品添加物および健機能食品について説明できる。（D1(3)②5～7）

12.12.　食中毒およびその予防法について説明できる。（D1(3)③1～3）

13.13.　化学物質の毒性について説明できる。（D2(1)①1～7）

14.14.　化学物質の安全性評価と適正利用について説明できる。（D2(1)②2～
5）

15.15.　化学物質による発がんについて説明できる。（D2(1)③1～3）

16.16.　放射線の生体への影響について説明できる。（D2(1)④1～4）

17.17.　地球環境と生態系について説明できる。（D2(2)①1～4）

18.18.　環境保全と法的規制について説明できる。（D2(2)②1～3）

19.19.　水環境、大気環境および室内環境について説明できる。（D2(2)③1～
6、④1～3、⑤1,2）

20.20.　廃棄物について説明できる。(D2(2)⑥1～3)

◎　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。



2019-9030000719-01環境衛生学Ⅱ「P-a」（科目番号：4H1）

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

吉田　秀幸

◎－－－　一般目標　－－－◎

　人間の健康にとっての良好な環境の維持と環境衛生の向上に貢
献できるようになるために，地球生態系や生活環境と人の健康と
の関わりについての基本的知識を修得する。具体的には，生態系
や生活環境を保全，維持，改善するために，それらに影響を及ぼ
す自然現象や人為的活動を理解し，環境汚染物質などの成因，人
体への影響，汚染の防止や除去などに関する基本的知識と技能を
修得し，環境衛生の改善に向かって努力する態度を身につける。
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「D2(2)衛生薬学/環境/生活環境と健康」にそって講
義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地球環境と生態系の問題点について説明できる。［D2(2)①1̃4］
(態度・志向性)

水環境が関連する項目について説明できる。［D2(2)③1̃6］(技能)

大気環境が関連する項目について説明できる。［D2(2)④1̃3］(技
能)

室内環境が関連する項目について説明できる。［D2(2)⑤1̃2］(態
度・志向性)

廃棄物が関連する項目について説明できる。［D2(2)⑥1̃3］(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　テキストと板書による講義形式で行う。必要に応じて，過去の
薬剤師国家試験問題を参考にした問題プリントを配付する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　教科書の次回の授業範囲を事前に読んでおくこと。
　板書内容と配付した問題プリントを利用して，しっかりと復習
すること。
　環境衛生に関係のある新聞やニュースの記事には，常に目を向
けておくこと。（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　地球生態系や生活環境と人の健康との関わりについての基本的
な知識，技能及び態度を十分に身につけているか，を評価の基準
とする。
　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　－－－◎

「予防薬学としての衛生薬学 ‒健康と環境‒（第3版）」吉原新一
監修，山野茂，戸田晶久編（廣川書店，2016年；5,600円＋税）　
ISBN 978-4-567-47202-9　［同書第2版でも受講可能］

◎－－－　参考書　－－－◎

「必携・衛生試験法（第2版）」日本薬学会編（金原出版，2016
年；4,000円＋税）　ISBN 978-4-307-47044-5
コンパス「衛生薬学～健康と環境～（第2版）」鍛冶利幸，佐藤
雅彦編（南江堂，2016年；5,200円＋税）　ISBN
978-4-524-40322-6

◎－－－　授業計画　－－－◎

１ 地球環境の成り立ち［D2(2)①1］
２ 生態系における化学物質［D2(2)①2̃3］
３ 地球規模の環境問題［D2(2)①4，アドバンスト］
４ 原水の種類，水の浄化法［D2(2)③1̃2］
５ 水の塩素処理［D2(2)③2］
６ 水道水の水質基準［D2(2)③3］
７ 下水や排水の処理［D2(2)③4，アドバンスト］
８ 水質汚濁，富栄養化［D2(2)③5̃6］
９ 大気汚染物質１［D2(2)④1̃2］
10 大気汚染物質２［D2(2)④1̃2］
11 大気汚染への気象要因の影響［D2(2)④3，アドバン
スト］
12 室内環境の評価［D2(2)⑤1］
13 健康への室内環境の影響［D2(2)⑤1̃2，アドバンス
ト］
14 廃棄物の処理，マニフェスト制度［D2(2)⑥1̃3，ア
ドバンスト］
15 講義総括［D2(2)①，③̃⑥］

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　３年次までの衛生分野関連科目について，しっかりと修
得しておくことが望ましい。



2019-9030000719-01環境衛生学Ⅱ「P-a」（科目番号：4H1）

吉田　秀幸

◎薬  :B-4,C-4

1.地球環境と生態系の問題点について説明できる。［D2(2)①1̃4］　(C-4)

2.水環境が関連する項目について説明できる。［D2(2)③1̃6］　(B-4)

3.大気環境が関連する項目について説明できる。［D2(2)④1̃3］　(B-4)

4.室内環境が関連する項目について説明できる。［D2(2)⑤1̃2］　(C-4)

5.廃棄物が関連する項目について説明できる。［D2(2)⑥1̃3］　(B-4)

◎　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。



2019-9030000719-02環境衛生学Ⅱ「P-b」（科目番号：4H1）

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

吉田　秀幸

◎－－－　一般目標　－－－◎

　人間の健康にとっての良好な環境の維持と環境衛生の向上に貢
献できるようになるために，地球生態系や生活環境と人の健康と
の関わりについての基本的知識を修得する。具体的には，生態系
や生活環境を保全，維持，改善するために，それらに影響を及ぼ
す自然現象や人為的活動を理解し，環境汚染物質などの成因，人
体への影響，汚染の防止や除去などに関する基本的知識と技能を
修得し，環境衛生の改善に向かって努力する態度を身につける。
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「D2(2)衛生薬学/環境/生活環境と健康」にそって講
義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地球環境と生態系の問題点について説明できる。［D2(2)①1̃4］
(態度・志向性)

水環境が関連する項目について説明できる。［D2(2)③1̃6］(技能)

大気環境が関連する項目について説明できる。［D2(2)④1̃3］(技
能)

室内環境が関連する項目について説明できる。［D2(2)⑤1̃2］(態
度・志向性)

廃棄物が関連する項目について説明できる。［D2(2)⑥1̃3］(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　テキストと板書による講義形式で行う。必要に応じて，過去の
薬剤師国家試験問題を参考にした問題プリントを配付する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　教科書の次回の授業範囲を事前に読んでおくこと。
　板書内容と配付した問題プリントを利用して，しっかりと復習
すること。
　環境衛生に関係のある新聞やニュースの記事には，常に目を向
けておくこと。（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　地球生態系や生活環境と人の健康との関わりについての基本的
な知識，技能及び態度を十分に身につけているか，を評価の基準
とする。
　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　－－－◎

「予防薬学としての衛生薬学 ‒健康と環境‒（第3版）」吉原新一
監修，山野茂，戸田晶久編（廣川書店，2016年；5,600円＋税）　
ISBN 978-4-567-47202-9　［同書第2版でも受講可能］

◎－－－　参考書　－－－◎

「必携・衛生試験法（第2版）」日本薬学会編（金原出版，2016
年；4,000円＋税）　ISBN 978-4-307-47044-5
コンパス「衛生薬学～健康と環境～（第2版）」鍛冶利幸，佐藤
雅彦編（南江堂，2016年；5,200円＋税）　ISBN
978-4-524-40322-6

◎－－－　授業計画　－－－◎

１ 地球環境の成り立ち［D2(2)①1］
２ 生態系における化学物質［D2(2)①2̃3］
３ 地球規模の環境問題［D2(2)①4，アドバンスト］
４ 原水の種類，水の浄化法［D2(2)③1̃2］
５ 水の塩素処理［D2(2)③2］
６ 水道水の水質基準［D2(2)③3］
７ 下水や排水の処理［D2(2)③4，アドバンスト］
８ 水質汚濁，富栄養化［D2(2)③5̃6］
９ 大気汚染物質１［D2(2)④1̃2］
10 大気汚染物質２［D2(2)④1̃2］
11 大気汚染への気象要因の影響［D2(2)④3，アドバン
スト］
12 室内環境の評価［D2(2)⑤1］
13 健康への室内環境の影響［D2(2)⑤1̃2，アドバンス
ト］
14 廃棄物の処理，マニフェスト制度［D2(2)⑥1̃3，ア
ドバンスト］
15 講義総括［D2(2)①，③̃⑥］

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　３年次までの衛生分野関連科目について，しっかりと修
得しておくことが望ましい。



2019-9030000719-02環境衛生学Ⅱ「P-b」（科目番号：4H1）

吉田　秀幸

◎薬  :B-4,C-4

1.地球環境と生態系の問題点について説明できる。［D2(2)①1̃4］　(C-4)

2.水環境が関連する項目について説明できる。［D2(2)③1̃6］　(B-4)

3.大気環境が関連する項目について説明できる。［D2(2)④1̃3］　(B-4)

4.室内環境が関連する項目について説明できる。［D2(2)⑤1̃2］　(C-4)

5.廃棄物が関連する項目について説明できる。［D2(2)⑥1̃3］　(B-4)

◎　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。


