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Ⅰ大学薬学部の現況及び特徴       
１ 現 況  
（１）大学薬学部・薬学科名                 
 大阪大谷大学薬学部・薬学科 6 年制 平成 18(2006)年度開設  
（２）所在地  
 大阪府富田林市錦織北 3-11-1 
（３）学生数、教員および職員数 平成 21(2009)年 5 月 1 日現在  
 学生数 入学定員 140 人／学年（現在、4 回生まで 595 人が在籍）  

教員数 専任 49 人（教授 17 人､特任教授 1 人､准教授 10 人､講師 6 人､助教 15
人）  

薬学専門科目担当の学外非常勤教員：5 人  
職員数 薬学部事務室 専任 2 人、非常勤 1 人  
    その他の業務担当の非常勤職員（委託業務を含む） 8 人  
    （学習相談室：4 人、実習補助、国試対策室、RI 室、動物実験室：各 1

人）  

２ 特 徴  
平成 21(2009)年度、大阪大谷大学は薬学部の他に文学部、教育福祉学部、人間社

会学部、大学院文学研究科と教育福祉専攻科を有している。設置母体の大谷学園は

明治 42(1909)年から 100 年にわたって「報恩感謝」を建学の精神としてきた。  
本学の教育理念は「自立、創造、共生」である。この教育理念で表わされる「ひ

と」と「こころ」を大切にする本学の教育は、6 年制薬学教育の理念と類同する。

これを踏まえて平成 18(2006)年度に薬学部が開設された。本薬学部の教育の要点は､

学生が「豊かな人間性」と「科学的な思考」を双修することにある。大阪府南部と

奈良県・和歌山県圏内における唯一の薬剤師養成学部である。  
本薬学部の特徴的な共通教育科目として必修の「宗教学」がある。これは建学の

精神を理解させて人間教育の基礎となる科目である。特徴的なキャリア形成教育に

は 、 薬 学 専 門 教 育 科 目 と 連 携 し た 「 栄 養 情 報 担 当 者 （ NR ： Nutritional 
Representative）養成講座」がある。学生の多様な興味や進路希望に応えて食品・

栄養にも造詣の深い薬剤師を養成する講座である。  
その他の特徴として 1) アドバイザー制度（1 学年当たり 5-6 人の学生毎の担任教

員）によって学生を見守り、2) 小人数討論（SGD：Small Group Discussion）と

発表会を取り入れた参加型の教育を重視し、3) 学習支援システムを整備して自習を

促している。さらに、入学時までの修学状況が多様な学生に対応するために 4)下級

年次生への補講（高校の理数系科目と薬学との橋渡し）と学習相談室における個別

相談、5) 多様な興味に応えるためにスキルアップセミナーを開講している。先端医

療科学や医療の現状を知るため、教員や学外の医療担当者による講義である。また、

近隣の薬剤師会と連携した 6）「地域連携学術交流会」を開催し、学生に薬剤師とし

て学習を継続する必要性を認識させている。  
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Ⅱ 目的 

本学の設置母体の大谷学園には、100 年にわたる宗教的情操教育の歴史がある。

本学園の理事長は「学ぶことで世に恩返し、それが生きること」だと学生に語りか

けている。  
この人間教育の伝統と実績を薬剤師養成教育に生かして、平成 18(2006)年度に 6

年制の薬学部（140 人／学年）が開設された。  
本薬学部の教育理念は、表 II-1 に示したように品格と協調、熱意と実意、知識と

実力であり、教育目標を要約すると「人間性豊かで、かつ科学者としての薬剤師」

を養成することにある。  
受験生には本薬学部の受け入れ方針を以下のように公表している。  
1．薬剤師として患者さん中心の医療に貢献したいと考えている学生。  
2．薬物治療だけでなく予防や保健衛生の分野で貢献したいと考えている学生。  
3．生命薬学研究や医薬品の開発研究に興味があり薬剤師の資格を得たい学生。  
このアドミッション・ポリシーは、薬学部が養成しようとする医療人としての薬

剤師像を反映している。また、教育理念や目標に関連して推薦入試の小論文の課題

を設定している。  
以上のように本薬学部は、社会を担う成人を育成する共通教育を踏まえて、  
・患者さんや他の医療の担い手と適切な信頼関係を築ける「人間性豊かな」医療

人としての資質  
・生命・創薬科学や医療科学の進歩に対応できる「科学者としての」資質  

両資質を兼ね備え、患者さんや地域社会の要請に応えられる薬剤師を養成すること

を目標としている。  
 
 
 
 
表 II-1 大阪大谷大学薬学部の教育理念と目標  
教育理念  品格と協調：品位と協調性があり視野の広い社会人としての基礎力

を教育する。  
熱意と実意：自発的に学び誠意をもって従事して信頼信用される薬

剤師を育成する。  
知識と実力：医療と環境に関する専門知識と技能と実行力を併せ持

つ薬剤師を育成する。  

教育目標 生命科学・医療科学的専門知識と技能および実践力を備え、高い倫

理観を有する人間性豊かな薬剤師を養成し、国民の健康・福祉の向

上に寄与する。 
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Ⅲ 総括 

平成 18(2006)年 4 月から平成 21(2009)年 12 月までの大阪大谷大学薬学部での教

育活動を、「薬学教育 (6 年制 )第三者評価基準」に従い、62 基準の自己点検・評価を

行った。基準に満たず改善を要すると評価された点は、「 (2-3)医療安全教育」、「 (2-4)
生涯学習の意欲醸成」、「 (9-1)教員組織」、「 (9-2)教育・研究活動」、「 (11)社会との連

携」の中に見られた。「 (2-3)医療安全教育」では、本薬学部カリキュラム中に【観

点 2-3-1-2】で挙げられている、講師として薬害・医療過誤の被害者を招く機会が

ないなど、学生に医療安全の重要性を認識させることが不十分であると評価された。

また、「 (2-4)生涯学習の意欲醸成」についても、カリキュラム中で現役の体験談な

どを取り入れ生涯教育を学生に意識させる教育が行われていないことが、点検によ

り明らかとなった。これらの点は、今後行われる本薬学部教育カリキュラムの再編

の過程で改善していく必要がある。「 (9-1)教員組織」及び「  (9-2)教育・研究活動」

についての点検では、本薬学部での教員採用に関する体制の未整備、研究活動の向

上を目的とする活動の不足が挙げられた。教員採用に関する体制について、本薬学

部の開設が平成 18(2006)年であり、現在までの 4 年間で大きな教員の異動がなかっ

たことが、その体制整備の遅れになったと考えられる。今後、教育能力を加味した

能力評価による教員選考体制の構築が求められる。また、「 (11)社会との連携」につ

いての点検では、医療・薬学の発展に貢献するための医療機構との連携、及び国際

社会での保健衛生の向上に向けた薬学部の取組みの不足が指摘された。これらの点

については、薬学部で議論を始める必要がある。  
一方、本薬学部での教育活動について優れていると評価できる点は、「 (3-1)薬学

教育モデル・コアカリキュラムの達成度」、「 (3-3)薬学教育の実施に向けた準備」、

「 (4-2)薬学共用試験」、「 (10-1)学内の学習環境」に見られた。現在の本薬学部教育

カリキュラムは、学部設置申請時に薬学教育モデル・コアカリキュラムを基に、優

れた薬剤師の輩出を目指し作成されたもので、「 (3-1)薬学教育モデル・コアカリキ

ュラの達成度」においては、到達目標の適合度、早期体験学習の充実など基準を超

えた点がある。また、学部設置時での施設・設備の整備や教員の配置は、共用試験

及び実務前学習の実施を考慮した上で行われた。そのため、「 (4-2)薬学共用試験」

及び「 (10-1)学内の学習環境」に関して、本薬学部は適切な共用試験及び実務前学

習の実施を充分に満足させるもので、基準を超えると評価できる。さらに「 (3-3)薬
学教育の実施に向けた準備」に関しては、新入生の学力測定、その後のリメディア

ル教育及び「学習相談室」の設置など、充実した教育プログラムが提供されている

点が優れている。  
以上、「自己評価 21」に従った点検・評価の結果をまとめると、本薬学部の優位

点は、6 年制薬学教育の実施に向けた教育カリキュラムや設備・人員の充実と言え

る。一方、改善を要する点には、薬学部の組織・体制の未整備、医療機関と連携な

ど本薬学部の開設以来の歴史の浅さに基づくものであると言える。  
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Ⅳ 自己評価・評価書作成のプロセス 

 本薬学部では平成 19(2007）年度 4 月に、「薬学教育 (6 年制 )第三者評価基準 (以下、

「評価基準」)」に従い本学教育カリキュラムの点検・評価を行う「大学自己評価・

薬学教育第三者評価委員会」が組織された。本委員会は、「薬学教育第三者評価に関

する説明会」への参加、評価基準（案）に対する意見の取りまとめ、評価基準の薬

学部教員への周知、薬学部教育の改善策の提案、などの活動を行った。平成 21(2009)
年 4 月に、「大学自己評価・薬学教育第三者評価委員会」は、薬学部長及び薬学部

内委員会 (「教務委員会」、「学生委員会」、「将来計画委員会」、「広報委員会」、「実務

実習委員会」)の各委員長をメンバーに加えた「薬学部自己点検・評価委員会」に改

組された。また、同時に本委員会の下部に「自己点検・評価ワーキンググループ」(以
下、「点検・評価 WG」という。 )が設置され、この WG で自己評価 21 に対する薬

学部内の体制や行動計画の作成が行われた。  
自己評価 21 への活動として「点検・評価 WG」は先ず、対象となる全 62 基準に

ついて、平成 24(2012)年度までに退職を迎える教員 5 人を除いた薬学部専任教授、

准教授、講師 計 29 人に点検・評価を行う基準を割り当てた。そして、各々が担

当する基準に照らして平成 18(2006)年以降の本薬学部での教育・研究活動の点検・

評価、関連委員会への改善計画の提案及び自己評価書の作成を行うこととした。  
自己評価書作成の最初のプロセスとして、各教員は評価基準に照らした本学の現

状調査を行った。調査結果は自己評価書の【現状】部分として平成 21(2009)年 8 月

末日までに「点検・評価 WG」への提出を求めた。その後、「点検・評価 WG」は各

基準の担当教員と共に点検・評価を行い、基準に満たない部分について、関連する

薬学部内委員会へ改善案を提示した。また、項目 6「学生の受入」、項目 8「学生の

支援」、項目 10「施設・設備」など大学全体の活動が評価される部分については、

担当者が関連部局 (「教務課」、「総務課」、「学生課」、「就職課」、「入試広報課」 )と
の間で協議して、記載事項の確認及び点検・評価を行った。これらの活動記録は、

自己評価書の【点検・評価】及び【改善計画】部分として、平成 22(2010)年 1 月中

旬までの作成を各教員に求めた。「点検・評価 WG」による編集作業の後、作成され

た自己評価書を基に「薬学部自己点検・評価委員会」は、基準ごとの評定を定め、

これを自己評価書（案）として、薬学部教授会に提示した。薬学部教授会での審議

を経て自己評価書（案）は、学長を委員長とする「大学自己点検・評価委員会」に

提示され、内容について審議された。「大学自己点検・評価委員会」での意見を基に

修正された評価書は、平成 22(2010)年 3 月の薬学部教授会で、これを本薬学部「自

己評価 21 報告書」とすることが承認された。大学は、本学の設置母体である学校

法人大谷学園に対し、「自己評価 21 報告書」の薬学教育評価機構への提出及び大学

ホームページでの公開についての承諾を求めた。学校法人大谷学園はこれを認め、

本報告書の提出及び公開に至った。  
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Ⅴ 基準ごとの自己評価 
 

『理念と目標』 

 
１ 理念と目標  

 
【観点 １-１-１】 理念と目標が，医療を取り巻く環境，薬剤師に対する社会のニーズ，

学生のニーズを適確に反映したものとなっていること。 

【観点 １-１-２】理念と目標が，教職員及び学生に周知・理解され，かつ広く社会に

公表されていること。 

【観点 １-１-３】資格試験合格のみを目指した教育に偏重せず，卒業研究等を通じて

深い学識及びその応用能力等を身に付けるための取組が行われてい

ること。 

 

［現状］  
本薬学部では、社会が求める薬剤師は「患者の要望や気持ちに配慮できる医療人

であり、同時に高度化･専門化した薬物治療を分担する薬の専門家である」と考えて

いる。このような社会のニーズに対応し、さらに本学の建学の精神「報恩感謝」と

連携させて本薬学部（6 年制）の目標を「豊かな人間性、倫理観、幅広い教養を備

えた科学者としての薬剤師」を養成することに定めた（資料 1）。これは薬剤師の資

格取得を目指す学生のニーズを反映している。  
本薬学部の理念や目標は、以下のように公表している。  

1）学生・教職員への周知   
本薬学部の理念や目標は『薬学部学習マニュアル』に掲載し、年度初めの教務

オリエンテーションで各学年に説明してきた（資料 2）。特に 1 回生に対してはフ

レッシュマンキャンプの配付資料（資料 3）に記載し、「薬学概論」の初回授業

でも講話している（資料 4）。また、本学の建学の精神や教育理念及び本薬学部の

教育目標は、薬学部実験研究棟や講義室の掲示板に掲示し周知を図っている。  
学生とその保護者に対しては『志学台「薬の思学」だより』（資料 5：薬学部

の教育活動を保護者に連絡する冊子）を通して通知している。  
2）受験生とその保護者への周知   

本薬学部の理念や目標は以下のような資料で公表している。①本学・薬学部ホ

ームページ（平成 21(2009)年度から）、②『2010 大学案内・入試ガイド』（資

料 6）、③『薬学部の入試案内冊子』（資料１：平成 21(2009)年度発行版から受

験生に薬学部のアドミッション・ポリシーと共に教育理念や教育目標を公表して

いる）、④受験生向けのオープンキャンパスでの配付資料（資料 7）。  

基準１－１ 

各大学独自の工夫により，医療人としての薬剤師に必要な学識及びその応用能力

並びに薬剤師としての倫理観と使命感を身につけるための教育・研究の理念と目標

が設定され，公表されていること。 
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本薬学部の目標の中の「豊かな人間性」に関する教育効果は、4 年次後期の「実

務前実習」において「患者への共感の言葉がけ・態度」を評価している。（基準 2-1-1
参照、資料 8）  

本薬学部では、薬剤師国家試験の対策講義に偏重することなく学生の人間教育を

実施し、多様な知的好奇心を刺激するために以下のような教育活動をしている。  
1）「宗教学」と宗教行事の講話   

共通教育の必修科目の中で 1 年次は「宗教学」、2 年次は「死生学」と「生命倫

理学」を学び人間性や倫理を考える。1 回生は全学の宗教行事（花まつり、報恩

講、校祖・了秀忌）に出席し「報恩感謝」や生命の尊厳に関する講話を聴講する。  
2）栄養情報担当者（NR:Nutritional Representative）講座   

学生の多様なニーズに応える試みとして NR 受験資格が修得できる講座を開講

した（資料９）。必要な教育項目を関連科目に組み込み、スキルアップ講座で補完

している。この講座は平成 21(2009)年度に国立健康・栄養研究所の承認を得た。 
3）スキルアップ・セミナーの開催   

日常の学習に余裕のある学生に対し教員の研究活動の余話に加えて、医療人の

心構えや社会と連携する話題も提供している。  
4）少人数担任制度における討論（SGD:Small Group Discussion）   

薬学部では少人数の担任制度（アドバイザー制度）を設けている。この制度の

成果としていわゆる「健康食品」についての SGD 結果を、15 号館（薬学部実験

研究棟）１階で発表した（資料 10）。  
5）今後の予定   

薬剤師国家試験対策以外の専門教育科目として平成 22(2010)年度からアドバ

ンスト科目を開講する。開設時に学生の多様な興味や進路希望に応える内容で 7
科目を申請し承認されている。  
 

［点検・評価］  
・本学の建学の精神「報恩感謝」と連携させて、医療人としての薬剤師を教育する

薬学部の理念と目標が設定できている。  
・本薬学部の理念と目標は、薬剤師としての倫理観と使命感を身につける教育・研

究と連携できている。  
・社会と学生のニーズを反映した薬学部の理念と目標が設定できている。  
・本薬学部の理念や目標は、学内及び社会に公表できている。  
・本薬学部の理念と目標が、学生のマナーや接遇態度にどの程度反映され身につい

ているかの検証が十分とはいえない。  
・薬剤師資格試験の合格のみを目指した教育に偏重することなく、学識の応用能力

を身につける教育ができている。ただし、その主体は平成 22(2010)年度以降の実

務実習や卒業研究及びアドバンスト科目となる。  
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［改善計画］  
・ 学生のマナーや接遇態度を実務実習で評価することをシラバスに記載するよう

に提案した（資料 11）。  
 
 
［データ・資料］  
 資料 1：『薬学部の入試案内冊子』平成 21(2009)年度版 p1 

資料 2：『薬学部学習マニュアル』平成 21(2009)年度版 p1 
資料 3：「フレッシュマンキャンプ」平成 21(2009)年度 配付資料１枚目、p8 
資料 4：「薬学概論」平成 21(2009)年度 第１回講義配付資料  
資料 5：『志学台「薬の思学」だより』平成 20(2008)年度 p1 

 資料 6：『2010 大学案内・入試ガイド』平成 21(2009)年度版 pp1-2 
資料 7：「オープンキャンパス」配付資料 平成 21(2009)年 7 月 25 日  

 資料 8：『実務前実習テキスト』平成 21(2009)年度 疑義照会、薬局窓口対応、

患者応対・服薬指導  
資料 9：『志学台「薬の思学」だより』平成 20(2008)年度 p10 
資料 10：『志学台「薬の思学」だより』平成 18-19(2006-7)年度 p9 

 資料 11：「薬学部教授会」資料、平成 22(2010)年 1 月 27 日  
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【観点 １-２-１】目標の達成度が，学生の学業成績及び在籍状況並びに卒業者の進路

及び活動状況，その他必要な事項を総合的に勘案して判断されてい

ること。  
［現状］  

本学の教育の理念や目標に適合した教育は、入学式からはじまる。新入生は入学

式において「南無阿弥陀仏」という六字名号に向かって手を合わせ、理事長と学長

から建学の精神「報恩感謝」や教育の理念「自立、創造、共生」に関する訓話を拝

聴する。  
本学の教育理念は『大阪大谷大学便覧（資料 1）』や『学生生活ハンドブック（資

料 2）』に明記されている。これを 1 年次の「宗教学（必修）」において具体的に解

説され、また宗教行事後の講話で補完される。2 年次の必修科目の「死生学」と「生

命倫理学」では、教育理念の「共生」と関連させて人と人との関係性において死を

考え、脳死、臓器移植、尊厳死、ターミナルケアなどのテーマを通して「生の意味」

の概要を学ぶ。  

本薬学部の目標を要約すれば「人間性豊かな科学者としての薬剤師」を養成する

ことにある（表 II-1、p2：資料 3）。この目標は薬学教育モデル・コアカリキュラム

（コアカリ）に含まれているので本薬学部ではこれに準拠した薬学専門教育を行っ

ている（基準 3-2 に記載）。知識に関する達成度は、学生の試験成績で判断している。  
薬学専門教育の導入科目である「薬学概論（必修）」の初回において、本学と本薬

学部の理念や目標を講義している（資料 4）。平成 21(2009)年度入学の 1 回生には、

フレッシュマンキャンプで違法ドラッグに関する啓発ビデオ「身近に潜む薬物の恐

ろしい罠」を鑑賞させ、その感想文を「薬学概論」の評価に組み入れた。  
すべての薬学専門教育科目において理念と目標を講義することは困難であるが、

一部の科目で医療倫理や薬剤師の心構えを本学の教育理念「自立、創造、共生」や

薬学部の目標と関連つけて講義している（表 1-1）。  
「人間性豊かな薬剤師」という目標に関して、知識に関する達成度は、学生の試

験・成績で判断している。態度の達成度、すなわち学生が共感的に他者と接遇でき

るか、その場にふさわしい丁寧語が使えるかどうかという教育成果の一部は、4 年

次の「実務前実習」の医師への疑義照会や患者応対などにおいて評価している（資

料 5）。  
 
［点検・評価］  
・1-2 回生に対する共通教育において、本学の理念と目標に合致した教育が、「宗教

学（必修）」の講義と宗教行事後の講話などで具体的に実施できていることは評価

できる。  

基準１－２ 

理念と目標に合致した教育が具体的に行われていること。  
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・コアカリに本薬学部の理念と目標は含まれている。本薬学部の教育は、コアカリ

に準拠した薬学専門教育が具体的に実施できている（資料 6）。  
・3 年次以降の学生に、薬学部の理念を再確認させる教育が不十分である。  
・大学の理念や目標が学生にどの程度身についているかを検証する体制は、十分で

はない。  
・教育目標の達成度は学生の成績として判断しているが、在籍状況を勘案して判断

していない。  
 

［改善計画］  
・3 年次以降の学生に教育目標を周知させるために、医療を概観し倫理や安全など

を専門教育科目の初回に講義する。このことを平成 22(2010)年度のシラバスに記

載するように教授会で各教員に徹底した。（資料 7）  
・平成 22(2010)年度からはじまる 5 年次の「実務実習」シラバスに、学生のマナー

や接遇態度を評価することを記載するように提案している。（資料 7）  
・在籍状況を勘案して、目標の達成度を判断することは、現時点で計画していない。  
 
［データ・資料］  
 資料 1：『大阪大谷大学便覧』平成 21(2009)年度版 p2 

資料 2：『学生生活ハンドブック』平成 21(2009)年度版 冒頭の 4 頁  
資料 3：『薬学部の入試案内冊子』平成 21(2009)年度版 p1 
資料 4：「薬学概論」平成 21(2009)年度 第１回講義配付資料  
資料 5：『実務前実習テキスト』平成 21(2009)年度版 疑義照会、薬局窓口対応、

患者応対・服薬指導  
資料 6：『薬学部学習マニュアル』平成 21(2009)年度版 p16-19 
資料 7：「薬学部教授会」資料、平成 22(2010)年 1 月 27 日  
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表 1-1 建学の精神、教育の理念や目標に関連する科目（1-4 年次) 

年次・期  科   目  内   容  

１年・前  ☆（必 )薬学概論  
本学の教育理念「自立、創造、共生」の解説  
患者の気持ちに配慮するコミュニケーション技能と態

度の導入  

 ☆（必 )宗教学  建学の精神（報恩感謝 )の解説  

１年・後  （必 )生物学実習  先進医療と生命倫理を解説  

２年・前  ☆（必 )死生学  人と人との関係性において共有される死の解説  

２年・後  ☆（必 )生命倫理学  脳死、臓器移植、尊厳死、ターミナルケアの解説  

３年・前  

（必 )免疫・生体防御学Ⅰ 臓器移植の倫理  

（必 )薬剤学Ⅰ  医療倫理と薬剤師  

（必 )薬物治療学 B 医療の担い手が守るべき倫理規範、インフォームド・コ

ンセント  

（選 )毒性学  薬害・薬物乱用の背景と薬剤師の役割  

（選 )臨床分析化学  先進医療と生命倫理（遺伝子診断の倫理 ) 

4 年・前  
（必 )医療情報薬学Ⅰ  医療を担う心構え、薬害、信頼関係の確立、医療チーム

（必 )生化学 C 生命の尊厳（誕生にかかわる倫理問題 )、先進医療と生

命倫理  

4 年・後  
（必 )衛生薬学演習 A 薬害・薬物乱用の背景と薬剤師の役割  

（選 )医薬品開発学 B 臨床試験の実施目的と方法およびその倫理的背景  

 （必 )実務前実習  初回面談などの実習で共感的の交流できる態度を評価  

        ☆建学の精神、教育の理念や目標に関連する授業の比率が高い科目  
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『教育プログラム』 

 

２ 医療人教育の基本的内容 

 

 (２-１) ヒューマニズム教育・医療倫理教育 

 
【観点 ２-１-１-１】全学年を通して，医療人として生命に関わる薬学専門家に相応し

い行動をとるために必要な知識，技能，及び態度を身につけるた

めの教育が行われていること。 

【観点 ２-１-１-２】医療全般を概観し，薬剤師の倫理観，使命感，職業観を醸成する

教育が行なわれていること。 

【観点 ２-１-１-３】医療人として，医療を受ける者，他の医療提供者の心理，立場，

環境を理解し，相互の信頼関係を構築するために必要な知識，技

能，及び態度を身につけるための教育が行われていること。 

【観点 ２-１-１-４】単位数は，(2-2)～(2-5)と合わせて，卒業要件の１／５以上に設

定されていることが望ましい。 

 
［現状］  

本薬学部の医療人としての薬剤師教育に関連する 1-4 年次の主要科目を、表 2-1
にまとめた。この科目は、シラバスに薬学教育モデル・コアカリキュラムの到達目

標 A、  B、C18(1)と実務実習モデル・コアカリキュラムの D1 を約 80%程度記載さ

れている科目である（資料 1）。さらに、これらの到達目標の何れかを含む科目（表

2-1 以外の科目）を表 2-2 に記載した（資料 2）。これらの表は、「医療人教育科目教

員連絡会議」で情報を蒐集して作成した。  

1）医療人に相応しい資質に関する教育  
1. 共通教育科目  

1 年次の「宗教学」において「自己が多くの“いのち”に支えられていること

を自覚し感謝すること」を理解させている。その他に、「生命倫理学」で医療人に

必要な死生観、倫理観を講義している。なお、正規の授業以外に、学内の宗教行

事（花まつり、報恩講、校祖・了秀忌）においても、死生観の講話を実施してい

る（1 回生は必ず参列する）。  
2. 専門教育科目  

「薬学概論」では薬剤師に求められる資質が、「専門性」以外に「人間性」、「社

会性」も含まれる生涯学習が必要なことを強調している。薬剤師業務を経験した

教員が、患者の気持ちに配慮する必要性を講義している。薬物、さらに臨床薬学、

社会と薬学などの専門科目や実習の中で、継続的に医療倫理を考えさせている。

基準２－１－１ 

医療人としての薬剤師となることを自覚させ，共感的態度及び人との信頼関係を

醸成する態度を身につけさせ，さらにそれらを生涯にわたって向上させるための教

育が体系的かつ効果的に行われていること。 
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なお、平成 21(2009)年度の入学生から、2 年次に「PBL 型医療倫理演習」を新た

に設置した（平成 22(2010)年度開講）（資料 3、4）。  

2）医療全般を概観した教育  
「薬学概論」の中で医療全般を意識させ、2 年次以降の「公衆衛生学」、「薬物

治療学」、「毒性学」、「食品安全学」、「臨床薬学」、「薬事法規と制度」、「社会と薬

学」などの導入部で医療全般を概説している（資料 5）。  

3）医療人に相応しい技能や態度に関する教育  
早期体験学習の前にマナー講習会を実施し、マナーや礼儀の基礎を体験実習さ

せている。医療人に相応しい態度の基礎的学習のために、「コミュニケーション演

習 A」で学生参加型の少人数討議（SGD：Small Group Discussion）を取り入れ

ている（資料 6）。信頼関係を構築するための態度は、4 年次後期の「実務前実習」

の初回面談において「患者への共感の言葉がけ・態度」、さらに疑義照会実習にお

いて「丁寧な電話のかけ方、話し方、終え方」を体験させている。この実習によ

って、1-4 年次の医療人教育の効果（どの程度身についているか）の一部が評価

できる。  

4）医療人としての薬剤師教育関連科目の単位数  
本薬学部の卒業には、191 単位（必修 145 単位、選択 46 単位）が必要である

（平成 21(2009)年度入学生から 192 単位）（資料 7）。表 2-1 で示した医療人とし

ての薬剤師教育に関連する科目の単位数は、共通教育必修科目に該当する「宗教

学」、「死生学」、「看護学」、「生命倫理学」の 4 科目で 8 単位となり、さらに薬学

専門必修科目の「薬学概論」、「臨床薬学 I」、「臨床薬学 II」、「薬事法規と制度」、

「実務前実習」など 7 科目で 14 単位となる。これに 5 回生の実務実習 20 単位を

含めると計 42 単位となり、卒業要件の 1/5（38 単位）を越えている。それに加

えて、表 2-2 で示した複数の薬学専門科目の授業の一部で、医療人としての薬剤

師教育を行っている。  
 

［点検・評価］  
・共感的態度を醸成する態度を身につけさせる教育は、共通教育科目では「宗教学」、

薬学専門科目では「実務前実習」などで実施できている。  
・知識・技能・態度を連携させる教育は、薬学概論や各種の講義、または実習にお

ける SGD や発表会などで実施できている。  
・医療全般を概説した科目は、「薬学概論」をはじめ、一部の臨床系科目の導入部で

実施しているが、学部全体としての取り組みは十分とはいえない。  
・他の医療従事者と連携するための基本的な知識は、病院薬剤部でチーム医療を経

験してきた教員が講義し、SGD や発表会で技能と態度を修得させている。  
・医療人の心構えについての講義は、薬剤師、臨床医、臨床検査技師の業務経験を
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有する教員による講義や実習、看護師（非常勤）による看護学などで実施できて

いる。  
・医療人教育に関連する科目数は、概ね 1/5 に設定できている。  
・医療人教育の結果、「医療人としての薬剤師」の資質がどれだけ身に付いたかを実

務前実習の一部で評価しているものの、十分ではない。  
 

［改善計画］  
医療人としての薬剤師教育の到達度の評価を平成 22(2010)年度からはじまる実

務実習で評価する予定。実務実習の評価項目に「患者への共感的な態度」を導入す

ることを「実務実習委員会」に提案している（資料 8）。  
 
［データ・資料］  

資料 1：「医療人としての薬剤師教育に関連する科目（表 2-1 参照）」 シラバス  
平成 21(2009)年度  

資料 2：「一部に医療人としての薬剤師教育を含む科目（表 2-2 参照）」  
シラバス                   平成 21(2009)年度  

資料 3：『薬学部学習マニュアル』  平成 21(2009)年度版 p10 
資料 4：「PBL 型医療倫理演習」シラバス 平成 22(2010)年度  
資料 5：「公衆衛生学」、「薬物治療学」、「毒性学」、「食品安全学」、「臨床薬学 I」、

「臨床薬学 II」、「薬事法規と制度」、「社会と薬学」 シラバスおよび  
配布資料  

資料 6：「コミュニケーション演習 A」講義資料  平成 21(2009)年度  
資料 7：『大阪大谷大学便覧』    平成 21(2009)年度版 p18-21、p29-49 
資料 8：「薬学部教授会」資料    平成 22(2010)年 2 月  

 
表 2-1 医療人としての薬剤師教育に関連する科目（1-4 年次）  

 
年次・期  

体系１  
生命の尊厳や倫理に  

関する心の教育  

体系２  
薬剤師の倫理観・使命

感・職業観を養う教育  

体系３  
医療人の技能と態度教育

（SGD と発表会）  

1 年・前期  

（必）薬学概論  
（必）宗教学  
（選）哲学 ,倫理学 ,  

心理学  

（必）薬学概論  
（必）薬学概論（早期体験  

学習前後の SGD と発表会）

【表 2-2】の科目  

1 年・後期  【表 2-2】の科目  【表 2-2】の科目  【表 2-2】の科目  
（選）コミュニケーション論

2 年・前期  （必）死生学     

    ※  ※  ※  

2 年・後期  （必）看護学  
（必）生命倫理学  【表 2-2】の科目  （必）看護学  

【表 2-2】の科目  
3 年・前期  【表 2-2】の科目  【表 2-2】の科目  【表 2-2】の科目  

3 年・後期  【表 2-2】の科目  【表 2-2】の科目  【表 2-2】の科目  
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4 年・前期  【表 2-2】の科目  

（必）臨床薬学Ⅰ  
（必）薬事法規と制度  
（選）社会と薬学  

【表 2-2】の科目  

（必）臨床薬学Ⅰ  
（必）コミュニケーション  

演習 B 
【表 2-2】の科目  

4 年・後期   

（必）臨床薬学Ⅱ  
（必）実務前実習  
（必）薬学法規演習 A 

【表 2-2】の科目  

（必）臨床薬学Ⅱ  
（必）実務前実習  
 

 

表 2-2 一部に医療人としての薬剤師教育を含む科目（1-4 年次）  

年次・期  科   目  内   容  体

系

1 年・後期  
（必）生物学実習  先進医療と生命倫理（遺伝子診断の倫理）、  

誕生と倫理問題  1 

（必）コミュニケーション  
演習 A 薬物乱用の背景と防止策、尊厳死について  3 

2 年・後期  （必）微生物学  院内感染・薬害の背景  2 

3 年・前期  

（必）免疫・生体防御学Ⅰ  臓器移植の倫理  1 

（必）病態検査学  信頼関係の確立（検査と患者への心理的影響） 3 

（必）天然薬用資源学  管理薬（ｱﾍﾝ､ｺｶなど）､大麻などの規制と  
薬剤師の役割と責任  2 

（必）薬剤学Ⅰ  
 

医薬品の創製と供給が社会に及ぼす影響、有効

性と安全性から見た医薬品の品質管理、適正  
使用、医療倫理と薬剤師  

2 

3 年・後期  

（必）薬物治療学 A 医療の担い手としての心構え､薬物治療と非  
薬物治療  2 

（必）薬物治療学 B 医療の担い手が守るべき倫理規範、インフォー

ムド・コンセント  2 

（必）薬物動態学Ⅰ  医療の担い手としての心構え（創薬の立場  
から）  2 

（必）薬剤・薬物動態学実習
医薬品の創製と供給が社会に及ぼす影響と  
薬剤師の役割  2,3

（選）毒性学  薬害・薬物乱用の背景と薬剤師の役割  2 

（選）臨床分析化学  先進医療と生命倫理（遺伝子診断の倫理）  1 

（選）薬剤学Ⅱ  医療（創薬）の担い手として社会のニーズに  
目を向ける  2 

（選）栄養学  医療の担い手として社会のニーズに目を  
向ける  2 

4 年・前期  

（必）医療情報薬学Ⅰ  医療を担う心構え、薬害、信頼関係の確立、  
医療チーム  2,3

（必）生化学 C 先進医療と生命倫理  1 

（選）漢方医療薬学Ⅰ  患者の苦悩（病気物語り）を聞く NBM が漢方

医療の基本  3 

4 年・後期  
（必）衛生薬学演習 A 薬害・薬物乱用の背景と薬剤師の役割  2 

（選）医薬品開発学 B 臨床試験の実施目的と方法およびその倫理的  
背景  2 

  （必）：必修科目   （選）：選択科目  SGD： small group discussion 
   ※  ：（必）PBL（problem-based learning）型医療倫理学演習（ 21 年度入学生から開講） 
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 (２-２) 教養教育・語学教育 

 
【観点 ２-２-１-１】薬学準備教育ガイドラインを参考にするなど，幅広い教養教育プ

ログラムが提供されていること。 

【観点 ２-２-１-２】学生や社会のニーズに応じた選択科目が用意され，時間割編成に

おける配慮がなされていること。 

【観点 ２-２-１-３】薬学領域の学習と関連付けて履修できるカリキュラム編成が行わ

れていることが望ましい。 

［現状］  
  本学では、薬学準備教育ガイドラインの例示にも配慮して、見識ある人間としての

基礎を築くための基礎教育として“自分自身についての洞察を深め、生涯にわたって

自己研鑽に努める習慣を身につける”ための教育を「共通教育科目」として実践して

いる。その概要を以下に示す。  
 
1) 「薬学準備教育ガイドライン」に示された人文科学及び社会科学分野に対応する

「共通教育科目」を表2-3に示した。すなわち、１年次には「倫理学」、「心理学」、

「哲学」、「日本語表現」、「経済学」、「法学」、「国際文化交流」、「コミュ

ニケーション論」などの人文科学や社会科学系の科目を、2年次には「地域ネット

ワーク論」、加えて3年次には選択科目として「社会福祉論」などを配置して、一

般教育のみならず薬学教育の背景となる基盤的な科目から実践的な科目まで、幅広

い分野をカバーできるカリキュラムを用意した（表2-4、資料１）。  
2) 全学的な「宗教学」に加えて薬学部は独自に「死生学」及び「生命倫理学」を、

ヒューマニティー教育の根幹として、必修の共通科目として開講している。これら

の科目においては、生命の誕生と尊厳死まで含めた人の死生観、生殖技術や遺伝子

改変などへの倫理感、あるいは各国の文化交流の実態を学ぶことにより、宗教観、

生命観及び人種による多様な個性に思い至り、医療現場でも活かせる教育を行って

いる。また、「生物学実習」では、医薬品開発と患者の気持ちを中心に描いた映画

を鑑賞させて、医療現場における倫理観についても考える取組みを行っている（資

料2）。  
3) 薬学部の基盤は自然科学であり、専門科目の理解には薬学の基礎としての自然科

学の基礎能力の向上が必修である。薬学部では、1年次に「化学実習」、「情報薬

学基礎演習」及び「生物学実習」を、2年次には「数学・統計学」を、それぞれ必

修科目として開講している。「情報薬学基礎演習」では、IT演習を通じて、情報の

収集に伴うマナーや危険性などのネットワーク利用に伴うリスク管理への理解と

コンピューター利用における基礎技術の向上などを修得させている。「化学実習」

基準２－２－１ 

見識ある人間としての基礎を築くために，人文科学，社会科学及び自然科学など

を広く学び，物事を多角的にみる能力及び豊かな人間性・知性を養うための教育が

体系的かつ効果的に行われていること。  
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及び「生物学実習」では、実験を通じて自然科学への親しみと薬学専門科目への基

礎項目の理解を深めている。なかでも、未履習者の多い「生物学」については、特

に実験だけでなく、生物学の基礎項目に関する知識を、講義を通じて修得させてい

る。「数学・統計学」では、基本的な統計数学の理解を通じて、医療統計の薬学領

域への応用を修得する。これら自然科学系科目による取組みは、薬学専門教育への

基盤となり、相互に連携した科目として重要である（資料3）。  
 以上、本薬学部では、共通教育科目に関して、人文、社会及び自然科学だけでな

く、仏教を基礎としたヒューマニティー教育や地域ネットワークや福祉などの基盤

教育についても独自の基盤的実践的な取組みを実践している。また、これら共通教

育科目は、必要不可欠な分野に絞り、時間割編成にゆとりを持たせて、教育目標や

薬学教育モデル・コアカリキュラムとの整合性などに配慮しながら無理なく受講で

きるようにした。さらに、本学部独自の『薬学部学習マニュアル』を、全学の履習

マニュアルとは別途作成して、その詳細を記し、学生にも学びの流れを分かりやす

くしている。  
 
［点検・評価］  
・「薬学準備教育ガイドライン」に示された一般目標を達成できる科目が、1−2年次

を中心にゆとりを持って配置されている。  
・本学の共通教育科目は、自然科学だけでなく、人として必要不可欠な人文科学や社

会科学の科目をも幅広く開講して、社会人として巣立つのに必要な内容を偏りなく

学べるカリキュラム編成になっていると評価できる。  
・現代の医療人として求められている心の教育は、「宗教学」、「死生学」、「生命

倫理学」などの必修科目として学べる体制が構築されていると考えられる。  
・１回生を対象にした実習及び演習科目など、自然科学への興味と専門科目への基礎

教育を兼ねた科目があり、薬学領域の学習へのスムースな移行が可能であると考え

られる。  
 
［改善計画］   
 現時点での改善計画はない。  
 
［データ・資料］  

資料 1：『大阪大谷大学便覧』平成 21(2009)年度版 p64 
資料 2：「宗教学」、「死生学」、「生命倫理学」、「生物学実習」   

講義資料   平成 21(2009)年度  
資料3：「化学実習」、「情報薬学基礎演習」、「数学・統計学」  

講義資料 平成21(2009)年度   
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表2-3 人と文化  
1.  人の価値観の多様性が、文化・習慣の違いから生まれることを、

実例をあげて説明できる。  
・国際文化交流  

2.  言語、歴史、宗教などを学ぶことによって、外国と日本の文化に

ついて比較できる。  
・宗教学   ・死生学  

3.  人の行動や心理がいかなる要因によって、どのように決定される

かを説明できる。  

・心理学   ・哲学    
・生命倫理学  

4.  文化・芸術に幅広く興味を持ち、その価値について討議する。（態

度）  
 — 

5.  文化活動、芸術活動を通して、自らの社会生活を豊かにする。（態

度）  
 — 

6.  日本社会の成り立ちについて、政治、経済、法律、歴史、社会学

などの観点から説明できる。  

・経済学   ・法学    
・地域ネットワーク論  

7.  日本の国際社会における位置づけを、政治、経済、地理、歴史な

どの観点から説明できる。  
・経済学   ・法学  

8.  宇宙・自然現象に幅広く興味を持ち、人との関わりについて説明

できる。  
 — 

9.  地球環境保護活動を通して、地球環境を守る重要性を自らの言葉

で表現する。（態度）  
 — 

                             下線科目は、必修  
 

表2-4 共通教育科目一覧  
  １年次  ２年次  ３年次  

人
文
科
学 

・宗教学  ・死生学    

・倫理学  ・生命倫理学    

・日本語表現      

・心理学      

・哲学      

社
会
科
学 

・経済学  ・地域ネットワーク論  ・社会福祉論  

・法学      

・国際文化交流      

・コミュニケーション

論  
    

語
学 

・英語 I （コミュニケ

ーション）  
・英語 II   

・第二外国語（独・仏・

中・朝／コミュニケ

ーション）  

・英会話 A   

・英会話 B   

・第二外国語（独・仏・中・

朝）  
  

自
然
科
学 

・情報薬学基礎演習  ・数学・統計学    

・化学実習  ・看護学    

・生物学実習     

                             下線科目は、必修  
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【観点 ２-２-２-１】英語教育には，「読む」，「書く」，「聞く」，「話す」の全ての要素

を取り入れるよう努めていること。 

【観点 ２-２-２-２】医療現場，研究室，学術集会などで必要とされる英語力を身につ

けるための教育が行われるよう努めていること。 

【観点 ２-２-２-３】英語力を身につけるための教育が全学年にわたって行われている

ことが望ましい。 

 
［現状］  

  近年、社会のグローバル化に伴い、日本語を母国語としない外国人と接する機会が

著しく増加している。このような社会に対応していくためには、多様な語学知識と会

話を始めとする実践力が求められる。本学では、大学設置以来40年以上にわたって外

国語教育を実践して、高い評価を得てきた。その実績を基盤として、「薬学部共通教

育科目」  及び「薬学部専門教育科目」における語学教育のプログラムを実施してい

る。以下にその概要を示す。  
 
1) 薬学の基本である自然科学の基盤言語は英語であり、薬剤師として職務を発揮す

るためには英語の能力は必修であることから、共通教育科目である「英語Ⅰ」及び

「英語Ⅱ」を必修科目として1、2年次に履修させている。加えて、主要な言語とし

て「フランス語」、「ドイツ語」、「中国語」、「朝鮮語」の４ヶ国語の講義を選

択科目として開講している。これらの語学科目は通年の科目で、コミュニケーショ

ンを中心とした「外国語Ⅰ」と講読を中心とした「外国語Ⅱ」の構成として、2年
間で完結するよう編成した（表2-4）。また、外国語Ⅰに先修制を設けて、外国語

Ⅱの履習条件とした（資料1）。  
2) これらの語学科目においては、教員と学生の距離の近い少人数教育が必須である

ことから、薬学部の各学年を４クラス編成とした。また、語学教育において基本で

ある「読む」、「聞く」、「話す」については、ほぼ総ての語学教育で網羅されて

おり、「英語Ⅱ」では、テーマを設けて、作文して口頭で発表する取組みにより積

極的に「書く」ことからの英語力アップを目指した科目もあり、様々な教育形態に

より語学力の向上を目指している（資料2）。  
3) 上記の「外国語Ⅰ」と「外国語Ⅱ」の科目編成による語学の基礎教育に加えて、

英語は基盤言語として最も重要であることから、さらなる会話力の向上が必至であ

ると考えて、ネイティブスピーカーによる「英会話Ａ」と「英会話B」を2年次に選

択科目として開講している（資料3）。  
4) 薬学領域と関連する語学教育について、専門英語への基礎として「英語Ⅱ」では、

医療に関わる内容を盛り込んだテキストを用いた教育が実践されている（資料2）。

薬学部での専門科目としては、4年次に基礎科学英語を主体とした「薬学英語A」と

基準２－２－２ 

社会のグローバル化に対応するための国際的感覚を養うことを目的とした語学教

育が体系的かつ効果的に行われていること。 
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医療科学英語を主体とした「薬学英語B」を開講し、専門性の高い英語教育を行っ

ている（資料4）。   
5) 海外研修制度による語学教育として夏季休暇及び春季休暇を利用して、本学と提

携した海外の大学への短期留学  (3週間 ) 制度を設けており、薬学部の学生にも実施

している。この語学研修では、提携先の大学での語学教育とホームステイにより英

会話能力のアップが図られている。本制度により、薬学部では現在までに2人の学

生が語学研修に参加した（表2-5、資料5）。  
 
  以上、講義形態及び講義内容から語学教育の重要な要素については網羅されてい

るものと考える。また、本薬学部独自の『薬学部学習マニュアル』に詳細を記し、

学生にも学びの流れを分かりやすくした。  
 
［点検・評価］  
・1年次開講の「外国語Ⅰ」及び2年次開講の「外国語Ⅱ」、さらに、「話す」をより

向上させる科目として、「英会話A」及び「英会話B」を通じて、「読む、書く、

聞く及び話す」の要素を含めた語学教育が行われていると評価できる  。  
・4年次の「薬学英語A」及び「薬学英語B」により【観点2 -2 -2 -2】に示される専門

性の高い英語の修得が可能である。  
・全学年を通じてという観点に照らすと、本薬学部の語学プログラムでは、3年次で

の語学（英語）科目の開講はない。しかし、これは3年次における専門教育科目と4
年次の「薬学英語A」と「薬学英語B」により、補われると考える。   

 
［改善計画］   
 現時点での改善計画はない。  
 

［データ・資料］  
資料１：『大阪大谷大学便覧』平成 21(2009)年度版 p64 
資料 2：「英語Ⅱ」シラバス、テキスト及び発表資料 平成 21(2009)年度  
資料 3：「英会話Ａ」、「英会話Ｂ」シラバス 平成 21(2009)年度  
資料 4：「薬学英語 A」、「薬学英語 B」講義資料 平成 21(2009)年度  
資料 5：  大阪大谷大学ホームページ「海外研修」   

 
 
表2-5．夏期海外語学研修  
 受講生学年  研修先  研修期間  日数  

１年生  リーズ・メトロポリタン大学 2007.8.4-8.28 25 日間  

２年生  ランガラ・カレッジ  2007.8.5-8.27 23 日間  
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(２-３) 医療安全教育 

 
【観点 ２-３-１-１】薬害，医療過誤，医療事故の概要，背景及びその後の対応に関す

る教育が行われていること。 

【観点 ２-３-１-２】教育の方法として，被害者やその家族，弁護士，医療における安

全管理者を講師とするなど，学生が肌で感じる機会提供に努める

とともに，学生の科学的かつ客観的な視点を養うための教育に努

めていること。 

 
［現状］  

  以下に示す1-4 年次の本薬学部専門教育科目で、薬害、医療過誤、医療事故の概要、

背景及びその後の対応に関する教育が行われている。  
 

1) 1年次開講必修科目「薬学概論」において、臨床を経験した実務家教員による現場

における薬の専門職としての薬剤師のあり方の教育を実施している。その中で、薬

害とは何かあるいは、薬害の回避策などの知識を修得している。また、同科目では、

医療機関や製薬メーカーあるいは行政などの見学を行う早期体験学習を通じて、臨

床の現場を直接見学することにより、現場での薬害・医療過誤・医療事故への取組

みを肌で感じさせている（資料1）。  
2) 4年次開講必修科目「実務前実習」においては、臨床の場でのリスク回避のための

重要な事案などを体験的に修得することを目的にして実習を行っている。すなわち、

「不適切な処方箋のチェック」、「患者特性に基づく正しい処方」、「薬物治療に

おけるコンプライアンス」、「リスクマネージメント」、「正しい情報収集（初回

面談、服薬指導など）」、「チーム医療」、「医薬品の相互作用」、「適切な調剤

法」など、現場における薬害や副作用回避のための重点事項に関して、講義を通じ

て学ぶだけでなく、自ら直接的に実習することにより肌で学ぶ学習を実践している

（資料2）。  
3) 4年次開講必修科目「薬学英語B（医療薬学）」においては、副作用や薬物の相互

作用に関する学術情報を読解することにより、情報の収集法を理解するとともにリ

スクを回避する方法を学ぶ教育も実践している（資料3）。  
4) 「医薬品開発学A」、「微生物学」、「毒性学」では、医薬品開発の背景、医薬品

相互作用による薬害の発生、医薬品の毒性に起源する薬害など、より高度な薬害教

育を行う目的で、多くの薬害例に関する知識を深めている（資料4）。  
5) 上記の薬学部専門教育科目の他に、平成21(2009)年度に行われた「特別セミナー」

では、医薬品医療機器総合機構運営評議会救済委員会の委員を招請し、薬害や副作

基準２－３－１ 

 薬害・医療過誤・医療事故防止に関する教育が医薬品の安全使用の観点から行わ

れていること。 
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用の現状への理解や取組みの実態とともに、薬剤師のなすべき職務についての講演

が行われた（資料5）。  
6) 平成22(2010)年度から開講される2年次必修科目「PBL型医療倫理演習」では、過

去に生じた薬害の概要と背景を調べ、さらに薬害防止のための薬剤師の役割につい

て討論させる教育プログラムが予定されている（資料6）。  
 
［点検・評価］  
・「薬学概論」、「実務前実習、「医薬品開発学Ａ」、「微生物学」、「毒性学」な

ど、薬害や副作用への知識を高める学習が実践されていると評価できる。  
・【観点  2-3 -1 -2】に示された教育の方法として、被害者やその家族、弁護士、医

療における安全管理者を講師とする科目はない。  
 
［改善計画］  
・薬害・医療事故防止の重要性を学生が肌で感じる機会を提供するために、平成22 

(2010)年度から開講される2年次必修科目「PBL型医療倫理演習」において、薬害

被害者を講師として招くことが、本科目のカリキュラム作成を行っている「コミュ

ニケーション・問題解決能力科目醸成科目教員連絡会議」で検討中である。  
 
［データ・資料］  

資料 1：「薬学概論」講義資料、『早期体験学習を終えて』平成 21(2009)年度  
資料 2：「実務前実習」講義資料 平成 21(2009)年度  
資料 3：「薬学英語 B（医療薬学）」講義資料 平成 21(2009)年度  
資料 4：「医薬品開発学 A」、「微生物学」、「毒性学」講義資料  

平成 21(2009)年度  
資料 5：「大阪大谷大学特別セミナー（村上教授）」資料  平成 21(2009)年度  
資料 6：「PBL 型医療倫理演習」シラバス 平成 22(2010)年度  
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(２-４) 生涯学習の意欲醸成 

 
【観点 ２-４-１-１】 医療現場で活躍する薬剤師などにより医療の進歩や卒後研修の

体験談などに関する教育が行われていること。 

 

［現状］ 

平成 21 (2009) 年度までの本学 1-4 年次学生に対する開講科目の中で、薬学教育

モデル・コアカリキュラムに例示された生涯学習の意欲向上に関する学習目標（つ

まり、A(2)【自己学習・生涯学習】「1.医療に関わる諸問題から、自ら課題を見出し、

それを解決する能力を醸成する。(知識・技能・態度)」及び「2.医療の担い手とし

て、生涯にわたって自ら学習する大切さを認識する。（態度）」）を学習目標として明

確に掲げている科目はない。しかし、1 年次開講の「薬学概論」、4 年次開講の「実

務前実習」の中で、医療人を志す者としての自覚、心構え、学ぶ姿勢や社会常識な

どと共に、生涯学習の意義が教示されている。 

なお、課外の活動ではあるが、新入生に対する「フレッシュマンキャンプ」及び

「スキルアップセミナー」の中で、病院あるいは保険薬局薬剤師としての勤務経験

を有する本学教員による講演会が行われている。これらの講演では、医療人として

の社会的責任を果たせるような生涯学習の重要性を強調している。 

 

 [点検・評価]   

・現在の 1-4 年次の本学教育カリキュラムは、学生に生涯学習に対する意識を持た

せるには若干希薄かもしれない。 

・平成 21 (2009) 年度までに開講された 1-4 年次の本学教育カリキュラム中では【観

点 2-4-1-1】に示された内容は実施されていない。 

 

［改善計画］ 

1-4 年次での生涯学習の意欲醸成を目的とした教育の希薄さを補うため、5 年次

「実務実習」の直前に実施するオリエンテーションに病院または薬局から現役薬剤

師を招いて、医療現場での薬剤師の責務や実習に対する心構え、態度や生涯学習の

重要性に関する講演依頼を検討中である（資料 1）。また、5･6 年次配当科目として、

「病院薬剤師論」及び「保険薬局論」を設定しており（資料 2）、学生の生涯学習の

意欲を高め、医療に対する実践的な考え方を養っていく予定である。 

 
 

 

基準２－４－１ 

 医療人としての社会的責任を果たす上での生涯学習の重要性を認識させる教育

が行われていること。 
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 [データ・資料] 

資料 1：「薬学部臨床薬学教育研修センター運営委員会」議事録 

平成 22(2010)年 1 月  

資料 2：『薬学部学習マニュアル』平成 21(2009)年度版 p15 
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 (２-５) 自己表現能力 

 

【観点 ２-５-１-１】聞き手及び自分が必要とする情報を把握し，状況を的確に判断で

きる能力を醸成する教育が行われていること。 

【観点 ２-５-１-２】個人及び集団の意見を整理して発表できる能力を醸成する教育が

行われていること。 

【観点 ２-５-１-３】全学年を通して行われていることが望ましい。 

 

［現状］  
1-4 年次の本薬学部での教育において“聞き手及び自分が必要とする情報を把握

し，状況を的確に判断できる能力を醸成する”ことを主たる目的とする科目として

は、「コミュニケーション論 (1 年次選択 )」、「コミュニケーション演習 A(1 年次必修 )」、
「コミュニケーション演習 B（4 年次必修）」が挙げられる（資料１）。学生は、講

義形式で行われる「コミュニケーション論」で、対人関係の心理やコミュニケーシ

ョン技法についての知識を学び、「コミュニケーション演習 A」と「コミュニケーシ

ョン演習 B」は、Small Group Discussion(SGD)により、それらの知識に基づいた

考え・意見の表現や他者の話を傾聴するための技能・態度の習得を目指す。さらに、

上記の演習科目では SGD で得られた結論を、受講生全員の前で発表させる機会を

設け、集団としての意見を整理して発表する能力を醸成している (資料 2)。また、

これらの他に、「薬学概論 (1 年次必修 )」、「物理系薬学実習 (2 年次必修 )」、「化学系

薬学実習 (2 年次必修 )」、「衛生薬学実習 (3 年次必修 )」、「生理・薬理学実習 (3 年次必

修 )」、「薬剤・薬物動態学実習 (3 年次必修 )」でも、集めた情報や実験結果をもとに

グループ内で考察し、その成果を発表する機会を一部に設けている（資料 3）。本学

のカリキュラムでは、これらの科目を通じて意見を整理し発表する能力の習得を目

指している。 

さらに、医療現場での対人コミュニケーションに関する技能・態度の習得を目的

に、4 年次開講の「実務前実習」の中でも一部、SGD が取り入れられている。なお、

本学での自己表現能力醸成教育をさらに高めるため、平成 21(2009)年度入学生から

は、「PBL 型医療倫理演習 (2 年次必修 )」が開講される。また、これらの科目での学

習カリキュラムに関して立案、評価を行う組織として「コミュニケーション・問題

解決能力醸成科目教員連絡会議」が薬学部内に設置されている（資料 4）。4 年次ま

でのカリキュラムが修了した平成 22(2010)年 1 月に、「コミュニケーション・問題

解決能力醸成科目教員連絡会議」が開催され、それまでの本薬学部での自己表現能

力を醸成する教育の効果について議論された（資料 5）。  
 

基準２－５－１ 

自分の考えや意見を適切に表現するための基本的知識，技能及び態度を修得する

ための教育が行われていること。 
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［点検・評価］  
・【観点 2-5-1-1】に示される内容を主たる目的として学習する科目には「コミュニ

ケーション論」、「コミュニケーション演習 A」、「コミュニケーション演習 B」及

び「PBL 型医療倫理演習」があり、自己表現能力の醸成意欲を高めるカリキュラ

ムとしては、不足のないものと考える。  
・【観点 2-5-1-2】に示される学習内容については、上に述べた科目の一部として取

り入れらられており、意見を整理して発表する能力の醸成が行われている。  
・これらの科目は 1 年次から 4 年次にかけ全学年で開講され、自己表現能力の醸成

意欲を継続的に高められると考える。  
 

 
［改善計画］  

現時点での改善計画はない。  
 

［データ・資料］  
資料 1：『薬学部学習マニュアル』 平成 21(2009)年度版 p10 
資料 2：「コミュニケーション演習 A」、「コミュニケーション演習 B」講義資料   
   平成 21(2009)年度  
資料 3：「物理系薬学実習」、「化学系薬学実習」、「衛生薬学実習」、「生理・薬理

学実習」、「薬剤・薬物動態学実習」実習テキスト  
平成 21(2009)年度  

資料 4：「薬学部教務委員会」配布資料 平成 20(2008)年 6 月  
資料 5：「コミュニケーション・問題解決能力醸成科目教員連絡会議」議事録  

平成 22(2010)年 1 月  
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３ 薬学教育カリキュラム  
 
（３－１）薬学教育モデル・コアカリキュラムの達成度 

  
【観点 ３-１-１-１】各科目のシラバスに一般目標と到達目標が明示され，それらが薬

学教育モデル・コアカリキュラムの教育目標に適合していること。 

 
［現状］  

本薬学部の教育目標は、「人間性豊かな科学者としての薬剤師」を達成することに

ある。これを達成するために薬学教育モデル・コアカリキュラム（以下、コアカリ

という。）に準拠した教育を行っている。すなわち、1 年次には主に、人間を理解す

る「宗教学」をはじめとする教養科目と「英語」などの語学、「薬学概論」などの薬

学導入科目を、2 年次には、「基礎化学」、「基礎薬理学」など薬学の基礎となる講義・

実習を設定している。さらに 3 年次には、より多彩な「生化学 B」や「生物系薬学

実習」などの基礎的な講義・実習及び「病態検査学」や「薬剤・薬物動態学実習」

など医療との関連性が高い講義・実習を設定している。さらに 4 年次には、「臨床

薬学Ⅰ」や「実務前実習」などの医療に密接した専門科目、及び 4 年次までに学ん

だ知識の習熟度を高めるための「基礎薬学演習 A」などの演習科目を設定している

（資料 1、2、3、4）。  
 
1) 一般目標の明示  

学生に対しては、各科目の意義・講義の目的が明確にわかるように、各科目の

一般目標および毎回の講義における到達目標をシラバスに記載している。シラバ

スに記載された一般目標は、コアカリ領域 A、B、C、D1 及び  F にあげられてい

る各一般目標のすべての文言、あるいは要約した内容になっている（資料 3）。  
したがって、本薬学部の科目の教育目標は、コアカリ領域 A、B、C、D1 及び

F の一般目標に適合している。科目の一般目標とコアカリの一般目標との対応は

『薬学部学習マニュアル』に記載し、各科目の初回講義でシラバスとコアカリを

解説するよう努めている（資料 4）。  
2) 到達目標の明示  

コアカリ領域 A、B、C、D1 F にあげられている各到達目標数 (1,354)と一致す

る、本薬学部シラバスに記載された到達目標数 (1,284)は 94.8%である。個々のコ

アカリ領域に関する割合を表 3-1 にまとめた。到達目標の一致する割合が低い中

項目は、C17(5)（25%）、F1（56%）C7(2)（63%）である（資料 3）。  
 

基準３－１－１ 

教育課程の構成と教育目標が，薬学教育モデル・コアカリキュラムに適合してい

ること。 
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［点検・評価］  
・本薬学部の教育課程の構成と教育目標は、コアカリと適合できている。  
・本薬学部の教育シラバスには、一般目標と到達目標が記載されている。  
・本薬学部のシラバスに記載された一般目標は、コアカリの一般目標に適合してい

る。  
・本薬学部のシラバスに記載された到達目標は、コアカリの到達目標にほぼ適合し

ているが、一部の科目において不十分である。  
・各科目の教育目標とコアカリとの対応は、シラバスと薬学部学習マニュアルを併

用することで周知が図られていることは評価できる。  
 
［改善計画］  
・平成 22(2010)年度シラバスには、当該科目の一般目標や到達目標を記載すること

を教授会で各教員に徹底した（資料 5）。  
 
［データ・資料］  

資料 1：『大阪大谷大学便覧』平成 21(2009)年度版 p137-142 
資料 2：『薬学部学習マニュアル』平成 21(2009)年度版 p7-15 
資料 3：薬学部開講科目シラバス平成 21(2009)年度版  
資料 4：『薬学部学習マニュアル』平成 21(2009)年度版 p7-15 
資料 5：「薬学部教授会」議事録 平成 22(2010)年 1 月 27 日  
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表 3-1 薬学教育モデル・コアカリキュラム到達目標に対する本薬学部における薬

学教育の適合性

モデル・コア

カリキュラム

中のSBO数

本薬学部科目

の到達目標と

一致するSBO数

モデル・コアカ
リキュラムの

SBOのうち、本

薬学部科目の到

達目標と一致す

るSBOの割合
（%)

モデル・コア

カリキュラム

中のSBO数

本薬学部科目

の到達目標と

一致するSBO数

モデル・コアカ
リキュラムの

SBOのうち、本

薬学部科目の到

達目標と一致す

るSBOの割合
（%)

A 38 33 87 C13 （1） 18 18 100
B 22 20 91 （2） 21 19 90
C1 （1） 24 24 100 （3） 20 20 100

（2） 21 20 95 （4） 31 31 100
（3） 21 20 95 （5） 17 16 94
（4） 13 11 85 C14 （1） 12 12 100

C2 （1） 12 12 100 （2） 20 20 100
（2） 20 20 100 （3） 25 25 100
（3） 14 14 100 （4） 27 26 96

C3 （1） 13 11 85 （5） 33 31 94
（2） 10 8 80 C15 （1） 28 28 100

C4 （1） 28 23 82 （2） 9 8 89
（2） 19 18 95 （3） 16 16 100
（3） 22 21 95 C16 （1） 17 17 100
（4） 26 26 100 （2） 13 13 100

C5 （1） 12 12 100 （3） 12 12 100
（2） 11 9 82 C17 （1） 17 16 94

C6 （1） 14 14 100 （2） 10 9 90
（2） 18 16 89 （3） 11 11 100

C7 （1） 22 17 77 （4） 10 10 100
（2） 8 5 63 （5） 12 3 25
（3） 9 9 100 C18 （1） 15 15 100

C8 （1） 19 19 100 （2） 14 14 100
（2） 13 13 100 （3） 13 12 92
（3） 14 14 100 D1 （1） 7 7 100
（4） 22 22 100 （2） 17 17 100

C9 （1） 14 14 100 （3） 13 13 100
（2） 18 18 100 （4） 26 26 100
（3） 17 17 100 （5） 8 8 100
（4） 19 19 100 （6） 15 15 100
（5） 21 21 100 （7） 6 6 100
（6） 16 16 100 F （1） 9 5 56

C10 （1） 15 15 100 （2） 13 13 100
（2） 15 15 100 （3） 17 16 94
（3） 14 14 100 （4） 15 15 100

C11 （1） 23 23 100 （5） 27 22 81
（2） 15 15 100 （6） 15 13 87
（3） 16 16 100 （7） 14 11 79

C12 （1） 26 26 100 （8） 5 5 100
（2） 32 30 94
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【観点 ３-１-２-１】講義，演習，実習が有機的に連動していること。                

【観点 ３-１-２-２】医療現場と密接に関連付けるため，具体的な症例，医療現場での

具体例，製剤上の工夫などを組み込むよう努めていること。 

【観点 ３-１-２-３】患者・薬剤師・他の医療関係者・薬事関係者との交流体制が整備

され，教育へ直接的に関与していることが望ましい。 

 
〔現状〕 

薬学教育モデル・コアカリキュラム (コアカリ )の領域 A、B、C、D1 及び F にあ

る到達目標のうち本薬学部科目の到達目標と一致する項目は 1,284 であり、知識、

態度及び技能に関わる項目がそれぞれ、1,145、56 及び 148 ある。本薬学部では各

学習領域に対し、講義、実習、演習、小人数討論 (SGD)、発表会・討論、体験学習

を連動して用いている (資料 1)。  
 

1) 学習領域と方略  
1. 学習領域【知識】  

方略として講義形式を用いている。また、「生物学実習」や「基礎薬学演習 A」

などの実習・演習や、「食品安全学」などでは SGD も取り入れている  (資料 1、
2) 。  

2. 学習領域【態度】  
「薬学概論」では病院、薬局、企業の見学・SGD を通じて医療人としてふさわ

しい態度を身につける。また、「実務前実習」では実務実習にむけたふさわしい態

度を実習・演習により修得する。他の項目では、講義形式の授業を主としている  
(資料 1、4、5）。  

3. 学習領域【技能】  
おもに実習・演習を用いている。また、計算や外国語に関わる技能は「数学統

計学」や「薬学英語 A」などにおいて、主に講義形式の授業で身につけるように

している（資料 6、7）。   
 

2) 講義・実習・演習の連動  
「生物系衛生系合同教員連絡会議」や「医療系基礎科目担当者連絡会議」など

関連科目に関わる教員連絡会議を設置し、講義と実習と演習を連携させる計画を

議論し、実施後の改善計画も議論している（資料 6、7）。  
1. 講義と演習の連携例  
・「薬学概論」に早期体験学習を組み込み、体験後に SGD、発表・討論会で知識

と応接など医療人にふさわしい態度を再確認させている。（資料 1、4、5）  
・4 年次後期には 5 つの演習により、それまでに学んだ薬学に関わる知識の習熟

基準３－１－２ 

各到達目標の学習領域に適した学習方略を用いた教育が行われていること。 
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度を高めている。 (資料 1) 
2. 実習と講義の連携例  
・「生物学実習」などでは実習の初回において講義科目との関係を講義し、薬学

におけるその意義や関連する知識などを理解できるように配慮している (資料

1)。  
・「衛生薬学実習」では実習内で SGD を行い、発表会・討論を通じて、実験等

の技能の修得とともにコミュニケーションやプレゼンテーションの技能を身

につけるよう配慮している（資料 1、8）。  
・動物愛護と環境保全など研究者として必要な態度は、１年次の「生物学実習」

や「化学実習」などの実習で身につけさせている（資料 1、2、9）。  
3) 医療現場との関連付け  

本薬学部における教育を医療現場とより密接に関連付けるために症例や医療現

場での具体例、製剤上の工夫などを教育材料に用いている。具体的には、「薬剤学

Ⅰ」、「免疫・生体防御学Ⅱ」、「医療情報薬学Ⅰ」、「臨床分析学」、「病態検査学」

などの科目である（資料 10、11）。また、平成 22(2010)年度からは、臨床経験豊

かな現役薬剤師が専任教員と連携して、実務前実習の講義や臨床系講義の一部で

の教育支援を行うことになっている (資料 12)。  
4) 患者や医療従事者との交流科目  
・１年次に「薬学概論」で病院、薬局、企業を見学する早期体験学習を行い、患者

や薬剤師と交流する機会を設定している。（資料 1、4、5）  
・外部の医療担当者による科目は設定していないが、直近まで薬剤師、医師、臨床

検査技師に従事していた専任教員が医療現場を踏まえた教育を行っている。（資

料 13）  
・正規授業とは別に、学生の多様な興味や要望に応えるために学外の薬剤師などの

医療関係者を招きスキルアップセミナーを開催している。（資料 14、15）  
 
［点検・評価］  
・学習領域【知識】では講義を主とし、適した方略が用いられている。また、学習

領域【技能】では主に実習、演習が用いられ、また、講義内でも演習を行ってい

ることから、適した方略が用いられているといえる。学習領域【態度】では、早

期体験学習、コミュニケーション関連の項目については適した方略が用いられて

いる。しかしながら、他の到達目標では、講義が主であり、適した方略が用いら

れているとはいえない。  
・講義、演習、実習は有機的に連動できている。  
・医療現場と関連付ける教育は複数の講義で、症例、医療現場等での具体例・応用

例、製剤上の工夫を講義材料に取り上げて実施できている。  
・患者との交流を取り入れた 1-4 年次向けの教育は１年次の「薬学概論」における

早期体験学習のみであり、十分ではない。  
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［改善計画］  
・医療現場を意識させる教育に関しては、医療系科目や平成 22(2010)年度開講のア

ドバンスト科目においてその具体的な内容をシラバスに記載することを教授会

で各教員に徹底した (資料 7)。  
・患者との交流を取り入れた 1-4 年次向けの教育に関して現時点で具体的な計画は

ない。  
 

「データ・資料」 

資料 1：薬学部開講科目シラバス 平成 21(2009)年度版  
資料 2：「生物学実習」実習資料 平成 20(2008)年度  
資料 3：「食品安全学」講義資料 平成 21(2009)年度  
資料 4：「薬学概論」講義資料 平成 20(2008)年度  
資料 5：『早期体験学習を終えて』平成 21(2009)年度  
資料 6：「生物系衛生系合同教員連絡会議」議事録 平成 20(2008)年 10 月 27 日    
資料 7：「医療系基礎科目担当者連絡会議」議事録 平成 20(2008)年 11 月 6 日  
資料 8：「衛生薬学実習」実習資料 平成 21(2009)年度  
資料 9：「化学実習」実習資料   平成 21(2009)年度  
資料 10：「薬剤学Ⅰ」講義資料   平成 21(2009)年度  
資料 11：「病態検査学」講義資料  平成 20(2009)年度  
資料 12：「薬学部教授会」議事録  平成 21(2009)年 12 月 2 日  
資料 13：大阪大谷大学ホームページ  
  http://www.osaka-ohtani.ac.jp/guide/teacher_ph.html 
資料 14：『薬学部学習マニュアル』  平成 21(2009)年度版 p29 
資料 15：「スキルアップセミナー」資料 平成 21(2009)年度  

 

表 3-2 各学習領域で用いている方略 

講義 実習 演習 SGD
発表会
・討論 体験

知識 1211 1145 1145 23 7 4 4 3

態度 64 56 37 13 18 6 11 3

技能 170 148 131 93 34 12 6 0

薬学教育モデル・
コアカリキュラム中
の学習領域数

本学科目の中の学
習領域数

用いられている方略数

学習領域
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【観点 ３-１-３-１】当該科目と他科目との関連性に配慮した編成を行い，効果的な学

習ができるよう努めていること。 

 
［現状］  

各ユニットを薬学教育モデル・コアカリキュラム（以下、コアカリという。）に分

類された A、B 等の領域とし、各コアカリ領域の 1-4 年次における実施状況を表 3-3
にまとめた。本薬学部では、1 年次前期に補講などを通じて基礎学力を向上させた

のち、化学物質および生体の基礎を身につけ、次に薬として化学物質、化学物質と

生体・生態の関わり、病態を主に学ぶ。さらに薬の開発、薬物治療、医療を学ぶよ

うに講義・実習・演習を配している（資料 1、2）。設置認可申請時に企画されたこ

れらは、ほぼ適切な時期に設定されているが、4 年間の実施状況を踏まえて一部改

変してきた（資料 3）。具体的な各ユニット（コアカリ領域）の実施状況を以下に概

説する。  
 
1) コアカリ領域 A と B 

「薬学概論」など 1-4 年次を通じてヒューマニズムに関する教育を実施している。

また、薬学教育のイントロダクションに関するコアカリ領域 B のほとんどを、「薬

学概論」として 1 年次前期に実施している。2 年次でのコアカリ領域 A が不十分

であったので、「PBL 型医療倫理学演習」を平成 22(2010)年度の 2 年次から実施

する（資料 1、4、5、6、7）。  
2) コアカリ領域 F 

薬学準備教育に関わる教育を「生物学実習」などの共通教育科目として 1、2 年

次に配している（資料 1、8）。  
3) コアカリ領域 C1-C3 

物理系薬学では、薬学の基礎となる “物質の理解 ”に関わる領域を主に 1 年次後期

および 2 年次後期に実施している。ただし、分析化学に関わる項目（C2(1)(2)およ

び C3(1)）の実施が主に 4 年次前期であり、他の基礎項目に比べ、遅い時期の実施

となっている（資料 1）。  
4) コアカリ領域 C4-C7 

化学系薬学では、基礎となる C4-C5 を 1 年次前期の「化学実習」から順次実施

し、応用性の高いコアカリ領域 C6 を主に４年次前期に実施している。また、天然

物質由来の医薬品に関わるコアカリ領域 C7 を主に 3 年次前期「天然薬用資源学」、

及び 4 年次前期などで実施している（資料 1、9、10）。  
5) コアカリ領域 C8-C10 

生物系薬学では、基本的な内容を 1 年次後期の「解剖学」や「生物学実習」な

基準３－１－３ 

各ユニットの実施時期が適切に設定されていること。 
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どで実施している。更にマクロからミクロの視点で生物を理解できるよう、「生化

学 A、B、C」を 2 年次前期から 4 年生前期まで順次実施している。そのため、遺

伝子に関する項目の実施が 4 年次前期と他の基礎項目に比べ、遅い時期になって

いる。そこで、「生化学 B」と「生化学 C」の開講時期を平成 21(2009)年度入学生

より、それぞれ 2 年次後期および 3 年時前期に開講するように改善した（資料 1、
7、11）。  

6) コアカリ領域 C11-C12 
「食品安全学」や「衛生薬学実習」など衛生薬学に関わる科目を、生化学、化学

物質の基礎を身に付けたうえで学習できるよう主に 3、4 年次に実施している（資

料 1、12、13）。  
7) コアカリ領域 C13-C17 

医療薬学の薬理学の基礎的な内容を 2 年次前期から開始する。更にコアカリ領

域 C13、C14、C15 を、2 年次後期から 4 年次前期かけて配置している。薬理学の

基礎的な知識を身につけたのち、医薬品の製剤化・開発に関わるコアカリ領域 C16、
C17、社会と薬学に関わるコアカリ領域 C18 を学べるように配している。また、

実務前実習に関わるコアカリ領域 D1 を 4 年次に設定している（資料 1）。  
8) 復習  

4 年次後期には薬学専門教育に関わる知識を復習し、より深く身につけるよう各

コアカリ領域に対応した 5 つの演習科目を実施する（資料 1）。  
 
以上のようにヒューマニズムに関して全学年を通じて学ぶとともに、薬学専門科

目については、事前学習、基礎から応用さらに臨床へと体系的に学べるようにして

いる。なお、各講座が分担して実施している実習では実習後の連絡会を開催し、他

科目との関連性を深めるように配慮している（基準 3-1-2 参照）。また平成 22(2010)
年度に完成年度以降のカリキュラムを検討する小委員会を薬学部教務委員会内に設

置することを決めている（資料14）。  
 
［点検・評価］   
・  各ユニット（コアカリ領域）の実施時期は他の領域との連携を含めてほぼ適正に

設定できている。  

・  設置認可申請時に企画された各コアカリ領域の学年毎の設定を薬学部教務委員

会で見直し、コアカリ領域 A の「PBL 型医療倫理学演習」を新たに開講するな

ど、学習効果を高める努力は評価できる。  
・  「生化学 B」と「生化学 C」の開講時期を変更して、効果的な学習ができるよう

な努力をしていることは評価できる。  
 
［改善計画］  
・  基礎薬学系の分析化学の実施時期の変更に関しては、平成 22（2010）年度に薬
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学部教務委員会内に完成年度以降のカリキュラムに関する小委員会設置し検討

することになる（資料 14）。  
 
「データ・資料」  

資料 1：薬学部開講科目シラバス  平成 21(2009)年度版  
資料 2：「化学補講」、「物理補講」、「数学補講」、「生物補講」講義資料  
  平成 21(2009)年度  
資料 3：『薬学部学習マニュアル』  平成 21(2009)年度版 p13 
資料 4：『薬学部学習マニュアル』  平成 21(2009)年度版 p8-9 
資料 5：『早期体験学習を終えて』  平成 21(2009)年度  
資料 6：「薬学概論」講義資料 平成 20(2008)年度  
資料 7：「薬学部教授会」資料 平成 22(2010)年 2 月 10 日  
資料 8：「生物学実習」実習資料  平成 21(2009)年度  
資料 9：「化学実習」講義資料  平成 21(2009)年度  
資料 10：「天然薬用資源学」実習資料 平成 20(2008)年度  
資料 11：「解剖学」講義資料 平成 20(2008)年度  
資料 12：「食品安全学」講義資料  平成 21(2009)年度  
資料 13：「衛生薬学実習」実習資料 平成 21(2009)年度  
資料 14：「薬学部教務委員会」議事録 平成 21 年 (2009)年 9 月 14 日  
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表 3-3 薬学専門科目 (ユニット )の実施時期とコアカリとの対応  

    

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 ○ ○ ○ ○ ○

3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 ○ ○ ○ ○ ○

2 ○

1 ○ ○ ○

2 ○ ○

3 ○ ○ ○

4 ○

1 ○ ○ ○

2 ○ ○

3 ○ ○ ○

1 ○ ○ ○

2 ○ ○ ○ ○

1 ○

2 ○ ○ ○

3 ○ ○ ○ ○

4 ○ ○ ○ ○ ○

1 ○ ○ ○

2 ○ ○ ○

1 ○

2 ○ ○ ○ ○

1 ○ ○ ○

2 ○ ○

3 ○ ○

1 ○

2 ○ ○

3 ○ ○

4 ○ ○ ○

1 ○ ○ ○ ○

2 ○ ○ ○ ○

3 ○ ○ ○ ○

4 ○ ○ ○

5 ○

6 ○ ○ ○

1 ○ ○ ○

2 ○ ○

3 ○ ○ ○

1 ○ ○ ○

2 ○ ○

3 ○ ○ ○

1 ○ ○ ○ ○

2 ○ ○

1 ○ ○

2 ○ ○

3 ○ ○ ○

4 ○ ○ ○

5 ○ ○

1 ○ ○ ○

2 ○ ○

3 ○ ○

4 ○ ○ ○

5 ○ ○ ○

1 ○ ○

2 ○ ○

3 ○ ○ ○

1 ○ ○

2 ○ ○

3 ○

1 ○ ○ ○ ○

2 ○

3 ○

4 ○ ○

5 ○

1 ○ ○ ○

2 ○

3 ○ ○

1 ○

2 ○ ○

3 ○ ○

4 ○

5 ○ ○

6 ○ ○

7 ○

1 ○ ○ ○ ○ ○

2 ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 ○ ○ ○ ○

4 ○ ○ ○

5 ○ ○ ○

6 ○ ○

7 ○

8 ○ ○

4年次

C15

C16

C17

C18

D1

F

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C3

C4

C5

C6

C7

C8

A

B

C1

C2

1年次
コアカリ領域

2年次 3年次
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【観点 ３-１-４-１】科学的思考の醸成に役立つ技能及び態度を修得するため，実験実

習が十分に行われていること。 

【観点 ３-１-４-２】実験実習が，卒業実習や実務実習の準備として適切な内容である

こと。 

 

［現状］  
本学の実習は、薬学教育モデル・コアカリキュラムで規定された項目を全て網羅

している。すなわち、1-4 年次に実施する各実習は 1 回あたり約 180 分を合計 15
回、ただし「実務前実習」は 1 回あたり約 270 分を合計 24 回である。薬剤師や研

究者に必要なコミュニケーション技能や態度を身につけるために、一部の実習では

実習後に SGD (Small Group Discussion) や発表会を採り入れている。また、これ

らの実習は、5 年次の「実務実習」や 5-6 年次に行われる「卒業研究」につながる

ようにカリキュラムが組まれている。  
 

1) 科学的思考の醸成や卒業研究の準備としての内容  
1 年次  

専門課程に至る事前学習として、生体側と物質側の両面から見た基本的な事柄

を学び、薬学を身近なものにするための「生物学実習」と「化学実習」を提供し

ている。生命現象の根源になる仕組みと多様性を理解するとともに、医薬品の作

用がそれらの化学構造によって説明できることを認識させている。  
2 年次  
「化学系薬学実習」では天然物成分を含む有機化合物の合成、抽出・単離と構

造決定、日本薬局方に準拠し測定機器を用いた定性・定量分析を行い、「物理系

薬学実習」では薬を物質面から思考するための基礎となる知識と技術の習熟に努

めている。また、廃棄物の扱い方など環境に配慮することも教育している。  
3 年次  

応用・医療薬学領域である生物系薬学分野、衛生薬学分野、薬剤学分野、生理

学・薬理学分野の幅広い内容を組み込んでおり、生体の機能と営み、薬と生体と

の相互作用やヒトと環境との関わりを中心とした実習項目を設定している。実験

動物を愛護する態度や、実験の安全性に配慮することも含めて指導している。  
「生物系薬学実習」及び「衛生薬学実習」では、生体成分の分析、遺伝子操作

法や免疫反応などを理解するための基本的技能を学び、環境や食品中の化学物質

や毒物の分析及び解毒機構の解析、微生物の検出法や取り扱い技術なども習得さ

せている。「薬剤・薬物動態学実習」では、医薬品の製剤化と品質評価法及び薬

効や副作用を薬物体内動態から定量的に理解させている。「生理・薬理学実習」

では、薬物が個体、臓器及び細胞レベルで作用する過程を理解させるために、実

基準３－１－４ 

薬剤師として必要な技能，態度を修得するための実習教育が行われていること。
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験動物以外にコンピュータ薬効解析モデルの導入を試みており、病態生理的な変

化をも考察できるような科学的な応用力を養っている。  
4 年次  

「実務前実習」において、調剤、製剤、処方鑑査と疑義照会、医薬品情報提供、

高カロリー輸液調製、抗がん剤混合調製、治療薬物モニタリング、リスクマネジ

メント、患者応対や服薬指導など、いずれも臨床を強く志向した実習内容を設定

している。現時点までに修得した知識、技能及び態度を統合的に組み立てて実践

することはもとより、医療現場で活用するための総合力を培っている。  
 

2) 実務実習や卒業研究の準備としての内容  
2 年次  

化学物質の薬理活性を、化学の眼で洞察し、医師とは異なる視点で医薬品を評

価することができるような薬剤師としての基礎力を磨いている。  
3 年次  

全ての実習が、化学物質と生体との関わりと患者の存在を意識し、実務実習の

準備となる内容となっている。とりわけ、臓器組織やコンピューターモデルシス

テムを利用した薬効・毒性解析、心電図やスパイロメーターを用いた生理機能検

査は、医療人としての基本的知識・技能として必須である。「薬剤学実習」は、

薬剤師の日常業務である調剤・製剤と密接に関連した内容である。薬物動態の解

析技術は、臨床の場での薬剤処方設計や医薬品適正使用に活用できる。さらに、

病原菌の取扱法は、薬剤師が医療チームの一員として院内感染防止対策などの臨

床活動に寄与できる技能である。  
4 年次  

上記の 1-3 年次の実習内容と講義を踏まえて、「実務前実習」が実施される  （基

準 4 で詳述）。  
 
［点検・評価］  
・薬剤師として必要な知識、技能、態度を修得するための実習教育が行われている。  
・実習教育は、「人間性豊かな科学者としての」薬剤師の養成を目指す本薬学部の目

標と連携できている。  
・科学的思考力を修得させるために実習内容が企画され、得られた結果を有機的に

考察するレポート作成や SGD が行われている。  
・実習内容は、卒業研究や実務実習の準備として適切である。  
・学生による実習内容に関するアンケート評価が行われていないことは、検討の余

地がある。  
 
［改善計画］  
・学生による実習内容に関するアンケート評価は、現時点で具体的に検討していな
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い。平成 22 (2010)年度に立ち上げる、完成年度以降のカリキュラムを検討する

小委員会の課題となる。  
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【観点 ３-１-５-１】薬剤師が活躍する現場などを広く見学させていること。 

【観点 ３-１-５-２】学生による発表会，総合討論など，学習効果を高める工夫がなさ

れていること。 

 

［現状］  
本薬学部では「早期体験学習」を「薬学概論（1 年次前期・必修）」に組み込んで

実施している。実務家教員が中心となり、製薬企業での勤務経験のある教員の協力

を得て企画し、企業や病院への引率は全教員が分担している。「早期体験学習」は入

学後 3 か月までの期間に、薬剤師が活躍している病院、保険薬局や製薬企業を見学

させる 狙いがあ る。学習 効果を高 めるため に、見学 前に SGD (Small Group 
Discussion) で予備知識を理解させ、見学後にも各自の体験内容を持ち寄って SGD
を行い、その結果を発表させている。以下に内容の概要と特徴を記述する。  
 
1) 「薬学概論」との一体化  

平成 20 (2008)年度から、早期体験学習を「薬学概論」に組み込み、正規単位の

履修科目として 1 回生全員が参加する。学生のモチベーションを高めると同時に、

より充実した学習内容とするため、見学前に参加型の授業を数多く採り入れた。

導入講義は 90 分の講義を 4 回行い、医療人になるための心構えと薬剤師の働く

医療現場を見学するために必要な最小限の知識を提供する内容とした（資料 1）。 
2) マナー講習会の実施  

学外での学習であることを踏まえ、社会人としての身だしなみや、最低限の礼

儀作法を身につけるために、外部講師による「マナー講習会」を実施している（資

料 2）。  
3) 早期学習体験前の SGD 

事前 SGD は、学生に見学のポイントを各自でまとめさせることを狙っている。

1 回生全員を 7-8 人ずつの 22 グループに分け、前半と後半で各 11 グループとし

て、11 人の教員が 1 グループずつを指導した（資料 3）。「非常事態を脱する方法

について、選択肢の順位付けを行う」のような簡単な課題を与えて（資料 4）、各

人の役割と議論の進め方を理解させた後、病院・薬局・企業毎に着目する項目と

質問すべき内容を互いに出し合わせ、それらを吟味してリストアップさせていき、

事前学習効果の向上を図った（資料 3）。  
4) 見学施設と実施時期  

平成 21 (2009) 年度は、全員が 1 人につき病院・薬局・企業それぞれ 1 施設ず

つ見学をした。病院と企業の見学には教員が随行した。5 月 25 日から 7 月 8 日ま

での 7 週間の期間中の月曜日と水曜日の午後から実施し、見学時間は施設によっ

基準３－１－５ 

学生の学習意欲が高まるような早期体験学習が行われていること。 
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て異なるが概ね 2 時間であった（資料 5）。平成 21 (2009) 年度の見学先の病院は

30 施設であり、大学病院や地域中核病院を含め、施設規模や医療環境などが多岐

にわたる医療機関となった。薬局は、大阪府薬剤師会に依頼して割り当てた。学

生を 2 人ずつに割り振り、服装、所持品、行き先への交通手段や注意事項を確認

した後、学生のみで訪問させ、自立心を向上させるようにした。企業は 5 社に見

学を依頼した（資料 6）。  
5) 早期体験学習後の SGD と発表会  

3 か所の見学を終えた学生に SGD で見学体験を報告させた。学生間で情報と意

見交換をさせ、新しい気づきを促し、不足している知識を互いに補い合うことで

見学時での疑問点の解消や見学内容の理解を深めさせるとともに、課題をまとめ

る力を養う場とした。さらに、早期体験学習のまとめとして、後日に実施する発

表会のためにグループごとにテーマを決めて、この機会を通じて学んだこと、心

情の変化や新たな発見などの内容を A1 サイズのポスターにまとめあげた。発表

会は 2 日間に分け、グループごとに発表時間 10 分と質疑応答 5 分で行い、一つ

の課題を遂行するための協調性とプレゼンテーションの重要性を学ばせた（資料

7、8）。  
6) 早期体験学習の総括  

学生には、見学後 1 週間以内に見学先の施設への礼状を書かせ、さらに指定し

た様式にしたがって、『早期体験学習を終えて』と題するレポート作成を課した。

事後の SGD を行う際には、学生自身が再確認できるよう、各自が提出したレポ

ートのコピーを配布して、見学内容の復習に役立つように努めた（資料 9、10）。
学生アンケートでは｢薬剤師の仕事内容がよく理解できた｣、｢病院薬剤師と薬局薬

剤師の社会的な意義と役割の違いを認識できた｣、｢薬剤師になりたいとの気持ち

が一層強くなった｣、｢仲間との SGD で、薬学を学ぶ意欲がわき、将来像が見え

てきた｣との意見もあり、学生の学習意欲を高める上で非常に有用であることを示

すものである（資料 11）。  
 
[点検・評価]    

・新入生の学習意欲を高めるために、病院・薬局・企業における早期体験学習が実

施できている。  
・早期体験学習の学習効果を高めるために、事前講義、体験前後の SGD、体験後の

発表会、及びアンケートが実施されている点は評価できる。  
・早期体験学習を全教員で推進していることは評価できる。  
 

［改善計画］  
・現時点で具体的な改善計画はない。  

 
[データ・資料] 
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資料 1：『早期体験学習を終えて』 平成 21(2009)年度版 p1 
資料 2：「マナー講習会」学生配布資料 平成 21(2009)年度  
資料 3：『早期体験学習を終えて』 平成 21(2009)年度版 p3-16 
資料 4：事前 SGD 導入用学生配布資料 平成 21(2009)年度  
資料 5：『早期体験学習を終えて』 平成 21(2009)年度版 p22-27 
資料 6：『早期体験学習を終えて』 平成 21(2009)年度版 p2 
資料 7：『早期体験学習を終えて』 平成 21(2009)年度版 p106-120 
資料 8：SGD 担当教員用学生指導マニュアル 平成 21(2009)年度  
資料 9：『早期体験学習を終えて』 平成 21(2009)年度版 p30-105 
資料 10：「体験学習にあたっての心得」 平成 21(2009)年度 学生配布資料  
資料 11：『早期体験学習を終えて』 平成 21(2009)年度版 p121-129 
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（３－２）大学独自の薬学専門教育の内容        

 
【観点 ３-２-１-１】大学独自の薬学専門教育として，薬学教育モデル・コアカリキュ

ラム及び実務実習モデル・コアカリキュラム以外の内容がカリキ

ュラムに含まれていること。 

【観点 ３-２-１-２】大学独自の薬学専門教育内容が，科目あるいは科目の一部として

構成されており，シラバス等に示されていること。 

【観点 ３-２-１-３】学生のニーズに応じて，大学独自の薬学専門教育の時間割編成が

選択可能な構成になっているなど配慮されていることが望まし

い。 

 
［現状］  

本薬学部の理念と目標は、「人間性豊かな科学者としての薬剤師」を養成すること

にある。「人間性豊かな薬剤師」教育の導入科目として、本学の建学の精神を踏まえ

た「宗教学」がある。さらに「死生学」、「生命倫理学」を必修としている点も本学

独自の試みである。「人間性豊かな科学者としての薬剤師」を養成するための教育内

容は、薬学教育モデル・コアカリキュラム（以下、コアカリという。）及び実務実習

モデル・コアカリキュラム（以下、実務コアカリという。）に含まれている。本薬学

専門教育科目はこれに準拠し、シラバスには講義内容に対応するコアカリの到達目

標（SBOs:Specific Behavioral Objectives）を付している（資料 1）。  
すべての薬学専門科目の中に本学の理念を組み込むことは容易ではないが、基礎

系の「生理学」や「解剖学」においても、倫理観と人間性を導入部で講話するよう

に、各教員が工夫している。また、専門教育科目の中に「薬学英語 B」を設定した

ことも、英語で発信される最新の医療情報に対応できることを目指した試みである。

本学独自の薬学専門教育は、平成 22(2010)年度の 5-6 回生を対象とした「卒業研究」

とアドバンスト科目として設置されている。これは学生の多様な希望進路に応じた

教育であるが、平成 22(2010)年度から開講されるので、自己評価 21 の範囲外とな

る。（資料 2）。現時点の 1-4 回生対象の薬学専門教育科目では、独自性を高めるた

めに各教員がコアカリ以外の SBOs を組み込み（表 3-4）、4 年次までの開講科目で

は、これらはカリキュラム全体の約 19%を占めている（資料 1）。また、学生の多様

なニーズに応えるために、薬学専門教育科目の多くを選択科目にして、受講の自由

度を高めている（資料 2）。  
さらに、正規科目の一部に栄養情報担当者（NR：Nutritional Representative）

の受験資格の修得に必要な項目を組み込み、不足する部分はスキルアップ講座で補

完している（資料 3、4）。この講座は、平成 21(2009)年度に国立健康栄養研究所の

指定を受けた（資料 5）。2 回生と 4 回生が自由に受講でき、平成 21(2009)年度には

基準３－２－１ 

大学独自の薬学専門教育の内容が，理念と目標に基づいてカリキュラムに適確に

含まれていること。 
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124 人の 2 回生が修得した。  
 

［点検・評価］ 

・本薬学部の理念と目標は、カリキュラムに含まれている。  
・現時点の1-4回生を対象とした薬学専門科目に、担当教員がコアカリ以外の独自の

SBOsを設定し、シラバスに記載していることは評価できる。  
・各教員がカリキュラムの独自性を出す努力工夫はあるものの、これを踏まえて薬学

部全体として独自性を設定する議論が不十分である。  
・専門教育に多様な選択科目を設定し、学生が自由に受講できような時間割が編成で

きている。  
・学生の多様な進路希望に応えるために、「栄養情報担当者（NR）の養成講座」を設

定し、多くの学生が受講していることは評価できる。  
 

［改善計画］  

薬学部全体として、独自性を設定する議論を深める具体的な計画はない。しかし

ながら、平成 22(2010)年度から完成年度以降のカリキュラムを検討する小委員会の

設置を決めているので、検討課題としたい。  
 
［データ・資料］  

資料 1：薬学部開講科目シラバス  平成 21(2009)年度版  
資料 2：『大阪大谷大学便覧』 平成 21(2009)年度版 p137-142 
資料 3：『薬学部学習マニュアル』  平成 21(2009)年度版 p.29-30 
資料 4：大阪大谷大学薬学部ホームページ：

http://www.osaka-ohtani.ac.jp/dept/ph/course.html 
資料 5：独立行政法人国立健康栄養研究所ホームページ：

http://www.nih.go.jp/eiken/info/pdf/youseikoza14.pdf 
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表 3-4 専門教育科目のシラバスに記載された本学独自の到達目標項目数  

専門教育科目必修  

学年  必修科目  独自項目

（％） 1) 教育理念や目標との関連項目 2) 

1 薬学概論  13 品格と協調  

1 生理学  38 倫理観と人間性
専門知識と実践力  

1 分子化学Ａ  10 知識と実力  

1 解剖学  25 倫理観と人間性
専門知識と実践力  

1 コミュニケーション演
習 A 12 倫理観と人間性  

2 生化学Ａ（細胞生物学） 19 知識と実力  

2 基礎化学  12 知識と実力  

2 基礎薬理学  0   

2 分子化学Ｂ  10 知識と実力  

2 有機化学Ⅰ  31 知識と実力  

2 薬理学Ａ  0   

2 微生物学  11 知識と実力  

2 物理系薬学実習  10 知識と実力  

2 化学系薬学実習  47 生命科学・医療科学的専門知識と技術  

3 天然薬用資源学  10 知識と実力  

3 生化学Ｂ（代謝生物学） 22 生命科学的専門知識  

3 免疫・生体防御学Ⅰ  40 生命現象の論理的理解と生命倫理  

3 食品安全学  39 国民の健康向上に寄与する専門知識と倫理観を有し
た薬剤師の育成  

3 薬理学Ｂ  0   

3 病態検査学  10 医療科学的専門知識および実践力を備えた薬剤師の
養成  

3 薬剤学Ⅰ  14 知識と実力（実践力の養成）  

3 生物系薬学実習  15 知識と実力、生命科学に関する専門的知識と技能  

3 衛生薬学実習  36 国民の健康向上に寄与する専門知識と技能を有した
薬剤師の育成  

3 分子生体情報学  43 知識と実力、生命科学・医療科学的専門知識  

3 薬物動態学Ⅰ  15 医療科学的専門知識と技術および実践力  

3 薬物治療学Ａ  13 倫理観と人間性
専門知識と実践力  

3 薬物治療学Ｂ  34 倫理観と人間性
専門知識と実践力  
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専門教育科目必修  

学年  必修科目  独自項目

（％） 1) 教育理念や目標との関連項目 2) 

3 化学療法学  0   

 生理・薬理学実習  35 生命科学・医療科学的専門知識と技術および実践力
倫理観と人間性  

3 薬剤・薬物動態学実習  12 知識と実力（実践力の養成）  

4 生化学Ｃ（分子生物
学・遺伝子工学）  44 知識と実力、生命科学に関する専門的知識を備える  

4 公衆衛生学  0   

4 薬物治療学Ｃ  13 倫理観と人間性
専門知識と実践力  

4 薬物治療学Ｄ  32 倫理観と人間性
専門知識と実践力  

4 医薬品開発学Ａ  15 倫理観と人間性
専門知識と実践力  

4 医療情報薬学Ⅰ  7 知識と実力を付け実践力を養成する  

4 臨床薬学Ⅰ  8 専門知識と技能を備え、高い倫理観を有する人間性豊
かな薬剤師の養成  

4 薬学英語 A（基礎薬学） 14 知識  

4 薬事法規と制度  0   

4 コミュニケーション演
習 B 0   

4 臨床薬学Ⅱ  10 専門知識と技能を備え、高い倫理観を有する人間性豊
かな薬剤師の養成  

4 基礎薬学演習Ａ  7   

4 衛生薬学演習Ａ  10   

4 医療薬学演習Ａ  0   

4 医療薬学演習Ｂ  9   

4 薬学法規演習Ａ  0   

4 実務前実習  15 医療科学的専門知識と技術および実践力を備え、高い
倫理観を有する人間性豊かな薬剤師の養成  

 平均  16 
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専門教育科目選択      

学年  選択科目  独自項目

（％）  教育理念や目標との関連項目  

3 有機化学Ⅱ  7 生命科学・医療科学的専門知識  

3 臨床分析化学  25 医療科学的専門知識および実践力を備えた薬剤師の

養成  
3 栄養学  27 知識と実力、生命科学に関する専門的知識を備える

3 毒性学  42 国民の健康向上に寄与する専門知識と倫理観を有し

た薬剤師の育成  
3 薬剤学Ⅱ  9 知識と実力（実践力の養成）  

4 医薬品分析学  10 知識と実力  

4 医薬品化学  40 専門知識と実力  

4 漢方医療薬学Ⅰ  49 知識と実力  

4 免疫・生体防御学Ⅱ  40 生命科学の専門知識と実践力  

4 環境安全学  24 国民の健康向上に寄与する専門知識と倫理観を有し

た薬剤師の育成  
4 薬物動態学Ⅱ  20 医療科学的専門知識と技術および実践力  

4 社会と薬学  0   

4 薬学英語 B（医療薬学） 100 専門知識と技術および実践力  

4 医薬品開発学Ｂ  38 専門知識、実践力と倫理観を有する薬剤師の養成  

4 医療情報薬学Ⅱ  11 専門知識、実践力と倫理観を有する薬剤師の養成  

 平均  29 
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（３－３）薬学教育の実施に向けた準備  

 
【観点 ３-３-１-１】個々の学生の入学までの履修状況等を考慮した教育プログラムが

適切に準備されていること。 

【観点 ３-３-１-２】観点３-３-１-１ における授業科目の開講時期と対応する専門科

目の開講時期が連動していること。 

 

［現状］ 

本薬学部に入学した学生の中には、一部大学での薬学専門教育科目を理解するのに

十分な学力を有していない場合がある。そこで本薬学部では、個々の学生の高校にお

ける履修状況と修得状況を確認するために平成 18(2006)年度から「基礎学力評価試験

（プレースメント試験）」を入学直後に実施してきた。その結果、入試科目に含まれ

ていない「生物」、「物理」、一部の「数学」では入学者間の学力差が大きいことや、

入試科目の「化学」においても理解度の低い者もいることが分かった。そこで、平成

20(2008)年度までは一定の成績に達しない学生や希望者に対して学内教員や予備校

教員による補講を実施してきた。その結果、一定の効果は認められたが、さらに個々

のレベルに応じた細やかな対策の必要性を認識した。平成 21(2009)年度は以下のよう

な入学前の教育と入学直後のプレースメント試験、その結果に応じた補講を連携させ

た教育プログラムを実施した。なお、補講の受講による基礎学力のアップは、連携す

る共通教育科目の成績評価に反映されている。  
1) 入学が早期に決まる指定校推薦、学内推薦及び公募制推薦入試の合格者には、

入学までに自主学習することを推奨し、入学前準備教育プログラム（株式会社ナ

ガセ）を紹介し、のべ 86 人が受講した（資料 1、2）。  
2) 入学前（2 月末）に入学手続き終了者に対して、「補講及び学習相談室の案内」

を送付し、大学教育に対する高校基礎学力の必要性についての説明、入学後のプ

レースメントや成績別補講の実施予定を通知し、入学までの自己学習を促した

（資料 3）。  
3) 入学後の補講はプレースメント試験（化学、生物、数学、物理）の成績でクラ

ス分けし、薬学部専門科目の事前基礎学習として大学教員が選んだ学習項目につ

いて、熟練した元高校教諭によって行った。補講は 4 月から 11 月上旬までの期

間に 90 分授業を 13-17 回行い、段階的あるいは最終確認試験を実施した（資料

4）。  
4) 補習終了後の時期に科目担当者による学生相談室を設け、十分に修得できなか

った項目に対する質問等に個々に応じた（資料 4）。  
5) 1 年次共通教育科目である「化学実習」と「生物学実習」ではシラバスに記載し

てあるように、高校基礎レベルから大学専門科目への橋渡し的な役割を意識して

基準３－３－１ 

学生の学力を，薬学教育を効果的に履修できるレベルまで向上させるための教育

プログラムが適切に準備されていること。 
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実施した（資料 5）。  
6) 平成 21(2009)年度の補講内容を総括し、平成 22(2010))年度の実施計画を見直し

た（資料 6）。  
 

このような教育プログラムは入学時から開始し、補講は 1 年次前期と後期前半に

終了した。これと連動してそれに続く薬学部専門教育科目が以下のように実施され

ている。  
1)「化学補講」（1 年次 4-7 月実施）→「基礎化学」（2 年次前期）  
2)「化学実習」（共通教育科目：1 年次前期）→「化学系薬学実習」（2 年次後期）  
3)「化学補講」（1 年次 4-7 月実施）、「物理補講」（1 年次 4〜11 月実施）→「分子

化学 A」（1 年次後期）  
4)「数学補講」（1 年次 4-10 月実施）→「数学・統計学」（2 年次前期）  
5)「生物補講」（1 年次 4-7 月実施）、「生物学実習」（1 年次後期）→「解剖学」、「生

理学」（1 年次後期）  
6)「化学補講」（1 年次 4〜7 月実施）、「生物補講」（1 年次 4-7 月実施）、「生物学実

習」（1 年次後期）→「生化学 A」（2 年次前期）  
 
さらに、学習相談室を開設し、本学教員による基礎から専門科目への橋渡し的な内

容の下級年次用「スキルアップ講座」を開講した。（資料 7）個々の学生の入学まで

の修学状況に対応して基礎力をつけ、基礎から専門科目への知的好奇心を養う狙いで

ある。補講の教育効果を「薬学部学生委員会」と「薬学部教務委員会」が検証した結

果、学力の向上に寄与していることが判明した。（資料 8）  
 

［点検・評価］ 

• 学生の学力を、薬学教育を履修できるレベルまで向上させるための教育プログラム

（補講）が準備できている。 

• 入学までの多様な修学状況に対応するために、高校教育と大学専門教育を連携させ

る教育プログラムが準備できている。  
• 入学直後のプレースメント試験実施により、個々の学生の基礎学力に応じた教育プ

ログラムが準備できている。  
• 上記の教育プログラムと薬学専門科目の開講時期や内容は連動できている。  
• 個々の学生が学年を問わず質問できる学習相談室を設置していることは評価できる。 
• 上記の教育プログラムの成果を検証し、それを踏まえて薬学専門科目の開講時期を

変更していることは評価できる（基準 3-1-3 に記述）。  
 
［改善計画］  

現時点で補講の体制を見直す具体的な計画はない。ただし、現在実施している補講

の教育効果の検証を継続し、上級学年の専門科目の成績、共用試験の合否、さらには
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薬剤師国家試験の合否などと連携して解析して必要があれば改善計画を考える。  
 

［データ・資料］  

資料 1：『入学前教育についてのご案内』平成 20(2008)年 12 月 22 日配布資料  
資料 2：『大阪大谷大学薬学部入学前準備教育結果報告書』 平成 21(2009)年   

4 月 10 日送付資料  
資料 3：『補講および学習相談室の案内』平成 21(2009)年 2 月 21 日送付資料  
資料 4：『平成 21(2009)年度補講科目別日程と学習項目』 平成 21(2009)年    

4 月配布資料  
資料 5：『薬学部シラバス』  平成 21(2009)年度版   
資料 6：「薬学部教務委員会」資料  平成 21(2009)年 12 月 12 日  
資料 7：「スキルアップ講座日程表」  平成 21(2009)年度版  
資料 8：「薬学部教務委員会」資料  平成 21(2009)年 11 月 18 日  
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４ 実務実習  
 
（４－１）実務実習事前学習 

  
［現状］  

 実務実習事前学習は、病院実務実習及び薬局実務実習に必要な基本的な能力（知

識、技能、態度）を習得するための学習である。本薬学部では、実務実習事前学

習を 4 年次に開講する 4 つの科目で構成し、実務実習モデル・コアカリキュラム

に適合すべく行っている。その詳細は、前期に「臨床薬学Ⅰ」、「コミュニケー

ション演習Ｂ」、後期に「臨床薬学Ⅱ」、「実務前実習」の授業科目である。そ

の授業内容に関しては、実務実習モデル・コアカリキュラムに準じて構成してい

る。また、5 年次においては、実務実習事前学習の内容をより深く理解するため

に、アドバンスト科目として「輸液・栄養治療学」（90 分×15 コマ）、「薬物投

与設計学」（90 分×5 コマ）、「病院薬剤師論」（90 分×3 コマ）、また実務実

習オリエンテーション項目として、SP（Standardized Patient）参加型医療面接

等を含めた授業（90 分×9 コマ）は、実務実習を行うまでの期間内に開講する。 
 

［点検・評価］  
 ・本薬学部の実務実習事前学習は、実務実習モデル・コアカリキュラムに適合し

て教育を行っている。また、共用試験や薬剤師国家試験の合格のみを目指した

教育に偏重することなく、学生が実務実習にあたって必要とする基本的な知識

を満遍なく得るべく、教育に取り組んでいる。  
・実務実習事前学習は、平成 21(2009)年度が最初であり、実務実習モデル・コア

カリキュラムに適合した内容で各授業を行っている。  
・平成 21（2009）年度に実施された共用試験 OSCE(Objective Structured Clinical 

Examination)において、1 人 6 課題試験実施中、本試験では 1 人が 1 課題で不

合格であったのみであり、さらに再試験で全員合格となった。実習課題におい

ては、概ね学生に満足できる内容を行えたものと考える。  
・現時点では、4 科目を 4 年次の前・後期に分けて行っている。バランス良く内

容を分散し、学生の学習効果をさらに上げるよう考慮していく必要がある。  
 
［改善計画］  
・技能・態度に関する評価は、共用試験での OSCE に基づく基準に沿って行って

いる。この評価は、実務実習での必要最小限の基本的な技能・態度である。さ

基準４－１－１ 

教育目標が実務実習モデル・コアカリキュラムに適合し，実務実習事前学習が適

切に行われていること。 
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らに、一歩進んだ技能・態度を身に付けられる体制づくりを臨床会議等で、懸

念事項について検討する必要がある。  
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［現状］ 

1) 学習方法  
・学習方法は、実務実習モデル・コアカリキュラムの方略に準じて構成している。

講義：受講生全員を対象に原則教員 1 人が講義形式で実施。  
演習：内容により人員構成は異なるが、小班に分け 10 人の教員（特任教授 1

人を含む）が 1 班または 2 班を担当。  
実習：受講生を 10 班に分け、14 人程度を教員 1-2 人が指導。また、同時に

5 つの内容を並行に行い、日毎に順次変更。  
2) 時間  

・時間数は、実務実習モデル・コアカリキュラムに準じて構成している。  
 「臨床薬学Ⅰ」：90 分  × 13 コマ  

「臨床薬学Ⅱ」：90 分  × 10 コマ  
「コミュニケーション演習 B」：90 分  × 13 コマ  
「実務前実習」：90 分  × 86 コマ  

合計 90 分  × 122 コマ  
・表 4-1 に平成 21(2009)年度の実務実習事前学習の予定表及び実施場所を示した。 

「臨床薬学Ⅰ・Ⅱ」及び「コミュニケーション演習 B」  

：週１回、1 講義 90 分で開講  
「実務前実習」：前半は週 4 日を全学生対象  

後半は週 4 日を 2 班に分け（各班は週 2 回）、1 日 90 分  ×3 コ
マ（2 コマ／日の場合もある）を午後から連続で実施  

3) 場所 

・場所は、実務実習モデル・コアカリキュラムに概ね準じて構成している。  
本薬学部での実務実習事前学習は、講義室（大教室）、講義室（小教室）、セ

ミナー室（実習室）、模擬薬局を使用している。  
講義室（大教室）  
受講生全員を対象とした講義で用いる。ただし、調剤実習の前講義では 2
班に分けて実施。  

講義室（小教室）  
受講生を 15 班（各教室 2 班ずつ）に分けて実施。  

セミナー室（実習室）  
受講生 50 人程度を 3 教室とし、さらに１教室を 8 人×6 班で実施。  

※ 各教室は 3 つの授業内容を並行して実施。実習室では 50 人程度（6 人程

度の班を 8 班使用することもある）の学生を対象に授業を実施。  

基準４－１－２ 

学習方法，時間，場所等が実務実習モデル・コアカリキュラムに基づいて設定され

ていること。 
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模擬薬局  
病院薬剤部及び保険薬局内を想定して設計している。 OTC（ Over The 
Counter Drug）販売及び待合いスペース、調剤室（計数調剤、散剤、水剤、

軟膏剤、注射剤等）、製剤室、無菌室、抗悪性腫瘍剤調製室、医薬品情報室、

模擬病棟、ロールプレイ室を配置している。調剤実習、注射剤・製剤等実習

を実施している。  
※ 模擬薬局は、実習室及びセミナー室の機能を兼ね備えているため、実習だ

けではなく、服薬指導等の演習にも使用している。そのため、本薬学部で

は、実務実習モデル・コアカリキュラムにセミナー室と例示されている授

業を模擬薬局で行っている演習・実習もある。  
 

［点検・評価］  
  本薬学部の実務実習事前学習における学習方法、時間、場所等は、実務実習モ

デル・コアカリキュラムに準じている。  
・実習に関しては、全体を前・後半の 2 グループに分け、1 班が 14 人程度の少人

数を教員 1-2 人が指導する体制をとっている。そのため、実務実習モデル・コ

アカリキュラムに適合した詳細な指導が可能である。また、実習内容に目が行

き届くことで、学生個々の習熟度の把握も行える。  
・知識の評価では、講義に関しては、筆記試験による評価を行っているが、演習・

実習では、課題に関して、それぞれの調剤や初回指導、服薬指導、疑義照会等

の実技試験が行われている。また、試験の結果、学習目標に到達していないと

判定された学生に関しては、補習及び再試験が行われる。さらに、技能を習得

した学生に対しても希望により補習を行い、実務実習モデル・コアカリキュラ

ムが求めている内容より、さらに上の内容を習得できるような体制をとってい

る。  
 

［改善計画］  
・学習方法は、実務実習モデル・コアカリキュラムに準じて構成しており、大幅

に改善する必要性はない。しかし、個々の授業内容をより実務実習（病院・薬

局）に準じた、または対応できる内容に合わせ改善していく必要がある。  
 ・本学の模擬薬局において実習を行うにあたっては、学生を少人数に分け、それ

ぞれの課題を同時に行い、各班サイクルさせて実施している。しかし、このよ

うな工夫を行っているにもかかわらず、やはり学生数に対しての実習施設や設

備、例えばクリーンベンチ等の台数等の確保が問題である。現在、簡易型の調

剤台等を設計し、台数を増やす予定である。  
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表 4-1 実務実習モデル・コアカリキュラムと本学の実務実習事前学習との対比表  
（Ⅰ）実務実習事前学習方略
（１）   事前学習を始めるにあたって

講義室 セミナー室
実習室・
模擬薬局

S101
◎医療における薬剤師の使命や倫理などについて概
説できる。

講義 ○ 90 x 1

S102
◎医療の現状をふまえて、薬剤師の位置づけと役割、
保険調剤について概説できる。

講義 ○ 90 x 1

S103
◎薬剤師が行う業務が患者本位のファーマシューティカ
ルケアの概念にそったものであることを討議する。

演習（発
表・討議）

○ ○ 90 x 2

S104
◎医療チームの構成や各構成員の役割、連携と責任
体制を説明できる。

講義 ○ 90 x 1

S105 ◎チーム医療における薬剤師の役割を説明できる。 講義 ○ 90 x 1

S106
◎自分の能力や責任範囲の限界と他の医療従事者と
の連携について討議する。（態度）

演習（発
表・討議）

○ ○ 90 x 2

S107 ◎医薬分業の仕組みと意義を概説できる。 講義 ○ 90 x 1
（2)   処方せんと調剤

S201
◎処方せんの法的位置づけと機能について説明でき
る。◎処方オーダリングシステムを概説できる。

講義 ○ 90 x 1

S202
◎処方せんの種類、特徴、必要記載事項について説明
できる。

講義・演
習

○ 90 x 1

S203
◎調剤を法的根拠に基づいて説明できる。◎代表的な
処方せん例の鑑査における注意点を説明できる。

講義・演
習

○ 90 x 2

S204 ◎不適切な処方せんの処置について説明できる。 講義・演 ○ 90 x 2

S205
◎代表的な医薬品の用法・用量および投与計画につい
て説明できる。

講義 ○ 90 x 2

S206 ◎患者に適した剤形を選択できる。（知識・技能） 講義・演 ○ ○ 90 x 2

S207
◎患者の特性（新生児、小児、高齢者、妊婦など）に適
した用法・用量について説明できる。◎患者の特性に適
した用量を計算できる。（技能）

講義・演
習

○ ○ 90 x 2

S208
◎病態（腎、肝疾患など）に適した用量設定について説
明できる。

講義・演
習

○ ○ 90 x 2

S209
◎服薬指導の意義を法的、倫理的、科学的根拠に基づ
いて説明できる。

講義 ○ 90 x 1

S210

◎代表的な処方せん例の鑑査をシミュレートできる。
（技能）◎処方せん例に従って、計数調剤をシミュレート
できる。（技能）◎処方せん例に従って、計量調剤をシ
ミュレートできる。（技能）◎調剤された医薬品の鑑査を
シミュレートできる。（技能）

実習 ○ 90 x 10

S211
◎処方せんの鑑査の意義とその必要性について討議
する。（態度）

演習（発
表・討議）

○ ○ 90 x 3

（3）   疑義照会

S302
◎代表的な配合変化の組合せとその理由を説明でき
る。◎特定の配合によって生じる医薬品の性状、外観
の変化を観察する。（技能）

実習 ○ 90 x 3

S303 ◎不適切な処方せん例について説明できる　　　　　　 講義　　　○　　　　　　　　　　　　　90 x 2

S304
◎処方せんの問題点を解決するための薬剤師と医師
の連携の重要性を討議する。

演習（発
表・討議）

○ ○ 90 x 3

S305

◎代表的な医薬品について効能・効果、用法・用量を列
挙できる。◎代表的な医薬品について警告、禁忌、副
作用を列挙できる。◎代表的な医薬品について相互作
用を列挙できる。◎疑義照会の流れを説明できる。

講義 ○ 90 x 2

S306

◎代表的な医薬品について効能・効果、用法・用量を列
挙できる。◎代表的な医薬品について警告、禁忌、副
作用を列挙できる。◎代表的な医薬品について相互作
用を列挙できる。◎疑義照会をシミュレートする。　

実習・演
習

○ 90 x 8

（4）   医薬品の管理と供給

S401 ◎医薬品管理の意義と必要性について説明できる。 講義 ○ 90 x 1
S402 ◎代表的な剤形の安定性、保存性について説明できる 講義 ○ 90 x 1

S403
◎毒薬・劇薬の管理および取扱いについて説明でき
る。◎麻薬、向精神薬などの管理と取扱い（投薬、廃棄
など）について説明できる。

講義 ○ 90 x 1

S404
◎血漿分画製剤の管理および取扱いについて説明でき
る。◎輸血用血液製剤の管理および取扱いについて説
明できる。

講義 ○ 90 x 1

S405
◎代表的な生物製剤の種類と適応を説明できる。◎生
物製剤の管理と取扱い（投薬、廃棄など）について説明

講義 ○ 90 x 1

S406

◎毒薬・劇薬の管理および取扱いについて説明でき
る。◎ 血漿分画製剤の管理および取扱いについて説
明できる。◎輸血用血液製剤の管理および取扱いにつ
いて説明できる。◎代表的な生物製剤の種類と適応を
説明できる。◎生物製剤の管理と取扱い（投薬、廃棄な
ど）について説明できる。

実習 ○ 90 x 3

S407
◎代表的な放射性医薬品の種類と用途を説明できる。
◎放射性医薬品の管理と取扱い（投薬、廃棄など）につ
いて説明できる。

講義 ○ 90 x 1

臨床薬学Ⅰ

授業枠

実務前実習

実務前実習

実務前実習

臨床薬学Ⅰ

実務前実習

実務前実習

実務前実習

実務前実習

実務前実習

実務前実習

実務前実習

実務前実習

実務前実習

実務前実習

臨床薬学Ⅰ

《医薬品の安定性に注目する》
臨床薬学Ⅱ
臨床薬学Ⅱ

《特別な配慮を要する医薬品》

実務前実習

実務前実習

実務前実習

臨床薬学Ⅰ

《疑義照会入門》

コミニュケーション演習Ｂ

《調剤室業務入門》

コミニュケーション演習Ｂ

《疑義照会の意義と根拠》

S301 ◎疑義照会の意義について、法的根拠を含めて説明で
きる。

講義 ○

臨床薬学Ⅰ

《処方せんの基礎》

臨床薬学Ⅰ

《医薬品の用法・用量》

《服薬指導の基礎》

臨床薬学Ⅰ

90 x 1

コミニュケーション演習Ｂ

《チーム医療に注目する》

臨床薬学Ⅰ

臨床薬学Ⅰ

コミニュケーション演習Ｂ

《医薬分業に注目する》

時間

《薬剤師業務に注目する》

LS 到達目標 学習方法
場所
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S408
◎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。

講義 ○ 90 x 1

S409
◎薬局製剤の意義、調製上の手続き、品質管理などに
ついて説明できる。

講義 ○ 90 x 1

S410 ◎代表的な院内製剤を調製できる。（技能） 実習 ○ 90 x 3

S411
◎無菌操作の原理を説明し、基本的な無菌操作を実施
できる。（知識・技能）◎抗悪性腫瘍剤などの取扱いに
おけるケミカルハザード回避の基本的手技を実施する

実習 ○ 90 x 6

S412
◎注射剤の代表的な配合変化を列挙し、その原因を説
明できる。◎代表的な配合変化を検出できる。（技能）

実習 ○ 90 x 3

S413
◎代表的な輸液と経管栄養剤の種類と適応を説明でき
る。◎体内電解質の過不足を判断して補正できる。

実習 ○ 90 x 3

S414
◎代表的な消毒薬の用途、使用濃度を説明できる。◎
消毒薬調製時の注意点を説明できる。

講義 ○ 90 x 1

（5）   リスクマネージメント

S501
◎薬剤師業務の中で起こりやすい事故事例を列挙し、
その原因を説明できる。

講義 ○ 90 x 1

S502 ◎誤りを生じやすい投薬例を列挙できる。 講義 ○ 90 x 1
S503 ◎院内感染の回避方法について説明できる。 講義 ○ 90 x 1

S504
◎代表的な医薬品の副作用の初期症状と検査所見を
具体的に説明できる。

講義 ○ 90 x 2

S505
◎代表的な医薬品の副作用の初期症状と検査所見を
具体的に説明できる。

演習 ○ ○ 90 x 3

S506
◎誤りを生じやすい調剤例を列挙できる。◎リスクを回
避するための具体策を提案する。（態度）

演習 ○ ○ 90 x 3

S507
◎事故が起こった場合の対処方法について提案する。
（態度）

演習 ○ ○ 90 x 3

（6）   服薬指導と患者情報

S601
◎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具体的に説明できる。

講義 ○ 90 x 1

S602
◎代表的な医薬品の服薬指導上の注意点を列挙でき
る。◎代表的な疾患において注意すべき生活指導項目
を列挙できる。

講義 ○ 90 x 2

S603

◎インフォームド・コンセント、守秘義務などに配慮す
る。（態度）◎適切な言葉を選び、適切な手順を経て服
薬指導する。（技能・態度）◎医薬品に不安、抵抗感を
持つ理由を理解し、それを除く努力をする。

演習 ○ ○ 90 x 2

S604
◎患者接遇に際し、配慮しなければならない注意点を
列挙できる。

講義 ○ 90 x 1

S605

◎服薬指導に必要な患者情報を列挙できる。◎患者背
景、情報（コンプライアンス、経過、診療録、薬歴など）を
把握できる。（技能）◎医師、看護師などとの情報の共
有化の重要性を説明できる。◎患者接遇に際し、配慮
しなければならない注意点を列挙できる。

講義・演
習

○ ○ 90 x 3

S606

◎代表的な医薬品について、適切な服薬指導ができ
る。（知識・技能）◎共感的態度で患者インタビューを行
う。（技能・態度）◎患者背景に配慮した服薬指導がで
きる。（技能）◎代表的な症例についての服薬指導の内
容を適切に記録できる。（技能）

演習 ○ 90 x 6

（7)   事前学習のまとめ

S701

◎代表的な処方せん例の鑑査を行うことができる。（技
能）◎疑義照会をシミュレートする。（技能・態度）◎処方
せん例に従って、計数調剤をシミュレートできる。（技
能）◎処方せん例に従って、計量調剤をシミュレートで
きる。（技能）◎調剤された医薬品の鑑査をシミュレート
できる。（技能）

実習 ○ 90 x 10

実務前実習

実務前実習

実務前実習

実務前実習

実務前実習

《服薬指導入門》

《総合実習》

《服薬指導に必要な技能と態度》

臨床薬学Ⅰ

実務前実習

臨床薬学Ⅱ

臨床薬学Ⅱ

《注射剤と輸液》

臨床薬学Ⅱ

コミニュケーション演習Ｂ

コミニュケーション演習Ｂ

《患者情報の重要性に注目する》

臨床薬学Ⅰ

臨床薬学Ⅰ
臨床薬学Ⅱ

《副作用に注目する》

臨床薬学Ⅱ

《リスクマネージメント入門》

《消毒薬》

臨床薬学Ⅱ

《安全管理に注目する》

実務前実習

実務前実習

実務前実習

実務前実習

《製剤化の基礎》
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表 4-2 平成 21 年度実務前実習のスケジュールと実習場所 

 
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目 9日目 10日目 11日目 12日目 13日目 14日目 15日目 １6日目 17日目

9/7
（月）

9/8
（火）

9/10
(木)

9/11
(金)

9/14
(月)

9/15
(火)

9/17
(木)

9/18
(金)

9/21
(月)

9/22
(火)

9/24
(木)

9/25
(金)

9/28
（月）

9/29
(火)

10/1
(木)

10/2
(金)

10/5
(月)

10/6
(火)

10/8
(木)

10/9
(金)

１班
（15名）

２班
（15名）

３班
（15名）

４班
（15名）

５班
（15名）

６班
（15名）

７班
（15名）

８班
（15名）

９班
（15名）

１０班
（15名）

大（１） 大（１） 大（１） 大（１）
実習室

（２）
実習室

（２）
実習室

（２）
大（１） 大（１）

大（１）
模擬薬局

大（１） 小（１５） 大（１） 小（１５） 大（１） 大（１） 大（１）使用教室

副作用の
初期症状
と患者情

報
×1班

（２コマ）
S505

（１コマ）
S605

リスク回
避と対処

（２）
×15班

（１コマ）
S506

（２コマ）
S507

副作用と
リスクマ
ネージメ

ント
×1班

（１コマ）
S303

（１コマ）
S505

（１コマ）
S605

振替休日
前半復習

試験

特別な配
慮を要す
る医薬品

（１）
×1班

（２コマ）
S403
S404

特別な配
慮を要す
る医薬品

（２）
×1班

（２コマ）
S405
S407

特別な配
慮を要す
る医薬品

（３）
×3班

（３コマ）
S406

不適切な
処方せん

×1班

（２コマ）
S204

（１コマ）
S303

処方せん
の基礎
×1班

（１コマ）
S202

（2コマ）
S203

医薬品の
剤形と患
者情報
×3班

（２コマ）
S206

（１コマ）
S605

注射剤の
配合変化

×3班

（３コマ）
S412

輸液と経
腸栄養剤

×3班

（３コマ）
S413

患者の特
性・病態
と用法用
量（１）
×1班

（１コマ）
S205

（１コマ）
S207

（１コマ）
S208

患者の特
性・病態
と用法用
量（２）
×1班

（１コマ）
S205

（１コマ）
S207

（１コマ）
S208

国民の休日

リスク回
避と対処

（１）
×15班

（２コマ）
S506

（１コマ）
S507

Ａ班

Ｂ班

前半実習
まとめ
（２）

前半実習
まとめ
（１）

月日

日程

敬老の日
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１班
（15名）

散剤
（２コマ)
S210

配合変化
（１）

（１コマ）
S302

水剤
（２コマ）

S210
配合変化

（２）
（１コマ）

S302

計数調剤
（２コマ）

S210
配合変化

（３）
（１コマ）

S302

軟膏
（２コマ）

S210
疑義照会

（１）
（１コマ）

S306

監査
（２コマ）

S210
疑義照会

（２）
（１コマ）

S306

院内製剤
（３コマ）

S410

TPN調製
（３コマ）

S411

２班
（15名）

水剤
（２コマ）

S210
配合変化

（２）
（１コマ）

S302

計数調剤
（２コマ）

S210
配合変化

（３）
（１コマ）

S302

軟膏
（２コマ）

S210
疑義照会

（１）
（１コマ）

S306

監査
（２コマ）

S210
疑義照会

（２）
（１コマ）

S306

散剤
（２コマ)
S210

配合変化
（１）

（１コマ）
S302

TPN調製
（３コマ）

S411

抗がん剤
調製

（３コマ）
S411

３班
（15名）

計数調剤
（２コマ）

S210
配合変化

（３）
（１コマ）

S302

軟膏
（２コマ）

S210
疑義照会

（１）
（１コマ）

S306

監査
（２コマ）

S210
疑義照会

（２）
（１コマ）

S306

散剤
（２コマ)
S210

配合変化
（１）

（１コマ）
S302

水剤
（２コマ）

S210
配合変化

（２）
（１コマ）

S302

抗がん剤
調製

（３コマ）
S411

疑義照会
（３）

（３コマ）
S306

４班
（15名）

軟膏
（２コマ）

S210
疑義照会

（１）
（１コマ）

S306

監査
（２コマ）

S210
疑義照会

（２）
（１コマ）

S306

散剤
（２コマ)
S210

配合変化
（１）

（１コマ）
S302

水剤
（２コマ）

S210
配合変化

（２）
（１コマ）

S302

計数調剤
（２コマ）

S210
配合変化

（３）
（１コマ）

S302

疑義照会
（３）

（３コマ）
S306

疑義照会
（４）

（３コマ）
S306

５班
（15名）

監査
（２コマ）

S210
疑義照会

（２）
（１コマ）

S306

散剤
（２コマ)
S210

配合変化
（１）

（１コマ）
S302

水剤
（２コマ）

S210
配合変化

（２）
（１コマ）

S302

計数調剤
（２コマ）

S210
配合変化

（３）
（１コマ）

S302

軟膏
（２コマ）

S210
疑義照会

（１）
（１コマ）

S306

疑義照会
（４）

（３コマ）
S306

院内製剤
（３コマ）

S410

６班
（15名）

散剤
（２コマ)
S210

配合変化
（１）

（１コマ）
S302

水剤
（２コマ）

S210
配合変化

（２）
（１コマ）

S302

計数調剤
（２コマ）

S210
配合変化

（３）
（１コマ）

S302

軟膏
（２コマ）

S210
疑義照会

（１）
（１コマ）

S306

監査
（２コマ）

S210
疑義照会

（２）
（１コマ）

S306

院内製剤
（３コマ）

S410

７班
（15名）

水剤
（２コマ）

S210
配合変化

（２）
（１コマ）

S302

計数調剤
（２コマ）

S210
配合変化

（３）
（１コマ）

S302

軟膏
（２コマ）

S210
疑義照会

（１）
（１コマ）

S306

監査
（２コマ）

S210
疑義照会

（２）
（１コマ）

S306

散剤
（２コマ)
S210

配合変化
（１）

（１コマ）
S302

TPN調製
（３コマ）

S411

８班
（15名）

計数調剤
（２コマ）

S210
配合変化

（３）
（１コマ）

S302

軟膏
（２コマ）

S210
疑義照会

（１）
（１コマ）

S306

監査
（２コマ）

S210
疑義照会

（２）
（１コマ）

S306

散剤
（２コマ)
S210

配合変化
（１）

（１コマ）
S302

水剤
（２コマ）

S210
配合変化

（２）
（１コマ）

S302

抗がん剤
調製

（３コマ）
S411

９班
（15名）

軟膏
（２コマ）

S210
疑義照会

（１）
（１コマ）

S306

監査
（２コマ）

S210
疑義照会

（２）
（１コマ）

S306

散剤
（２コマ)
S210

配合変化
（１）

（１コマ）
S302

水剤
（２コマ）

S210
配合変化

（２）
（１コマ）

S302

計数調剤
（２コマ）

S210
配合変化

（３）
（１コマ）

S302

疑義照会
（３）

（３コマ）
S306

１０班
（15名）

監査
（２コマ）

S210
疑義照会

（２）
（１コマ）

S306

散剤
（２コマ)
S210

配合変化
（１）

（１コマ）
S302

水剤
（２コマ）

S210
配合変化

（２）
（１コマ）

S302

計数調剤
（２コマ）

S210
配合変化

（３）
（１コマ）

S302

軟膏
（２コマ）

S210
疑義照会

（１）
（１コマ）

S306

疑義照会
（４）

（３コマ）
S306

大（１）
模擬薬局

大（１）
模擬薬局

模擬薬局 模擬薬局 模擬薬局 模擬薬局 模擬薬局 模擬薬局 模擬薬局 模擬薬局 模擬薬局 模擬薬局 模擬薬局 模擬薬局 模擬薬局
大（１）

模擬薬局
大（１）

模擬薬局
模擬薬局使用教室

補習

補習

大学祭
片付け日

文化の日
大学祭
準備日

総合
『調剤』
（３コマ）

S701

総合
『調剤』
（３コマ）

S701

Ａ班

Ｂ班

試験

 
27日目 36日目

11/16
(月)

11/17
(火)

11/19
(木)

11/20
(金)

11/23
(月)

11/24
(火)

11/26
(木)

11/27
(金)

11/30
(月)

12/1
(火)

12/3
(木)

12/4
(金)

12/7
(月)

12/8
(火)

12/10
(木)

12/11
(金)

12/14
(月)

12/15
(火)

12/17
(木)

12/18
(金)

１班
（15名）

抗がん剤
調製

（３コマ）
S411

疑義照会
（３）

（３コマ）
S306

疑義照会
（４）

（３コマ）
S306

２班
（15名）

疑義照会
（３）

（３コマ）
S306

疑義照会
（４）

（３コマ）
S306

院内製剤
（３コマ）

S410

３班
（15名）

疑義照会
（４）

（３コマ）
S306

院内製剤
（３コマ）

S410

TPN調製
（３コマ）

S411

４班
（15名）

院内製剤
（３コマ）

S410

TPN調製
（３コマ）

S411

抗がん剤
調製

（３コマ）
S411

５班
（15名）

TPN調製
（３コマ）

S411

抗がん剤
調製

（３コマ）
S411

疑義照会
（３）

（３コマ）
S306

６班
（15名）

TPN調製
（３コマ）

S411

抗がん剤
調製

（３コマ）
S411

疑義照会
（３）

（３コマ）
S306

疑義照会
（４）

（３コマ）
S306

７班
（15名）

抗がん剤
調製

（３コマ）
S411

疑義照会
（３）

（３コマ）
S306

疑義照会
（４）

（３コマ）
S306

院内製剤
（３コマ）

S410

８班
（15名）

疑義照会
（３）

（３コマ）
S306

疑義照会
（４）

（３コマ）
S306

院内製剤
（３コマ）

S410

TPN調製
（３コマ）

S411

９班
（15名）

疑義照会
（４）

（３コマ）
S306

院内製剤
（３コマ）

S410

TPN調製
（３コマ）

S411

抗がん剤
調製

（３コマ）
S411

１０班
（15名）

院内製剤
（３コマ）

S410

TPN調製
（３コマ）

S411

抗がん剤
調製

（３コマ）
S411

疑義照会
（３）

（３コマ）
S306

大学祭
片付け日

35日目

総合実習
（４コマ）

S701

総合実習
（４コマ）

S701

振替休日 試験

服薬指導
（１）

（３コマ）
×８班
S606

服薬指導
（２）

（３コマ）
×８班
S606

28日目 34日目

補習

補習

月日

日程

Ａ班

Ｂ班

31日目 32日目

服薬指導
（１）

（３コマ）
×８班
S606

服薬指導
（２）

（３コマ）
×８班
S606

33日目

総合
『無菌・指

導』
（３コマ）

S701

総合
『無菌・指

導』
（３コマ）

S701

29日目 30日目
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［現状］  

1 学年定員 140 人に対して、本学の実務実習事前学習は実務経験を有する 10 人の

専任教員が担当する（表 4-3）。これら実務家教員数で比較的少人数（12 人程度）

のグループ実習が可能である。上記の教員以外に、医療機関での勤務経験のある教

員 2 人が指導にあたっている。また、服薬指導や患者応対などコミュニケーション

技術や薬剤師としての態度を養成する実習では、神戸 SP 会や本学 SP 会所属の模

擬患者が参加している。  
 

［点検・評価］  
病院薬剤部や調剤薬局において薬剤師としての豊富な臨床経験と実績を積んだ実

務家教員を揃えており、指導者の構成は適切であり十分な人数である。  
 

［改善計画］  
平成 22(2010)年度以降は臨床経験豊かな現役薬剤師にも事前学習に協力を行っ

ていただく。  
 

表 4-3 本薬学部実務家教員の医療施設での経歴と勤続年数  

 医療施設での経歴  勤続年数  現在  

教授  

小川 雅史  大阪市立大学医学部附属病院薬剤部  34 年   

廣谷 芳彦  大阪大学医学部附属病院薬剤部  22 年   

小西 廣己  滋賀医科大学医学部附属病院薬剤部  23 年   

准教授  

上島 秀樹  
箕面市立病院薬剤部、ワカノウラ薬

局ほか  
29 年  

ワカノウラ薬

局、週 1 回実

務研修  

名德 倫明  
市立池田病院薬剤部  

24 年  
市 立 池 田 病

院、週 1 回実

務研修  

講師  初田 泰敏  
高の原中央病院薬剤科ほか  

24 年  
高の原中央病

院、週 1 回実

務研修  

助教  

川西 園代  国立病院機構大阪医療センターほか  25 年   

池田 賢二  大阪大学医学部附属病院薬剤部  11 年   

伊賀 幾美  豊郷病院薬剤部ほか  3.5 年   

特任教授  山路 昭  滋賀医科大学医学部附属病院薬剤部  41 年   

 
 

基準４－１－３ 

実務実習事前学習に関わる指導者が，適切な構成と十分な数であること。 
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【観点 ４-１-４-１】実務実習における学習効果が高められる時期に設定されているこ

と。 

【観点 ４-１-４-２】実務実習の開始と実務実習事前学習の終了が離れる場合には，実

務実習の直前に実務実習事前学習の到達度が確認されているこ

とが望ましい。 

 
［現状］  
モデル・コアカリキュラムで実務実習事前学習として行われる科目（「臨床薬学Ⅰ」、

「臨床薬学Ⅱ」、「コミュニケーション演習 B」、「実務前実習」）は、全て実務実習を

目前に控えた 4 年次に実施される。  
4 年次前期には講義形式の授業を主として行い、技術・態度の習得を目的とする

実習・演習のカリキュラムは、実務実習直近の 4 年次後期に集中させた（資料 1）。
このことにより、学生は知識に裏打ちされた技術・態度を習得でき、すぐに実務実

習に臨めるよう配慮している。また、意識の改革を必要とし、習得に時間がかかる

コミュニケーションに関わる実習の一部は、4 年次前期にも行っている。  
さらに、実務実習の直前（5 年次の 4 月、8 月、12 月）には、実務実習事前学習

の到達度の確認及び補習を目的とした授業として、実務実習のオリエンテーション

を 2 週間にわたり実施する。このオリエンテーションは、最終的に全ての学生が受

講することになっている（表 4-4）。  
 
［点検・評価］  

実務実習事前学習の実施時期は、学習効果が高められるよう配慮されており、適

切である。  
 

［改善計画］  
特にない。平成 21(2009) 年度は実務実習事前学習を行う初年度であり、実施時

期を変える計画はない。変更の必要が生じた場合は、「臨床薬学教育研修センター運

営委員会」等で議論を行う。  
 
［データ・資料］  

資料 1：『薬学部学習マニュアル』  平成 21(2009)年度版 p14 
 
 
 

 

 

基準４－１－４ 

実施時期が適切に設定されていること。 
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   表 4-4 5 年次学生の年間予定  

実施時期  授業・実習  

５
年
次 

4 月  オリエンテーション（約 2 週間）  

卒業研究  
 

授業  

5 月  
病院・薬局実務実習（11 週間）  6 月  

7 月  
8 月  オリエンテーション（約 2 週間）

9 月  
病院・薬局実務実習（11 週間）  10 月  

11 月  
12 月  オリエンテーション（約 2 週間）

1 月  
病院・薬局実務実習（11 週間）  2 月  

3 月  
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（４－２）薬学共用試験 

 

 [現状] 

薬学共用試験（CBT 及び OSCE）に合格しなければ 5 年次において実務実習を履

修できないことは、学生に周知している（資料 1）。薬学共用試験の合否判定は、本

薬学部教授会において OSCE 及び CBT ともに薬学共用試験センターから送付され

てきた結果から、合格基準に基づいて行った（資料 2、3）。  
 

 実施日程  受験者数 合格者数 合格基準  

CBT 本試験  平成 22 年  1 月 30 日 122 人  122 人  正答率 60％以上

OSCE 本試験  平成 21 年 12 月 23 日

再試験  平成 22 年  2 月 19 日
122 人  122 人  

細目評価 70％以上

概略評価 5 以上  
共用試験   122 人  122 人   

 
 

[点検・評価]  

・学生が実務実習を行う上で必要な一定の能力水準に達していることは、薬学共用

試験の結果を基に、教授会において厳正に確認・判定されている。  
・平成 21(2009)年度は上記の日程で薬学共用試験が行われ、受験者の全員が合格し

た。このことから概ね実務実習に臨む際に必要な知識、技能および態度の修得は

できていると考える。  
 

[改善計画]  

現状のまま、教授会において薬学共用試験の合否判定を行っていく。本年度の内

容を踏襲しながら、学生の学習効果をさらに上げるよう考慮していきたい。  
 

[データ・資料]  

資料 1：『薬学部学習マニュアル』 平成 21(2009)年度版 p20 
資料 2：「薬学部教授会」議事録 平成 22(2010)年 1 月 20 日  
資料 3：「薬学部教授会」議事録 平成 22(2010)年 2 月 4 日  

 
 
 
 

基準４－２－１ 

実務実習を履修する全ての学生が薬学共用試験（CBTおよびOSCE）を通じて実務実

習を行うために必要な一定水準の能力に達していることが確認されていること。 
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【観点 ４-２-２-１】薬学共用試験センターの「実施要綱」（仮）に沿って行われてい

ること。 

【観点 ４-２-２-２】学内のCBT委員会およびOSCE委員会が整備され，機能しているこ

と。 

【観点 ４-２-２-３】CBTおよびOSCEを適切に行えるよう，学内の施設と設備が充実し

ていること。 

  
 [現状]  

本薬学部に共用試験委員会を設置した。共用試験委員会は、CBT 委員会、OSCE
委員会及び大阪大谷大学 SP 会で構成され、各委員会は連携して活動している。同

委員会は、平成 21(2009)年 4 月に開催された薬学部教授会において「平成 21 年度

薬学共用試験実施要項（平成 21(2009)年 3 月 25 日発行）」を教員に配布し、共用試

験実施について説明、理解を得た。  
CBT に関して、本学の情報処理演習室には 362 台のコンピューター端末が設置さ

れており、薬学部 1 学年の定員 140 人が CBT を行う上で十分な端末を保有してい

る。CBT 委員会は、CBT を適正に行えるよう「情報教育センター」と連携を取り、

CBT 試験用サーバの設置等施設整備を行ってきた。また、教職員に対して監督者講

習会、第１回共用試験受験者を対象とした学生説明会を実施し、仮受験申請者より

受験料の徴収を終え、CBT 体験受験（平成 21(2009)年 8 月 28 日）、本試験（平成

22(2009)年 1 月 30 日）を行い、いずれも成功裏に終了した。  
また、近畿地区病院・薬局実務実習調整機構を通じて OSCE 評価者の大学間相互

派遣協力体制を整え、派遣元大学にて派遣先で行われる OSCE 課題に対する直前講

習会を行った。大阪府薬剤師会からの評価者に対し、学内評価者と合同の直前講習

会を 2 回開催し、大阪府薬剤師会よりの派遣評価者 16 人全員が受講した。また、

病院薬剤師へは出張評価者講習会を行い、OSCE 評価ポイントの共有を図った。ま

た、大阪大谷大学 SP 会による本薬学部 SP の養成を行っている。また、本年度 OSCE
でのモニター委員による事前審査、当日審査においても、OSCE 実施体制に対し問

題となるような指摘はなかった。  
 
［点検・評価］  
・CBT に関して、学内 CBT 委員会が設置され機能している。試験を実施する上で

必要な学内施設・設備はすでに充実しており、試験は薬学共用試験センターの「実

施要項」に従って厳正に行うことができる。  
・本学の実務実習事前学習は、実務実習モデル・コアカリキュラムに提示された 77

個の到達目標を、122 コマで実施し、OSCE に向けて大学間評価者相互派遣協力

体制や大阪府薬剤師会などの外部評価者との協力体制は整えられた。  

基準４－２－２ 

薬学共用試験（CBTおよびOSCE）を適正に行う体制が整備されていること。 
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［改善計画］  
 CBT に関しては特に改善計画はなく、現状の体制を維持していく。本年度の

OSCE に関しては、モニター員からは良好な運営であるとの講評を得たので、特に

OSCE 委員会として問題はない。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 63 -



 

【観点 ４-２-３-１】実施時期，実施方法，受験者数，合格者数及び合格基準が公表さ

れていること。 

【観点 ４-２-３-２】実習施設に対して，観点４-２-３-１の情報が提供されているこ

と。 

［現状］  
薬学共用試験（OSCE）は、平成 21(2009)年 12 月 23 日に 15 号館（薬学部実験

研究棟）内にて、薬学共用試験センター指定 6 課題が行われた。122 人（欠席者 0
人）の受験生のうち、121 人が合格した。不合格者は 1 人（不合格課題 領域２ 水

剤調剤）のみであり、本試験結果は教授会にて協議の後、学生に結果を公表した。

OSCE 再試験は平成 22(2010)年 2 月 19 日に実施された（基準 4-2-2 参照）。  
 薬学共用試験（CBT）は平成 22(2010)年 1 月 30 日に本学で行われ、受験生は 122
人である。CBT は正答率 60％以上が合格（310 問中 186 問以上の正解）となり、

本試験でこの基準に達しない学生は再試験が課せられ、CBT の追再試は 2 月 27 日

に予定されていたが、該当する学生は無かった（基準 4-2-2 参照）。  
 
［点検・評価］  

平成 21(2009)年度の薬学共用試験は CBT 及び OSCE 共に終了しているが、現在

のところ結果の公表には至っていない。薬学共用試験の結果は本薬学部ホームペー

ジにて、その合格者数を公表することを予定している。  
 
 
［改善計画］  

特になし。  
 
 
 
 
 

基準４－２－３ 

薬学共用試験（CBTおよびOSCE）の実施結果が公表されていること。 
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【観点 ４-２-４-１】CBT問題の作成と充実に努めていること。 

【観点 ４-２-４-２】OSCE 評価者の育成等に努めていること。 

 
［現状］  

本学薬学部は 6 年制薬学教育の開始年度に開設され、平成 21(2009)年度第 1 回薬

学共用試験を実施した。これに向け、開設時より実施体制の充実に取り組んできた。  
 

1) CBT 問題の作成に関しては、平成 18(2006)年に本薬学部開設と同時に設備面の

充実に着手し、共用試験用サーバをいち早く導入するとともに、「情報教育センタ

ー」と連携をはかり、CBT 試験実施だけでなく、作成した問題の収集、アップロ

ードのためのネットワークの構築に努めた。CBT 問題作成のソフト面に関しては、

助教を除く全教員をその専門領域を勘案して出題分野別の 10 グループ（ヒュー

マニズム・イントロダクション、物理・分析系、化学系、生物系、衛生系、薬理・

薬物治療系、薬剤系、情報系、社会薬学、事前実習）のうち、1 グループ以上に

割り当て、問題作成班を作った。さらに、問題作成にあたっての注意点、守秘義

務、ブラッシュアップ等の説明会や問題アップロードのための PC 操作講習会を

行い、また、CBT 問題作成のための学内組織の整備を行い、各グループで問題作

成、ブラッシュアップ、アップロードまで実施する組織作りを行った。以上の結

果、これまでに共用試験センターからの第 3 期及び第 4 期問題作成依頼に応え、

問題作成を行った。  
2) OSCE の実施体制の充実に関しては、主として、共用試験センターの指導に従い、

評価者、SP の育成を行ってきた。  
1. 評価者の育成  

共用試験センター発行の『薬学共用試験実施要項』、『OSCE に関する Q&A』、

さらには評価者伝達講習会の内容に基づき、平成 19(2007)年度より本薬学部教

員対象の評価者講習会を行ってきた。本年度は、共用試験センターの指示に基づ

き、内外評価者へ 2 回以上の講習会（資料 1）を行った。さらに、平成 19(2007)
年度より他大学の OSCE トライアルへ評価者もしくは見学者として参加し、

OSCE 実施体制や評価について積極的に意見交換を行ってきた。本薬学部では、

実務実習事前実習の習熟度を OSCE の形式に沿った本薬学部独自の課題による

総合実習試験に基づき評価したが、この時、ほぼ教員全員で評価（資料 2）を行

った。これはより、実践的な OSCE の評価の練習となった。  
2. 模擬患者の養成  

模擬患者の養成は平成 19(2007)年度より開始し、平成 20(2008)年度からは定

基準４－２－４ 

薬学共用試験（CBTおよびOSCE）の実施体制の充実に貢献していること。 
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期講習会を開催するとともに、OSCE 直前講習会を 5 回開催した（資料 3）。  
 
［点検・評価］  
・【観点 4-2-4-1】に示された CBT 問題作成に関して、本薬部学開設以降、共用試

験センターからの依頼のあった第 3 期および第 4 期問題作成依頼に対して滞り

なく問題作成を行っており、設備面、問題作成の体制作りともに問題なく機能し、

評価できる。  
・【観点 4-2-4-2】に示された OSCE 評価者の育成等に関して、共用試験センターの

指示に基づき学内講習会が 4 回、学外講習会 2 回が行われた。これらの講習会

により、学内外の評価者の評価方法、評価基準の統一が図られていると評価でき

る。  
 
［改善計画］  
・CBT 問題作成に関しては、現システムに問題は見られず、現在、その改善計画は

ない。  
・OSCE 評価者及び SP 育成に関しても、現システムに問題は見られず、現在、そ

の改善計画はない。  
 
[資料・データ] 

資料 1：「OSCE 評価者講習会資料および出席表」  平成 21(2009)年度  
資料 2：「総合実習試験評価者担当表」平成 21(2009)年度  
資料 3：「大阪大谷大学 SP 会講習会記録」平成 21(2009)年度  
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（４－３）病院・薬局実習 

 
【観点 ４-３-１-１】実務実習委員会が組織され，機能していること。 

【観点 ４-３-１-２】薬学部の全教員が積極的に参画していることが望ましい。 

［現状］  
本薬学部で「実務実習委員会」は、平成 21(2009)年 9 月 1 日付で教授会にて承認

され、設置された。この委員会は、医療薬学系教員が中心となり構成されているが、

実務家教員７人、薬学部教務委員 1 人、基礎、応用、医療系講座より選出された教

員 4 人、委員会が必要と認めた教員若干名で構成される。平成 21(2009)年 9 月 28
日に第 1 回の「実務実習委員会」が開催され、毎月 1 回開催することが決定された。

実務実習委員会では次にあげる内容をこれまで審議してきた。具体的には①訪問指

導学生の担当について、②実務実習受入連絡会について、③実務実習時期の学生配

分について、④実習に関する契約書について、⑤実務契約費の調査結果についてな

どである（資料 1）。訪問指導については、実務実習委員会で、実務実習に関する諸

問題を学部内で横断的に対処できるような体制を整備している。本委員会は、実務

実習期間中の学生、指導教官及び指導薬剤師からの相談窓口としての機能を備えて

いる。  
実務実習における学生の指導は薬学部全教員が関与することとし、講師以上の教

員は 3 人、助教は 2 人の学生を担当することにした（教員 1 人あたり指導学生は 2.6
人になる）。学生への具体的な指導方法、指導内容については、非実務家教員にもわ

かりやすいマニュアルを実務実習委員会が作成し、また、事前に実務家教員による

訪問指導の講習会を平成 22(2010)年 2-3 月に開催し、非実務家教員でも実務実習の

訪問指導が可能なように対応する。平成 22(2010)年 4 月には、訪問指導教員が学生

と個別面談し、実務実習スケジュール及び注意点などを確認する。  
次に、実務実習開始までに訪問指導教員は実習先施設へ学生と同行し、訪問指導

教員が自ら実習施設並びに実習先指導薬剤師の指導方針などを確認し、実習先指導

薬剤師と実務実習の進め方の調整と確認を行い、学生には通学経路の確認をさせる。

これらの確認作業は、必要に応じて実務家教員が支援することで、教員と実習先指

導薬剤師との連携を密接なものとし、実務実習期間中の学生の学習支援体制を構築

するようにする。  
実習期間中は原則的に毎週土曜日に学生を大学に登校させ、特に実習開始初期は

必ず訪問指導教員と学生が面談し（実習先が大学から遠方の場合は電話やメールで

も可とする）、担当学生の日誌（学習プロセス記録）や実務実習モデル・コアカリキ

ュラムにある SBO ごとの学習進行状況の自己チェック及び自己評価を確認し、フ

基準４－３－１ 

実務実習の企画・調整，責任の所在，病院・薬局との緊密な連携等，実務実習を

行うために必要な体制が整備されていること。 
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ィードバックを行う。  
実習先で使用する実習テキストは、病院・薬局実務実習近畿地区調整機構のテキ

スト委員会が編集するテキスト（平成 22(2010)年 3 月出版予定）を用いることで、

近畿地区の他大学の学生との調和を図るようにする。  
・実習初期（1-4 週）は毎週大学で訪問指導教員と学生が面談し（実習先が大学

から遠方の場合は電話やメールでも可とする）、実習テキストに組み込まれる

実習記録を利用し、実習状況の把握に努める。  
・実習中期（4-7 週）に訪問指導教員による訪問指導を実施し、「実務実習記録」

を活用した実習記録や指導薬剤師との面談により、学生の実習態度やモチベー

ションを確認しながら、形成的評価を行う。  
・実習後期（10-11 週）に訪問指導教員による訪問指導を実施し、訪問指導教員

と指導薬剤師が協力して目標到達度を確認しながら、学生の総括的評価を行う。

実務実習における学生の最終評価は、実務実習委員会が訪問指導教員の作成し

た報告をもとに判断する。  
本薬学部では、訪問指導教員が本来業務に支障を来たさないで訪問指導を円滑に

行えるように、原則として実習期間中の毎週水曜日の午後は講義や実習は行わない

よう、あるいは、訪問指導教員の担当科目によっては週 1 回必ず訪問日を確保でき

るよう、薬学部としてカリキュラム編成上での配慮をしている。  
実務実習の指導担当については、平成 21(2009)年 9 月 1 日現在の教授 18 人、准

教授 10 人、講師 6 人、助教 15 人全員 (実動教員 49 人 )で学生数 122 人の指導にあ

たる（資料 2）。  
 

[点検・評価]  

・『大阪大谷大学薬学部実務実習委員会規程』が平成 21(2009)年 8 月 20 日に制定さ

れ、任務、構成、任期などが定められ、実務実習の円滑な運営がなされている。  
・実務実習の指導担当については、教授会で薬学部全教員が指導にあたることを決

定している。  
 
［改善計画］  

実務実習の実施体制を構築中で、現在「実務実習委員会」で問題点を抽出し検討

しており、実務実習実施前の現時点では改善点、計画はない。  
 

[資料・データ] 

資料１：「実務実習委員会」議事録   平成 21(2009)年 9 月  
資料 2：大阪大谷大学薬学部実務実習相関関係図  
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【観点 ４-３-４-１】学生の配属決定の方法と基準が事前に提示され，配属が公正に行

われていること。 

【観点 ４-３-４-２】学生の配属決定に際し，通学経路や交通手段への配慮がなされて

いること。 

【観点 ４-３-４-３】遠隔地における実習が行われる場合は，大学教員が当該学生の

実習及び生活の指導を十分行うように努めていること。  
 
［現状］  

実務実習の病院配属は、病院・薬局実務実習近畿地区調整機構で決定され、また

薬局の配属は、平成 22(2010)年度のみ学生移住地を参考に各府県薬剤師会が学生の

振り分けを行った。学生の配属決定に際しては、現住所を、病院・薬局実務実習近

畿地区調整機構や各府県薬剤師会に提示し、学生の実習先への便宜ならびに配慮を

いただいた。通常、登学が可能な学生には、定期的に担当教員が面談にあたるが、

実習先が遠隔地である場合、当該学生の実習及び生活の指導においては、定期的に

電話やメール等を活用し、非常時は、実務実習委員会が対応する。なお、遠隔地の

具体的な巡回指導方法については、遠隔地の学生も原則として近隣の学生と同様に

巡回指導を行う。  
 
［点検・評価］  
・実務実習の病院配属は、病院・薬局実務実習近畿地区調整機構で決定され、また

薬局の配属は平成 22(2010)年度のみ府県薬剤師会で決定され、公正に行われてい

るが、実習先の変更の場合も配慮されている。  
・病院・薬局実務実習近畿地区調整機構での決定後、大学側で配慮することが望ま

れる。  
・未だ具体案が出されていないため、指導内容を決める必要がある。  
 
［改善計画］  

現段階で、病院・薬局実務実習近畿地区調整機構や実務実習委員会で学生の病院・

薬局への配属が進行中であるため改善点、計画はない。  
 
 
 
 

基準４－３－４ 

学生の病院・薬局への配属が適正になされていること。 
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５ 問題解決能力の醸成のための教育  
 
（５－１）自己研鑽・参加型学習 

 
【観点 ５-１-１-１】学生が能動的に学習に参加するよう学習方法に工夫がなされて

いること。 

【観点 ５-１-１-２】１クラスあたりの人数や演習・実習グループの人数が適正であ

ること。 

  
［現状］  

本薬学部の 1-4 年次での教育課程の中で、問題解決能力を醸成するために

PBL(Problem-Based Learning)を主体としている科目は、「コミュニケーション演

習 A(1 年次必修 )」がある。また、授業の一部として PBL を取り入れたものには「薬

学概論 (1 年次必修 )」、「コミュニケーション演習 B(4 年次必修 )」、「実務前実習 (4 年

次必修 )」、「臨床薬学Ⅰ (4 年次必修 )」、「臨床薬学Ⅱ (4 年次必修 )」、「医療情報薬学Ⅰ

(4 年次必修 )」、「物理系薬学実習 (2 年次必修 )」、「化学系薬学実習 (2 年次必修 )」、「生

理・薬理学実習 (3 年次必修 )」、「薬剤・薬物動態学実習 (3 年次必修 )」がある。薬剤

師にとっての問題解決能力の必要性、それを醸成するための学習方法としての PBL
の紹介、さらにこれら問題解決能力醸成科目の概要は、『薬学部学習マニュアル』中

で示されている（資料 1）。また、1 年次「コミュニケーション演習 A」では、これ

らの内容を初回の授業で講義し、学生に対して問題解決能力の習得を意識させると

ともに、以後、積極的に学習に取り組めるように図っている（資料 2）。さらに、問

題解決能力醸成をより進めるため、平成 21(2009)年度入学生からは、PBL を主体と

する「PBL 型医療倫理演習 (2 年次必修 )」が新たに開講される（資料 3）。なお、本

薬学部において「卒業研究」は 5-6 年次に開講されるため、「卒業研究」に関する記

述は、報告書から除いた。  
各科目が PBL を行う場所としては、可動式の机やホワイトボードが置かれている

小教室 (セミナー室 )を主に用いている。各教室では、学生 20 人程度で授業を行うが、

現時点では 1 学年 (定員数 140 人 )が同時に PBL を実施できる教室を用意している。 
多くの科目で、1 グループの学生数を 10 人程度として PBL が行われている。一

方、それに関わる教員数は科目により異なり、1 教員が 1 グループのみの PBL を指

導する科目から 1 教員が 4 グループを指導する科目がある。  
 

［点検・評価］  
・本薬学部のカリキュラムにおいて自己研鑽・参加型学習（PBL）が、1-4 年次の

全てで行われており、継続的にそれらの醸成ができるように配慮している。  

基準５－１－１ 

全学年を通して，自己研鑽・参加型の学習態度の醸成に配慮した教育が行われて

いること。 
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・『薬学部学習マニュアル』及び「コミュニケーション演習 A」の中で、問題解決能

力の重要性及びその方法としての PBL の有効性が学生に示されている。  
・PBL を行うにあたり、１グループの学生数は適切であると思われる。一方、指導

者（チューター）数は、必ずしも全ての科目で充分ではない。  
 

 
［改善計画］  

一部の科目での PBL 実施に際し、チューター数が充分でないことについて、現時

点での具体的な改善策はない。しかし、「コミュニケーション・問題解決能力醸成科

目教員連絡会議」で、担当教員数の増加あるいは上級生のサポートを得るなどの対

応策について、議論は行われている（資料 4）。  
 
 
［データ・資料］  

資料 1：『薬学部学習マニュアル』 平成 21(2009)年度版 p10 
資料 2：「コミュニケーション演習 A」講義資料  平成 21(2009)年度  
資料 3：「PBL 型医療倫理演習」シラバス 平成 22(2010)年度  
資料 4：「コミュニケーション・問題解決能力醸成科目教員連絡会議」  

議事録  平成 22(2010)年 1 月  
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【観点 ５-１-２-１】自己研鑽・参加型学習が，全学年で実効を持って行われるよう努

めていること。 

【観点 ５-１-２-２】自己研鑽・参加型学習の単位数が卒業要件単位数（但し，実務実

習の単位は除く）の１／１０以上となるよう努めていること。 

【観点 ５-１-２-３】自己研鑽・参加型学習とは、問題立脚型学習（PBL）や卒業研究

などをいう。 

 

［現状］  
本薬学部での問題解決能力醸成カリキュラムの評価・改善などの学習計画を行う

組織として、薬学部教務委員会の下に「コミュニケーション・問題解決能力醸成科

目教員連絡会議」が組織されている（資料 1）。また、薬学部内委員会である「大学

自己評価・薬学教育第三者評価委員会(平成 21(2009)年度より「薬学部自己点

検・評価委員会」に改編)」は、開設時に設定された薬学部専門科目のカリキュラ

ムの検証を行った。その結果、開設当初の科目では PBL 型学習が不足しているとの

考えから、PBL 型学習科目を必修科目として開講することを薬学部教授会に提案し

た（資料 2）。この提案は薬学部教授会で承認され、平成 21(2009)年度入学生より

「PBL 型医療倫理演習」として 2 年次学生に対して開講される。さらに、「大学自

己評価・薬学教育第三者評価委員会」は基礎実習での PBL あるいは SGD(Small 
Group Discussion)の導入を提案し、4 つの基礎実習（「物理系薬学実習」、「化学系

薬学実習」、「生理・薬理学実習」、「薬剤・薬物動態学実習」）で SGD が行われるよ

うになった。また、平成 18(2006)年度入学生に対して 4 年次までのカリキュラムが

終了した現時点で、「コミュニケーション・問題解決能力醸成科目教員連絡会議」が

開かれ、問題解決能力醸成カリキュラムの点検・評価が行われている (資料 3)。  
現在、平成 20(2008)年度までに入学した学生が 1-4 年次科目で行う PBL の時間

数を、所定の計算により示すと 2.4 単位 (平成 22(2010)年度以降は、3.4 単位 )とな

る。これは本薬学部卒業要件 (実務実習を除く )単位数 (171 単位 )の、1.4％に相当す

る。なお、5-6 年次には「卒業研究（12 単位）」が開講され、1-6 年までを通じると

自己研鑽・参加型学習は 14.4 単位 (卒業要件の 8.2%)となる。  
なお、5 年次より行われる卒業研究に対しては、問題解決能力を醸成させるため

の有効な方略等が、「薬学部教務委員会」下部の「5-6 年次科目検討小委員会」で検

討されており、今年度中にそのカリキュラムが作成される予定である。  
 
［点検・評価］  
・自己研鑽・参加型学習を含め、薬学部カリキュラムを有効に実施するための組織

として、「薬学部自己点検・評価委員会」及び「コミュニケーション・問題解決

能力醸成科目教員連絡会議」が置かれ、新規 PBL 科目の開講や実習科目での SGD

基準５－１－２ 

充実した自己研鑽・参加型学習を実施するための学習計画が整備されていること。
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の導入に努めたことは評価される。  
・また、「コミュニケーション・問題解決能力醸成科目教員連絡会議」によるカリキ

ュラム点検・評価が行われるなど、学習計画の改善に努めていることも評価され

る。  
・本薬学部カリキュラムで自己研鑽・参加型学習の単位数は、実務実習の単位を除

いた卒業要件単位数の 1/10 には満たない。ただし、本学では実習及び演習科目に

ついては 90 分×15 コマを 1 単位と定めている。そのため、演習及び実習科目の

中に導入されている本薬学部の PBL 学習は、単位数としての算出の際に、費やす

時間に対して単位数が低く計算されている。  
 

［改善計画］  
自己研鑽・参加型学習の単位数が、【観点 5-1-2-2】の目標に達していないことにつ

いて、現時点での具体的な改善策はない。しかし、自己研鑽・参加型学習に費やす科

目が不足であるか否かについての議論は、現在「コミュニケーション・問題解決能力

醸成科目教員連絡会議」で行われている。  
 

 
［データ・資料］  

資料 1：「薬学部教務委員会」資料 平成 20(2008)年 6 月  
資料 2：「大学自己評価・薬学教育第三者評価委員会」議事録  

平成 19(2007)年 5 月  
資料 3：「コミュニケーション・問題解決能力醸成科目教員連絡会議」議事録   

平成 22(2010)年 1 月  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

科目の一部において自己研鑽・参加型学習を実施している場合には、実際の時間

数で計算する。例えば90分15コマ（2単位）のうち2コマにおいて実施している場合

には、2（単位）×2／15（コマ）＝4／15単位として計算する。 
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『学 生』 

 
６ 学生の受入 

 
【観点 ６-１-１】アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）を設定するための責

任ある体制がとられていること。 

【観点 ６-１-２】入学志願者に対して，アドミッション・ポリシーなど学生の受入に

関する情報が事前に周知されていること。 

 
［現状］  

本薬学部のアドミッション・ポリシーの原案は、建学の精神に依拠して薬学部運

営委員会において立案され、入試広報委員会において承認後、薬学部教授会が決定

した（資料 1）。今後のアドミッション・ポリシーの変更は、教授会において審議、

決定されることになり、責任ある体制がとられている。  
本薬学部の教育理念や教育目標、アドミッション・ポリシーは、ホームページ（資

料 2）、大学案内、薬学部入試案内を用いて受験生に幅広く周知している。また、入

試広報室職員、入試広報委員を中心とした教員が大阪府及び近畿地方の主な高校に

対して訪問を実施し、入学志願者及び進路指導担当の高校教諭にアドミッション・

ポリシー、大学の特色、教育内容、入試情報を説明している。高校生のための大学

キャンパス見学会を兼ねているオープンキャンパスや進学相談会を年 6 回開催して

いる。本学では高校の進路指導教員対象の入試説明会を毎年実施しているほか、希

望する高校に出張講義を行い、アドミッション・ポリシーの広報も併せて行ってい

る。  
 

［点検・評価］  
 アドミッション・ポリシーは、建学の精神に則って責任ある体制（教授会）によ

り設定され、入学志願者に対して種々の媒体を通じて幅広く周知するよう努めてい

る。入学者が実際にアドミッション・ポリシーをどの程度理解しているかに関する

検証は行っていない。  
 
［改善計画］  
 入学者にどの程度周知されているかに関する検証は行っていないが、アドミッシ

ョン・ポリシーは責任ある体制の下で設定され、広く受験生に公表されている。そ

のため、現在のところ改善計画はない。  
 
 

基準６－１ 

教育の理念と目標に照らしてアドミッション・ポリシー（入学者受入方針）が設

定され，公表されていること。  
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［データ・資料］  
 資料 1：「薬学部教授会」議事録  平成 21(2009)年 3 月 4 日、3 月 11 日  
 資料 2：大阪大谷大学ホームページ：「アドミッション・ポリシー」

http://www.osaka-ohtani.ac.jp/admissionpolicy.html#06 
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【観点 ６-２-１】責任ある体制の下，入学者の適性及び能力の評価など学生の受入に

関する業務が行われていること。 

【観点 ６-２-２】入学者選抜に当たって，入学後の教育に求められる基礎学力が適確

に評価されていること。 

【観点 ６-２-３】医療人としての適性を評価するため，入学志願者に対する面接が行

われていることが望ましい。 

［現状］  
1) 入学試験の体制について  

「薬学部教授会規程」に従い、入学者選抜試験に関する業務は入試実行委員会

が行っている。学長を委員長とし、入試広報室長、各学部長などから構成される

入試実行委員会は、入学試験の実施に関する要項を決定し、入学試験の管理、運

営にあたるとともに、合否に関する原案を作成し、教授会に提出、薬学部教授会

はこれを審議、決定している（資料 1）。「薬学部教授会規程」に従い、学生募集

に関する基本方針及び入学者選抜方法は、大学及び薬学部の教育理念に基づき、

教授会において審議、決定している（資料 2）。  
入学試験の募集定員、出願期間、選抜方法、試験場、試験日程、合格者発表の

日時・方法、入学手続、入学検定料、納付金等については入試ガイドにまとめら

れ、ホームページにも掲載して受験生に周知している。  
入学試験問題は教務課が所管し、ホームページ掲載、募集活動、入試会場の確

保、入学試験願書受付、試験の準備と実施、合格者発表及び入学手続等の業務は、

入試広報課が担当し、実施体制をとっている。なお、入学試験問題は本学職員に

より作成される。過去の試験問題はオープンキャンパスにおいて、あるいは求め

に応じて配布されている（資料 3）。  
地方在住者の便宜をはかるため、地方入試を実施している。また、編入学は行

っていない。入学試験の区分は、推薦入試および一般入試の二種類あり、推薦入

試には学内推薦入試と指定校推薦入試、公募制推薦入試がある。一般入試には、

前期入試・中期入試・後期入試に加えてセンター試験利用入試があり、入試機会

の拡大を図っている。  
 
○ 推薦入試  
学内推薦入試・指定校推薦入試：調査書、小論文、面接の結果を総合し判定する。  
公募制推薦入試：調査書、学力試験の結果を総合し判定する。  

○ 一般入試  
前期入試・中期入試・後期入試：調査書、学力試験の結果により判定する。  
センター試験利用前期入試・センター試験利用後期入試：センター試験の結果

基準６－２ 

学生の受入に当たって，入学志願者の適性及び能力が適確かつ客観的に評価され

ていること。  

- 76 -



により判定する。  
2) 入学試験における基礎学力の評価について  

基礎学力評価のため、学内推薦入試・指定校推薦入試において調査書、小論文、

面接の結果から判定されるが、特に「化学」の成績を重視している。公募制推薦

入試においては「英語」、「化学」の 2 科目で試験を実施し、そのうち「化学」の

点数配分を大きくしていることが薬学部入試の特徴となる。一般入試前期入試及

び中期入試ではさらに「数学」を入試科目に含め、幅広く基礎学力を評価できる

ようにしている。センター試験利用の入試では、理科としては「物理」、「化学」、

「生物」から 1 教科選択することとし、「化学」を得意とする受験生に偏ること

を避けている。  
3) 医療人としての適性評価について  

本薬学部のアドミッション・ポリシーには、「求める学生像」を掲げ、薬剤師と

して患者中心の医療・健康・福祉に貢献したいと考えている学生、薬物治療だけ

でなく予防や保健衛生の分野で社会に貢献したいと考えている学生、さらには生

命薬学研究や医薬品の開発研究に興味がある学生を挙げている。医療人としての

適性の評価は重要であり、そのため学内推薦入試・指定校推薦入試において小論

文を課すとともに面接を行っている。  
 
［点検・評価］  
・入学者の適性及び能力の評価（入学試験）業務は、責任ある体制の下で厳正に行

われている。  
・入試形態としては、入試機会の拡大と多様な受験生の確保という観点から、大き

く分けて推薦入試と一般入試があり多様な入試形態がとられているが、それぞれ

の入試において科目、点数配分などを工夫していることから入学後に求められる

基礎学力が適確に評価されている。  
・入学志願者の人数の関係から全ての受験生に行ってはいないが、学内推薦入試・

指定校推薦入試において小論文を課すとともに面接を行っているので、ここでは

面接により、医療人としての適性の評価が可能となっている。  
 
［改善計画］  
 学生の受入にあたって、入学志願者の適性及び能力が適確かつ客観的に評価され

ており、現在のところ改善計画はない。  
 
［データ・資料］  
 資料 1：薬学部教授会規程 第 6 条、第 9 条  
 資料 2：薬学部教授会規程 第 6 条  
 資料 3：入学試験問題集 大阪大谷大学  
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【観点 ６-３-１】 適正な教育に必要な教職員の数と質が適切に確保されていること

（「9．教員組織・職員組織」参照）。 

【観点 ６-３-２】 適正な教育に必要な施設と設備が適切に整備されていること（「10．

施設・設備」参照）。 

 
［現状］  

本薬学部の入学定員は 140 人、収容定員は 840 人であり、平成 18(2006)年 4 月

に開設した 6 年制のみの学部である。開設時に大学設置基準を満たすよう設備の整

備、人員の配置がなされている。本薬学部の専任教員の数は、基準 9 に示したよう

に、教授 18 人、准教授 10 人、講師 6 人、助教 15 人の合計 49 人であり、教授、准

教授、講師に関しては、設置審により適切な教育及び研究経験を有していることが

認証されている。職員数は他学部を含めた大学全体で、正職員 61 人、嘱託 6 人、

パート（アルバイトを含む）28 人、派遣 18 人の合計 113 人である（「9．教員組織・

職員組織」参照）。  
本学のキャンパスは、基準 10 で示すように収容定員に対して十分な広さを持ち、

教育研究上の目的を達する上でゆとりのある環境となっている。本薬学部の教育に

必要な施設設備についても、基準 10 で示すように、薬学部実験研究棟の実習室、

模擬薬局、模擬診療室、自習室、卒業研究のための研究室、薬用植物園のほか、他

学部との共用の講義室、情報処理教室、図書館、体育館・ウェルネスセンターなど

の体育施設がある。また、学外の実務実習施設の学習環境については、現在整備中

である（「10．施設・設備」参照）。  
 

［点検・評価］  
・教職員の数については設置基準上必要専任教員数 31 人に対し 49 人、必要専任教

授員数 16 人に対し 18 人と十分な専任教員数が配置され、その質に関しても確保

されている。  
・教育に必要な施設設備については、学内の設備については基準 10 で示すように、

問題はない。学外の実務実習施設の学習環境については、実務実習先と協議を進

めており、現在整備中である。  
 
［改善計画］  
 入学者定員は、教育の人的・質的資源の実情に基づいて適正に設定されており、

現在のところ改善計画はない。  
 

基準６－３ 

入学者定員が，教育の人的・物的資源の実情に基づいて適正に設定されているこ

と。  
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【観点 ６-４-１】 入学者の受入数について，所定の入学定員数を上回っていないこと。 

【観点 ６-４-２】入学者を含む在籍学生数について，収容定員数と乖離しないよう努

めていること。 

 
［現状］  

本薬学部の 1 学年あたりの収容人数は 140 人である。実際の入学受入者数は、2
年次学生（平成 20(2008)年度入学）については 110%を僅かに超えていることを除

いては、145 から 153 人である。入学者の受入数の収容定員数に対する比は、103%
から 110%である。4 年次までの全学年においても、定員数 560 人に対し受入数 604
人と、107.9%である。在籍学生数の収容定員数に対する比は、各学年ばらつきはあ

るが 102-110％の範囲であり、全学年では 106.3%である（表 6-1 参照）。  
 

［点検・評価］  
 入学者の受入数について、所定の入学定員数を僅かに上回ってはいるが、適切な

入学者予測を行った上での入学者選抜が功を奏しており、110%は上回らないような

結果となっている。また、在籍学生数については、各学年 143 から 154 人である。

退学者等を勘案した在籍学生数の収容定員数に対する比は、102%から 110%と大幅

に上回ることなく、かつ定員を充足し、適正を保っている。  
 
［改善計画］  
 入学者の受入れ数について所定の入学定員数を許容範囲内で保っていると考えら

れることから、現在のところ改善計画はない。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基準６－４ 

学生数が所定の定員数と乖離しないこと。  
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表 6-1 薬学部入学者および在籍学生数  

                        平成 21 年 12 月 31 日現在  

学年 

収容定員数 

入学者 在籍学生数 

（入学年度） 
受入数
（人） 

受入数    
／収容定員
数（%） 

在籍数
（人） 

うち留
年者数 
（人） 

在籍学生数  
／収容定員
数（%） 

1 年次      
（21 年度）  140 151 107.9  154 3 110.0  

2 年次      
（20 年度） 140 155 110.7  149 106.4  

3 年次      
（19 年度） 140 145 103.6  143 102.1  

4 年次      
（18 年度） 140 153 109.3  149 106.4  

5 年次  140 - - - - 

6 年次  140 - - - - 

全学年 840 (560) 604 107.9  595 3 106.3  

注意 1：本薬学部の完成年度での合計収容定員数は 840 名であるが、現在までに 4 年次学生

までしか入学していないため、入学者数／収容定員数（%）、および在籍数／収容定

員数（%）は 4 年次学生までの収容定員数 560 人で計算した。  
注意 2：平成 18(2006)年度および平成 19(2007)年度入学者に対しては留年制度を取っていな

いため、卒業延期が見込まれる学生も学年は上がっていくが、平成 20(2008)年度入学

学生より、取得単位を基にした留年制度を取ったため、留年者数は 1 年次学生（平成

21(2009)年度入学者）より記載。  
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７ 成績評価・修了認定 

 
【観点 ７-２-１】進級要件（進級に必要な修得単位数及び成績内容），留年の場合の

取り扱い（再履修を要する科目の範囲）等が決定され，学生に周

知されていること。 

 

［現状］  
成績評価法、評価基準は各科目の担当教員に任されており、1 人の教員が 1 つの

科目を担当している場合にはその教員により、複数の教員が１つの科目を担当して

いる場合にはそれらの教員の合議により行われる。評価方法は、全ての科目におい

て本薬学部で統一された書式のシラバスに記載し、初回講義時に学生に配布すると

ともに、Web 上でも公開しており、透明性が高く、学生にもわかり易くしている。

具体的には、学生個々の定期試験成績、レポート、授業中の小テスト、口頭発表、

出席状況、受講態度などを総合的に判断し、学生の学習到達度を評価している。  
成績評価は、個々の科目の担当教員の責任において実施されていることから、そ

の評価方法が担当教員の判断に任されることは当然のことである。そこで、平成 20 
(2008)年度の成績評価方法を調査したところ、評価項目の配点比率が科目ごとに異

なっているなど、教員間で統一しておらず、また、評価総点数に少なからずばらつ

きが生じていた。この結果を受け、平成 20 (2008) 年度以降、個々の科目における

評価方法を記載したファイルを残し、評価方法を明確化することにした（資料 1）。 
成績の評価基準は、講義科目においては、100 点満点の数値により成績評価を行

い、80 点以上を優、79-70 点を良、69-60 点を可、59 点以下を不可とし、優良可を

合格として単位の修得を認めている。不可は不合格となる。また、追試験や、本薬

学部の必修科目にのみ設けている再試験の受験要件は、『薬学部学習マニュアル』

（資料 2）に明記し学生に周知している。  
実習・演習においても、同様に成績評価法、評価基準を定めており、出席状況、

態度、レポート、試験などにより総合的に評価している。ただし、不合格者に対し

ては、実習・演習はともに技術やその背景となる知識を自らが実際行って学び取る

ものであるため、再試験等は実施しておらず、不合格者は単位未修得となる。  
成績評価結果の告知は半期ごとに行っており、優良可及び不可による 4 段階評価

を Web 上で確認できる。保護者には、4 段階評価成績通知書を郵送している。評価

基準７－１ 

成績評価が，学生の能力及び資質を正確に反映する客観的かつ厳正なものとし

て，次に掲げる基準に基づいて行われていること。 

（１）成績評価の基準が設定され，かつ学生に周知されていること。 

（２）当該成績評価基準に従って成績評価が行われていること。 

（３）成績評価の結果が，必要な関連情報とともに当事者である学生に告知

されていること。 
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点数や学年順位などは、アドバイザー教員を通して学生に手渡し、各科目の理解度

を認識させるとともに、成績に対するアドバイス・指導をしている。学生は、科目

の担当教員に評価の素点を直接問い合わせることができ、教員と学生の双方におい

て成績評価が妥当なものであることを確認することができる。また、教員の一部は

試験の模範解答を掲示版に出しており、透明性を確保している。  
シラバス記載の方法に従い成績評価を厳正に行っているが、各科目間の成績評価

のばらつきを是正して、評価項目の達成度を正確に評価したものであることを担当

教員や学生が認識できるように、また、評価方法（配点比率）のシラバスへの記載

が不徹底であることから、平成 22(2010)年度より、シラバスに評価項目及びその配

点の記載を義務付けることを決定した（資料 3）。  
 

具体的には、複数の評価項目による評価という観点から、  
・期末試験、レポート、平常点の配点比率を設定し、100 点満点として評価する。

評価基準に変更はない。  
・中間試験及び期末試験等複数回の試験による評価も認める。ただし、最終的に、

100 点満点として評価する。評価基準に変更はない。  
 

［点検・評価］  
以下に述べる通り、成績評価は、学生の能力及び資質を正確に反映する客観的か

つ厳正なものとして，次に掲げる基準に基づいて行われているので、評価できる。  
・成績評価の基準が設定され、かつ学生に周知されている。  
・成績評価基準に従って成績評価が行われている。  
・成績評価の結果は、評価の素点などの関連情報とともに、当事者である学生に告

知されるようになっている。  
・成績の評価基準（配点比率）をシラバスへの記載を義務付け、教員・学生の双方

においてより明確に成績評価を認識できるよう改善を進めていることが評価で

きる。  
 

［改善計画］  
現状での改善計画は無い。  

 
［データ・資料］  

資料 1：『薬学部学習マニュアル』 平成 21(2009)年度版 p35-69 
資料 2：「薬学部教務委員会」議事録 平成 21(2009)年 7 月 29 日  
資料 3：「薬学部教務委員会」議事録 平成 21(2009)年 10 月 29 日  
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【観点 ７-２-１】進級要件（進級に必要な修得単位数及び成績内容），留年の場合の

取り扱い（再履修を要する科目の範囲）等が決定され，学生に周

知されていること。 

 
［現状］  

平成 18 (2006)年度及び平成 19 (2007)年度入学生に対して進級要件は設定されて

おらず、未修得となった科目は再履修を原則としている。なお、実習・演習不合格

者は、例外なく次年次に再履修となる。再履修は下級年次の科目を優先して履修す

ることを義務付けているが、未修得科目数が 2 科目以内であれば、次年度の「特別

再履修」で再履修できる（資料 1）。また、4 年次後期に行われる共用試験の受験要

件を定めている。共用試験受験要件を満たさない場合は、共用試験を受験できず、

それに伴い 4 年次後期の実務前実習並びに演習の判定が不可となり、翌年以降に再

履修するため、卒業延期となる（資料 2）。  
平成 20 (2008) 年度入学生より学年ごとに進級要件を設け、次学年に進級するた

めに必要な薬学部専門必修科目（実習・演習を含む）の科目数を定めている（資料

3）。進級基準を一部でも満たさない、すなわち進級要件を満たない学生を留年とし、

次年度原級に留めて未修得科目を再履修させている。また、進級要件を満たして進

級したが、前年次科目の一部を未修得の場合は特別再履修できる。  
各学年の履修科目の登録の上限設定はしていないが、授業科目の配当年次が全て

決まっており、学生は配当された年次にしか履修することができないため、上限を

設定していることと同じ制度となっている。  
「薬学部授業科目履修規程」は、各年度の始めに行われる学年ごとの教務オリエ

ンテーションで、履修指導、試験制度及び進級要件等と共に説明されている。また、

『薬学部学習マニュアル』には、これらの事柄を入学年度ごとに明記しており、学

生への周知を図っている（資料 4）。  
 
［点検・評価］  

以下に述べるように、履修成果が一定水準に到達しない学生に対し、原則として

上位学年配当の授業科目の履修を制限する制度が採用されている。  
・進級要件は、毎年配布される『薬学部学習マニュアル』に明記されており、教務

オリエンテーションにおいて学生に周知させている。  
・平成 18(2006)年度及び平成 19(2007)年度入学生に対して、進級要件は設定され

ていないが、未修得科目は、低学年の科目を最優先して再履修することを義務付

基準７－２ 

履修成果が一定水準に到達しない学生に対し，原則として上位学年配当の授業科

目の履修を制限する制度が採用されていること。  
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けている。  
・学生の教育効果を上げるため、規程の改訂を行い、平成 20(2008)年度入学生か

ら進級要件を設定し導入している。進級基準に従い、進級要件を満たさなかった

学生は留年となっている。留年した学生は、次年度原級に留め置いて未修得科目

を再履修させており、上位学年配当の授業科目は履修できない。  
 
［改善計画］   

現時点での改善計画は無い。  
 
［データ・資料］  

資料 1：『薬学部学習マニュアル』 平成 21(2009)年度版 p55-69 
資料 2：『薬学部学習マニュアル』 平成 21(2009)年度版 p6 
資料 3：薬学部授業科目履修規程 第 22 条  
資料 4：『薬学部学習マニュアル』 平成 21(2009)年度版 p35-69 
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８ 学生の支援  
 

（８－１）修学支援体制  

 
【観点 ８-１-１-１】入学者に対して，薬学教育の全体像を俯瞰できるような導入ガイ

ダンスが適切に行われていること。 

【観点 ８-１-１-２】入学前の学習状況に応じて，薬学準備教育科目の学習が適切に行

われるように，履修指導がなされていること。 

【観点 ８-１-１-３】履修指導（実務実習を含む）において，適切なガイダンスが行

われていること。  
［現状］  
 入学時の教務オリエンテーションで、『履修登録ハンドブック』 (資料 1)を基に、

教務課職員が一般的教務事項のガイダンスを行っている。また、薬学科オリエンテ

ーションでは、薬学部教務委員が『薬学部学習マニュアル』 (資料 2)を基に、薬学

教育の全体像を説明している。この学習マニュアルには、薬学教育モデル・コアカ

リキュラム（以下、コアカリという。）に対応する開講科目、共用試験、実務実習、

国家試験の概要が分かりやすく要約されている。一方、新入生対象の研修旅行 (フレ

ッシュマンキャンプ )の講演会では薬剤師の仕事を紹介し、6 年制薬学教育の全体像

を自覚できるようにしている (資料 3)。  
 具体的な薬学教育ガイダンスは、「薬学概論」の第１回目の講義で、教育目標、

シラバス (資料 4)とコアカリ、6 年制薬学教育の狙いを解説すると共に、講義の聴き

方やノートのとり方を教え、効率的に学習ができるように指導している (資料 5)。
なお、開講科目のシラバスは WEB 上で開示されており、各講義の第１回目にもシ

ラバスの利用法を説明している。個別には、薬学部教員によるアドバイザー制度 (基
準 8-1-2 参照 )で対応している。   
 入学予定者に対して、薬学部用の入学前準備教育プログラムで、入学までの時間

を利用して自主学習することを勧めている (資料 6)。さらに、「補講及び学習相談室

の案内」を郵送し、高校基礎学力の必要性についての説明、入学後のプレースメン

ト試験 (高校レベルの基礎学力を評価 )や成績別にクラス分けした補講の実施予定、

及び学習相談室 (補講担当教員が理解できない学生のために１年間を通して個人指

導する制度 )による基礎学力の向上計画を案内している (資料 7)。これらは、薬学科

オリエンテーションにおいても説明している (資料 8)。なお、高校での修得状況や

補講の必要性等を尋ねるアンケート調査も行い、新入生の学力を把握し、補講や薬

学専門教育科目の指導に役立てている (資料 9)。  
 平成 21(2009)年度の新入生対象の研修旅行では、新入生 12 人 1 組で各講座の教

員と順次面談して、担当講義や医療との関連性を説明した。  

基準８－１－１ 

学生が在学期間中に教育課程上の成果を上げられるよう，履修指導の体制がとら

れていること。 
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 4 年次への進級時には、薬学部教務委員が CBT の出題領域、合格基準、OSCE の

課題や評価判定、実務実習等を詳しく解説している。また、4 年次前期の「臨床薬

学Ⅰ」や「医療情報薬学Ⅰ」で実務実習のガイダンスを行っている (資料 10)。履修

科目の理解度に遅れが目立つ学生に対しては、アドバイザー教員が保護者も含めた

三者面談の機会を設け、個人に適合した学習法の指導を行っている。さらに、5 年

次の実務実習に赴く直前に、病院や薬局での学習項目、学習経過報告、問題が生じ

た場合の連絡体制等の説明を行う予定である (資料 11)。  
 

［点検・評価］  
・オリエンテーション、新入生研修旅行、「薬学概論」の講義及びアドバイザー

教員を通じて、6年制薬学教育の全体像を段階的にかつ繰り返し把握できるよ

うなガイダンスを行っているのは評価できる。  
・コアカリやそれに対応する開講科目、共用試験、実務実習、国家試験に関して

分かりやすく解説された『薬学部学習マニュアル』を作成し、学生に配布して

いることは評価できる。  
・入学予定者に対して、入学前準備教育プログラム及び入学後の補講の必要性や講

義項目の詳細を、事前に案内していることは評価できる。  
・補講科目と 1 年次の専門科目 (「化学実習」、「生物学実習」、「分子化学 A」 )を効

率的に連動させるために、補講担当教員と薬学部教員が相談して、補講の内容や

進捗度に柔軟性を持たせている。  
・補講が理解できない学生のために、1 年間を通して個人指導を受けられる学習相

談室の利用を随時案内し、基礎学力の向上に努めていることは評価できる。  
・4 月に学年毎の薬学科オリエンテーションを開催し、共用試験、実務実習、国家

試験に向けてのガイダンスを周知徹底していることは評価できる。  
・アドバイザー教員が個人に合った適切な学習法を見つけられるように話し合う機

会を設けていること、また習得の遅れている学生には、アドバイザー教員が保護

者も含めて三者面談を行い、履修指導を行っていることは評価できる。  
・入学者が、ガイダンスだけで薬学教育の全体像を本当に理解できているかどうか

が懸念される。  
 
［改善計画］  
・より効果的な薬学教育導入ガイダンスを行うために、6 年制薬学教育の理解度に

ついてアンケート調査等を検討している (資料 12)。  
・高校での修得状況、入学前教育プログラム受講の有無、プレースメント試験結果、

補講受講後の成績と専門科目成績との関連性を解析し、履修指導に反映させるこ

とを検討している (資料 12)。  
・基礎科目と応用科目や臨床薬学科目との関連性を具体的に解説するガイダンスを

設けて、関連科目間の有機的な連動性をより明確にして、基礎薬学科目を学ぶ意
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義や意識を高めていくことを検討している (資料 13)。  
 
［データ・資料］  

資料 1：『履修登録ハンドブック』  平成 21(2009)年度版  
資料 2：『薬学部学習マニュアル』  平成 21(2009)年度版 p5-30 
資料 3：『フレッシュマンキャンプのしおり』平成 18(2006)-21(2009)年度  
資料 4：薬学部開講科目シラバス  平成 21(2009)年度版  
資料 5：「薬学概論」講義資料 平成 21(2009)年度  
資料 6：入学前準備教育結果報告書  平成 21(2009)年度  
資料 7：平成 21(2009)年度補講及び学習相談室の案内状  
資料 8：薬学科オリエンテーション配布資料 平成 21(2009)年度  
資料 9：補講前及び補講後アンケート調査結果 平成 21(2009)年度  
資料 10：「臨床薬学Ⅰ」及び「医療情報薬学Ⅰ」講義資料 平成 21(2009)年度  
資料 11：「薬学部実務実習委員会」議事録 平成 22(2010)年 1 月  

及び「薬学部教授会」議事録 平成 22(2010)年 2 月  
資料 12：「薬学部教務委員会フォローアップ WG」議事録 平成 21(2009)年 11

月 及び 「薬学部教授会」議事録 平成 22(2010)年 2 月  
資料 13：「薬学部教務委員会フォローアップ WG」議事録 平成 22(2010)年 2

月、「薬学部教授会」議事録および配布資料 平成 22(2010)年 2 月 及

び「薬学部教務委員会」議事録および配布資料  平成 21(2009)年 11 月  
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【観点 ８-１-２-１】担任・チューター制度やオフィスアワーなどが整備され，有効

に活用されていること。 

 
［現状］  
1) アドバイザー制度  

 本薬学部では、入学時に 5-6 人の学生に対して講師以上の専任教員がアドバイ

ザーとなって学生を指導する「アドバイザー制度」を採用している。ここでいう

アドバイザー制度とはチューター制度と同等の性格を持つものである。アドバイ

ザーは、①教務委員の教員と連携を取りながら、各学生の学習到達度を常に把握

し、必要に応じて学習のアドバイスをする、②学生委員の教員と連携して学生が

有意義な学生生活を送れるよう指導する、③進級や進路、就職、学生生活等あら

ゆる相談に乗ることを主な責務としている（資料 1）。アドバイザー教員は原則と

して毎月、担当学生を集めてミーティングを行うことになっており、その機会を

通じて教員と学生間のコミュニケーションを図り、各学生の生活状況や学習状況

の把握に努めている（資料 1、2）。ミーティングでは、学生生活における諸注意

を伝達し、学生が事件や事故に巻き込まれることのないようにその予防を行って

いる。さらに、学生の学習意欲を高められるよう、薬学、医療、薬剤師等に関す

る最新の情報の提供、また薬学をはじめとする様々なテーマについて討論する場

を持つ等して、互いのコミュニケーションを深めるとともに、学生の討論する能

力の向上と、諸問題に対する問題意識の共有に努めている。また、アドバイザー

教員は講義の欠席が多い担当学生については随時呼び出しを行い、その原因等の

把握と指導を行っている。各学期末における成績通知表の配布も、アドバイザー

教員が担当学生に対して直接手渡しで行い、その機会を利用して学習や生活に関

する相談や指導にあたっている。入学時に配置されたアドバイザー教員は原則的

に 4 年次まで担当し、5 年次における講座配属後は各講座の教員がアドバイザー

の任務を引き継ぐことになっている。  
2) オフィスアワー  

 アドバイザー制度と合わせて、助教を含む全ての教員についてオフィスアワー

が設定されており、学生向けの掲示板及び学内ポータルサイトにその一覧を掲示

し、周知させている（資料 3）。ただし、設定されているオフィスアワーは確実に

対応できる時間を示しているものであり、実際にはオフィスアワー以外であって

も時間の許す限り随時、学生からの質問や相談に応じている。また、教員の出講

状況は 15 号館（薬学部実験研究棟）1 階の玄関ロビー、事務室入り口横の電光掲

示盤にて一括して表示されており、学生は随時対象の教員の在・不在を確認でき

基準８－１－２ 

教員と学生とのコミュニケーションを十分に図るための学習相談・助言体制が整

備されていること。 
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るようになっている。  
 
［点検・評価］  
・担任制・チューター制と同様の性格を持つアドバイザー制度を採用していること

は評価できる。  
・定期的にミーティングを行うことにより、学生と教員の間のコミュニケーション

を図るとともに、学習相談や助言を与える機会を設けていることは評価できる。  
・オフィスアワーを設定・周知させ、学生が相談や助言を受ける体制を整えている

ことは評価できる。  
・電光掲示により一括して教員の出講状況を表示し、学生が相談に赴きやすくでき

るように配慮していることは評価できる。  
・学生への対応や指導の質が教員間で差があることが懸念される。  
 
［改善計画］  
 現在の体制を維持しつつ、教員間の情報を交換する機会を設ける等して、各教員

のミーティングの質の向上、ならびに学生が相談を受けやすい雰囲気作りの向上や

対応方法の改善の推進について検討することを予定している（資料 4）。  
 また、平成 22(2010)年度より本薬学部の 1 期生が 5 回生となり、卒業研究におい

て講座配属となる。アドバイザーがこの時点より各講座の教員に引き継がれること

となるため、引き継ぎ後の指導のガイドライン等について薬学部学生委員会におい

て検討することを予定している（資料 4）。  
 
［データ・資料］  

資料 1：『薬学部学習マニュアル』  平成 21(2009)年度版 p3-4 
資料 2：アドバイザーミーティング開催記録  
資料 3：オフィスアワー一覧表  
資料 4：「薬学部学生委員会」議事録 平成 22(2010)年 2 月  
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【観点 ８-１-３-１】学生の健康相談（ヘルスケア，メンタルケアなど），生活相談，

ハラスメントの相談等のために，保健センター，学生相談室を

設置するなど必要な相談助言体制が整備され，周知されている

こと。 

【観点 ８-１-３-２】医療系学生としての自覚を持たせ，自己の健康管理のために定

期的な健康診断を実施し，受診するよう適切な指導が行われて

いること。 

［現状］  
 学生生活支援教員組織としての学生委員会は、学生部長・学生部長補佐と、各学

部から選出された学生委員の合計 10 人で構成し、月に 1 回会議を開催している。

事務組織は、学生課に学生係・保健係を設けると共に、学生課とは別に学生相談室

を設けている。学生生活支援の詳細は、『学生生活ハンドブック』 (資料 1)に取りま

とめて全学生に配布し、入学時の学生課オリエンテーションで説明している。  
 保健室は 2 ヶ所にあり、専任の看護師 2 人の体制で学校医との連携のもと、学生

の健康管理・指導にあたっている。毎年 4 月に定期健康診断を実施すると共に、麻

疹の抗体検査を実施している。ちなみに、平成 21(2009)年度の薬学部生の定期健康

診断の受診率は 582/595 人 (98.3％ )で、麻疹抗体検査の受診率は 552/595 人 (92.8％ )
であった。健康診断結果は全学生に郵送し、結果に応じて保健指導を行い、健康へ

の意識向上を図っている。また、未受診者に対しては、保健室が個々に受診指導し

ている。平成 20(2008)年度に病気やけが、健康相談等で保健室を利用した学生は

1,170 人(薬学部生は 66 人)である。一方、麻疹やインフルエンザの流行時の注意事

項や学内の感染症発生状況・大麻等の違法薬物の恐さは、ポスターやホームページ

で随時啓発している。また、薬学部新入生の研修旅行で、違法薬物を取り締る法律

や薬物の恐ろしさを認識させ、将来の医療業務への自覚を強く促した (資料 2)。  
 学生相談室は 2 ヶ所にあり、週 5 日の体制で相談業務にあたっている。相談員と

して、専任教員 3 人 (臨床心理士・学校心理士・産業カウンセラー )と非常勤カウン

セラー5 人 (臨床心理士 4 人、特別カウンセラーの精神科医 1 人 )を配置している。

ハラスメントの相談は、学生相談室や保健室以外にもキャンパス・ハラスメント相

談員が対応できる体制をとっている。学生相談については新入生対象の学生相談室

オリエンテーションやキャンパス・ハラスメント防止説明会で案内すると共に、学

内ポータルで種々の情報を提供している。平成 20(2008)年度には、学生相談室には

学生が延べ 773 回 (薬学部生は 99 回 )相談に訪れた。また、一般学生を対象に「ティ

ーアワー」を年 2 回開催している (資料 3)。これは心理テストや様々な創作活動を

通して、自他理解を深め、また学生相談室を身近に感じる機会を提供するものであ

る。近年増加傾向にある深い心の悩みや発達障害を持つ学生に対応するため、相談

基準８－１－３ 

学生が在学期間中に薬学の課程の履修に専念できるよう，学生の経済的支援及び

修学や学生生活に関する相談・助言，支援体制の整備に努めていること。 
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員や事務職員の学内外での研修への参加を積極的に推進・支援している。  
 経済的な支援は、本学独自の奨学金として、平成 18(2006)年度に入学試験成績優

秀特別奨学金、平成 21(2009)年度より修学支援給付奨学金、修学支援貸与奨学金を

設け (資料 4)、『学生生活ハンドブック』や掲示により案内している。外部奨学金と

しては、日本学生支援機構、 (財 )真宗大谷育英財団のほか地方公共団体や民間団体

からの奨学金募集も、その都度掲示により案内している。  
 薬学部学生委員会主催で薬学部生の生活や悩みの相談に応じる、薬学部独自の相

談室を月 1 回の割合で開いている (資料 5)。問題となりそうなケースには全学の学

生相談室でカウンセリングを受けるように指導している。薬学部生の生活や悩みは、

アドバイザーミーティング（基準 8-1-2 参照）でも汲み上げ、適宜対応している。  
 実務実習で起こり得る諸問題への対処法を実務実習実行委員会で検討し、学生は

毎週土曜日に実習先での状況を 5 年次配属教室の教員に報告すべく大学に来ること、

問題点があれば実務実習実行委員会に提起し、ハラスメント等の問題は学生相談室

や保健室と密接な連携をとって対応するという体制を構築中である (資料 6)。  
 
［点検・評価］   
・学生相談については、学生相談室・保健室が十分に機能している。アドバイザー

制度や薬学部学生委員による独自の相談室を設け、相談できる機会を複数設けて

いることと、薬学部教員と学生相談室が密に連携を取り合っていることは評価で

きる。  
・学生相談員や事務職員が、相談内容の多様化・複雑化に対応できるよう、学内外

の研修への参加を推進していることは評価できる。今後の課題としては、深い心

の悩みや発達障害を持つ学生に対応するため、大学全体での取り組みの再検討と

相談員のさらなる資質向上が求められる。  
・入学試験成績上位者への奨学金制度の他に、入学後の成績優秀者や経済的理由に

より修学困難な学生に対する大学独自の学内奨学金制度を設けていることは評価

できる。  
・定期健康診断と麻疹抗体検査の受診率を向上させることが望まれる。  
・麻疹やインフルエンザの流行時の注意事項や大麻や覚醒剤等の違法薬物の恐さを

ポスターやホームページ及び研修旅行で啓発している点は評価できる。  
 
［改善計画］  
・健康診断や抗体検査の未受診者に対して、アドバイザー教員が指導する体制を整

える（資料 7）。  
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［データ・資料］  
資料 1：『学生生活ハンドブック』  平成 21(2009)年度版  
資料 2：『フレッシュマンキャンプのしおり』平成 18(2006)-平成 21(2009)年度版  
資料 3：修学支援給付奨学金規程、修学支援給付奨学金規程試施行細則、  
    修学支援貸与奨学金規程、修学支援貸与奨学金規程試施行細則  
資料 4：「ティーアワー開催」の掲示ポスター  
資料 5：「薬学部学生委員相談室の開設」の掲示ポスター  
資料 6：大阪大谷大学薬学部実務実習委員会規程、「実務実習委員会」 議事録及び

資料「実務実習における実習施設と大学との連携」平成 22(2010)年 1 月  
資料 7：「薬学部学生委員会」議事録 平成 22(2010)年 2 月 及び    

「薬学部教授会」議事録  平成 22(2010)年 2 月
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［現状］ 

 本学は、大乗仏教の教えである「報恩感謝」を建学の精神とし、「ひと」と「ここ

ろ」を大切にする大学として教育に取り組んでいる（資料 1、2）。さらに、学生の

人権に配慮する体制として下記の委員会が全学に設置され、活動している。これに

加え、薬学部学生委員会が薬学部独自の取り組みを行っている。  
 
1) 全学的な取り組み  

下記委員会には兼任の委員がおり、各委員会の連携が可能である（表 8-1）。  
1. 人権教育委員会（資料 3）：人権教育を推進し、その充実と適正を期するため

に必要な企画・立案・研究を行っている。学生・教職員が正しい人権意識を持

つため、毎年 3 回、多様なテーマを設定し、人権に関する講演会を開催するな

ど人権教育に努めている（資料 4）。  
2. キャンパス・ハラスメント防止委員会（資料 5）：本委員会は「キャンパス・

ハラスメント防止に関するガイドライン」（資料 6）に基づき運営され、すべて

の学生が個人として尊重され、快適な環境で学ぶ権利の保障を目指している。

ハラスメント予防措置としては、学生に対し広報パンフレットの作成（資料 7）、
全教職員に対し研修会を毎年度開催している。ハラスメント発生時は、当事者

の人権保護に努め、被害者・加害者双方から事情聴取を行った上で、処分案や

再発防止策をまとめ学長に具申する。学長は被害者に対し加害者への処分内容

を通知、加害者に対し必要な指導や処分等を行う。  
3. 学生相談室委員会（資料 8）：本委員会が学生相談室（資料 9）を運営し、相談

員とカウンセラーが、人権に関する事項も含め学生相談にあたっている（詳細

は基準 8-1-3 を参照）。平成 20(2008)年度は、人権侵害を相談理由としたケー

スはなかった。また、年 2 回の自他理解を深める企画講座「ティーアワー」を

開催、『学生相談室からあなたに』（資料 10）や学生相談室だより『光風』（資

料 11）を発行するなど、快適な学生生活の支援を行っている。さらに、学生相

談内容の多様化・複雑化に対応できるよう、相談員の学内外での研修を推進・

支援している。  
4. 個人情報保護委員会（資料 12）：「個人情報保護規程」（資料 13）に則り「個

人情報保護委員会規程」が制定されている。「個人情報保護に関する運用ガイ

ドライン」（資料 14）を策定し、個人情報保護を図っている。「個人情報の取り

扱いについて」（資料 15）が、学内ポータルサイトにおいて周知されている。

また、個人情報に係る不服申し立ての仕組みを整備している。 

5. 学生委員会（資料 16）：学生生活における種々の事項を対象に活動しているが、

基準８－１－４ 

学習及び学生生活において，人権に配慮する体制の整備に努めていること。 
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人権に関わる対応としては、学生課窓口での学生相談、人権教育委員会との合

同による講演会の企画・実施などが挙げられる。また、障害を有し支援が必要

な学生に対しては、ノートテイク、手話通訳などの支援を行っている。 

 上記各委員会の活動により、学生の人権保護に努めているが、人権に関連した懲

戒事由がある時は、公正を期するために、「学生懲戒規程」（資料 17）に基づき懲戒

委員会が学長により招集され、対応策や処分について審議される。教職員に対する

「懲戒委員会規程」もある（資料 18）。  
 

2) 本薬学部における取組み  
1. アドバイザー制度（少人数担任制度）（資料 19）：薬学部は各教員が各学年約

５名ずつの学生を担任する制度を採用しており、教員ごとにアドバイザーミー

ティング（資料 20）や個別対応を行い、学生の学習、生活面での問題点などを

聞き出しやすい環境整備に努めている。学生相談室の利用をすすめることもあ

る。  
2. 学生意見箱の設置：学生が無記名で投書できる意見箱を設置している。人権侵

害も含めた諸問題をいち早く察知し、当該部局や教員へ対応の依頼を行ってい

る。  
 
［点検・評価］  
・本学は、全学及び薬学部の両面から、学生の人権に配慮する体制の整備が図られ

ていることは評価できる。  
・人権問題も含め、学生が抱える問題の未然防止、早期対応のために、より早期の

学生の意見の汲み上げが望まれる。  
 
［改善計画］  
・全学的に学生の意見の汲み上げをより充実させるための具体策を検討している。

薬学部ではアドバイザー制度や、5 回生からの講座配属制度、意見箱をより活用

する（資料 21）。  
・共通教育におけるカリキュラムのあり方を、また、薬学部では人権、生命・医療

倫理における問題解決型カリキュラムの充実を検討している（資料 22）。今後、

こうした検討を踏まえて人権配慮のさらなる徹底を目指す。  
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［データ・資料］  
資料 1：『尋源』  
資料 2：『大学案内』 平成 21(2009)年度版  
資料 3：大阪大谷大学・大阪大谷大学短期大学部人権教育委員会規程  
資料 4：『人権教育協議会報 No.30』 平成 21(2009)年 2 月、  
資料 5：大阪大谷大学・大阪大谷大学短期大学部キャンパス・ハラスメント防止

委員会規程  
資料 6：大阪大谷大学・大阪大谷大学短期大学部キャンパス・ハラスメント防止

に関するガイドライン  
資料 7：『しない！させない！キャンパス・ハラスメント！』平成 21(2009)年度

版  
資料 8：大阪大谷大学・大阪大谷大学短期大学部学生相談室委員会規程  
資料 9：大阪大谷大学・大阪大谷大学短期大学部学生相談室規程  
資料 10：『学生相談室からあなたに』  
資料 11：『光風  第 23 号』  平成 21(2009)年 3 月 25 日発行  
資料 12：大阪大谷大学・大阪大谷大学短期大学部個人情報保護委員会規程  
資料 13：大谷学園個人情報保護規程  
資料 14：大阪大谷大学・大阪大谷大学短期大学部の個人情報保護に関する運用ガ

イドライン  
資料 15：個人情報の取り扱いについて  
資料 16：大阪大谷大学・大阪大谷大学短期大学部学生委員会規程  
資料 17：大阪大谷大学・大阪大谷大学短期大学部学生懲戒規程  
資料 18：懲戒委員会規程  
資料 19：『志学台「薬の思学」だより Vol.3』平成 20(2008)年度  
資料 20：アドバイザーミーティング開催記録  
資料 21：「薬学部学生委員会」議事録 平成 22(2010)年 2 月  
資料 22：「薬学部教授会」資料 平成 22(2010)年 2 月  
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表 8-1 各委員会の構成員  

全学委員会  

１  人権教育委員会  

(1)大学の各学部および短期大学部から選出された代表

委員、 (2)学生部長、 (3)宗教委員会の代表、 (4)教職課程

委員会の代表、 (5)就職委員会の代表、 (6)事務職員の代

表、 (7)その他必要な関係教職員  

２  キャンパス・ハラスメ

ント防止委員会  

(1)学部長、 (2)学生部長、 (3)学部長が指名する教員各 1
人、 (4)人権委員長が指名する委員 1 人、 (5)学生相談室

長が指名する学生相談員 1 人、 (6)事務局長、 (7)事務局

長が指名する事務職員 2 人。委員は男女同数で構成され

ることが望ましい  

３  学生相談室委員会  
(1)学生相談室長、 (2)学生相談員、 (3)大学の各学部及び

短期大学部から選出された学生相談室委員、(4)カウンセ

ラー  

４  個人情報保護委員会  

(1)学長、 (2)学園規程第 6 条に定める部門管理者（各学

部長、短期大学部長、大学院研究科長、教務部長、学生

部長、就職指導室長、入試広報室長、情報教育センター

長、図書館長、博物館長、学生相談室長、事務局長、事

務局各課長）、 (3)学長が指名した者（生活創造学科長）

５  学生委員会  
(1)学生部長、 (2)学生部長補佐、 (3)大学の各学部から選

出された委員、 (4)短期大学部から選出された委員  

６  懲戒委員会  
（学生対象）  

(1)学長、 (2)当該事案に関与する学生の所属学部の学部

長、 (3)教務部長、 (4)学生部長、 (5)事務局長、 (6)学生課

長、 (7)その他、当該事案の審議に必要と認められる者  

７  懲戒委員会  
（教職員対象）  

(1)理事長、学内理事（本部付常任理事）、本部事務局長、

法人室長、(2)大谷学園就業規則に掲げる行為を行った職

員の所属長  
薬学部委員会  

１  薬学部学生委員会  
(1)全学学生委員会の委員（薬学部）、 (2)（ 1）を除く薬

学部教授、准教授、講師から選出された 3 人  
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［現状］  
 本学では、個人情報保護の重要性を十分認識し、個人情報の不正使用や流出を防

ぐための法令「個人情報の保護に関する法律」の趣旨を踏まえ制定された、「大谷学

園個人情報保護規程」（資料 1）ならびに「大阪大谷大学・大阪大谷大学短期大学部

の個人情報保護に関する運用ガイドライン」（資料 2、 3）に基づき、本学学生の個

人情報の保護や適正管理に取り組んでいる。これらの取り組みは、プライバシーポ

リシー（個人情報保護に関する基本方針）（資料 4）として大学ホームページ上で広

く社会に公開している。また、個人情報の収集と利用目的、個人情報の開示や訂正

の請求など、個人情報の取り扱いの詳細については、学内ポータルサイトに掲載さ

れ、学生による閲覧及びプリントアウトが可能である（資料 5）。本薬学部では特に、

教育及び学生の個別指導の上で個人情報の利用が必要になった場合の開示手続き、

学生の欠席事由に関する情報の管理、毎年蓄積していく成績データの取り扱い、成

績の公表について以下のように取り組んでいる。  
 
1) 個人情報の開示手続き  

 学生の住所、電話番号、保護者名、学生名簿、顔写真などの個人情報について、

学生課から薬学部生の情報のみ学部長名で開示請求をして、その受け取った個人

情報は薬学部事務室が一括管理している。ただし、教育及び学生の個別指導のた

めにそれらの情報が必要な場合に限り、教員の申し出に応じ、それらの情報を開

示している。その際、教員名、開示日、個人情報の種類、使用目的を「名簿配布

リスト」に記録し、個人情報の利用を管理している（資料 6）。  
2) 欠席事由に関する情報の管理  

 授業を欠席した場合の届出には、正当な理由を証明する文書の提出を求めてい

る。その中でも、診断書の管理には特に注意を払っている。欠席の届出の窓口は

薬学部事務室が一括して行い、各教員には病気が理由で欠席の届出があることの

み報告され、診断書の詳細な情報は薬学部事務室が管理している（資料 7）。  
3) 成績データの取り扱い  

 学生の成績データについて、教務課から薬学部生の成績のみ学部長名で開示請

求をして、その受け取った成績データを国家試験対策室が各種の模擬試験などの

データも合わせて一括管理し、教育及び学生の個別指導に役立てている。これら

毎年蓄積された成績データの取り扱いについては、薬学部教授会で決定した「成

績データの取扱」の申し合わせ事項を遵守し、データの漏洩が容易には起こらな

い方法と万が一トラブルが起こった場合でも追跡可能な措置を講じている。これ

らデータの教職員への開示は、「個人情報開示願」または「個人情報開示申請」に

基準８－１－５ 

学習及び学生生活において，個人情報に配慮する体制が整備されていること。 
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よって学部長の承認を得た上で行っている（資料 8、9、10）。  
4) 成績の公表  

 各授業で実施される定期テストや小テストなどの成績結果は、掲示にて学生に

周知しているが、その際、氏名ではなく学籍番号を用いている。また、学生への

意欲喚起のためにテスト結果の順位を氏名で発表する場合には、必ず事前に同意

を得た上で掲示している。  
 
［点検・評価］  
・個人情報を配慮するための規程及びガイドラインが制定され、かつ実行されてお

り、またその基本方針も明文化され広く公開されていることは評価できる。  
・成績データの取り扱いについては、さらに特別な措置が講じられていることによ

り十分に守られており、評価できる。  
・本学のプライバシーポリシーや個人情報の取り扱いについての学生への周知は大

学ホームページ上で行っているが、学生がどれくらい認識し、理解しているかに

ついて検証が必要である。  
 
［改善計画］  
 学生に対する本学のプライバシーポリシーや個人情報の取り扱いについての周知

をより徹底するために、入学時のオリエンテーションに組み込むことを検討する（資

料 11）。  
 
［データ・資料］  

資料 1：大谷学園個人情報保護規程  
資料 2：大阪大谷大学・大阪大谷大学短期大学部の個人情報保護に関する運用ガ

イドライン  
資料 3：大阪大谷大学・大阪大谷大学短期大学部個人情報保護委員会規程  
資料 4：プライバシーポリシー「個人情報保護に関する基本方針」（大学ホームペ

ージより）  
資料 5：個人情報の取扱について（学内ポータルサイトより）  
資料 6：名簿配布リスト  
資料 7：『薬学部学習マニュアル』  平成 21(2009)年度版 p31-33 
資料 8：成績データの取扱（学部内申し合わせ事項） 

資料 9：個人情報開示願 

資料 10：個人情報開示申請 

資料 11：「薬学部学生委員会」議事録 平成 22(2010)年 2 月  
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［現状］  
 大谷学園は「報恩感謝」という建学の精神のもとで、「人と心」を大切にする教育

を実践してきた。また、本薬学部は、「高い倫理観を有する人間性豊かな薬剤師を養

成し、国民の健康・福祉の向上に寄与する」ことを教育目標としている。このよう

な教育理念や目標を礎として、本学の入学希望者に対しては広く門戸を開いており、

身体に障害のある者の場合には、円滑に学生生活が送れるように、障害に応じた個

別対応を行っている。本学では、「障害を有する学生等への支援及び配慮に係る対応

について」という申し合わせを行っており、新入生の受け入れの調整、入学後の支

援内容・配慮内容の調整、関係教員及び事務局関係課への通知等について体制を整

えている（資料 1、2、3）。  
 
1) 受験の機会の確保  

 身体に障害のある者が入学を希望する場合、大学入試の出願に先立って、障害

の箇所及び程度に応じた個別対応を行っている。入学後に予想される就学時の問

題点とその対処方法や支援体制について、新入生及び保護者・高等学校と協議を

行っている。円滑に大学生活が送れる状況にあることを確認した上で、受験機会

を確保している。入学試験においては、該当する学生に対して配慮を行っている

（資料 2）。平成 21(2009)年度は、支援及び配慮を必要とする学生は本学全体で 7
人（薬学部は 0 人）在籍している。  

2) 施設・設備上及び学習・生活上の支援体制  
薬学部開設に伴って建設された 15 号館（薬学部実験研究棟）は、実習や卒業

研究を行う主たる場となる。15 号館は 5 階すべてのフロアーでバリアフリーを考

慮しており廊下の幅も広く、下半身に障害のある学生が、実習室、研究室や自習

室間を移動しやすいように配慮している。また、身障者用のトイレを 1-4 階に設

置するとともに、エレベーターには車椅子用の操作ボタンを設置している。視力

に障害がある学生に配慮して、階段、エレベーターには点字表示を行っている。

一部の研究室がある 17 号館の 2 階とはバリアフリーで連結している（資料 4）。  
講義棟のバリアフリーに関しては、4 号館（志学館）、2 号館（音楽館）、13 号

館（ウェルネスセンター）、11 号館（博物館）については、身障者用エレベータ

ー及び身障者用トイレを設置している。また、9 号館（図書館）においては、1
号館（本館）との渡り廊下の段差を解消するため、身障者用昇降式リフトを設置

している他、図書館入口にはスロープを設置している（資料 4）。  

基準８－１－６ 

身体に障害のある者に対して，受験の機会が確保されるとともに，身体に障害の

ある学生について，施設・設備上及び学習・生活上の支援体制の整備に努めている

こと。 
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 障害のある学生が入学した場合には、その障害等の内容を確認し、学内移動に

おける介護支援・ノートテイカー・手話通訳等の支援内容や配慮内容を学内で調

整し、関係教員・事務局関係課へその内容を周知している。また、単位取得にお

いて不利益が生じないよう配慮している。障害のある学生に限定はしていないが、

学生相談室を設置し、学生の悩みや問題を相談し、支援する体制を整えている。

就職活動においては、障害学生の状況に応じ、個別対応している。また、障害の

ある学生のうち、聴力障害を補助するボランティア学生を募集し、月に一度ノー

トテイカー研修を行っている。さらに、障害者に関連する講義として「ボランテ

ィア論」を開講している。  
 
［点検・評価］  
・本学では、「障害を有する学生等への支援及び配慮に係る対応について」という申

し合わせを行っており、障害のある学生の入学前の調整、入学後の支援や配慮内

容の調整、関係教員及び事務局関係課への通知等について体制を整えていること

は評価できる。  
・既に障害のある学生を受け入れて、学習・生活上の支援・配慮を行ってきた実績

がある。  
・施設・設備については、これまで下半身に障害のある学生が入学した際に、大学

内の各講義棟の 1 階出入り口にスロープを設置するなど整備を進めてきたことは

評価できる。  
・一部の建物についてはエレベーターや身障者用のトイレがなく、福利厚生施設（食

堂、ロッカー室等）には一部段差のある箇所があり、移動の面で課題がある。  
 
［改善計画］  
 講義棟のみならず、福利厚生施設を含めて総合的に教育環境を整備し、学生生活

を支援することは重要であることから、優先順位を明確にした整備実施計画の検討

を進め、さらなる向上に努めていく。  
 
［データ・資料］  

資料 1：『大学案内』 平成 22(2010)年度版  
資料 2：『入学試験要項』 平成 22(2010)年度版  
資料 3：「障害を有する学生等への支援及び配慮に係る対応について」   
資料 4：『大阪大谷大学便覧』学舎・施設・教室配置図 平成 21(2009)年度  
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【観点 ８-１-７-１】学生がそれぞれの目指す進路を選択できるよう，適切な相談窓

口を設置するなど支援に努めていること。 

【観点 ８-１-７-２】学生が進路選択の参考にするための社会活動，ボランティア活

動等に関する情報を提供する体制整備に努めていること。 

 
［現状］ 

学生の就職・進路支援のため、以下のような支援体制を整えている。  
1) 就職委員会及び就職課  

 就職・進路支援のため、教員組織として就職委員会が組織されている。委員会

は、就職指導室長と、各学部及び短期大学部の専任教員から選出された委員の合

計 9 人で構成され、月に 1 回会議を開催している。委員のうち 2 人が薬学部の教

員である。事務組織は就職課に専任事務職員 7 人、非常勤事務職員 1 人を配置し、

求人開拓その他就職先との連携もはかっている（資料 1, 2）。  
 就職課では、入学時に『就職ハンドブック』（資料 3）を配布するとともに、1
回生から就職説明会を定期的に実施し、薬学部を含む全学部の就職支援や相談を

行っている（資料 4）。具体的な例として、自己分析をはじめ、就職活動に必要な

スキルを身につけることを目的とした各種セミナーの実施、薬剤師や企業（学術、

研究開発）・公務員・教員など職種に特化したガイダンスの開催、就職状況調査を

はじめとした各学生の希望調査、収集した企業情報 (企業案内パンフレットなど）

の資料室での一元保管をしており、また学生が閲覧できるようにしている。  
 なお、保護者や企業とのさらなる連携をはかるため、「保護者対象就職説明会」、

「企業との就職に関する説明・懇談会」、「合同学内説明会（企業／教育委員会／

官公庁等）」を実施している。  
 また、薬学部就職委員は、就職課と連携のうえ、企業情報の収集（面談や資料

の収集、保管）や発信（教員への回覧、学生対象の掲示板への掲示）、薬学部関連

のガイダンスなど就職支援活動の企画を行っている。平成 21(2009)年度には、薬

学部生の就職先の説明に特化したガイダンスや就職希望調査を現在の 4 回生を対

象に行った。就職情報サイト運営会社から入手した各種業界（薬局、病院、製薬

会社）の掲載された冊子を入手の都度、薬学部の掲示板付近に設置し、学生が自

由に持ち帰れるよう配慮している。さらに、薬局などのインターンシップや職業

体験に関する募集案内は入手の都度、薬学部掲示板に掲示し、情報提供を行って

いる。  
2) 薬学部就職関連スキルアップセミナーの開催  

薬学部就職委員が中心となり、薬学部卒業生の進路となる職業などについて、

職種別に学内外の講師による、詳しい職業案内のセミナーを開催している（資料

基準８－１－７ 

学生がその能力及び適性，志望に応じて主体的に進路を選択できるよう，必要な

情報の収集・管理・提供，指導，助言に努めていること。 
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5）。平成 21(2009)年度には主に 4 回生を対象に、調剤薬局や病院、ドラッグスト

ア、企業の MR、医薬品の開発や治験に関する仕事、研究（企業、大学など）、そ

の他の関連業界・関連職種（公務員、化粧品業界や食品業界など）についてのセ

ミナーも開催した。  
3) 保護者対象就職説明会の開催  

 年に 1 回、全学対象の保護者対象就職説明会を開催している（資料 6）。保護者

にも就職の現状を理解してもらい、学生の進路選択の際に家族の協力が得られる

よう支援を行っている。説明会では、全般的な就職の現状や就職課の取り組みの

説明と学部や職種ごとの個別の説明会や相談会を行っている。本薬学部では、就

職委員が中心となり、薬学部卒業生の就職動向の説明や、保護者の個別相談（公

務員対策、6 年制薬学教育の特徴、職種の特徴、大学院進学など）に対応してい

る。  
4) アドバイザー制度による相談と指導  

 アドバイザー制度（基準 8-1-2 参照）を活用して、各アドバイザー教員が学生

一人一人に対する個別の進路相談にも応じている。  
 
［点検・評価］ 

・就職ガイダンスやセミナーの開催、開催の掲示板への告知、就職関連冊子の配布

などにより、学生が将来の自分の進路を選択できるための必要な情報の提供を行

っていることは評価できる。  
・平成 21(2009)年度に 4 回生を対象に開催した就職ガイダンスでは、進路を考える

ための機会を提供することができたことは評価できる。  
・下級年次生から就職に対する動機付けや、各自の特性に応じた進路選択を行うた

めのキャリア教育を行うことが望まれる。  
・就職・進路支援においては、これまで薬学部卒業生がなく就職実績がないことか

ら、就職課職員、就職委員、教員のより一層の連携を図ることが望まれる。  
 
［改善計画］ 

 より一層の就職支援体制を整えるため、就職課と薬学部との定期的な打ち合わせ

を行うことを検討している（資料 7）。さらに、下級年次からの就職意識や将来計画

を認識させるために、他学部ではすでに実施されているキャリア教育科目を、薬学

部でも単位化してカリキュラムに取り入れることを検討することにしている（資料

8）。  
 
［データ・資料］ 

資料 1：就職課組織構成人員図  
資料 2：就職委員会組織構成図  
資料 3：『就職ハンドブック』  
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資料 4：就職関連行事年間計画表  
資料 5：就職関連スキルアップセミナー日程表  
資料 6：保護者就職説明会の資料  
資料 7：「薬学部就職委員会」議事録  平成 22(2010)年 2 月  
資料 8：「薬学部教授会」議事録 平成 22(2010)年 2 月  
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【観点 ８-１-８-１】在学生及び卒業生に対して，学習環境の整備等に関する意見を

聴く機会を設け，その意見を踏まえた改善に努めていること。 

【観点 ８-１-８-２】学習及び学生生活に関連する各種委員会においては，学生から

の直接的な意見を聴く機会を持つことが望ましい。 

 
［現状］  
1) 薬学部学生意見箱  

 本薬学部では、15 号館（薬学部実験研究棟）1 階のロビーに「薬学部学生意見

箱」を設け、学生生活から講義等の学習に関すること等、あらゆる事項に対する

学生からの要望や意見を書面で受け付けている（資料 1、2）。「意見箱」への投書

においては、統一の書式の用紙を用意し、①授業、②学生生活、③施設、④その

他についての事項を記入できるようになっている。学生から寄せられた要望や意

見は、5 人の教員からなる薬学部学生委員会において取りまとめをしている。①

授業についての意見については薬学部教務委員会において議題として取り上げ、

その対応策について検討し、教授会にて審議される。②学生生活、③施設、④そ

の他の意見については薬学部学生委員会にて協議し、必要であればさらに対象と

なる各担当部局に対応を依頼している。薬学部学生委員会で具体的な対応策が立

案された場合は、担当部局に対して積極的な実行を働きかけている。これら学生

からの要望や意見に対して学部あるいは大学が行った対応については、その内容

をまとめ、定期的に学生掲示板に掲示し、学生に向けて公表している（資料 3）。
本薬学部は平成 18(2006)年度に開設されたばかりでまだ卒業生を輩出していな

いため、現在のところ卒業生に対して意見を聴く体制は整えられていない。  
2) 学生委員会相談室  

 薬学部学生委員会では、学習から学生生活に及ぶ学生のあらゆる悩みに対応す

るため、独自の「学生委員会相談室」を原則的に月に 1 度の割合で開催している

（資料 4）。これは学生委員の教員が交代で学生からの相談、あるいは意見・要望

を直接聴く機会を設けたもので、これまでに数名の学生が相談に訪れている。こ

れらの相談内容についてはプライバシーに関するもの等を除き、議論の対象とな

るものについては薬学部学生委員会に報告され、「意見箱」の場合と同様に協議の

うえ対応している。教務関係の意見についても、この相談室が直接的な意見を聴

く窓口となって受け付けており、薬学部学生委員会から薬学部教務委員会へ伝達

されるしくみとなっている。  
3) 事務局に対する学生満足度調査  

全学規模の取り組みとして、平成 21(2009)年 2 月に「事務局に対する学生満足

度調査」が実施された（資料 5）。この調査において寄せられた意見や要望に対し

て大学の各部局が方策を検討し、種々の対応・対策が講じられた。なお、それら

基準８－１－８ 

学生の意見を教育や学生生活に反映するための体制が整備されていること。 

- 104 -



に対する対応方向は平成 21(2009)年 8 月に学内ポータルサイトにおいて発表され

た。  
 
［点検・評価］  
・意見箱を設置し、寄せられた意見や要望に対して協議を行い、対応していること

は評価できる。 

・学生生活や教務関係事項について定期的に「学生委員会相談室」を開催し、直接

相談や意見を聞く機会を設けていることは評価できる。  
・学生委員会相談室にこれまでに訪れた学生は数人と少なく、相談室の周知が行き

届いていない可能性があることが懸念される。  
・大学全体の取組みとして事務局に対する学生満足度調査を行っていることは評価

できる。  
・現在のところ卒業生を輩出しておらず、卒業生からの意見を聴く体制はまだ整っ

ていない。  
 
［改善計画］  
 学生委員会相談室をより有効に活用してもらうため、その周知方法を改善する等

の方策を検討していく。また、今後輩出される卒業生からの意見を聴くため、その

窓口の整備について検討する（資料 6）。  
 
［データ・資料］  

資料 1：意見箱書式  
資料 2：意見箱に寄せられた意見  
資料 3：意見箱に寄せられた意見への回答  
資料 4：学生委員会相談室（学生掲示案内）  
資料 5：事務局に対する学生満足度調査  
資料 6：「薬学部学生委員会」議事録 平成 22(2010)年 2 月  
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（８－２）安全・安心への配慮  

 
【観点 ８-２-１-１】実習に必要な安全教育の体制が整備されていること。  

【観点 ８-２-１-２】実務実習に先立ち，必要な健康診断，予防接種などが実施され

ていること。 

【観点 ８-２-１-３】各種保険（傷害保険，損害賠償保険等）に関する情報の収集・

管理が行われ，学生に対して加入の必要性等に関する適切な指

導が行われていること。 

【観点 ８-２-１-４】事故や災害の発生時や被害防止のためのマニュアルが整備され，

講習会などの開催を通じて学生及び教職員へ周知されている

こと。 

[現状 ] 
 実習ごとに実習内容の特性が異なることから、それぞれの実習講義において実験

器具や化学薬品の取り扱い方法や廃棄方法、実験動物の取り扱い、測定機器の取り

扱い等について集中して指導している。また、実習態度の指導にも力を入れている。

実習中は複数の教員が指導にあたり、安全に対して常に注意を払っている。実習中

の注意事項は実習テキストに記載されており、また適宜資料として配布し、学生が

随時確認できるようになっている（資料 1）。実習中の事故に対して保健室より『も

しものときの救急処置マニュアル』が発行されており、事故発生時の救急処置法や

近隣医療機関の連絡先が一目でわかるようになっている（資料 2）。  
 平成 22(2010)年度から実施される実務実習では、「感染症を持ち込まない」、「罹

患しない」ことが求められることから、本薬学部では学生定期健康診断の際に麻疹、

風疹、水痘、耳下腺炎の抗体検査を、また別途ツベルクリン反応検査を実施し、学

生に受検することを義務付けている。また、受検歴がある学生には、その証明書の

提出を義務付けている（資料 3）。検査の結果、陰性の学生にはワクチン接種を指導

している。もちろん、一般の定期健康診断の受診も義務付けている（基準 8-1-3 参

照）。その他特殊な健康診断については、実習先と相談のうえ実施する予定である（資

料 4）。  
 各種保険については、入学生全員が教育活動時における不慮の事故を担保する学

生教育研究災害傷害保険 (学研災 )に、また 1 年次の早期体験学習での病院等の訪問

施設の器物損傷などを保証する学研災付帯賠償責任保険 (学研賠 )に本学の負担で加

入している。これらについては『学生生活ハンドブック』（資料 5）に掲載し、学生

に周知している。実務実習中の投薬過誤等に対する保険については、実務実習委員

会において各実習施設の状況等に応じて柔軟に対応していくことにしている。（資料

4）。  
本学の警備・防犯については、キャンパス内外に警備員を配置しており、24 時間

体制で構内巡視や通学路での学生の安全誘導などに当たっている。また、必要箇所

基準８－２－１ 

学生が安全かつ安心して学習に専念するための体制が整備されていること。 

- 106 -



 

に防犯カメラを設置し、防犯態勢を強化している。防火・防災管理の体制について

は、「防火・防災管理規程」（資料 6）が制定されており、防火管理者を配置してい

る。緊急時のために全教職員の「大阪大谷大学緊急連絡網」（資料 7）を備え、また

火災発生に対応すべく「大阪大谷大学自営消防隊」を編成している（資料 8）。火災

報知機等の管理は、守衛室の防災受信盤において集中管理し不測の事態に対する体

制を整備している。平成 21(2009)年度には学生約 200 人、教職員約 40 人が参加し

た火災避難訓練を行った（資料 9）。また、学生を対象として『事件・事故等緊急時

における対処マニュアル』（資料 10）を作成して不測の事態に備えている。ホーム

ページや『学生生活ハンドブック』（資料 11）でも、緊急時の行動について学生に

周知している。突然の心肺停止に対しても、学内に 3 台、課外活動用の学外グラン

ドに 1 台 AED（自動体外式除細動機）を設置しており、『大阪大谷大学便覧』（資料

12）、『学生生活ハンドブック』（資料 13）及びホームページ上に設置場所を示して

いる。また、AED インストラクションビデオを公開し、全教職員、学生に広く周知

し、体制を整えている。  
 
[点検・評価 ]  
・各学生実習の特性に応じた適切な安全教育を行っていることは評価できる。  
・学部全体としての体系的な安全教育の体制の確立が望まれる。  
・定期健康診断、各種抗体検査、ツベルクリン反応検査を実施していることは評価

できる。  
・各種検査の受検及びワクチン接種の徹底が望まれる。  
・大学が一括して学研災・学研賠に加入していることは評価できる。  
・事故や災害発生時のマニュアルが、ホームページや『学生生活ハンドブック』等

に記載され、学生に周知されていることは評価できる。  
・自衛消防隊が編成され、緊急連絡網が整備されていることは評価できる。  
・平成 21(2009)年度に火災避難訓練を実施していることは評価できる。  
・学生や教職員に対して事故時や災害時の対応についての講習会が行われていない

ことは懸念される。  
 
［改善計画］  
・実習委員会にて、実習に対する学部全体としての総合的・体系的な安全教育実施

の体制作りについて検討する（資料 14）。  
・各種検査の受検やワクチン接種の徹底を図るため、アドバイザー教員より指導す

る体制を整える（資料 15）。  
・新入生及び教職員に対しても、学内での事故あるいは災害発生時の対処について

指導を行うことを総務課にて検討中である。  
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［データ・資料］  
資料 1：学生実習書  
資料 2：『もしものときの救急処置マニュアル』  
資料 3：「薬学部教授会」資料（抗体検査受検の案内） 平成 21(2009)年 2 月  
資料 4：「実務実習委員会」議事録 平成 22(2010)年 1 月  
資料 5：『学生生活ハンドブック』  平成 21(2009)年度版 p47-48  
資料 6：大阪大谷大学防火・防災管理規程  
資料 7：大阪大谷大学緊急連絡網  
資料 8：大阪大谷大学自営消防隊編成表  
資料 9：火災避難訓練記録  平成 21(2009)年度  
資料 10：『事件・事故等緊急時における対処マニュアル』  
資料 11：『学生生活ハンドブック』  平成 21(2009)年度版 p37 
資料 12：『大阪大谷大学便覧』平成 21(2009)年度版  
資料 13：『学生生活ハンドブック』  平成 21(2009)年度版 p112 
資料 14：「薬学部教授会」議事録 平成 22(2010)年 2 月  
資料 15：「薬学部学生委員会」議事録 平成 22(2010)年 2 月  
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『教員組織・職員組織』 

９ 教員組織・職員組織  
（９－１）教員組織  

 
【観点 ９-１-１-１】大学設置基準に定められている専任教員（実務家教員を含む）

の数及び構成が恒常的に維持されていること。 

【観点 ９-１-１-２】教育の水準の向上をより一層図るために専任教員数（実務家教

員を含む）が大学設置基準に定められている数を大幅に超える

よう努めていること（例えば，１名の教員（助手等を含む）に

対して学生数が１０名以内であることが望ましい）。 

【観点 ９-１-１-３】観点９-１-１-２における専任教員は教授，准教授，講師，助

教の数と比率が適切に構成されていることが望ましい。 

 
［現状］  
平成 18(2006)年度から 21(2009)年度までの薬学部専任教員数（実務家教員を含

む）を表 9-1 に示す（資料 1）。4 年間を通して専任教員数の減少は無く、平成 21(2009)
年度には 1 人の増員があり、合計 49 人（うち実務家教員は 7 人）となっている。

ただし、本薬学部では助教は全員授業を担当しないため、大学設置基準の対象とな

る専任教員には該当せず（資料 2）、そのため、対象となる専任教員数は助教 15 人

を除いた 33 人（平成 18-20(2006-2008)年度）あるいは 34 人（平成 21(2009)年度）

となる。これらの人数は、本薬学部における大学設置基準上の専任教員基準数が 31
人であることから（資料 3）、恒常的に基準数を満たしている。なお、本薬学部の収

容定員数は 840 人（1 学年 140 人×6 年）であることから、助教も含めた専任教員

1 人あたりの学生数は 17.1 人（840 人÷49 人）となる。  
 専任教員の比率に関しては、平成 21（2009）年度の場合、教授 37％、准教授 20％、

講師 12％、助教 31％となり、また他の年度も同様な値であることから、バランス

良く構成・維持されている（なお、平成 19(2007)年度より助手 15 人は全員、助教

に昇格している）。また、助教を除いた大学設置基準上の教員の割合については、教

授 53％、准教授 29％、講師 18％であり、教授の数が半数以上を占めることから、

大学設置基準の原則を満たしている（資料 4）。実務家教員数についても、平成

21(2009)年度 7 人、平成 18-20(2006-2008)年度 6 人となっており、大学設置基準数

の 6 人（資料 5）を満たしている。  
 本薬学部では、教育理念の「知識と実力」及び教育目標の一つである「生命科学・

医療科学的専門知識と技能および実践力の備え」を達成すべく、専任教員が表 9-2
（資料 6）に示す 3 つの系に分かれ、各系の目的に合致した講座を基に教育・研究

活動を行っている。3 つの系は「基礎薬学」、「応用薬学」、「医療薬学」から成って

おり、それぞれにほぼ均等な割合で教員が配置されている。また、医療薬学系の中

には、実践的な知識・技能の修得を目的とした「臨床薬学教育研修センター」が設

基準９－１－１ 

 理念と目標に応じて必要な教員が置かれていること。  
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けられており、実務家教員 7 人を含む計 10 人の専任教員が配置している。  
一方、教育理念「品格と協調」、教育目標「高い倫理観を有する人間性豊かな薬剤

師の育成」に関わる領域（例えば、「宗教学」・「死生学」・「生命倫理学」・「看護学」）

においては、専任教員の専門分野だけでは不十分であることから、総合大学の利点

を生かして、他学部の兼担教員あるいは兼任教員に依頼している。平成 21（2009）
年度の薬学部の兼担・兼任教員数はそれぞれ、兼担 12 人、兼任 22 人であり（資料

1）、主に共通教育科目を担当している。  
 

［点検・評価］ 

・【観点 9-1-1-1】に示される大学設置基準上の専任教員数・構成の恒常的維持に関

しては、本薬学部では該当する専任教員が 33-34 人（助教を含まない）と恒常的

に基準数を維持しており、またその内の教授の割合並びに実務家教員数も恒常的

に基準数を満たしていることから、評価できる。  

・【観点 9-1-1-2】に示される専任教員 1 人あたりの学生数に関しては、本学部では

17.1 人であることから、基準数を大幅に超えているとは言い難い。しかしながら、

専任教員ではないが、高校科目の補習担当として 4 人の嘱託職員を、また学生実

習の補助員として 1 人の特任職員を平成 21(2009)年度より増員しており、教育水

準の向上に努めている点は評価できる。  

・【観点 9-1-1-3】に示される専任教員の比率に関しては、平成 21(2009)年度を例に

挙げると、教授 37％、准教授 20％、講師 12％、助教 31％であり、バランス良く

適切な比率であると言える。  
・理念と目標の「人間性教育」に対しては高い専門性が要求されるが、総合大学の

利点を生かし、他学部の教員の協力を得て教育を充実させている点は評価できる。 
 

［改善計画］  
 薬学部専任教員の増員に関しては現時点では予定しておらず、改善計画はない。  
 
［データ・資料］  

資料 1：「薬学部設置計画履行状況報告書」 平成 20(2008) 年度  
資料 2：「大学設置基準」第十三条・別表第一・イ・備考二  
資料 3：「大学設置基準」第十三条・別表第一・イ  
資料 4：「大学設置基準」第十三条・別表第一・イ・備考一  
資料 5：「大学設置基準」第十三条・別表第一・イ・備考九  
 及び文部科学省「薬学部における教員（実務家教員を含む）に関する基準」  
資料 6：『大阪大谷大学 2010 大学案内・入試ガイド』p22 及び  
 『薬学部学習マニュアル』（薬学部教員居所一覧表）平成 21(2009)年度版  
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表 9-1 薬学部専任教員数  
教授 准(助)教授 講師 合計(教・准・講） 助教 助手 合計 

設置申請時  17 <3> 10 <2> 6 <1> 33 ※設置基準数 31 0 15 48 
<6> 

平成 18 年  14 <1> 5 <0> 0 <0> 19 0 11 30 
<1> 

平成 19 年  16 <2> 9 <2> 4 <1> 29 14 0 43 
<5> 

平成 20 年  17 <3> 10 <2> 6 <1> 33 15 0 48 
<6> 

平成 21 年  18 <4> 10 <2> 6 <1> 34 15 0 49 
<7> 

< >内はその内の実務家教員数  

 
表 9-2 薬学部専任教員の系・講座別配置数  

  講座  教授  准教授 講師 助教 系内合計  

基

礎

薬

学

系  

有機化学  1 0 1 1 教授：4  

准教授：3  

講師：3  

助教：5  

計：15  

分子化学  1 1 0 1 

生化学  1 1 0 1 

分子生物学  1 0 1 1 

衛生・微生物学  0 1 1 1 

応

用

薬

学

系  

薬理学  1 1 0 1 教授：5  

准教授：5  

講師：0  

助教：5  

計：15  

薬剤学  1 1 0 1 

衛生・毒性学  1 1 0 1 

医薬品化学  1 1 0 1 

免疫学  1 1 0 1 

医

療

薬

学

系  

臨床薬理学  1 0 1 1  

教授：9  

准教授：2  

講師：3  

助教：5  

計：19 
 

* は実務家教員  

薬物治療学  1 0 1 1 

漢方医療薬学  1 0 0 0 

薬物動態学  1 0 0 0 

医薬品開発学  1 0 0 0 

臨床薬学

教育研修  

センター  

臨床薬剤学  1* 1* 0 1 

医療薬学  1* 0 0 1 

実践医療薬学  2* 1* 1* 1 
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［現状］  
 本薬学部は、現在のところ、教授、准教授、講師の専任教員は設置申請において、

専任教員として担当する専門分野に関する教育上の指導能力と高い見識を有する者

として審査を受け、かつ認められた者が担当している。現在、本薬学部には 15 人

の助教が配置されており、全員が本学の「教育職員任用基準規程」を満たしている。

臨床薬学教育センターの専任教員 7 人全員が大学設置基準に示された「概ね 5 年以

上薬剤師として実務経験」を有し、実務家教員として優れた知識・経験及び高度の

技術・技能を兼ね備えている。  
表 9-1-2 に示すように、教授、准教授、講師 34 人のうち 33 人が学位を有し、す

べての専任教員がそれぞれの専門分野について、教育上及び研究上の優れた実績を

有しており、かつ、教育上の指導能力と高い見識があると言える。また、薬剤師の

資格を有する者は 26 人であり、このうち実務家教員はそれぞれ病院薬剤部での実

務経験も豊富であり、かつ薬剤部長などの重職を経験してきており、薬剤師として

だけでなく教育指導を行う者として豊富な知識・経験・技術・技能を有している。

その他、医師、歯科医師、臨床検査技師の資格を有する者それぞれ 2、1、3 人、栄

養情報担当者養成講座を開講するために必要な栄養情報担当者の資格を有する者 1
人である。助教 15 人のうち、博士（薬学）を有する者 2 人、博士（理学）を有す

る者 1 人である（資料 1、2）。また、実務家教員以外の専任教員も大学、企業、研

究所などでの勤務・研究に従事した経験を有しており、教育指導を行うための豊富

な知識・経験を備えていると言える。  
 薬学部専門教育科目の多くの科目においては教育指導には複数の教員が担当して

おり、同一の科目においても薬学教育モデル・コアカリキュラムをより効果的に実

践するために各専任教員の専門分野を考慮し、適切な人員配置を行っている。  
 
［点検・評価］  
・すべての専任教員は、（1）専門分野について、教育上及び研究上の優れた実績を

有する者、（2）専門分野について、優れた知識・経験及び高度の技術・技能を有

する者に該当する者として認められている。  
・専任教員の配置は、薬学教育モデル・コアカリキュラムを効果的に実践するため

基準９－１－２ 

専任教員として，次の各号のいずれかに該当し，かつ，その担当する専門分野に

関する教育上の指導能力と高い見識があると認められる者が配置されていること。

（１）専門分野について，教育上及び研究上の優れた実績を有する者 

（２）専門分野について，優れた知識・経験及び高度の技術・技能を有す

る者 
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に、各専任教員の専門性に基づいて配置されている。  
 
［改善計画］  
・本薬学部は新設学部のために、原則として設立時に受けた大学設置審議会の審査

内容を変更することができない。現在のところ改善すべき点はないと考えられる

が、平成 23(2011)年度終了時には複数の専任教員の退職が見込まれているので、

専任教員の新規採用あるいは昇格が行われる。その際に、上記の基準に合致する

任用が行われる必要がある。  
 
［データ・資料］  

資料 1：『大阪大谷大学研究者総覧』 平成 18(2006)年 -平成 20(2008)年度  
資料 2：ホームページ記載の教員紹介  
 

 
 
表 9-3 学位取得者   

 
薬学博士、  
博士（薬学） 

理学博士、
博士（理学）

医学博士、
博士（医学）

博士（歯学）

教授  12 1 5 0 
准教授  7 1 0 1 
講師  3 0 2 0 
助教  2 1 0 0 
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【観点 ９-１-３-１】薬学における教育上主要な科目について，専任の教授又は准教

授が配置されていること。 

【観点 ９-１-３-２】教員の授業担当時間数は，適正な範囲内であること。 

【観点 ９-１-３-３】専任教員の年齢構成に著しい偏りがないこと。 

【観点 ９-１-３-４】教育上及び研究上の職務を補助するため，必要な資質及び能力

を有する補助者が適切に配置されていることが望ましい。 

 
［現状 ] 

平成 21(2009)年度の薬学部専任教員数（実務家教員を含む）及び主要担当科目（系

および科目）を表 9-4 に示す。専任教員数は合計 49 人（うち実務家教員は 7 人）

で、本薬学部の収容定員数は 840 人（140×6 年）人であることから、教員 1 人あ

たりの学生数は 17.1 人となっている。平成 21(2009)年度の専任教員数の比率（割

合）は、教授 37％、准教授 20％、講師 12％、助教 31％である。  
教育理念である「知識と実力」及び教育目標である「生命科学・医療科学的専門

知識と技能および実践力」を達成するために、本薬学部の専任教員は、物理系、化

学系、生物系、衛生薬学系、臨床薬学系、薬理学・薬物動態学、病態生理学・薬物

治療学、薬剤・製剤学、医薬品開発学に分かれ、各系及び科目の目的に合致した教

育・研究活動を行っている。  
一方、もう一つの教育理念である「品格と協調」、教育目標である「高い倫理観

を有する人間性豊かな薬剤師の育成」に関わる領域（「宗教学」・「死生学・「生命倫

理学」・「看護学」など）においては、共通教育必修科目として１年次に「宗教学」、

２年次に「死生学」、「看護学」、「生命倫理学」を履修させる。「宗教学」、「死生学」、

「看護学」、「生命倫理学」はそれぞれの科目の専門性が高いが、「宗教学」は総合大

学の利点を生かし、他学部の兼担教員の協力を得て教育している。他の 3 科目は兼

任教員によって行っている。患者や医療スタッフとのコミュニケーション能力を習

得した薬剤師にするため１年及び４年次に「コミュニケーション演習 A」、「コミュ

ニケーション演習 B」、より実践的な「医療コミュニケーション演習」をそれぞれ履

修させる。さらに、教育理念や目標に基づき、英語で発信される最新の医療情報に

対応できるように、「薬学英語 B」を専門選択科目として設定している。これらの科

目は、本薬学部専任教員によって実施されている。問題解決能力とコミュニケーシ

ョ ン 能 力 の 養 成 は 小 グ ル ー プ 討 論 や 問 題 立 脚 型 学 習 （ PBL:Problem-Based 
Learning）などの参加型学習方法を取り入れた授業を各学年で実施している。これ

らの科目も、本薬学部の専任教員が担当している（表 9-5）。  
教授はすべての系及び科目に配置され、准教授及び講師も生薬・漢方医学講座、

薬物動態学講座及び医薬品開発学講座を除いて配置されている。また、助教は実習

基準９－１－３ 

理念と目標に応じて専任教員の科目別配置等のバランスが適正であること。 
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科目を担当し、実習科目のある系及び科目にはすべて配置されている。  
教授、准教授、講師一人が担当する大学設置基準による単位数（講義は週 2 時間、

通年 30 週で 4 単位、実習は週 2 時間、通年 30 週で 2 単位）は、生物系、衛生薬学

系、薬理学・薬物動態学、病態生理学・薬物治療学、薬剤・製剤学では 3.3 から 3.8
と均等に分布している。物理系は 4.5 とやや重い。臨床薬学系は 2.3 であるが、病

院・薬局実習を実質的に担当することを勘案すると、教員の担当時間数は、ほぼ均

等で適正な範囲内にある。  
教授、准教授、講師の年齢分布は、表 9-6 に示すように５歳間隔では 46 歳から

50 歳の分布が最も多く、全体に著しい年齢の偏りは見られない。  
教育上及び研究上の職務を補助するため、必要な資質及び能力を有する補助者は

「大阪大谷大学教育職員任用基準規程」に沿って採用された助教 15 人、動物実験

室で 1 人、RI 実験室で 1 人、実習補助員 1 人、国試対策で 1 人、病院、薬局実習

で 1 人（平成 22(2010)年 4 月配属予定）がそれぞれ配置されている。  
 
［点検・評価］  
・理念と目標に応じて必要な教員が置かれており、【基準 9-3-1】を満たしている。  
・教授はすべての系及び科目に配置され、准教授及び講師も生薬・漢方医学講座、薬

物動態学講座及び医薬品開発学講座を除いて配置されている。助教は実習科目を担

当し、実習科目のある系および科目にはすべて配置されている。  
・教授、准教授、講師一人が担当する大学設置基準による単位数（講義は週 2 時間、

通年 30 週で 4 単位、実習は週 2 時間、通年 30 週で 2 単位）は、すべての系及び科

目でほぼ均等で適正な範囲内にある。  
・教授、准教授、講師の年齢分布は、全体に著しい年齢の偏りは見られない。  
・教育上及び研究上の職務を補助するための補助者は、助教 15 人、動物実験室、RI

実験室、実習補助員、国試対策、薬局実習にそれぞれ 1 人配置されている。  
 
［改善計画］  
理念と目標に応じて、専任教員の科目別配置等のバランスが適正であると判断さ

れることから、現時点での改善計画はない。 
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表 9-4 薬学部の専任教員数と担当単位数  

単位数

必修+選択

物理系薬学 3 2 9 4.5

化学系薬学 6 4 11 2.8

生薬・漢方医学 1 1 6 6.0

生物系薬学 9 6 23 3.8

衛生薬学 6 4 13 3.3

薬理学・薬物動態学 4 3 10 3.3

病態生理学・薬物治療学 6 4 15 3.8

薬剤・製剤学 3 2 7 3.5

医薬品開発学 1 1 6 6.0

臨床薬学 10 6 14 2.3

教員合計 49 33 114 平均3.45

系・科目

専任教員配置

教員合計
教員合計
（助教を
除く）

教員一人の
担当単位数
（助教を除

く）教授 准教授 講師 助教

1 1 1

2 1 1 2

1

3 2 1 3

1 2 1 2

2 1 1

2 2 2

1 1 1

18 10 6 15

1

4 2 1 3

 
 

表 9-5 ヒューマニズム教育に関連する必修科目  

学年  共通教育科目  単位数  担当者（助教は含まない）  

1 宗教学（必修）  2 兼担１名  

2 死生学（必修）  2 兼任１名  

2 看護学（必修）  2 兼任１名  

2 生命倫理学（必修）  2 兼任１名  

1 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ演習 A（必修）  1 専任２名  

4 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ演習 B（必修）  1 専任５名  

4 医療ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ演習（必修） 1 専任２名  

4 薬学英語 A（必修）  1 専任３名  
 

 
表 9-6 年齢構成  

26～30 31～35 36～40 41～45 46～50 51～55 56～60 61～65 66～70 計

0
1

（2.9）
3

（8.8）
4

（11.8）
10

（29.5）
5

（14.7）
5

（14.7）
5

（14.7）
1

（2.9）
34

（100）
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【観点 ９-１-４-１】教員の採用及び昇任においては，研究業績のみに偏ること無く，

教育上の指導能力等が十分に反映された選考が実施されて実施

されていること。 

 

［現状］  
教員の採用及び昇任については、「大阪大谷大学教育職員任用基準規程」において

その基準が定められている。その第 3 条に任用の基本として「教育職員の任用にあ

たっては人格、学識、業績に基づいて厳正、公平に行わなければならない。」「この

場合、研究業績を重視するとともに教育業績についても充分考慮しなければならな

い。」と定められている。実際に、他学部においては、教員の採用及び昇任にあたっ

て、上記規程に基づき資格審査が行われている。本薬学部においては平成 18(2006)
年度の開設にあたり、「大阪大谷大学教育職員任用基準規程」ならびに設置審議会の

審査を経ており、教育能力についても評価を受けて採用されている。  
また、本薬学部において教員の退職に伴い、平成 19(2007)年度に助教 1 人、平成

20(2008)年度に教授 1 人の採用を行った。教授の採用にあたっては、薬学部教授会

において大学設置審議会での審査に必要な研究・教育業績を考慮した候補者の資格

審査を行った。助教の採用についても、この任用基準規程に沿って、本薬学部教授

会において候補者の研究・教育業績の審査を行った。  
 

[点検・評価]  

・本学では平成 18(2006)年度に本薬学部が開設された。一部教員の退職に伴い教員

の採用を行ったが、「大阪大谷大学教育職員任用基準規程」に沿った。また、大学

設置審議会での審査を踏まえた研究・教育業績の評価を行っている。  
 

 [改善計画] 

完成年度である平成 23(2011)年度終了後に、複数の専任教員の退職が決まってお

り、新たな教員の採用と昇任が実施される。その選考にあたって、教育上の指導能

力を的確に評価する基準を、将来計画委員会にて検討中である（資料 2）。  
 
[データ・資料] 

資料１：大阪大谷大学教育職員任用基準規程  
資料 2：「薬学部将来計画委員会」議事録 平成 22(2010)年 2 月 8 日  

 

基準９－１－４ 

教員の採用及び昇任に関し，教員の教育上の指導能力等を適切に評価するための

体制が整備され，機能していること。 
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（９－２）教育・研究活動  

 
【観点 ９-２-１-１】医療及び薬学の進歩発展に寄与するため，時代に即応したカリ

キュラム変更を速やかに行うことができる体制が整備され，機

能していること。 

【観点 ９-２-１-２】時代に即応した医療人教育を押し進めるため，教員の資質向上

を図っていること。 

【観点 ９-２-１-３】教員の資質向上を目指し，各教員が，その担当する分野につい

て，教育上の経歴や経験，理論と実務を架橋する薬学専門教育

を行うために必要な高度の教育上の指導能力を有することを

示す資料（教員の最近５年間における教育上又は研究上の業績

等）が，自己点検及び自己評価結果の公表等を通じて開示され

ていること。 

【観点 ９-２-１-４】専任教員については，その専門の知識経験を生かした学外での

公的活動や社会的貢献活動も自己点検及び自己評価結果の公

表等を通じて開示されていることが望ましい。 

 
［現状］  
1) カリキュラムの変更 

本薬学部では、学部内委員会として各講座の教授、准教授、講師より 1 人が参

加する薬学部教務委員会を開催し、薬学部のカリキュラム等を議論・検討してい

る。さらに、基礎系、医療系の専任教員はそれぞれの専門領域に関する教員連絡

会議に在籍し、教員間での意見交換による情報共有およびカリキュラムや講義の

問題点を議論する場を設けている。これらの委員会・会議によって時代に即応で

きるカリキュラム変更を速やかに行う体制が構築されている。平成 21(2009)年度

より教育課程の充実を図るため「PBL 型医療倫理学演習」が専門教育科目に追加

された。同様に、教育課程の充実と生命科学系科目に対する学生の理解をより効

果的なものとするために、平成 20(2008)年度より「有機化学Ⅱ」を 3 年次の後期

へ移動した（資料 1）。また、平成 21(2009)年度入学生より「生化学 A」及び「生

化学 B」を 2 年次の前後期に、「生化学 C」を 3 年次の前期に開講時期をより低学

年に移動させた。  
2) 教員の資質向上  

教員の資質向上のために、地域連携学術交流会を開催し、学外の薬剤師との交

流 及 び 情 報 交 換 等 を 積 極 的 に 行 っ て い る 。 主 な 活 動 と し て 、 共 用 試 験

OSCE(Objective Structured Clinical Examination)評価者のための学内研修会

の開催を行っている。また、関連性の高い専門教育科目を担当する教員による教

員連絡会議を開催することで、教員間の連携、情報の共有を行っている。さらに、

教育研究業績を公開することで客観的な評価が可能な体制を構築している。  

基準９－２－１ 

理念の達成の基礎となる教育活動が行われており，医療及び薬学の進歩発展に寄

与していること。  
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各専任教員は、日本医療薬学会をはじめ各自の専門性に応じた学会に所属して

おり、学会活動にも積極的に参加して研究業績を発表し、他の研究者との交流な

どを通じて最新の知識、技術の習得に積極的に取り組んでいる（資料 2）。  
3) 研究・教育業績 

「 自 己 点 検 ・ 評 価 委 員 会 」 で は 、 本 学 全 教 員 を 対 象 と し て 『 研 究 者 総覧

（2006-2008 年度）』を作成し、各教員の教育・研究活動並びに業績を開示してい

る。ここに、薬学部開設以降の薬学部教員の教育・研究活動も掲載している。『研

究者総覧（2006-2008 年度）』には、教育活動（授業担当科目）、研究活動（著書、

論文、その他の刊行物、主な学会発表、科研費その他の補助金）、学内活動（大学

の管理・運営に関する活動、その他の活動）、社会貢献活動が記載されている。ま

た、これとは別に薬学部では、毎年『大阪大谷大学薬学部業績集』を作成し、全

教員の論文（要旨を含む）及び学会発表のリストを開示している。  
なお、本薬学部は新設学部であるため、赴任前については大学設置審議会の審

査において教育業績が評価されている。  
4) 公的・社会的活動 

専任教員は、その専門性を生かし学外での公的活動や社会的貢献活動に積極的

に取り組んでいるが、その活動内容については前述の『研究者総覧』に記載され、

一般に開示されている。  
 
［点検・評価］  
・新規科目の開講及び既存科目の開講時期の変更が検討され、実施されており、カ

リキュラム変更に係わる体制が機能している。  
・専任教員は、専門性に応じた学内・学外での活動に積極的に取り組んでいる。  
・授業評価及び授業に対する自己評価により、各専任教員は改善に積極的に取り組

んでいる。  
・各専任教員の活動と業績は『研究者総覧』及び『業績集』として作成、開示され

ている。  
 

［改善計画］  
カリキュラム変更によって実際の教育効果があることを検証し、より効果的なカ

リキュラム作成に取り組むこととする。また、各専任教員は、現在においてもその

専門性に基づいて自己の資質向上に積極的に取り組んでおり、今後も真摯に取り組

んでいくが、学部としての取り組みを今後増やしていく検討を行っていく（資料 4）。 
 

［データ・資料］  
資料 1：『薬学部学習マニュアル』 平成 21(2009)年度版  
資料 2：『大阪大谷大学薬学部業績集 (2008)』平成 20(2008)年度  
資料 3：『大阪大谷大学研究者総覧』 平成 18(2006)-20(2008)年度  
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資料 4：「薬学部将来計画委員会」議事録 平成 22(2010)年 2 月 8 日  
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【観点 ９-２-２-１】教員の研究活動が，最近５年間における研究上の業績等で示さ

れていること。 

【観点 ９-２-２-２】最新の研究活動が担当する教育内容に反映されていることが望

ましい。 

 
［現状］  

平成 18(2006)年に 6 年制本薬学部が開設された当初より、「科学者としての薬剤

師の養成」を教育目標の一つに掲げ、その実現に向けたスタッフ構成と施設・設備

の充実を図ってきた。学部の歴史も浅く、研究推進の原動力となるゼミ生不在の中

で、医学及び薬学領域の発展に貢献する優れた研究成果が得られており、その一部

は学会発表や学術論文などを通じて報告されている。本薬学部開設以降、過去 3 年

間の論文発表や学会発表などの研究活動については、『大阪大谷大学薬学部業績集』

に示されている（資料 1）。また、自己点検・評価委員会が作成した『研究者総覧

（2006-2008 年度）』にもその内容がまとめられている（資料 2）。また、各講座が

作成しているホームページでも研究業績が公表されているほか、独立行政法人科学

技術振興機構の研究開発支援総合ディレクトリ（ReaD）にもデータが登録・更新さ

れている。  
また、本薬学部のカリキュラムには、薬学教育モデル・コアカリキュラムの内容

に準拠した教育科目に加えて独自の教育科目が設定されており、担当教員が研究活

動や学会活動を通じて得た最先端の知識を教育している（資料 3）。5-6 年次では下

記の研究教育が用意されており（資料 4）、その中で教員の専門分野を反映した最先

端の研究内容を盛り込む（資料 5、6）。  
・高度教育（アドバンスト）科目：国家試験対策に偏重しない教育を目指し、深

い学識と応用能力を身につけるために、5-6 回生を対象とした科目。現在「医

療薬物科学特論」、「衛生薬学特論」、「先端有機化学」、「分子栄養学・免疫学特

論」、「薬物投与設計学」、「輸液・栄養治療学」、「薬物治療ゼミナール」の 7
科目が設定されている。  

・卒業研究：各講座に分かれて研究課題に挑戦し、論理的に思考する体験をす

る。６回生は卒業研究を継続し、卒業研究成果を発表する。研究課題の選定

にあたっては、当該講座の最新の研究活動の内容を反映するものとなる。  
 

［点検・評価］  
・【観点 9-2-2-1】に関しては、高度教育の基礎となる研究活動は活発に行われ、

その成果は『大阪大谷大学薬学部業績集』などにより適切にまとめられており、

問題はないものと考えられる。  

基準９－２－２ 

教育の目的を達成するための基礎となる研究活動が行われ，医療及び薬学の進歩

発展に寄与していること。 
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・【観点 9-2-2-2】については、研究活動を通じて得られた最新の知見は、様々な

高度教育（アドバンスト）科目を通じて教育に反映させることが計画されてお

り、学部が掲げる「科学者としての薬剤師の養成」という教育目標と整合性を

もっている。このことはアドバンスト科目のシラバスからも確認することがで

き、評価できる。  

 
［改善計画］  

【観点 9-2-2-1】に関しては、観点に示された要求を現状で満たしており、【観点

9-2-2-2】については、要求を満たすべく適切に計画がなされている。したがって、

現在のところ改善計画はない。  
 
［データ・資料］  

資料 1：『大阪大谷大学薬学部業績集 (2008)』   平成 20(2008)年度  
資料 2：『大阪大谷大学研究者総覧』 平成 18(2006)-20(2008)年度  
資料 3：「薬物投与設計学」、「輸液・栄養治療学」シラバス 平成 22(2010)年

度  
資料 4：『薬学部学習マニュアル』 平成 21(2009)年度版  
資料 5：「薬学部教授会」配布資料 平成 21(2009)年 6 月 3 日 

資料 6：「薬学部教授会」配布資料 平成 22(2010)年 1 月 27 日  
 

- 122 -



 
［現状］  
本薬学部は、平成 18(2006)年 4 月に開設した 6 年制のみの新設学部である。した

がって、開設時に大学設置審議会による審査を経て、大学設置基準を満たした設備

の整備、人員の配置がなされている。  
1)  設備 

1. 講義室 

教育活動には、後で述べる 15 号館（薬学部実験研究棟の実習室）、他学部と

の共用の講義室・演習室が用いられる（表 9-7）。  
2. 実験研究棟 

本薬学部の開設に合わせ、15 号館（薬学部実験研究棟）が新築された。教育

活動には、実習室、模擬薬局、模擬診療室の設備が整えられている。研究活動に

は、実験室、共通機器室、分析室が整えられている。共通に利用可能な機器類と

して、液体クロマトグラフ -タンデム型 (LC/MS/MS)定量分析システム、元素分

析装置、核磁気共鳴 (NMR)装置などが設置され（表  9-2-3-1）。特殊な用途とし

て RI 実験室（基準 10-1-1 参照）、P2 実験室、動物実験室も整備されている（表  
9-8、表  9-9）。講師以上の教員用の個室、ならびに、各講座別には、ゼミ室・専

用の実験室が用意され、教育・研究活動に専念できる。  
3. その他  

図書館、情報教育施設、薬学部薬草園 (薬用植物園 )が整備されている（基準

10-1-1、基準 10-1-4 参照）。  
2) 人員  

基準数を超える実数の専任教員が在籍する（表  9-1）。3 人の事務職員が本薬学

部専従に配置されている。研究の補助として RI 実験室（非常勤）・動物実験室（委

託）では 2 人が管理に当たる。平成 21(2009)年度から、実習の補助員 1 人（専任）、

国家試験対策室員 1 人（非常勤）、また 1 回生に対して高等学校教育科目（化学、

生物、物理、数学）の補講などを通して理解を充実させるために学習相談室に 4
人（嘱託）を新たに配置し、教育の補助体制をより強化した。  

3) 資金  
本薬学部の研究費の概要について、「講座費」は、講座が行う学術研究活動を助

成し、講座制を採用する本薬学部にのみ配分される。配分総額は年間 5,800 万円

である。「共同研究費」は専任教員の研究・教育の進展に寄与するため、学内また

は学外の研究者と共同して行う研究を助成する。本薬学部にのみ採択制により助

成され、助成額は原則として 1 件につき 200 万円以下、助成総額は年間 1,000 万

基準９－２－３ 

教育活動及び研究活動を行うための環境（設備，人員，資金等）が整備されてい

ること。  
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円である。「個人研究費」は教育研究活動を助成するため、1 人当たり 20 万円を

上限として支給される。学会・研究会の年会費、研究旅費などを含んでいる。  
 

［点検・評価］  
・大学設置基準を満たした設備の整備、人員の配置がなされ、問題はない。  
・特に研究活動のため充実した設備が整っている。また、本薬学部に対しては講座

費が充実しており、内部資金は研究の遂行に支障のない額が配分されていること

が、大いに評価できる。  
・設置基準を満たした人員配置に加えて、専門の職員が RI・動物実験の管理にあた

るなど、良好な研究環境であることが評価される。  
・教育活動のため、実習補助、国家試験対策の職員が増え、また高等学校教育科目

の補講などのための人員も増員され、より良好な人的配置が実現されていること

が評価される。  
・成績評価のための試験を、より厳正に行うためには、大きな講義室を活用する必

要があると考えられる。試験期間において、特に大きな教室の利用が集中するこ

とにより、試験日時の調整に困難を来す懸念がある。  
 

[改善計画] 

・講義室の不足については、大学設置基準を大幅に超える要請であり、改善計画は

ない。  
 

[データ・資料] 

資料 1：『自己評価報告書・データ編  平成 21(2009)年度』表 9-2「講義室などの

概要」  
資料 2：『自己評価報告書・データ編  平成 21(2009)年度』  表 9-3「実習室の面

積・規模」  
資料 3：大阪大谷大学薬学部ホームページ「施設紹介」  
    http://www3.osaka-ohtani.ac.jp/ph/ 
資料 4：大阪大谷大学個人研究費助成要項、大阪大谷大学共同研究費助成規程、

大阪大谷大学薬学部講座費取扱規則  
資料 5：『自己評価報告書・データ編  平成 21(2009)年度』表 5-6「研究費」  
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表  9-8 実験研究棟に設置された機器  
設置場所  機器名など  

実験研究棟  

液体窒素試料保存システム  
フローサイトメトリー  
LC/MS/MS 定量分析システム  
レーザ回折式粒度分布測定装置  
ゲル浸透クロマトグラフィー  (GPC)システム  
元素分析装置  
質量分析計  
核磁気共鳴 (NMR)装置  

 

表  9-7 本薬学部の講義室、演習室、学生自習室などの概要  
 室

数  面積の  
合計  
(㎡ ) 

専用・共用

の別  

収容  
人員  

(総数 )

学生

総数

(人 ) 

在籍学生

1 人  
当たりの

面積 (㎡ ) 

備考  
(研究科・短大  
等との共用等  

の状況 ) 

講義室  
31 3,381.24 全学部共用 3,333 3,100 1.09  

5 733.32 全学部共用 779 3,439 0.21 短期大学と共用  

演習室  

18 396.40 専用  252 595 0.67  

3 120.00 人・薬共用 90 1,212 0.10  

1 50.16 全学部共用 50 3,439 0.01 短期大学と共用  

学生  
自習室  

1 75.15 専用  42 595 0.13  

1 64.03 全学部共用 40 3,439 0.02 短期大学と共用  

その他  1 305.16 全学部共用 217 3,439 0.09 短期大学と共用  
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表  9-9 本薬学部の学生用実験・実習室の面積・規模  

No 用途別室名     
室

数

総面積  
（㎡）  

収容人員

（総数）

収容人員 1 人当

たりの面積 (m2) 
1 服薬指導ロールプレ

イ室  
15 － 111 1 78.06 30 2.60 

2 TDM 室  15 － 112 1 44.53 8 5.57 

3 模擬薬局（病院）  15 － 109 1 192.48 45 4.28 

4 製剤試験室  15 － 110 1 15.00 3 5.00 

5 一般製剤室  15 － 110 1 30.30 12 2.53 

6 無菌調剤室  15 － 110 1 48.24 15 3.22 

7 抗がん剤製剤室  15 － 110 1 32.47 15 2.16 

8 P2 実験室  15 － 114 1 49.24 8 6.16 

9 RI 実験室  15 － 113 1 129.70 10 12.97 

10 DI 室  15 － 102 1 60.86 15 4.06 

11 模擬診察室・模擬病室  15 － 103 1 75.04 15 5.00 

12 実習室 Ⅰ  15 － 206 1 245.79 78 3.15 

13 実習室 Ⅱ  15 － 207 1 229.77 78 2.95 

14 動物実験室 1 15 － 208 1 25.10 8 3.14 

15 動物実験室 2 15 － 209 1 40.54 20 2.03 

16 実験室・前室     1 26.24 4 6.56 

17 実習室 Ⅲ  15 － 307 1 209.64 78 2.69 

18 実習室 Ⅳ  15 － 308 1 229.77 78 2.95 

19 実習室 Ⅴ  15 － 406 1 245.79 20 12.29 

20 実習室 Ⅵ  15 － 407 1 229.77 20 11.49 

21 天秤室  15 － 306 1 36.15 10 3.62 

22 暗室     1 13.96 5 2.79 

23 低温室  15 － 310 1 25.57 5 5.11 

24 実験分析室  15 － 311 1 35.26 5 7.05 

25 分析室 1 15 － 313 1 31.75 5 6.35 

26 分析室 2 15 － 314 1 39.31 10 3.93 

27 NMR 室  15 － 312 1 44.93 10 4.49 

28 細胞培養室 1 15 － 408 1 35.79 6 5.97 

29 細胞培養室 2 15 － 508 1 22.23 4 5.56 

30 実験室 1～ 16 15 －

104
～

502
16 1,539.36 160 9.62 

 計     45 4,062.64 780 5.21 

 

 

室名コード  
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【観点 ９-２-４-１】実務家教員については，その専門の知識経験を生かした医療機

関・薬局における研修などを通して常に新しい医療へ対応する

ために自己研鑽をしていること。 

［現状］  
1) 専任教員全般について  

専任教員（実務家教員を含む）は、教育並びに研究の進歩に呼応すべく自己研

鑽に努めている。教育能力については、教務部長を部会長とする全学組織である

ファカルティ・デベロップメント、FD(Faculty  Development）部会が設置され、

自己点検・評価委員会と連携して教員の教育能力向上のための企画・立案、実施、

分析、教員へのフィードバックを行っている（資料 1）。その活動として、①FD
講演会の実施、②学生による授業評価アンケートの実施、③学生アンケートの結

果を踏まえて改善目標などを記した評価考察シートの提出、④授業の自己評価の

ためのビデオ撮影と DVD への記録・保存。学部長による評価報告の実施などが

実施され、教員の自己研鑚のための機会が組織的に設けられている。  
研究能力については、毎年多数の教員が国内外の学会やシンポジウムなどに参

加し、先端研究の情報収集に努めている（資料 2）。また、図書館が契約している

電子ジャーナルや、所蔵する専門図書を通じて研究能力の維持・向上に努めてい

る。また、毎年 4 月に学長に対し教員が「個人研究計画調書」、「研究活動状況報

告書」を提出し、当該年度の個人研究費が執行される仕組みをとっており、教育

研究活動の活性化を組織的に図っている。  
2) 実務家教員について  

実務家教員の一部は、薬学部に着任後も定期的に病院や薬局などの医療機関に

おいて研修を受け、医療現場の最新の状況を把握するとともに、先端技術の習得

に努めている（資料 3）。また、自己研鑚のために研修会やセミナーなどへも参加

し、薬剤師会、病院薬剤師会、薬剤師研修センターなどが発行する研修認定書を

取得している（資料 4、5）。また、薬剤師の資質向上を目指し、地域の薬剤師を

招いて実施される地域連携学術交流会は、医療に関するさまざまなテーマで有識

者による講演会が実施され、本薬学部実務家教員の自己研鑽の場にもなっている

（資料 6）。本交流会は年間 3 回程度実施され、過去 11 回が実施された。また、

医療機関との共同研究を推進することで、新しい医療技術・医療体制の研修のみ

ならず、その開発にも努めている（資料 7）。  
 

［点検・評価］  
・専任教員がその教育能力を維持・向上させるための FD の取り組みが、大学全

体で計画的に実施されている。  

基準９－２－４ 

専任教員は，時代に適応した教育及び研究能力の維持・向上に努めていること。
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・研究能力については、教員各人が自主的な学会参加や文献調査などを通じてそ

の維持・向上に努めており、財政的な支援もある。  

・【観点 9-2-4-1】に関しては、実務家教員は、医療機関での研修や研修会やセミ

ナーへの参加などを通じた自主的な自己研鑚のほか、地域連携学術交流会が定

期的に実施され、先端医療に関する情報収集のための組織的な取り組みが行わ

れている。  

・教員の研究能力の維持・向上のため、研究発表会などの学部としての取り組み

がなされることが望ましい。  
 

［改善計画］  
専任教員（実務家教員を含む）の教育・研究能力の維持・向上のために、今後、

学部として研究発表会を実施することが、薬学部将来計画委員会において検討さ

れる（資料 8）。  
 
［データ・資料］  

資料 1：『自己点検評価報告書平成 21(2009)年度』 基準 5-3  
資料 2：『大阪大谷大学薬学部業績集 (2006-2008)』 平成 20(2008)年度  
資料 3：「学外実務実習」先リスト（基準 4-1-3 参照）  
資料 4：研修会・セミナーのリスト  
資料 5：薬剤師会・病院薬剤師会・薬剤師研修センターなどの研修認定書のリ

スト  
資料 6：「地域連携学術交流会」開催記録  
資料 7：医療機関との「共同研究実施記録」  
資料 8：「薬学部将来計画委員会」議事録 平成 22(2010)年 2 月 8 日  
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（９－３）職員組織  

 
【観点 ９-３-１-１】学部・学科の設置形態及び規模に応じて，職員配置を含む管理

運営体制が適切であること。 

【観点 ９-３-１-２】実務実習の実施を支援する事務体制・組織が整備され，職員が

適切に配置されていることが望ましい。 

 
［現状］ 

1) 設置形態及び規模に応じた、職員配置・管理運営体制  
教育研究支援に関する全学的な事務体制としては、教務課、図書館、情報通

信係及び総務課が設置されており、関連する組織として学生課及び就職課が設

置され、それぞれ所要の専任職員、特任職員、非常勤職員及び派遣職員を配置

している。  
教育研究支援事務組織では、所管の学内委員会との連携を図りつつそれぞれ

の事務組織としての役割分担を踏まえ、企画・調整等の業務にあたっている（表

9-10）。全学的な組織としての常設委員会の運営は、担当課長や係長が担当し

ており、業務に関する企画や提案を行う他、必要となる調整を行うなど、教員

組織と職員組織とが連携して運営されている（表 9-10）。  
全学的な運営調整については、事務局長が運営委員会に出席し、制度や管理

運営面からの調整を図るとともに、学園本部からの管理運営に係る情報提供を

行うなどにより、連携が図られている。また、薬学部教授会には教務課職員の

他に総務課職員も出席し、薬学部の運営の状況を把握して情報を共有すること

により、円滑な支援のために努めている。  
学内の管理運営に関する業務については、事務局長の管轄の下に総務課を置

き、庶務・研究助成支援・一般広報・自己点検評価・経理及び施設管理等の業

務を所管している。学園本部事務局との連携を密にしながら業務の推進が図ら

れている。  
事務組織内における総合調整については、毎月１回、課長会議と係長等会議

とをそれぞれ定例開催し、学内の重要事項に関する連絡調整や事務組織間の各

種の取り組みや行事等に関する連絡・報告を行うなど、情報共有が図られてい

る。  
2)  実務実習実施の支援のための事務体制・組織  

薬学部の教務事務支援体制については、教務課とは別に 15 号館（薬学部実

験研究棟）1 階に薬学部事務室が設置されている。そこでは、専任職員 2 人と

特任職員及び派遣職員各 1 人、合計 4 人体制で実践医療薬学等の担当教員と

基準９－３－１ 

教育活動及び研究活動の実施を支援するための事務体制を有していること。  
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連携して実務実習の事務支援にあたっている。  
今後、学年進行に伴って生じる業務の量的・質的な変化に対応するとともに、

薬学共用試験や薬学実務実習に関する業務、さらには薬剤師国家試験への支援

業務なども加わることになる。教育研究支援の業務の多様化や専門化への対応

については、こうした状況を見極めながら、必要に応じて教育研究を支援する

非正規職員の増員等の検討が必要である。  
学生の満足度を高めるためには、事務組織による学生に対する支援サービス

や対応態度なども重要である。そのため、それらのあり方を把握し、よりよい

方向への改善を図る目的で、「事務局への学生満足度調査」が平成 20 年 (2008)
年度後期に全学を対象として実施された。  

 
［点検・評価］  

 ・全学的な教育研究支援のための事務体制が構築されるとともに、薬学部固有

の委員会も十分整備されており、運営組織は整備されている。本薬学部の運

営に係る教学組織と事務組織との役割分担が明確化され、他方、両者間の連

携も適切に機能している。  
 ・全学体制の中で、教育研究活動を円滑かつ適切に遂行するために、事務組織

は十分に機能している。事務組織による教育研究支援においては、教員の理

解と協力の下に適切な連携関係が構築されていることは評価できる。  
 ・本薬学部の教務事務支援体制については、教務課とは別に薬学部事務室を設

けて専任職員、特任職員及び派遣職員を配置し、実践医療薬学講座等の担当

教員と連携して実務実習の支援にあたる体制が構築されている。  
 ・事務組織の学生に対する支援サービスや対応態度等に関する学生の意見を把

握し、改善につなげていくため、「事務局への学生満足度調査」を実施してい

ることは評価できる。  
 
［改善計画］  

   今後、学年進行に伴って業務の量的な変化生じると見込まれる他、薬学共

用試験や薬学実務実習、薬剤師国家試験への更なる支援業務なども加わるこ

とから、こうした変化の推移を見極め、必要があれば所要の対応を図る。  
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表 9-10 学内組織運営に関わる事務組織  

区  分 部局等組織名 事務局（大学） 

管理部門 法人本部（総務部、経理部、企

画室） 

主に、総務課 

教育研究支援事

務組織 

大学院 教務課 

教務部 教務課 

学生部 学生課 

就職指導室 就職課 

附属施設 図書館 図書係 

薬草園  

情報教育センター委員会 情報通信係 

情報通信系整備委員会 事務局長、情報通信係 

教職教育センター運営会議  

博物館運営委員会  

常設委員会 運営委員会 事務局長、教務課 

人事推薦委員会  

入試実行委員会 入試広報課 

成績優秀特別奨学委員会 事務局長、学生課、総務課、入試

広報課、教務課 

特別研究費助成審査委員会  

個人情報保護委員会 事務局長、学生課、総務課、入試

広報課、教務課 

キャンパスハラスメント防止委

員会 

事務局長、事務局代表者  

自己点検・評価委員会 事務局長、総務課（志学台広報係）

広報委員会 事務局長、総務課（志学台広報係）

教務委員会 教務課 

学生委員会 学生課 

入試広報委員会 入試広報課 

就職委員会 就職課 

図書館委員会 図書係 

宗教委員会 学生課、総務課 

人権教育委員会 事務局代表者 

学生相談室委員会  

フレッシュマンキャンプ委員会  

志学会 事務局長、総務課（経理係） 

体育施設使用・管理運営委員会 学生課、総務課（施設係） 
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国際交流委員会 国際交流室 

動物実験委員会  

衛生委員会 事務局長、総務課 

遺伝子組換え実験安全委員会  

薬学部内委員会 薬学部運営委員会  

薬学部教務委員会  

薬学部自己点検・評価委員会  

薬学部入試委員会  

薬学部学生委員会  

薬学部広報委員会  

将来計画委員会  

予算委員会  

共同利用機器管理運営委員会  

『志学台「薬の思学」編集委員

会』 

 

地域連携学術交流会実行委員会  

早期体験学習実行委員会  

共用試験委員会  

大阪大谷大学ＳＰ会  

臨床薬学教育研修センター  

臨床薬学教育研修センター運営

委員会 

 

動物実験室運営委員会  

放射線同位元素関係  

薬学部図書委員会  

感染症予防委員会  

環境保全委員会  

生命倫理委員会  

毒物劇物管理委員会  

防災委員会  

フレッシュマンキャンプ実行委

員会 

 

教育支援システム WG  

サテライト研究室運営委員会  
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（９－４）教育の評価／教職員の研修  
  

基準９－４－１ 

教育の状況に関する点検・評価及びその結果に基づいた改善・向上を図るための

体制が整備され，機能していること。  

 
【観点 ９-４-１-１】教育内容及び方法，教育の成果等の状況について，代表性があ

るデータや根拠資料を基にした自己点検・自己評価（現状や問

題点の把握）が行われ，その結果に基づいた改善に努めている

こと。 

【観点 ９-４-１-２】授業評価や満足度評価，学習環境評価などの学生の意見聴取が

行われ，学生による評価結果が教育の状況に関する自己点検・

自己評価に反映されるなど，学生が自己点検に適切に関与して

いること。 

【観点 ９-４-１-３】教員が，評価結果に基づいて，授業内容，教材及び教授技術な

どの継続的改善に努めていること。 

 
［現状］  

教育の状況に関する点検・評価は、教員・学生双方向からの授業評価アンケート

により行っている。これは、自己点検・評価委員会の FD 部会が主導している（資

料 1）。この授業評価に基づいた自己評価は、大学機関別認証評価のための「自己評

価報告書・本編」に記され、平成 21(2009)年度に日本高等教育評価機構へと提出さ

れた (資料 2)。  
 
1) 学生による授業評価  

平成 19(2007)年度後期より行っている。平成 20(2008)年度からその実施対象及

び実施回数を広げ、原則として専任教員及び非常勤教員の担当する全授業につい

て、前期と後期の 2 回実施した。他の学部の 13 項目に加え、薬学教育評価によ

り即した国家試験等に関する独自項目も加えた 17 項目について問い、自由記述

欄も設けた。評価結果に対し、教員はその結果の検討、改善計画を「評価考察シ

ート」に記入し、授業改善の方策を考察する。この授業評価は受講生全員を対象

として代表性のあるデータを収集している。このデータを根拠に、現状・問題点

の把握を行う。このデータをもとに、各教員が自己点検・評価を行い、授業「改

善の方策」を検討して「評価考察シート」にまとめる。この授業評価には自由記

述欄を設け、より多様な評価を収集して、より適切な意見聴取に努めている。満

足度評価・学習環境評価に関する項目を設け、意見聴取を行っている（資料 3）。 
2) 教員による授業評価  

平成 18(2006)年度後期、平成 19(2007)年度前期及び平成 21(2009)年度後期に、

専任教員を対象として実施した。平成 21(2009)年度の評価をもって、専任教員全

員が評価を受けた。各教員の担当科目の授業を DVD に記録し、その DVD を各教
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員が自ら分析し評価する。評価は段階的評価と自由記述で行う。段階的評価では

設問について、DVD 確認前と確認後の自己評価を 5 段階で評価する。自由記述は、

課題・改善工夫等について記述する。  
3) 薬学部独自の授業評価  

なお、薬学部の自己点検・評価委員会では 1)「学生による授業評価」に準じた

評価を行った。これは平成 19 年 (2007)度後期に行われ、試験的に記名によるア

ンケート調査を行った（資料 4）。  
4) 改善・向上の取り組み  

「授業評価」の結果は全学の FD 部会において検討され、平成 20(2008)年度に

専任教員対象に学生の学習状況、授業に対する要望、大学全体の課題について講

演会を開催し、授業改善に係る教員間の共通認識を確認した。  
 

［点検・評価］  
以下に述べるように教育の状況に関して点検・評価及びその結果に基づいた改

善・向上を図るための体制が整備され、機能しており評価できる。  
・学生全員を対象とした、代表性のあるデータ・根拠資料に基づき現状・問題点の

把握が行われ、各教員が自己点検・評価・授業改善の検討を行っており、評価で

きる。  
・満足度評価・学習環境評価などによる、学生の適切な自己点検・評価への関与が

評価できる。加えて改善策を教員が自己点検・自己評価に反映させており、評価

できる（資料 2）。  
・自由記述欄による多様な評価の収集によって、より適切な意見聴取となっており、

評価できる。  
・「学生による授業評価」、「教員による授業評価」いずれも継続的に行われ、従って

「改善」の考察も継続的に行われており、評価できる。  
・「教員による授業評価」では、特に DVD 撮影により自分の講義を学生の視点から

観察でき、特に授業技術の評価・改善に有効であるという点で評価できる。  
・薬学教育における「態度」の評価が含まれる薬学部の実習科目でも、1)及び 2)で

述べた授業評価が行われることが望まれる。  
 

［改善計画］  
・「改善の方策」が「独善」に陥らないようにするため、教員間で評価結果や改善計

画を公開することが望ましい。なおこれには、評価を受けた教員の了解を得られ

たものから段階的に公開することを盛り込み、先ず学部内で試行的に行うことを

薬学部自己点検・評価委員会で検討する。  
・学生の自己評価への関与の「適切性」をより高め、責任を持った回答を得るため

記名回答とすること検討する。ただし、学生を特定する情報は集計の段階で除く

ような配慮が必要である。これについては慎重な対応が必要であるから、先ず学
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部内で試行的に行うことを「薬学部自己点検・評価委員会」で検討する。  
・実習科目を授業評価に含めることを「薬学部自己点検・評価委員会」で検討する。  

 
［データ・資料］  

資料 1：『大阪大谷大学 FD 報告書  平成 18-19 年度』  
資料 2：『自己評価報告書  平成 21(2009)年度』 基準 3-3、4-2、5-3、5-4、7-3 
資料 3：『大阪大谷大学 FD 報告書  平成 18・19 年度』 p19-34 
資料 4：「薬学部授業評価アンケート」 平成 18(2006)年度後期-平成 19(2007)年度 

前期 
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［現状］  
「自己点検・評価委員会 FD 部会」（以下、FD 部会という。）の取り組みとして以

下が行われている。  
(1) 教員・学生双方向からの授業評価  
(2) 講演会・研修会の開催（資料 1）  

全学的な FD の取組みについては、学長を委員長とする「自己点検・評価委員会」

における「自己点検・評価に関する規程」第 12 条の規定に基づき、FD 部会を設置

している。FD 部会は、教務部長を部会長とし、教務部長補佐、各学部長、各学科

教務委員 (各 1 名 )、事務局長を委員として、  
 (1) 授業改善のための基本方針の策定  
 (2) 研修会及び講習会の開催  
 (3) 教員の教授活動の相互研鑽  
 (4) 学生による授業評価の実施  
 (5) 学生の勉学能力の育成  
 (6) 学部間共通カリキュラムの開発支援  
これらに関する事項の推進を図ることを任務としている。以上の事項の推進のた

め、部会長は適宜部会を招集し、議題の審議、検討、報告を行う。FD 部会長より

承認事項を自己点検・評価委員会に報告した後、教授会で周知する。評価・点検体

制については、教員・学生双方向の授業評価を実施している（資料 1、基準 9-4-1
参照）。  

FD に係る講習会については、FD 部会の主催により適宜開催されている（資料 1）。
学生からの評価を受け、どのように授業改善を行うかという教員の意識改革の課題

については、平成 20(2008)年度に FD 部会長 (教務部長 )による「大学における授業

改善」に関する講演会を実施した。FD 等の活動は「報告書」としてまとめ、専任

教員全員及び学園内の各部署に配布される他、文部科学省高等教育局、日本高等教

育評価機構等関係機関に送付している。  
これらの FD 活動に加え本薬学部独自の試みとしては、平成 20(2008)年 7 月には

外部講師を招いて「薬学教育（6 年制）に関する講演会」を開催した。また、薬学

部教員は、日本薬剤師研修センター主催「薬剤師のためのワークショップ」に全員

参加することが義務付けられている。本薬学部においては、ワークショップへの参

加を公務出張扱いとして、参加者を補助する体制をとっている。  
 

［点検・評価］  
・学生による授業評価、教員による授業評価等に基づいた FD の取組みは適切に実

基準９－４－２ 

教職員に対する研修（ファカルティ・ディベロップメント等）及びその資質の向

上を図るための取組が適切に行われていること。  
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施されていることは、評価される。  
・学生による授業評価結果を基にして、教員の意識改革を高める講演会など FD の

取り組みについての検証が行われていることは、評価される。  
・授業評価アンケートに関しては、受講学生側の負担感が大きいという意見と、そ

の負担感に伴う不満の意見が出ている。学生の負担感を軽減し、学生自らが積極

的に評価に参加できるような方策をさらに検討することが望ましい。  
・教員による授業評価についても、「DVD に収録した授業を自己評価する」方式、

「自己評価シート」の内容について、教員がより取り組みやすいように、さらに

検討することが望ましい。  
・今後の FD の取り組みについては、設置科目の選択幅や各クラスの規模との関係

もあり、慎重な検討がなされるべきである。学生の授業評価は高いとはいえ、改

善策を講じる必要がある。  
・以上のことから、教員の教育研究活動を活性化するための評価体制の、基本は整

い、基準 9-4-2 についての取組みは適切に行われていると考えられる。  
・全学の委員会主導で行われてはいるが、薬学部独自の組織が無く、薬学部に特化

した FD の取り組みについては不十分である。薬学部に特化した FD の取り組み

について検討する体制については、その設立の必要性を含めて検討してゆく必要

がある。ただし、本学部は新設学部であるため、完成年度に至るまでは学部の成

立に重点を置かざるを得ないのが現状である。  
 

［改善計画］  
・授業評価アンケートについては、学生の負担感を軽減し、学生の積極的な評価参

加の促進。  
・教員による授業評価について、教員がより取組みやすい方策。  
・設置科目の選択幅や各クラスの規模との関係も考慮した今後の FD の取組みや改

善策を講じる必要がある。  
以上の項目については、今後 FD 部会で継続的に検討を進めていく（資料 1、2）。  
 
［データ・資料］  

資料 1『大阪大谷大学 FD 報告書  平成 18-19 年度』  
資料 2 『自己評価報告書  平成 21(2009)年度』 基準 3-3、4-2、5-3、5-4、7-3 
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『施設・設備』 

 

１０ 施設・設備 
 
（１０－１）学内の学習環境 

 
【観点 １０-１-１-１】効果的教育を行う観点から，教室の規模と数が適正であるこ

と。 

【観点 １０-１-１-２】参加型学習のための少人数教育ができる教室が十分確保され

ていること。 

【観点 １０-１-１-３】演習・実習を行うための施設（実験実習室，情報処理演習室，

動物実験施設，RI 教育研究施設，薬用植物園など）の規模と

設備が適切であること。 

 
［現状］ 

＜教室＞ 

大学全学部共用の講義室が 55 室あり、収容人員の総数は 5,268 人である。講義

室は主に 1 号館（本館）、6 号館（大教室館）、11 号館（博物館）、17 号館（秋桜館）

19 号館、20 号館の校舎に配置されている。このうち大教室（収容人員 140 人以上）

が 11 教室あり、また、少人数教育が可能な（収容人員 70 人未満）の教室も 33 教

室ある。これら教室は基本的に各学部共用であるが、主に薬学部が正規の講義や実

習講義で使用する教室は、17 号館の大教室である 17-101 室（160 人）、17-301 室

（154 人）、17-402 室（160 人）の 3 教室である。その他、大講義室である 1 号館

（1-101 室、1-108 室、1-201 室）、6 号館（6-201 室）、11 号館（11-201 室、11-301
室）、19 号館（19-101 室）も一部の講義で使用している。現状では正規の講義をこ

れらの教室に割り当てて実施することには支障はないが、不定期な補講などを実施

する場合には、教室を確保するために調整が必要になることが発生している。なお、

一部の大教室（1 号館 101 室、108 室、201 室、17 号館 101 室、301 室、402 室）

では、授業用資料（スライドなど）が後方の席でも見ることができるように、教室

の中間付近にモニターとスピーカーを配置している（表 10-1、表 10-2）。 

＜実験実習室＞ 

15 号館（薬学部実験研究棟）に 6 つの実習室を配置している。それぞれの収容人員

は 78 人であり、一つの実習室で１学年の学生の約半数が一度に実習できる。また、

各実習室には実習内容に応じた機器が配置されており、実習の準備を行うことがで

きる準備室も付属している。さらに、実習内容の説明や実習結果の発表が可能とな

るようにスライドプロジェクター、スクリーン、音響機器などの AV 装置も配備さ

れている（表 10-3）。 

基準１０－１－１ 

薬学教育モデル・コアカリキュラム及び薬学準備教育ガイドラインを円滑かつ効

果的に行うための施設・設備が整備されていること。  
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＜情報処理演習室＞ 

4 号館（志学館）に「情報教育センター」を設置し、情報教育等のための学内ネッ

トワークの運営や維持管理を担当している。4 号館には情報処理演習に使用できる

教室として 5 教室がある。また、19 号館と 21 号館にも情報処理演習室が 3 教室あ

る。4 号館の教室は、4-405 情報処理演習室Ⅰ（収容人員 24 人）、4-403 情報処理演

習室Ⅱ（10 人）、4-505 情報処理演習室Ⅲ（24 人）、4-402 MM 室（48 人）、4-406 CC
室（56 人）である。19 号館には情報処理演習室Ｃ（50 人）、21 号館には情報処理

演習室Ａ（50 人）、情報処理演習室Ｂ（50 人）がある。各教室には収容人員と同数

のパソコンが設置され、プリンター（教室ごとに 1 台から 6 台）、スキャナー（教

室ごとに 1 台又は 2 台）も設置されている（表 10-4）。 

＜動物実験施設＞ 

15 号館に動物実験室を 2 室配置している。収容人員は動物実験室１（15-208 室）

が 8 名、動物実験室 2（15-209 室）が 20 人である。動物は、ラット約 600 匹、マ

ウス約 4,000 匹、ウサギ約 10 匹が収容可能である（表 10-3）。 

＜ＲＩ教育研究施設＞ 

15 号館にＲＩ実験室（15-113 室）を設置している。収容人員は 10 人であり、液

体シンチレーションカウンターやガンマカウンター等のＲＩ専用機器が配備されて

おり、β線やγ線を放射する種々の核種を用いた実験が可能である（表 10-3）。 

＜薬草園＞ 

1 号館（本館）前庭の敷地に 1,500 ㎡の広さの万葉植物園・薬草園を設置してい

る。平成 20（2008）年度末の時点で、ボタン、シャクヤク、オウレンのような漢

方薬の原料植物、ゲンノショウコ、カゴソウ、アカメガシワのような日本民間薬の

原料植物を含めて、約 90 種、2,000 株の薬用植物が植栽されている。 

＜その他施設＞ 

15 号館に P2 実験室、低温室、分析室、NMR 室、細胞培養室、各講座の実験室

などを設置している（表 10-3）。 

 

［点検・評価］ 

・正規の講義を実施するために必要な教室数は確保できている。  
・少人数教育のための教室数には問題はなく、実習や演習などを行うための各種設

備は十分に確保されている。  
・不定期な補講などを実施するにあたっては、教室をさらに有効に利用する努力が

必要である。  
 

［改善計画］  
 正規のカリキュラムを実施するための教室や実習・演習等の設備については問題

がなく、今後、設備が老朽化すればそれに伴う更新などを行い維持管理に努めてい

く。また、小教室については、大学共用の教室をより有効に利用できるよう努力し
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ていく。  
  
 
 
表 10-1  教室の一覧（大・中教室）  

分類  館名称 教室名  定員  備考  

大
教
室 

定
員
１
４
０
名
以
上 

17 号館 17-101 160 補助モニター・スピーカー  
主に薬学部が使用  

17-301 154 補助モニター・スピーカー
主に薬学部が使用  

17-402 160 補助モニター・スピーカー
主に薬学部が使用  

1 号館  1-101 200 補助モニター・スピーカー  

1-108 272 補助モニター・スピーカー  

1-109 144   

1-201 233 補助モニター・スピーカー  

6 号館  6-201 609   

11 号館 11-201 205 補助モニター・スピーカー  

11-301 170   

19 号館 19-101 201   

中
教
室 

定
員
７
０
名
～
１
３
９
名 

1 号館  1-102  96   

6 号館  6-101  124   

6-201  126   

11 号館 11-202  82   

11-302 74   

19 号館 19-103 136   

19-201 108   

19-202 99   

19-403 104   

20 号館 20-213 88   

20-310 100   
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表 10-2  教室の一覧（小教室）  

分類  館名称 教室名  定員  備考  

小
教
室 

定
員
７
０
名
未
満 

17 号館
 17-302  17-303 24 主に薬学部が使用

 17-102  17-103 
 17-201  17-403 30 主に薬学部が使用

1 号館  1-202 1-211 各 59   

1-111  1-112   1-113  

1-114    1-115  1-116 
 1-208  1-209   1-302    

1-303    1-304   1-305 
1-306    1-307 

各 60  

 1-118  2-210 各 61 
1-212 65 

19 号館  19-203 16   

 19-302  19-303  19-304 各 48   

 19-305  19-402 各 40   

20 号館 20-212 54   

20-305 16   
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表 10-3 15 号館（薬学部実験研究棟）設備  

用途別室名  教室名  定員  面積  
(㎡）  備考  

実習室  

15-206 実習室 1 78 246  薬剤・薬物動態系  

15-207 実習室 2 78 230  薬理系  

15-307 実習室 3 78 210  物理系  

15-308 実習室 4 78 230  有機化学系  

15-406 実習室 5 78 246  生物系  

15-407 実習室 6 78 230  衛生系  

動物実験室  
15-208 8 25 

 ラット約 60０匹、  
 マウス約 4,000 匹、

 ウサギ約 10 匹  
15-209 20 41 

RI 実験室  15-113 10 130 
液体シンチレーショ

ンカウンター、γカウ

ンターなど  

P2 実験室  15-114 8 49 安全キャビネット、オ

ートクレーブなど  
天秤室  15-306 10 36 電子天秤など  

暗室    5 14   

低温室  15-301 5 26   

実験分析室  15-311 5 35 各種分析装置  

分析室 1 15-313 10 32 各種顕微鏡など  

分析室 2 15-314 10 39 GC-MS、LC-MS/MS
元素分析装置など  

ＮＭＲ室  15-312 10 45 NMR 装置  

細胞培養室  
15-4408 6 36 CO２インキュベータ

など  

15-508 4 22 CO２インキュベータ

など  
実験室  

（1～16）  15-104～502 160 1,539 16 室  
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表 10-4 情報処理演習室  

館名称  教室名  定員  
面積  
(㎡）

備考  

4 号館  

4-402 MM 教室  48 104 
パソコン、プリンタ

ー、スキャナー  

4-403 情報処理演習室Ⅱ  10 67 
パソコン、プリンタ

ー、スキャナー  

4-405 情報処理演習室Ⅰ  24 56 
パソコン、プリンタ

ー、スキャナー  

4-406 CC 教室  56 139 
パソコン、プリンタ

ー、スキャナー  

4-505 情報処理演習室Ⅲ  24 58 
パソコン、プリンタ

ー、スキャナー  

19 号館  19-301 情報処理演習室 C 50 117 
パソコン、プリンタ

ー、スキャナー  

21 号館  
21-201 情報処理演習室 A 50 206 

パソコン、プリンタ

ー、スキャナー  

21-205 情報処理演習室 B 50 173 
パソコン、プリンタ

ー、スキャナー  
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［現状］  
本薬学部では、実務実習事前学習を円滑かつ効果的に遂行するために、15 号館（薬

学部実験研究棟）１階に臨床薬学教育研修センターを設けている。本センター内に

は、模擬薬局、待合室、麻薬管理室、一般製剤室、服薬指導ロールプレイ室、TDM
室、抗がん剤製剤室、クリーンルーム（無菌製剤）、模擬診察室、DI 室などの施設

があり、実務実習事前学習における技能に関する学習内容（例えば、処方せんと調

剤、疑義照会、医薬品の管理と供給、リスクマネージメント、服薬指導など）を円

滑に行えるよう、必要な備品などを整備管理している。表 10-5 にその施設面積と代

表的な設備品を示す。これらの施設・設備（ならびに小教室や講義室）を利用する

ことで、関係する実務実習事前学習の全ての薬学教育モデル・コアカリキュラム内

容を効果的に学習することが可能である（表 10-6）。  
 
 本薬学部の事前学習の実習については、およそ 150 人の学生を大きく 2 組に分割

し、さらに細分化したグループ（1 グループ 15 人程度）ごとに各実習を進めている。

そのため、表 10-5 の各施設をそれぞれ 15 人程度の学生が実習毎に使用することに

なり、各施設内に十分収容が可能である。また、演習や講義については、その学習

内容に適した人数（75 人、50 人、10 人グループ）に分け、小教室や講義室にて行

っている。  
 
［点検・評価］  
・薬学教育モデル・コアカリキュラムに対応した施設・設備が備え付けられている。  
・1 実習項目あたり 15 人程度での実習となるので、面積・設備数ともに達成されて

いる。  
・施設・設備を恒常的に維持・管理できるよう、予算を設けている。  
  
［改善計画］。  

実務実習事前学習終了時点では、評価した結果大きな不備や問題点が見当たらな

いので、次年度の実務実習事前学習の改善計画はない。  
 
 
 
 
 
 

基準１０－１－２ 

実務実習事前学習を円滑かつ効果的に行うための施設・設備が適切に整備されて

いること。  
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表 10-5 施設・設備品一覧  
施設名 面積（ｍ２） 代表的な設備品（台数） 

模擬薬局  123 

薬袋発行機（1）、錠剤台（4）、通信画像監

査システム（1）、全自動錠剤分包機（1）、

錠剤粉砕機（1）、錠剤半切器（2）  、集塵機

付散薬調剤台（2）、通信散薬監視システム（1）、
全自動散薬分割分包機（1）、小型分包機（1）、

水剤台（2）、通信水剤監査システム（1）、

水薬ラベルプリンター（1）、軟膏外用台（2）、

注射調剤台（2）、注射処方入力用端末（1）、

処方監査支援システム用端末（注射薬監査）

（1）、電子天秤（18）、処方解析用端末（1）、

薬剤情報用サーバ（1）、多目的調剤台（8）
←21 年度追加購入  

待合室  36 

受付・払出しカウンター（一式）、投薬表示装

置 (1)、インフォメーション表示装置 (1)、調剤

支援・レセプトシステム用端末 (2)、保健薬局

用服薬指導システム用端末 (2)、薬剤情報用サ

ーバ (1)、処方監査支援システム用端末 (1) OTC
棚（陳列用１）、ドラッグ棚 (1)、会計用レジス

ター (1) 
麻薬管理室  5 麻薬金庫 (1)、麻薬管理システム (1) 

一般製剤室  30 

製剤調製台 (1)、クリーンベンチ (1)、カプセル

充填器 (1)、篩（5）、純水製造装置 (1)、微粒子

計測装置 (1)、卓上型微量遠心機 (1)、微量天秤

(1) 
服薬指導  

ロールプレイ室  
76 

病棟研修用端末（6）、薬剤情報研修用端末 (1)

TDM 室  43 

フォトダイオードアレイ (1)、蛍光検出器付高

速液体クロマトグラフ (1)、全自動蛍光偏光免

疫測定装置 (1)、蛍光分光光度計 (1)、遠心分離

機 (1)、高速冷却遠心機 (1)、TDM 室・データ

処理用端末 (1) 

抗がん剤製剤室  22 
化学療法処方支援システム (1)、安全キャビネ

ット（2）  

クリーンルーム  37 
エアーシャワー装置 (1)、パスボックス (1)、ク

リーンベンチ（4）、小型オートクレーブ (1) 

模擬診察室  76 

病院室ベッド（3）、電子スパイロメータ (1)、
外来がん化学療法用椅子 (1)、マイコン心電計

(2)、CPS 実習ユニット (1)、酸素吸入緊急医療

セット (1) 
DI 室  61 薬剤情報用端末（12）、薬剤情報用サーバ（１）
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表 10-6 施設と対応コアカリ番号  
施設名  対応するコアカリ番号と内容  

模擬薬局  DI(3)：服薬指導と患者情報  
DI(7)：計数調剤、計量調剤（散剤、水剤、軟膏）、鑑査・疑義

照会  
DⅠ (7)：服薬指導  

待合室  DI(3)：服薬指導と患者情報  
麻薬管理室  DI(7)：計数調剤  
一般製剤室  DI(3)：院内製剤  

服薬指導ロール

プレイ室  
DI(3)：服薬指導と患者情報  

ＴＤＭ室  DI(3)：患者情報  
抗がん剤製剤室  DI(4)：注射剤調製（抗悪性腫瘍剤）  
クリーンルーム  DI(4)：注射剤調製（高カロリー輸液、無菌操作）  

模擬診察室  DI(3)：服薬指導と患者情報  
ＤＩ室  DI(3)：服薬指導と患者情報  

その他（小教

室・講義室）  
DⅠ (2)：処方せんの基礎、患者の特性・病態と用法用量、医薬

品の剤形  
DⅠ (3)：不適切な処方せん、  
DⅠ (4)：注射剤の配合変化、輸液と経腸栄養剤、特別な配慮を

要する医薬品  
DⅠ (5)：リスク回避と対処  
DⅠ (6)：服薬指導、副作用とリスクマネージメント  
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［現状］  

平成 18(2006)年 4 月の薬学部（6 年制）の開設に合わせ、15 号館（薬学部実験研

究棟）を竣工した。薬剤師の仕事を体験できる模擬薬局と模擬病院を配備した臨床

薬学教育研修センターや、最新の分析機器を完備した中央共通機器室や分析室をは

じめ、高度な実習・研究が実践できる最適な設備を設置し、卒業研究を円滑かつ効

果的に実施する環境を備えている。また、医学部と連携した教育研究を支援推進す

る目的で、大阪市立大学医学部内にサテライト研究室を保有している。  
1) 卒業研究の実施法  

学生は、5 年次よりそれぞれの希望を基に講座に配属され、各講座の指導教員

のもとで 2 年間の卒業研究（薬学総合研究及び薬学総合演習 12 単位）を実施し、

卒業論文としてまとめる。各講座の 1 学年当たりの受入れ学生数は、助教以上の

専任指導教員数に応じて決まり、教員 4 人の講座（1 講座）4-12 人、教員 3 人講

座（13 講座）3-10 人、教員 2 人の講座（1 講座）2-6 人、教員 1 人の講座（3 講

座）1-3 人、最大受入れ数 157 人となっている。なお、総合研究で、実験研究に

従事する学生は 2 学年合わせて約 125 人、また、調査研究をテーマとする学生は

約 175 人で調整が図られる。  
2) 各講座の研究施設及び設備  

卒業研究において科学実験を実施する講座は、15 号館（薬学部実験研究棟）内

に配置されており、各講座は専用の研究室 (96m2）及び総合演習に活用できるセ

ミナー室（16 人収容；約 18 m2）を備えている。各講座の研究用床面積から単純

に求めた研究スペースは、実験に従事する学生が 2 学年で 12 人配属されている

場合、学生 1 人当たり 8 m2 となる。また、各講座の研究室ならびに自習室及び

各階のホールには、学生用のデスクやインターネット接続用端末・PC が設備さ

れており、データの整理などにも活用できるよう便宜が図られている。  
3) 共同研究施設及び設備  

1. 共同利用の施設  
動物個体レベルから、細胞、遺伝子レベルに至る多様な科学実験に対応できるよ

うに、共通機器室 5 室、分析室 3 室、細胞培養室 2 室、電子顕微鏡室、NMR 室

（15-312 室）、P2 実験室（15-114 室）、低温室（15-301 室）、天秤室（15-306
室）各１室、動物実験領域（2F）及び RI 教育研究領域（1F）がある。また、

臨床実務に近い研究テーマを実施するためには、模擬薬局の抗がん剤製剤室

（15-110 室）や、三次元 HPLC システム、臨床サンプル分析装置などの機器を

備えた TDM 室（15-112 室）を利用することができる。  
動物実験領域には、マウス（約 4,000 匹）、ラット（約 600 匹）及びウサギ（10

基準１０－１－３ 

卒業研究を円滑かつ効果的に行うための施設・設備が適切に整備されていること。
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羽）などの実験動物が収容できる一般飼育室（3 室）及び SPF 動物飼育室（2
室）、共同の実験室３室（8 人 (15-208 室）、20 人 (15-209 室）、SPF 実験室 5 人）

がある。また、RI 実験領域には、収容人数 10 人の実験室 (15-113 室）がある。 
2. 研究用の設備  

中央共通機器室 (15-309 室）には、走査型電子顕微鏡や熱分析機、大型超遠心

装置を始め、各種分析機器を設備している。また、元素分析装置、質量分析装置、

NMR や最新の顕微鏡システムが個別の機器室に配置されている。さらに、各階

ごとの共同機器室には、汎用される超純水製造装置をはじめとする共通機器を設

置している。これらの高度研究用の共同利用設備は、学部予算により、定期的あ

るいはスポットによる保守点検が計画的に行われており、最良の状態で使用でき

るように配慮されている。  
4) 学外の研究設備  

大阪市立大学医学部内に床面積 49m2 のサテライト研究室がある。情報検索用

端末が敷設されたセミナーブースと、サンプルの前処置や機器分析などの基礎的

化学実験が可能な実験スペースからなり、医学部との連携による教育研究を実施

する足場として利用できる。サテライト研究室の研究用の共同利用機器・装置は、

学部資金に係る間接経費の学部配分予算を利用して毎年拡充を図っている。  
 
［点検・評価］  
・ 卒業研究を実施する上で適切な設備・施設・共同利用機器を備えている。ただ

し、配属学生数に対して各講座の実験スペースはやや狭い。  
・ 卒業研究に必要な設備・施設・共同機器が集約されていることは、学生にとっ

て利便性が高く、円滑な卒業研究を実施する上で適切であり、評価できる。  
・ 各講座はセミナー室を備えており、教育環境として適切であり、評価できる。  
・ 連携先の医学部内に専用の研究室を保有することは評価できる。  
・ 共同利用機器の維持管理について、適切な手当てがなされている。  
・ 講座内や図書館の設備ならびに学術情報検索システム等が、調査研究を実施す

る学生にとって十分であるかを検証する必要がある。  
・ 研究教育環境の維持・改善のために、適切な中長期的予算計画を策定しておく

ことが望ましい。  
 
［改善計画］  
 卒業研究実施前であるため、現時点では問題点は不明であり、具体的な改善計画

はないが、共同利用機器及び設備の拡充ついては、中期予算計画に基づいて継続的

に改善を図っていく予定である。  
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【観点 １０-１-４-１】図書室は収容定員数に対して適切な規模であること。 

【観点 １０-１-４-２】常に最新の図書および学習資料を維持するよう努めているこ

と。 

【観点 １０-１-４-３】快適な自習が行われるため施設（情報処理端末を備えた自習

室など）が適切に整備され，自習時間を考慮した運営が行わ

れていることが望ましい。 

 

［現状］  
図書室の規模に関しては、総床面積は 4,516m2 であり、また、閲覧座席総数は 382

席で収容定員（3,321 人）の約 12%を確保している（表 10-7）。図書総数は約 42 万

冊（平成 20(2008)年度）で全国平均（図書 313,474 冊・雑誌 3,469 点（平成 20(2008)
年度調査））を上回る規模である（表 10-8）。  

図書（視聴覚・雑誌を含む）の拡充・維持のための年間予算額は本学で 69,871,000
円（平成 20(2008)年度）である。薬学関連図書については、設置時 5,595 冊、その

後も毎年教員が厳選した推薦専門書を中心に学習及び研究資料となる最新の書籍の

追加収蔵に努め、平成 18(2006)年から平成 20(2008)年の 3 年間で 1,182 冊を追加

している。学習資料に関しては、シラバスに掲載された参考書を可能な限り購入し

ている。また、指定図書コーナーを設けており、授業に必要な資料を教員が指定し、

受講学生全員が閲覧できるよう貸出期間を 3 日間以内として別置している。一般図

書については、学生の利用傾向を踏まえて購入しており、さらにリクエスト制度を

設け学生からの希望資料を「大阪大谷大学図書館資料選書規程」に基づいて購入し

ている。教員の選書による図書購入については、薬学部予算を教員数で配分し、教

育・研究に必要な資料を購入している。これら教員が選書した図書・資料について

も、図書館で貸出・保存等の管理を行っており、学生も最新の図書や学習資料を閲

覧・利用できるシステムとなっている。薬学部で購入または薬学部に寄贈された学

習関連の図書・映像教材は 15 号館 1 階 DI 室に配置されており、薬学部事務室を通

じて、学生が随時閲覧できるようになっている。  
自習を行うための施設としては、図書館、自習室及びその他の自習スペースが挙

げられる。  
1) 図書館  

図書施設の開館は、平日 9 時～18 時、土曜日 9 時～15 時、年間 264 日（平成

20(2008)年度実績）である。図書館内には OPAC 検索用端末 11 台、インターネ

ット環境端末 6 台、CD-ROM 専用端末 3 台を配置している。図書館システムは

LAN と結ばれ、電子ジャーナルの閲覧、本学の蔵書検索システム OPAC（Online 
Public Access Catalogue）、SciFinder をはじめとする各種オンラインデータベー

基準１０－１－４ 

快適な学習環境を提供できる規模の図書室や自習室を用意し，教育と研究に必要

な図書および学習資料の質と数が整備されていること。  
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ス検索、My Library サービス（図書の購入・予約、文献複写・貸借申込み等）が

学内外から利用できる。図書館分室（20 席）が薬学部の主たる講義棟である 17
号館（秋桜館）に設置されている。ここには、学習書や書籍、医薬品情報集など

が配置され、医学薬学系の主要な学術雑誌（欧文 44 誌、邦文 34 誌）の最新号が

閲覧でき、学習・研究への利便が図られている。  
2) 自習室及びその他の自習用スペース  

1. 薬学部専用自習室及び自習スペース 15 号館  
情報端末を備えた 42 席の自習室 (15-411)を設けており、また、各階の廊下には、

インターネットやイントラネット、薬学部学習支援システムへのアクセスが可能

な情報端末を備えた自習用のデスク 92 席を配置しており、固定デスクトップ型

PC20 台、貸出用ノート型 -PC60 台を設備している。これらの自習スペースは、

平日 8 時 -21 時、土曜日 8 時 -19 時まで利用することができる。  
2. 短期大学部の情報処理演習室 19 号館及び 21 号館  

短期大学部の情報処理演習室 A（21-201）、B（21-205）、C（19-301）、D（19-204）
には、それぞれ情報端末 PC 付きのデスクが 41、51、51、20 席の計 163 席設置

されている。情報処理演習室 D は自習室のため随時利用が可能であり、また、情

報処理演習室 A-C も演習で使用していない時間帯に利用できる。これらの PC は

いずれも薬学部学習支援システムへのアクセスが可能であり、イントラネットを

通じて薬学部生が各自で自習できるようになっている。  
3. 全学共同の自習室 17 号館（秋桜館）  

15 号館に隣接する 17 号館にある大小すべての講義室が、講義に使用していな

い時間帯は、学生たちの自習用に開放されている。これらの自習スペースは、平

日 8-21 時、土曜日 8-19 時まで利用することができる。なお、今年度新たに図書

館内にグループ学習のための自習室ブース（収容定員 24 人；端末 1）が開設され

た。   
 

［点検・評価］  
・【観点 10-1-4-1】については、閲覧座席総数及び図書数は大学の収容定員の約 12％

を確保しており、適切な規模といえる。  
・図書館分室（20 席）は、薬学部の定員（840 人）に比して小さく、また、常在す

る管理者がいない点については改善の余地があるといえる。  
・【観点 10-1-4-2】については、最新の図書・学習資料が、学生及び教員のリクエ

ストをもとに購入され、継続的に拡充されるよう配慮されて、そのための適正な

予算が配分されており評価できる。  
・【観点 10-1-4-3】については、17 号館の講義室を解放することで十分な自習スペ

ースを確保し、また、利用時間に関しても、学生のニーズに沿った便宜が図られ

ており評価できる。  
・15 号館内に、専用の自習室及び自習スペースを併せて、薬学部定員の約 16%にあ
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たる情報端末付きの座席を用意し、約 9.5%にあたる固定及び貸出用 PC を設備し

ていることは評価できる。  
・短期大学部の情報処理演習室が自習用に開放されており、学習支援システムへの

アクセスができるよう薬学部生の学習に配慮がなされており評価できる。  
・図書館分室が薬学部から利用しやすい場所に設けられており、最新の学術雑誌や

学習図書がすぐに閲覧できる点は優れている。  
・図書館分室の開室時間は、薬学部生の学習を考慮して延長していくことが望まし

い。  
・図書館分室に学内の蔵書及び情報検索のための設備を設置することが望ましい。  
 
［改善計画］  

現時点で図書館及び自習室の拡張に関する計画はない。図書館分室（17 号館）

においてデータベース探索及び電子ジャーナル閲覧が行えるように、端末の設置

を検討している。  
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『外部対応』 

 
１１ 社会との連携  

 
【観点 １１-１-１】地域の薬剤師会，病院薬剤師会，医師会などの関係団体及び行政

機関との連携を図り，医療や薬剤師等に関する課題を明確にし，

薬学教育の発展に向けた提言・行動に努めていること。 

【観点 １１-１-２】医療界や産業界との共同研究の推進に努めていること。 

【観点 １１-１-３】医療情報ネットワークへ積極的に参加し，協力していることが望

ましい。 

［現状］  
基準 11-1 に該当する活動について本薬学部としての取組みは行っていない。以下

に、薬学部教員による共同研究の事例を示す。  
保険薬局における後発医薬品普及阻害因子に関する研究の一環として、大阪府下

の 3 地域の薬剤師会と連携し、開局薬剤師を対象に後発医薬品に関するアンケート

調査を実施し解析した（資料 1）。そこから課題を抽出し提言（発表）した（日本ジ

ェネリック医薬品学会第 3 回学術大会発表、東京、平成 21(2009)年）。  
本学近隣の薬剤師会の協力を得て、保険薬局薬剤師を対象とし、在宅医療におけ

る緩和医療（特に医療用麻薬）に関する現状と意識に関するアンケートを実施・解

析し、その問題点を明らかにした（資料 1）。その成果を学会（第 2 回日本緩和医療

薬学会年会，横浜，平成 20(2008)年）や地域薬剤師会（南河内ブロック研修会、平

成 21(2009)年 4 月 12 日）や HIP 研究会第 5 回フォーラム（平成 21(2009)年 8 月 9
日）などで発表し、緩和医療における保健薬局薬剤師の現状についての課題を明確

に示すとともに、オピオイド鎮痛薬の適正使用に向けた提言を行った。  
その他、大阪府病院薬剤師会との連携により、本薬学部施設で実務家教員指導に

よる無菌調製技能講習会を開催した（資料 1）。また、薬学共用試験 OSCE 実施に

向けて近畿国立病院薬剤師会講演会や南河内各薬剤師会支部のブロック研修会そし

て堺市薬剤師会などと連携して、その円滑な実施を目的に説明会を行っている。一

方、本薬学部の実務家教員で、厚生労働省医薬食品局重篤副作用疾患総合対策事業

作業班メンバー、日本病院薬剤師会医薬情報委員会委員、大阪府薬剤師会医薬品情

報特別委員会委員及び予備代議員として薬学教育の発展に向けた薬剤師業務に関す

る提言を行っている。  
医療界や産業界との共同研究について、薬学部としてのプロモートは行っていな

いが、各研究室で行っている共同研究例数を示す。病院などの医療界との共同研究

は、平成 18(2006)年度から 21(2009)年度までで 8 件、企業との共同研究は１件で、

企業からの奨学寄付金は平成 18(2006)年度から平成 20(2008)年度で 12 件あった。

基準１１－１ 

医療機関・薬局等との連携の下，医療及び薬学の発展に貢献するよう努めている

こと。 
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一方、厚生労働科学特別研究事業として、「栄養療法についての有効性・安全性につ

いての情報収集」の研究協力者として、本薬学部教員が他の医療機関の研究者と共

同研究を行っている（資料 1）。  
本薬学部教員は日本病院薬剤師会医薬情報委員会委員として、医薬品情報の充実

を目的とした医薬品副作用情報ネットワークの発展に寄与している。また、医療情

報ネットワーク例として、大学近隣の河内長野市では、大阪府の「認知症地域資源

ネットワーク事業」の一環として人材とその拠点ネットワークの構築を行っており、

本学から薬学部教員がコーディネーターとして参画している（資料 2）。  
 

［点検・評価］  
・【観点 11-1-1】の内容については、地域の薬剤師会や病院薬剤師会の関係団体及び

行政機関との連携を図り、医療や薬剤師等に関する課題を明確にし、薬剤師資質

向上及び薬学教育の発展に向けた提言・行動に努めている。  
・【観点 11-1-2】の内容については、医療関係や企業との共同研究を一定数実施して

いる。  
・【観点 11-1-3】の内容については、医薬品に関する情報ネットワーク等に参加・協

力の実績が非常に少ないのが現状である。医療情報ネットワークへの参加・協力

体制は組織化していない。  
 
［改善計画］  

地域の薬剤師会、病院薬剤師会、医師会などの関係団体及び行政機関との連携を

図り、また協力関係を構築している。さらなる連携を強化して医療や薬剤師等に関

する課題を広範囲に明確にし、薬学教育の発展に向けた提言や行動がより多くでき

るように努めていく。その一環として、薬剤師会との連携強化のため、薬剤師会会

員の加入促進を行いながら薬学部内に支部を設けることを取り決めた。  
大阪南河内ブロック内薬剤師会とは研修会を通して定期的に学術講演等を行って

おり、さらに地域薬剤師会への薬学教育を含む医療に貢献できるよう努める。また、

開設 4 年目で体制が不十分であるが、今後関係委員会で協力して改善に努める。  
 
［データ・資料］  

資料 1:「薬学部地域連携関連ファイル」平成 18(2006)年度 -平成 21(2009)年度  
資料 2：『志学台「薬の思学」だより Vol.3』 平成 20(2008)年度 p13 
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【観点 １１-２-１】地域の薬剤師会，病院薬剤師会などの関係団体との連携・協力を

図り，薬剤師の資質向上を図るための教育プログラムの開発・提

供及び実施のための環境整備に努めていること。 

 
［現状］  

本薬学部では、薬剤師の生涯教育の一環として薬剤師の資質向上と地域開局薬剤

師、病院薬剤師及び本学相互の連携を深める目的で、「大阪大谷大学薬学部地域連携

学術交流会」を開催している。薬学部開設の平成 18(2006)年 11 月に第 1 回目を開

催し、平成 21(2009)年 9 月で 11 回目を迎える。参加者は、病院薬剤師と薬局薬剤

師を中心に 150 人以上であり、毎回 2 ないし 3 人の講師による学術講演を行ってい

る（資料 1）。  
同交流会は、近隣の薬剤師会支部紹介や病院紹介を行うとともに、本薬学部の各

講座（研究室）紹介を行い、その中で協力できる研究テーマなども併せて伝え、関

係団体との連携・協力体制の構築に努めている。講演テーマは、医薬品安全や緩和

医療など医療関係者で話題性が大きく、多くの薬剤師で関心事となっている講演と

最新の各疾患別薬物治療法の講演をほぼ交互に行っている。一方、本学術交流会は

大阪府病院薬剤師会、大阪府薬剤師会及び日本薬剤師研修センターの認定研修会で、

生涯研修の場として本学のホームページで告知するだけでなく、近隣の薬局・病院

には案内状を送り、参加を呼び掛けている。また、広く参加者を募るため大阪府病

院薬剤師会雑誌や大阪府薬剤師会雑誌などにも掲載している。さらに、年 1 回講演

後に教員・薬剤師間、現場薬剤師間の意見交換会を開いている。講演会の前に、本

薬学部の実務実習事前実習施設である薬学教育実習研修センター内の模擬薬局の見

学会を行っており、薬学教育 6 年制での薬剤師教育の説明と調剤機器や医薬品情報

システムなどの紹介も行っている。  
学術講演以外に平成 20(2008)年度より技能講習会を実施している（資料 2）。同

講習会では、病院における注射薬混合や外来化学療法支援や在宅医療における無菌

調製支援を目的に、無菌講習会を現場薬剤師に対し行っている。また、随時無菌調

製に関する相談にも応じている。すでに、9 回行っており他府県からの参加者もい

る。  
大阪府薬剤師会後援の地域薬剤師会支部主催の研修会では、本学施設を会場とし

て提供、また本学教員による講演を同時に行うなど同会会員薬剤師との交流・教育

支援活動を行っている（資料 2）。

基準１１－２ 

薬剤師の卒後研修や生涯教育などの資質向上のための取組に努めていること。 
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［点検・評価］  
・地域連携学術交流会での学術講演は年 3 回と比較的少ないが、近隣に薬学部がな

い地域において最新あるいは重要な医療情報を得る機会を提供している点が優れ

ている。  
・無菌調製を中心にした技能講習会は、大阪府下でもほとんどされておらず、また

その習得には施設に大きく影響されるが、重要な薬剤師業務に関与できる機会を

提供している点が優れている。  
・交流会では、薬剤師会支部や病院の紹介コーナーを設け、病院薬剤師と薬局薬剤

師との参加者数がほぼ同数であり、薬・薬連携と相互理解の機会を提供している

点が評価できる。  
・模擬薬局内の調剤機器や医薬品情報システムをさらに現場薬剤師も活用すること

が可能であるのでその機会を提供する必要がある。  
・薬剤師の資質向上を図るための教育プログラムの開発・提供及び実施について、

交流会参加者アンケートや医療界の動向を考慮してそのテーマを決め実施してい

るが、包括的で薬剤師業務に役立つ実践的な内容のプログラム作成・提供の取組

みが十分に行えていない。  
 
［改善計画］  
・生涯研修に関して、2 年後に輩出する卒業者を含めた薬剤師教育を推し進めるた

め、一般的なテーマから専門性の高いテーマまでの種々の教育プログラムを開発

し、それに基づいた連続性のある研修会の開催を行う環境整備に努める。  
・そのため、地域連携学術交流会実行委員会において、参加者アンケートの結果を

参考して問題点があれば改善を行うとともに、より専門的で高度な領域を扱う講

座の開講も視野に入れた比較的少人数のセミナーも計画をたてる。取り上げるテ

ーマは、高度な専門知識を必要とするものや、受講者から要望の高い課題が中心

となる。さらに、「技能講習会」を継続的に行う（平成 21(2009)年度は年 5 回の

開催）。また、今年度からは、調剤を中心にした薬剤師復帰講習会や医薬品情報シ

ステム講習会を予定している。  
・本学の卒後研修についても実施する環境整備に努める。  
 
［データ・資料］  

資料 1：薬学部地域連携学術交流会資料 平成 18(2006)年度 -平成 21(2009)年度  
資料 2：「薬学部地域連携関連ファイル」平成 18(2006)年度から  
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【観点 １１-３-１】地域住民に対する公開講座を定期的に開催するよう努めているこ

と。 

【観点 １１-３-２】地域における保健衛生の保持・向上につながる支援活動などを積

極的に行っていることが望ましい。 

【観点 １１-３-３】災害時における支援活動体制が整備されていることが望ましい。 

 
［現状］  
1) 地域住民に対する公開講座  

開かれた大学（薬学部）を目指し、平成 18(2006)年度より医療及び健康に関す

る「くすりと健康」と題した公開講座を開催している（資料 1、2）。年 2 ないし

3 回、学内施設を会場としてパンフレットを作成して大学近隣の富田林市をはじ

め近隣６市の教育委員会の後援を得て、地域住民に参加を呼び掛けている。健康

科学に関する分野からトピックを取り上げ、わかりやすく紹介している。また、

公開講座開催前後で「おくすり相談室」を開き、薬の適正使用の啓発を行ってい

る。平成 19(2007)年度には、地元富田林市との連携協力基本協定に基づく実務家

教員による「くすりの正しい使い方」などの講演を同市中央公民館で開催した（資

料 1）。  
2) 地域における保健衛生の保持・向上につながる支援活動  

大阪府羽曳野市「はびきの市民大学」主催の平成 20(2008)年度講座④「くすり」

大阪大谷大学連携講座として 12 回の講義を羽曳野市民受講生対象に本薬学部教

員により行った（資料 3）。平成 21(2009)年度も同市民大学講座の一部を担当し

た。さらに、同市市民団体にくすりに関する講演を行った。  
平成 19(2007)年度及び 20(2008)年度の本学学園祭で大阪府（大阪府立保健所）、

富田林薬剤師会及び本学教員・学生との共同で薬物乱用防止を目的とした「お薬

ゼミナール」を開催し、市民が参加した解説を交えたクイズ形式の麻薬乱用撲滅

キャンペーンを行った（資料 4）。また、富田林薬剤師会と協力して、富田林市小

学校での「おくすり教室」を開講した。しかし、これらの活動は、本薬学部の教

員が地域の団体・組織からの働きかけに応え参加したもので、本薬学部としての

活動はない。  
3) 災害時における支援活動体制  

 本学と富田林市との連携協力事業の一つとして「災害時における危機管理協力

事業」があり、災害時一時避難地として本学が提供することが決められているの

みで、災害時における保健衛生への貢献する活動は行っていない（資料 5）。  
 
 

基準１１－３ 

地域社会の保健衛生の保持・向上を目指し，地域社会との交流を活発に行う体制

の整備に努めていること。 
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［点検・評価］  
・【観点 11-3-1】については、地域住民に対する公開講座を定期的に行っている。  
・【観点 11-3-2】については、公開講座の講演内容は、地域住民にわかりやすく講

演し、また、有益な情報を提供し、地域における保健衛生の向上に繋がっている。  
・【観点 11-3-3】については、備蓄センターなどの役割等災害時における支援活動

体制が整備されていない。  
 
 
［改善計画］  
・公開講座の参加人数を増やすため、地域範囲を広げて案内パンフレットを薬剤師

会、医師会、各市広報課、各種団体に協力いただき、薬局店頭、市広報掲示板、

公共施設など掲示させていただく方策をさらに推し進めている。  
・近隣各市のイベント（健康まつり）などに薬剤師会と連携して、医薬品の適正使

用の啓発活動を行う計画作成を地域連携学術交流会委員会に依頼する。  
・災害時に医薬品を提供できるよう地域薬剤師会と協議する計画等は現在ない。  
 
［データ・資料］  

資料 1：『志学台「薬の思学」だより Vol.1,2』平成 18,19(2006,2007)年度 p13 
資料 2：『志学台「薬の思学」だより Vol.3』 平成 20(2008)年度 p13 
資料 3：『はびきの市民大学平成  20 年度前期講座募集要項』p4 
資料 4：『大阪大谷大学・大阪大谷大学短期大学部「志学台」薬物乱用啓発事業

実施要項』他  
資料 5：『連携協力に関する基本協定書』  平成 19(2007)年 3 月 19 日  
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【観点 １１-４-１】英文によるホームページなどを開設し，世界への情報の発信と収

集が積極的に行われるよう努めていること。 

【観点 １１-４-２】大学間協定などの措置を積極的に講じ，国際交流の活性化のため

の活動が行われていることが望ましい。 

【観点 １１-４-３】留学生の受入や教職員・学生の海外研修等を行う体制が整備され

ていることが望ましい。 

 
 [現状]  

英文によるホームページは開設していないが、英語及び中国語の大学案内を作成

し、提携大学や留学生をはじめ、海外からの訪問客に配布している（資料１）。  
また、本薬学部は設置後間もないことから保健衛生分野では外国の大学との交流

協定は提携されていないが、大学全体としては海外の 10 大学と交流協定を締結し、

すでに語学・文化・教育の分野で海外研修を実施している。  
現在、本薬学部には留学生の受け入れ制度はないが、大学全体としては、中国を

はじめ、韓国及び台湾から 30 人の留学生が在籍し、その受入体制は整備されてい

る。また、本薬学部では平成 21(2009)年度、研究生として、タイの Burapha 大学

の大学院生を環境汚染物質などの共同研究のために 2 ヶ月間受け入れた。一方、本

学の学生に対しては、海外の提携大学ならびに推奨校への留学ならびに研修制度が

設けられ、語学・文化・教育分野で実施されている。また、保健衛生分野での海外

薬学研修についても、その実施に向け薬学部教授会で検討されている。  
 
[点検・評価]   
・冊子体の英語ならびに中国語版が存在することは評価できるが、グローバル化時

代において英文のホームページが開設されていない点は改善の余地がある。  
・本薬学部は設置後間もないことより、保健衛生分野での国際交流は実施されてい

ないが、教授会において海外薬学研修の実施に向けた検討がなされていることに

ついては、一定の評価ができる。  
 
[改善計画] 

教員が個人で行っている海外の大学との共同研究を、大学間の交流へと発展させ

る。また、海外薬学研修の実施に向けて、学生の希望調査や研修先の検討を行う。  
 

 [データ・資料 ] 
 資料 1：「大阪大谷大学案内（英語版、中国語版）」  平成 21(2009)年度  

資料 2：「海外提携校との交流協定証書」  

基準１１－４ 

国際社会における保健衛生の保持・向上の重要性を視野に入れた国際交流に努め

ていること。 
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資料 3：大阪大谷大学外国人留学生規程  
資料 4：大阪大谷大学海外留学規程  
資料 5：大阪大谷大学海外研修規程  
資料 6：「薬学部教授会」議事録 平成 21(2009)年 4 月 2 日  
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『点 検』 

 
１２ 自己点検・自己評価  

 
【観点 １２-１-１】自己点検及び評価を行うに当たって，その趣旨に則した適切な項

目が設定されていること。 

【観点 １２-１-２】自己点検・評価を行う組織が設置されていること。 

【観点 １２-１-３】自己点検・評価を行う組織には，外部委員が含まれていることが

望ましい。 

[現状]   

自己点検・評価を行うにあたり、学部長及び関係する薬学部各種委員会（教務委

員会、学生委員会、広報委員会、将来計画委員会、研修センター運営委員会）の委

員長からなる「薬学部自己点検・評価委員会」を立ち上げた。本委員会において「自

己評価実施マニュアル」に記載されている各基準・観点について精査し、その趣旨

に則した項目ごとに薬学部内委員会及び大学委員会を含む関係各委員会への振り分

けを行い、各基準に担当者を決めて各委員会に該当基準に関する現状の点検・評価、

改善計画の作成を依頼した（表 12-1、資料 1）。各委員会においては該当基準につ

いて自己点検・評価を行い、これに基づいて必要に応じて教育・研究のための改善

計画を作成し、委員会案を原案として薬学部自己点検・評価委員会に提出した。  
各委員会において作成された原案は、「薬学部自己点検・評価委員会」において適

切な項目が設定され、厳正に点検されているか確認を行い、必要に応じて各委員会

に結果をフィードバックした。その結果、成績評価基準の明確化及び学生に周知す

るためシラバスへの明記について統一が計られ、また、SGD や PBL の専門実習科

目での積極的な取り組みが行われた。各基準の評定は、各委員会の原案を基に「薬

学部自己点検・評価委員会」が行い、「自己評価 21」報告書の薬学部自己点検・評

価委員会としての原案を作成した（資料 2）。薬学部自己点検・評価委員会案は、薬

学部教授会での審議及び、学長、学長補佐、大学院文学研究科長、各学部長、教務

部長、学生部長、事務局長に加え各学科の選出する教員若干名から構成される全学

組織の「自己点検・評価委員会」において点検を受け（資料 3）、最終的に本自己評

価書を作成した。本自己評価書は大学ホームページ上に掲載される。  
 
[点検・評価]  

・自己点検・評価を行う組織として「薬学部自己点検・評価委員会」が設置されて

いる。  
・自己点検及び評価を行うに当たって、薬学部自己点検・評価委員会が各基準の担

当委員会の振り分けを行い、また各委員会案が各基準の趣旨に則した適切な項目

基準１２－１ 

上記の諸評価基準項目に対して自ら点検・評価し，その結果を公表するとともに，

教育・研究活動の改善等に活用していること。 
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が設定されているか検証を行った（資料 1）。  
・各委員会は各基準に基づいて必要に応じて改善計画を作成し、教育・研究の改善

に活用している。  
・「薬学部自己点検・評価委員会」には薬学部以外の教員は含まれていないが、全学

の組織である「自己点検・評価委員会」は他学部教員および事務局代表者も構成

員であり、薬学部以外の教員の意見を反映させるシステムになっている。学外の

委員は含まれていない。  
・本自己評価書は大学ホームページ上に掲載され公表される。  

 
[改善計画]   

本薬学部では自己点検・評価するシステムが整っており、現在のところ改善計画

はない。  
 

［データ・資料］  
資料 1：「薬学部教授会」議事録  平成 21(2009)年 5 月  
資料 2：「薬学部自己点検・評価委員会」議事録 平成 22(2010)年 1 月  
資料 3：「自己点検・評価委員会」 議事録 平成 22(2010)年 2 月  
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表 12-1 評価項目と担当委員会  

中項目  担当薬学部委員会  担当全学委員会・部署  

1 理念と目標  薬学部運営委員会  ―  

2 医療人教育の基本的内容  薬学部教務委員会  ―  

3 薬学教育カリキュラム  薬学部教務委員会  ―  

4 実務実習  共用試験委員会  
（OSCE 委員会、CBT 委員会）

―  

5 問題解決能力の醸成のた

めの教育  薬学部教務委員会  ―  

6 学生の受入  薬学部入試委員会  入試広報委員会  
入試実行委員会  

7 成績評価・修了認定  薬学部教務委員会  教務委員会  

8 学生の支援  薬学部学生委員会  

学生委員会、  
キャンパスハラスメント

委員会、  
人権委員会、  
就職委員会  

9 教員組織・職員組織  将来計画委員会  総務課、  
教務委員会 FD 部会  

10 施設・設備  薬学部教務委員会  
OSCE 委員会  

総務課（施設係）  
図書委員会  

11 社会との連携  地 域 連 携 学 術 交 流 会 実 行 委 員

会、薬学部広報委員会  
広報委員会  
国際交流委員会  

12 自己点検・自己評価  薬学部自己点検・評価委員会  自己点検・評価委員会  
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