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漢方薬効解析学・薬理学 ※
必修
喩 静（准教授）

漢方薬学科

４年次 前期

1 単位

授業形式
A 講義型

評価方法
定期試験（90%）、小テスト（10%）により総合的に評価する。

テキスト
エビデンス・ベース漢方薬活用ガイド： 松原 和夫 監修、伊藤 美千穂 編著 （京都廣川書店）

参考文献
薬学生のための漢方医薬学： 山田 陽城、花輪 寿彦、金 成俊
大観漢方生薬学 吉川雅之 編 （京都廣川書店）

オフィスアワー（授業相談）
漢方薬物研究室（E32）にて月曜日の15：00～18：00

学生へのメッセージ
漢方医学知識と現代医学知識が両方ともに必要であり、講義内容が多いです。覚えるのは大変です。しっかり学んでほし
い。

授業概要（教育目的・GIO）
漢方医学の世界では「EBM」（根拠に基づく医療）という概念も浸透しつつあり、漢方薬の薬理作用、処方の薬効評価、安
全性評価に対する現代アプローチは、西洋医薬における新薬に対するものと本質的には変わらない。しかしながら、数種
の生薬を配合する漢方薬の成分は，莫大な数の有機化合物の組み合わせであり，その複合作用を正面から解明すること
はきわめて困難である。
そこで、本教科では、汎用される生薬の薬理作用を挙げ，複数の生薬より構成した漢方処方の伝統的薬効や主治に基づ
き、現代薬理研究結果、エビデンス、副作用などについて理解し、説明できることを目的とする。

学習目標（到達目標・SBOs）
番号

内容

SBOコード

1

「漢方薬効学・薬理学」の概要を説明できる。

adv-E2-(10)

2

漢方処方の構成原則（処方設計）・剤型・煎剤の調剤法・用量などを説明できる。

adv-E2-(10)

3

漢方処方と‘証’との関係（随証治療）について説明できる。

adv-E2-(10)

4

汎用される漢方処方の伝統薬効や主治、現代薬理作用および臨床適応を説明できる。

adv-E2-(10)

5

汎用される漢方処方の副作用、薬物相互作用、西洋薬との併用時の注意事項について説明で
きる。

adv-E2-(10)

6

漢方処方の有効性について科学的評価法を概説できる。

adv-E2-(10)

7

妊婦・高齢者・小児に対する慎重投与を要する漢方処方を列挙し、それぞれの注意事項を説明
できる。

adv-E2-(10)

授業計画表
項目

内容

学習目標番号

漢方薬効・薬理学序論

漢方処方の仕組み、処方の分類法、現代
薬理研究法、ＥＢＭの基本

1

喩 静

漢方薬の薬理作用と処方のエビデンス

呼吸器系疾患用漢方薬と処方

2, 3, 4

3

喩 静

漢方薬の薬理作用と処方のエビデンス

消化器系疾患用漢方薬と処方

2, 3, 4

4

喩 静

漢方薬の薬理作用と処方のエビデンス

泌尿器系疾患用漢方薬と処方

2, 3, 4

5

喩 静

漢方薬の薬理作用と処方のエビデンス

循環器系疾患用漢方薬と処方

2, 3, 4

回

担当教員

1

喩 静

2
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6

喩 静

漢方薬の薬理作用と処方のエビデンス

産婦人科疾患用漢方処方

2, 3, 4

7

喩 静

漢方薬の薬理作用と処方のエビデンス

外科・皮膚科・疼痛性疾患用漢方薬と処方

2, 3, 4

8

喩 静

漢方薬の薬理作用と処方のエビデンス

精神疾患用漢方薬と処方

2, 3, 4

9

喩 静

漢方薬の薬理作用と処方のエビデンス

がん・虚弱病態・高齢者用漢方薬と処方

2, 3, 4

10

喩 静

漢方処方の副作用と服薬指導

多成分系の薬理・薬物相互作用、副作用
の回避

5, 6, 7

関連授業科目
1. 基礎漢方薬学

2. 漢方処方学

3. 漢方製剤学

4. 臨床漢方治療学

－ 288 －

5. 本草学

6. 薬理学
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基礎漢方薬学２
漢方薬学科

必修

1 単位

4年次 後期

金 成俊（教授）

授業形式
A 講義型

評価方法
小テスト・レポート課題（20-30点） 定期試験（70-80点）により判断

テキスト
『基礎からの漢方薬』（薬事日報）

参考文献
『薬学生のための漢方医薬学』（南江堂） 『漢方診療のレッスン』（金原出版）

オフィスアワー（授業相談）
講義曜日の16-18時の間。漢方薬に興味を持ち、積極的に質問して下さい。（C32：漢方治療学研究室）

学生へのメッセージ
本学漢方薬学科の学生として、卒業後には漢方に精通した薬剤師として医療に貢献できることを目標とし、また漢方一
般用漢方製剤、薬局漢方製剤の活用により、国民健康に寄与することを期待しています。興味を持って、新しい知識を
学べる楽しみを持って講義に臨んで下さい。漢方薬の知識は薬剤師として必須ですから、しっかり理解して下さい。

授業概要（教育目的・GIO）
基礎漢方薬学1の知識を踏まえ、漢方薬の構成生薬の特徴を理解し、さらに構成生薬から漢方方剤の特徴を理解す
る。薬剤師として取り扱える医療用漢方製剤、一般用漢方製剤、薬局漢方製剤などの実際の臨床において薬剤師とし
て必要な漢方薬に関して総合的に理解し、漢方に精通した薬剤師の育成のために必要な基礎知識の修得を教育目的
とする。

学習目標（到達目標・SBOs）
番号

内容

SBOコード

1

医療用漢方製剤に用いられている構成生薬について説明できる。

adv-E2-(10)

2

医療用漢方製剤の構成生薬から方剤名を理解できる。

adv-E2-(10)

3

漢方薬の軟膏を作製できる。

adv-E2-(10)

4

配合生薬の組み合わせにより漢方薬の系統的な分類が説明できる。

adv-E2-(10)

5

漢方医学における診断法、体質や病態の捉え方、治療法について概説できる。

adv-E2-(10)

6

一般用漢方製剤、薬局漢方製剤を活用し、概説できる。

adv-E2-(10)

授業計画表
回

1

担当教員

金 成俊

項目

内容

学習目標番号

医療用漢方製剤の構成生薬Ⅰ

医療用漢方製剤の構成生薬科名分
類、薬用部位分類、全形生薬、切断生
薬などについて解説。構成生薬から該
当漢方方剤を理解できるように解説。

1, 2

1, 2

3

2

金 成俊

医療用漢方製剤の構成生薬Ⅱ

医療用漢方製剤の構成生薬科名分
類、薬用部位分類、全形生薬、切断生
薬などについて解説。構成生薬から該
当漢方方剤を理解できるように解説。

3

金 成俊

漢方薬の軟膏作製

漢方薬の軟膏を解説し、紫雲膏の作製
方法について学ぶ。
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4

金 成俊

方剤の構成原則①

複数の生薬により構成されている漢方
薬の特徴及び基本方剤と種々の方剤と
の関連性に関して解説する。

4

5

金 成俊

方剤の構成原則②

複数の生薬により構成されている漢方
薬の特徴及び基本方剤と種々の方剤と
の関連性に関して解説する。

4

5

6

金 成俊

四診（診断方法）

望聞問切の四診による診断方法、その
診断結果から証に従った治療である随
証治療と方証相対の考えについて解説
し、体験する。

7

金 成俊

症例検討①

今まで学んだ知識を基に、実際の代表
的な症例を解説。

4, 5

8

金 成俊

症例検討②

今まで学んだ知識を基に、実際に模擬
患者を対象に診断を行い、処方決定の
体験学習。

4, 5

9

金 成俊

一般用漢方製剤、薬局製剤の実際

患者相談などにより、患者に提供する
一般用漢方製剤、薬局製剤の実際の
運用など関して解説する。

6

10

金 成俊

基礎漢方薬学のまとめ

基礎漢方薬学1,2で学んだ内容全般に
関するまとめを解説し、理解させ、5,6年
時の漢方関連講義の理解力を高める。

1, 2, 3, 4, 5, 6

関連授業科目
1.

基礎漢方薬学1

2. 漢方入門

3. 漢方処方解析1,2
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4. 臨床漢方治療学

5. 漢方治療学総論

４年次

創薬化学特論 ※
必修
中野泰子（教授）

臨床薬学科
山崎和応（准教授）

4年次 前期

1 単位

授業形式
A 講義型

評価方法
中間試験（50%）と定期試験(50%)により総合的に評価する。

テキスト
創薬化学（横浜薬科大学）

参考文献
ベーシック薬学教科書シリーズ ６．創薬科学・医薬化学（化学同人）、スタンダード薬学シリーズ ８．医薬品の開発と
生産（東京化学同人）、スタンダード薬学シリーズⅡ ６．医療薬学 Ⅳ 薬理・病態・薬物治療（４）

オフィスアワー（授業相談）
講義日の16：30～17：30
講義日の15：00～17：00

中野泰子（薬物治療学研究室：E44）
山崎和応（薬品反応学研究室：E33, F34）

学生へのメッセージ
現在、臨床の場で既に用いられているバイオ医薬品や分子標的薬が、どのように創薬されたかを是非理解して頂きた
いと思います。

授業概要（教育目的・GIO）
創薬は，薬学分野で研究活動する者にとって大きな使命の一つである。創薬化学特論では，天然物などのリード化合
物から新たに合成される医薬品やゲノム情報による創薬について教授する。（オムニバス方式）
新しく合成された化学物質や天然物から抽出された新規な化合物が，医薬品に到るまでの過程を詳説する。医薬品と
してのタンパク質、遺伝子、細胞を適正に利用するために、それらを用いる治療に関する基本的知識を修得し、倫理的
態度を身につける。

学習目標（到達目標・SBOs）
番号

内容

SBOコード

1

医薬品として使われている代表的な天然生物活性物質を列挙し、その用途を説明できる。

adv-C5-(2)-④-1

2

天然生物活性物質を基に化学修飾等により開発された代表的な医薬品を列挙し、その用
途、リード化合物を説明できる。

adv-C5-(2)-④-2

3

カテコールアミン骨格を有する代表的医薬品を列挙し、化学構造に基づく性質について説明
できる。

adv-C4-(3)-⑤-1

4

医薬品の構造からその物理化学的性質（酸性、塩基性、疎水性、親水性など）を説明できる。 adv-C4-(3)-②-1

5

プロドラッグなどの薬物動態を考慮した医薬品の化学構造について説明できる。

adv-C4-(3)-②-2

6

代表的な医薬品のファーマコフォアについて概説できる。

adv-C4-(3)-③-1

7

バイオアイソスター（生物学的等価体）について、代表的な例を挙げて概説できる。

adv-C4-(3)-③-2

8

医薬品に含まれる代表的な複素環を構造に基づいて分類し、医薬品コンポーネントとしての
性質を説明できる。

adv-C4-(3)-③-3

9

ヌクレオシドおよび核酸塩基アナログを有する代表的医薬品を列挙し、化学構造に基づく性
質について説明できる。

adv-C4-(3)-④-1

10 ペプチドアナログの代表的医薬品を列挙し、化学構造に基づく性質について説明できる。

adv-C4-(3)-④-6

11 組換え体医薬品の特色と有用性を説明できる。

adv-E2-(8)-①-1

12 代表的な組換え体医薬品を列挙できる。

adv-E2-(8)-①-2

13 組換え体医薬品の安全性について概説できる。

adv-E2-(8)-①-3
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14

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

adv-E2-(8)-②-1

15

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

adv-E2-(8)-③-1

16

摘出および培養組織を用いた移植医療について説明できる。

adv-E2-(8)-③-2

17

臍帯血、末梢血および骨髄に由来する血液幹細胞を用いた移植医療について説明できる。

adv-E2-(8)-③-3

18

胚性幹細胞（ES 細胞）、人工多能性幹細胞（iPS 細胞）を用いた細胞移植医療について概説
adv-E2-(8)-③-4
できる。

20

バイオインフォマティクスについて概説できる。

adv-E3-(3)

21

ヒトゲノムの構造、多様性と解析方法について概説できる。

adv-C7-(1)

22

ゲノム情報の創薬への利用について概説できる。

adv-E3-(3)

23

疾患関連遺伝子について説明でき、薬物療法への応用について概説できる。

adv-E3-(3)

24

コンパニオン診断にもとづく薬物治療について、例を挙げて説明できる。

adv-E3-(3)-⑤-2

授業計画表
回

項目

担当教員

内容

学習目標番号

1

山崎 和応 創薬研究の歴史的背景

医薬品創製の歴史

1,2,4

2

山崎 和応 創薬研究における知的財産権

医薬品の創製における知的財産権

4,5,8

3

山崎 和応 創薬研究

ドラッグデザイン

3,4,5,6,7

4

山崎 和応 創薬研究

構造最適化

3,4,5,6,7

5

山崎 和応 創薬研究事例

実際の創薬研究例

4,5,6,9,10

6

中野 泰子 組換え医薬品

組換え体医薬品の特色と有用性、安全
性

11,12,13

7

中野 泰子 遺伝子治療

遺伝子治療の原理、方法と手順、現
状、および倫理的問題点

8

中野 泰子 細胞、組織を利用した移植医療

移植医療や倫理的問題点

9

中野 泰子 ゲノム情報と創薬

バイオインフォマティクスを利用したゲノ
ム創薬

10

中野 泰子 疾患関連遺伝子

疾患関連遺伝子と治療への応用

14
15,16,17,18
20,21,22
23,24

関連授業科目
1.医薬品化学１・２

2.分子生物学１・２

3.悪性腫瘍治療学
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4.臨床薬理学１・２

5. 高度先端医療論

４年次

リスクマネージメント論 ※
必修
原澤 秀樹（教授）

臨床薬学科

４年次 後期

1 単位

授業形式
A 講義型 D 演習型

評価方法
定期試験(90%)及び課題レポート(10%）により、総合的に評価する。60点以上を合格とする。なお、課題レポートにおける
評価は本試験のみとする。

テキスト
原澤秀樹 が作成したテキスト を配布します。

参考文献
「失敗学のすすめ」（講談社） 畑村洋太郎 著

オフィスアワー（授業相談）
講義日及び翌日の12:15～13:15 原澤秀樹（実務実習センター：E11）

学生へのメッセージ
臨床での事例をもとに講義及び演習を行います。リスク、誤り、失敗の事例を知ることは後の大きな事故を未然に防ぐ
ことに繋がります。特に、原因や対策を自ら考えることが重要、5年次の実務実習において、リスク管理が深まることを
期待しています。

授業概要（教育目的・GIO）
多くの医療事故の原因は医薬品に関連している。薬剤師として「安全で安心な医療」を展開するために、医療分野にお
けるインシデント及びアクシデントの事例を学び、薬剤師の視点によるリスク管理を習得する。

学習目標（到達目標・SBOs）
番号

内容

SBOコード

1

医薬品の適正使用における薬剤師の役割とファーマシューティカルケアについて説明でき
る。

adv-A-(1)-②-3

2

医薬品のリスクを認識し、患者を守る責任と義務を自覚する。（態度）

adv-A-(1)-③-1

3

WHO による患者安全の考え方について概説できる。

adv-A-(1)-③-2

4

医療に関するリスクマネジメントにおける薬剤師の責任と義務を説明できる。

adv-A-(1)-③-3

5

医薬品が関わる代表的な医療過誤やインシデントの事例を列挙し、その原因と防止策を説
明できる。

adv-A-(1)-③-4

6

重篤な副作用の例について、患者や家族の苦痛を理解し、これらを回避するための手段を
討議する。（知識・態度）

adv-A-(1)-③-5

7

代表的な薬害の例（サリドマイド、スモン、非加熱血液製剤、ソリブジン等）について、その原
因と社会的背景及びその後の対応を説明できる。

adv-A-(1)-③-6

8

代表的な中毒原因物質の解毒処置法を説明できる。

adv-D2-(1)-①-6

9

過剰量の医薬品による副作用への対応（解毒薬を含む）を討議する（知識・態度）。

adv-E2-(11)-①-2

10

特別な注意を要する医薬品（劇薬・毒薬・麻薬・向精神薬・抗悪性腫瘍薬等）の調剤と適切な
取扱いができる。（知識・技能）

adv-F-(2)-③-18

11

劇薬、毒薬、麻薬、向精神薬および覚せい剤原料等の管理と取り扱いについて説明できる。

adv-F-(2)-⑤-3

12

特定生物由来製品の管理と取り扱いについて説明できる。

adv-F-(2)-⑤-4

－ 293 －

４年次

13 処方から服薬（投薬）までの過程で誤りを生じやすい事例を列挙できる。

adv-F-(2)-⑥-1

14

特にリスクの高い代表的な医薬品（抗悪性腫瘍薬、糖尿病治療薬、使用制限のある薬等）の
特徴と注意点を列挙できる。

adv-F-(2)-⑥-2

15

代表的なインシデント（ヒヤリハット）、アクシデント事例を解析し、その原因、リスクを回避す
るための具体策と発生後の適切な対処法を討議する。（知識・態度）

adv-F-(2)-⑥-3

16 医薬品のリスクマネジメントプランを概説できる。
17

adv-F-(2)-⑥-7

特にリスクの高い代表的な医薬品（ 抗悪性腫瘍薬、糖尿病治療薬、使用制限のある薬等）
の安全管理を体験する。（知識・技能・態度）

18 調剤ミスを防止するために工夫されている事項を具体的に説明できる。
19

adv-F-(2)-⑥-8
adv-F-(2)-⑥-9

施設内のインシデント（ヒヤリハット）、アクシデントの事例をもとに、リスクを回避するための
具体策と発生後の適切な対処法を提案することができる。（知識・態度）

20 医療分野以外におけるリスク管理から医療事故における薬学的な問題点を抽出できる。

adv-F-(2)-⑥-10
adv-A-(1)

授業計画表
項目

内容

学習目標番号

回

担当教員

1

原澤 秀樹

リスクマネージメント

薬剤師の役割、薬学的管理等について

2

原澤 秀樹

医療事故

インシデント、アクシデント報告の実例について

3

原澤 秀樹

調剤過誤

過誤の実例と対策について

5，13，15，18，19

4

原澤 秀樹

医薬品の取扱い

麻薬・向精神薬・血液製剤等

10，11，12

5

原澤 秀樹

薬害

薬害の原因と社会的背景

6

原澤 秀樹

解毒・中毒治療薬

医薬品の中毒に対する解毒や対処方法等

7

原澤 秀樹

リスク管理

ハイリスク薬について

8

原澤 秀樹

「失敗学」から学ぶ

情報伝達における問題点の抽出と対処

20

9

原澤 秀樹

「失敗学」から見たリスク管理

情報伝達における問題点とリスク管理

2，4，5，20

まとめ

復習問題の解答と解説

10 原澤 秀樹

2.調剤学

3.薬剤学実習１

4.実務実習プレ教育
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4，5，6，13

7
8，9，12
10，14，16，17

1～19

関連授業科目
1.薬事法規・制度２

1，2，3，4

5.実務実習

４年次

食品安全性学 ※
必修
望月 直樹 （教授）

健康薬学科

4年次 前期

1 単位

授業形式
A 講義型

評価方法
定期試験(100%)により評価する。

テキスト
栄養科学イラストレイテッド 食品衛生学：田﨑達明／編（羊土社）

参考文献
｢衛生薬学 健康と環境｣：日本薬学会編 （東京化学同人）

オフィスアワー（授業相談）
研究室（食品有機化学部門：C42）毎週月曜日16時30分～18時30分

学生へのメッセージ
食の安全に関する関心が高まっている現在、食品の安全性に関して、薬学的に正しく理解すること
は重要である。

授業概要（教育目的・GIO）
現在、食品の安全性に関わる問題が多数存在する。本講義では、食品の安全性について、衛生化
学的見地から概説し、有機化学、生化学の基礎知識と結びつけることで、包括的な理解を深める。
更に、最新の食品安全のトピックスも盛り込み、食品衛生化学の知識を食品安全における実践に繋
げる。

学習目標（到達目標・SBOs）
番号

内容

SBOコード

1

食品の変質について、説明できる。

adv-D1-(3)

2

食品成分由来の発がん性物質を列挙し、その生成機構を説明できる。

adv-D1-(3)

3

食品添加物を列挙し、それらの働きを説明できる。

adv-D1-(3)

4

特別用途食品と保健機能食品について、説明できる。

adv-D1-(3)

5

食品衛生に関する法的規制について、説明できる。

adv-D1-(3)

6

代表的な細菌性・ウイルス性食中毒について、説明できる。

adv-D1-(3)

7

代表的な自然毒について、説明できる。

adv-D1-(3)

8

食品中に含有される化学物質について、説明できる。

adv-D1-(3)

授業計画表
回

担当教員

1

望月 直樹

項目
食品の安全性（１）

内容

学習目標番号

食品の変質、食品中の発がん
性物質

1, 2

－ 295 －

４年次

2

望月 直樹

食品の安全性（２）

食品添加物

3

3

望月 直樹

食品の安全性（３）

自然毒

7

4

望月 直樹

食品の安全性（４）

重金属、残留農薬、マイコトキ
シン

8

5

望月 直樹

食品の安全性（５）

特別用途食品、保健機能食
品、食品に関する法規制

4,5

6

望月 直樹

食品の安全性（６）

細菌性・ウイルス性食中毒

6

7

望月 直樹

食品の安全性（７）

食品安全における最近の話題

4,6,7

8

望月 直樹

食品の安全性（８）

食品安全における最近の話題

4,6,7

9

望月 直樹

食品の安全性（9）

食品安全における最近の話題

4,6,7

10

望月 直樹

食品の安全性（10）

化学物質による食品汚染

関連授業科目
1. 栄養学

2. 食品衛生学

－ 296 －

2,3,7,8

４年次

生活習慣病特論 ※
必修
成田延幸（講師）

健康薬学科

4年次 後期

1 単位

授業形式
A 講義型 D 演習型

評価方法
定期試験（60%）、日常レポート（20%）、授業への参加態度（20%）などで総合的に評価します。

テキスト
プリントを配布します｡

参考文献
病気が見える３ 糖尿病・代謝・内分泌： 医療情報科学研究所 編（メディックメディア社）

オフィスアワー（授業相談）
講義日の昼休み、C43(薬剤学研究室）におりますので、お越しください。その他、在室時には対応いたします。
n.narita@hamayaku.ac.jpにても承ります。

学生へのメッセージ
生活習慣病は国民一人ひとりの自覚と自立によって予防され治療される。これを専門的にかつ直接的に指導するのが
薬剤師・医師・栄養士・看護師の4領域であり、その中でも重要な位置を占めるのが薬剤師であるという自覚を持つこと
をお願いしたい。

授業概要（教育目的・GIO）
高齢社会の到来とともに、さまざまな生活習慣病がクローズアップされている。これらの生活習慣病の種類・動向、リス
ク要因、生活習慣との関わりなどの概要は公衆衛生学で学ぶ。
本特論は、生活習慣病に関するより深い知識を修得させ、人々の生活習慣病予防を指導できる能力を身につけさせる
ことを目標とする。そのため、各生活習慣病を発症させるさまざまな要因、生活習慣病に罹患した際の処置、さらに生活
習慣病の具体的予防法についてさらに詳しく解説する。

学習目標（到達目標・SBOs）
番号

内容

SBOコード

1

生活習慣病の種類とその動向について説明できる。

D1-(2)-③-1

2

生活習慣病の代表的なリスク要因を列挙し、その予防法について説明できる。

D1-(2)-③-2

3

食生活や喫煙などの生活習慣と疾病の関わりについて討議する。（態度）

D1-(2)-③-3

4

前）患者・来局者から、必要な情報（症状、心理状態、既往歴、生活習慣、アレルギー歴、薬
歴、副作用歴等）を適切な手順で聞き取ることができる《模擬》。（知識・態度）

5

前）代表的な生活習慣の改善に対するアドバイスができる《模擬》。（知識・態度）

F-(2)-④-3
F-(5)-③-4

6

生活習慣病の概念の歴史的背景を述べることができる。

adv-D1-(2)

7

生活習慣病の社会的背景と医学的位置づけを述べることができる。

adv-D1-(2)

8

生活習慣病を構成する疾患の病態生理を個々に説明できる。

adv-D1-(2)

9

生活習慣病を構成する各疾患の自然経過と予後を説明できる。

adv-D1-(2)

10 生活習慣病を構成する各疾患の治療について述べることができる。

adv-D1-(2)

11 生活習慣病の予防について個々に述べることができる。

adv-D1-(2)

授業計画表
回

担当教員

1

成田 延幸

項目

内容

生活習慣病（1）： ガイドラインとエビデ
高血圧
ンス

－ 297 －

学習目標番号
1,2,7～11

４年次

2

成田 延幸

生活習慣病（2）： ガイドラインとエビデ
糖尿病
ンス

1,2,7～11

3

成田 延幸

生活習慣病（3）： ガイドラインとエビデ
脂質異常症
ンス

1,2,7～11

4

成田 延幸

生活習慣病（4）： ガイドラインとエビデ
心疾患
ンス

1,2,7～11

5

成田 延幸

生活習慣病（5）： ガイドラインとエビデ
COPD
ンス

1,2,7～11

6

成田 延幸

生活習慣病（6）： ガイドラインとエビデ
骨粗鬆症
ンス

1,2,7～11

7

成田 延幸

生活習慣病（7）： ガイドラインとエビデ
症例検討（１）
ンス

1～,6,9,11

8

成田 延幸

生活習慣病（8）： ガイドラインとエビデ
症例検討（２）
ンス

1～,6,9,11

9

成田 延幸

生活習慣病（9）： ガイドラインとエビデ
症例検討（３）
ンス

1～,6,9,11

10

成田 延幸

生活習慣病（10）： ガイドラインとエビ
症例検討（４）
デンス

1～,6,9,11

関連授業科目
1. 運動と健康

2.環境生理学

3.長寿医療

－ 298 －

４年次

薬局方試験法
必修
漢方・臨床・健康薬学科
宮代博継（教授）

4年次

前期

1

単位

授業形式
A

講義型

評価方法
定期テスト（100%）

テキスト
1．「第十七改正日本薬局方解説書」日本薬局方解説書編集委員会 編（廣川書店）
2．「国家試験に出る日本薬局方」宮代博継 編（横浜薬科大学）
3．「ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ薬学ｼﾘｰｽﾞⅡ2 物理系薬学 Ⅰ．物質の物理的性質」日本薬学会 編（東京化学同人）
4．「ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ薬学ｼﾘｰｽﾞⅡ2 物理系薬学 Ⅱ．化学物質の分析」日本薬学会 編（東京化学同人）
5．「ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ薬学ｼﾘｰｽﾞⅡ2 物理系薬学 Ⅲ．機器分析・構造決定」日本薬学会 編（東京化学同人）

参考文献
1．「なるほど分析化学－数字となかよくする本」楠 文代 ほか 編（廣川書店）
2．「物理系実習Ⅰ 実習書」宮代博継 編（横浜薬科大学）
3．「よくわかる薬学分析化学」二村典行 ほか 編（廣川書店）
4．「CBT対策と演習 分析化学」第2版，薬学教育研究会 編（廣川書店）
5．「CBT対策と演習 機器分析」薬学教育研究会 編（廣川書店）
6．「CBT対策と演習 有機化学」第2版，薬学教育研究会 編（廣川書店）

オフィスアワー（授業相談）
講義日の16：30～18：00。宮代博継（薬品分析学研究室：C31）

学生へのメッセージ
6年制薬学部のための「薬学教育・コアカリキュラム」に則って，薬剤師国家試験の出題基準に沿って勉強し
てください．

授業概要（教育目的・GIO）
日本薬局方は，医薬品の規格に関する公定書である．薬局方に記載されている医薬品には，各品目ごとに定性
反応や定量反応などの試験法が定められている．薬剤師にとって，これらの試験法の修得は極めて重要であ
る．局方医薬品の多くは有機化合物であり，それらの定性反応や定量反応は構造や官能基の特徴を反映してい
る．本講義では，薬局方に記載されている各種試験法の中でも物理学的及び化学的手法に基づいた試験法につ
いて，それぞれに対応する医薬品の例をあげながらその原理と適用法，実施する上での注意点などを修得させ
る．

学習目標（到達目標・SBOs）
番号

内容

SBOコード

1

日本薬局方の意義と構成について説明できる．

B-(2)-②-8

2

錯体・キレート生成平衡について説明できる．

C2-(2)-②-1

3

沈殿平衡について説明できる．

C2-(2)-②-2

4

酸化還元平衡について説明できる．

C2-(2)-②-3

5

分配平衡について説明できる．

C2-(2)-②-4

6

代表的な無機イオンの定性反応を説明できる．

C2-(3)-①-1

7

日本薬局方収載の代表的な医薬品の確認試験を列挙し，その内容を説明できる．

C2-(3)-①-2

8

中和滴定（非水滴定を含む）の原理，操作法および応用例を説明できる．

C2-(3)-②-1

9

キレート滴定の原理，操作法および応用例を説明できる．

C2-(3)-②-2

10

沈殿滴定の原理，操作法および応用例を説明できる．

C2-(3)-②-3

－ 299 －

４年次
11

酸化還元滴定の原理，操作法および応用例を説明できる．

C2-(3)-②-4

12

日本薬局方収載の代表的な医薬品の容量分析を実施できる．

C2-(3)-②-5

13

日本薬局方収載の代表的な純度試験を列挙し，その内容を説明できる．

C2-(3)-②-6

14

日本薬局方収載の重量分析法の原理および操作法を説明できる．

C2-(3)-②-7

15

紫外可視吸光度測定法の原理および応用例を説明できる．

C2-(4)-①-1

16

蛍光光度法の原理および応用例を説明できる。

C2-(4)-①-2

17

原子吸光光度法，誘導結合プラズマ（ICP）発光分光分析法および ICP 質量分析法の
原理および応用例を説明できる．

C2-(4)-①-4

18

旋光度測定法（旋光分散）の原理および応用例を説明できる．

C2-(4)-①-5

19

分光分析法を用いて，日本薬局方収載の代表的な医薬品の分析を実施できる．

C2-(4)-①-6

20

クロマトグラフィーの分離機構を説明できる．

C2-(5)-①-1

21

薄層クロマトグラフィーの特徴と代表的な検出法を説明できる．

C2-(5)-①-2

22

液体クロマトグラフィーの特徴と代表的な検出法を説明できる．

C2-(5)-①-3

23

ガスクロマトグラフィーの特徴と代表的な検出法を説明できる．

C2-(5)-①-4

24

クロマトグラフィーを用いて試料を定性・定量できる．

C2-(5)-①-5

25

電気泳動法の原理および応用例を説明できる．

C2-(5)-②-1

26

分析目的に即した試料の前処理法を説明できる．

C2-(6)-①-1

27

円偏光二色性測定法の原理および応用例を説明できる．

adv-C2-④-3

28

比旋光度測定による光学純度決定法を説明できる．

adv-C3-⑨-1

授業計画表
回

項目

担当教員

内容

学習目標番号
1

1

宮代

博継 序論，通則，参考情報

薬局方の意義，歴史，構成，収載基
準，通則各項について

2

宮代

博継 定量法：容量分析法

容量分析法，滴定終点検出法

3

宮代

博継 定量法：分光学

比吸光度，比旋光度を利用した定量
法

15,18,19

5,20,21,22,23,2
4,26

25

2,3,4,8,9,10,11
,12

4

宮代

一般試験法：クロマトグラフィー
博継 定量法：クロマトグラフィー
前処理法

液体クロマトグラフィー，ガスクロ
マトグラフィー，
クロマトグラフィーを利用した定量
法，
分析前の試料の前処理について，
分析法バリデーション

5

宮代

博継 電気泳動法

SDSﾎﾟﾘｱｸﾘﾙｱﾐﾄﾞｹﾞﾙ電気泳動法，キャ
ピラリー電気泳動法

6

宮代

一般試験法：紫外可視吸光度測定
博継 法
一般試験法：蛍光光度法

紫外可視吸光度測定法
蛍光光度法

7

宮代

博継 一般試験法：旋光度測定法

旋光度測定法，旋光分散と円偏光二
色性

8

宮代

博継

一般試験法：原子吸光光度法，発
光分光分析法

原子吸光光度法，発光分光分析法

9

宮代

博継

一般試験法：定性反応，炎色反応
試験法，純度試験，重量分析法

医薬品の無機化学的試験法

6,7,13,14,

10

宮代

博継 確認試験

医薬品の有機化学的試験法

7

－ 300 －

15,16,19

18,19,27,28
17

４年次
関連授業科目
1.

分析化学１

2.

分析化学２

3.

分光分析学

－ 301 －

4.

物理系実習１

5.

物理系実習２

４年次
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基礎漢方薬学１
必修

漢方・臨床・健康薬学科

4年次 前期

1 単位

金 成俊（教授）

授業形式
A 講義型

評価方法
定期試験（100点）により判断

テキスト
『薬学生のための漢方医薬学』（南江堂）

参考文献
『基礎からの漢方薬』（薬事日報） 『漢方診療のレッスン』（金原出版）

オフィスアワー（授業相談）
講義曜日の16-18時の間。漢方薬に興味を持ち、積極的に質問して下さい。（C32：漢方治療学研究室）

学生へのメッセージ
漢方に興味を持って、新しい知識を学べる楽しみを持って講義に臨んで下さい。漢方薬の知識は薬剤師として必須です
から、しっかり理解して下さい。

授業概要（教育目的・GIO）
漢方医学は日本の伝統医学とされており、その基本となる理論は「陰陽五行」及び「気血水」などの考え方である。一
方、漢方薬は複数の生薬から構成されているため、漢方薬を正しく理解するためには、漢方医学的な立場で漢方薬の
調剤や服薬指導を実施するために必要な構成生薬の特徴を理解する必要がある。本講義では、コアカリキュラムに準
じて、漢方薬の特徴、理論、診断、適応症例、処方運用、調剤、服薬指導、副作用などについて理解し、説明できること
を目的とする。

学習目標（到達目標・SBOs）
番号

内容

SBOコード

1

漢方の特徴について概説できる。

E2-(10)-①-1

2

以下の漢方の基本用語を説明できる。陰陽、虚実、寒熱、表裏、気血水、証

E2-(10)-①-2

3

配合生薬の組み合わせにより漢方薬の系統的な分類が説明できる。

E2-(10)-①-3

4

漢方薬と西洋薬、民間薬、サプリメント、保険機能食品などとの相違について説明できる。

E2-(10)-①-4

5
6

漢方医学における診断法、体質や病態の捉え方、治療法について概説できる。
日本薬局方に収載される漢方薬の適応となる証、症状や疾患について例示して説明でき
る。

E2-(10)-②-1
E2-(10)-②-2

7

現代医療における漢方薬の役割について説明できる。

E2-(10)-②-3

8

漢方薬の副作用と使用上の注意点を例示して説明できる。

E2-(10)-③-1

授業計画表
回

1

2

担当教員

金 成俊

金 成俊

内容

学習目標番号

漢方薬の歴史・特徴

経験医学とされる漢方薬の歴史的背景
を理解し、二千年以上の臨床経験を経
て、現代医療においても有用な医薬品
である漢方薬の特徴を解説する。

1

陰陽、虚実、寒熱、表裏の考え方

東洋哲学的な考え方を人体に対して
応用された基本的概念である陰陽五行
を理解し、さらに病態の異状を虚実・寒
熱・表裏で判断する理論を解説する。

2

項目
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3

金 成俊

気・血・水の考え方

陰陽から生まれた気血理論が日本漢
方においてさらに気血水理論に発展し
た。身体の異状を的確に判断する漢方
的な診断に必要な気血水の考え方を解
説する。

4

金 成俊

方剤の構成原則①

複数の生薬により構成されている漢方
薬の特徴及び基本方剤と種々の方剤と
の関連性に関して解説する。

3, 6

5

金 成俊

方剤の構成原則②

複数の生薬により構成されている漢方
薬の特徴及び基本方剤と種々の方剤と
の関連性に関して解説する。

3, 6

四診（診断方法）

望聞問切の四診による診断方法、その
診断結果から証に従った治療である随
証治療と方証相対の考えについて解説
する。

2, 5

日本薬局方収載漢方薬の適応①

方剤の構成原則を踏まえ、日本薬局方
に収載されている代表的な漢方薬の出
典、効能効果、薬理作用、副作用など
を解説。

3, 6

3, 6

8

6

7

金 成俊

金 成俊

8

金 成俊

日本薬局方収載漢方薬の適応②

方剤の構成原則を踏まえ、日本薬局方
に収載されている代表的な漢方薬の出
典、効能効果、薬理作用、副作用など
を解説。

9

金 成俊

漢方薬の副作用と使用上の注意点

比較的臨床において起こりうる漢方薬
の副作用と使用上の注意点を解説。

金 成俊

今まで学んだ知識を基に、現代医療に
現代医療における漢方薬の役割及び
おける漢方薬の役割及び漢方薬と西洋
漢方薬と西洋薬、民間薬、サプリメン
薬、民間薬、サプリメント、保険機能食
ト、保険機能食品などとの相違
品などとの相違を解説。

10

2

4, 7

関連授業科目
1.

漢方入門

2. 基礎漢方薬学2

3. 漢方処方解析1,2
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4. 臨床漢方治療学

5. 漢方治療学総論
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ƮƒƸƨƑåǷĩÓÀéZƳÙƜƨZCƭƕǁƚƿƑZĒƱwƨƪƬƳ\ƢƨǜǍǔǞƲƹƱřƿƥƑ8ēÖƱ/
ƘƑ Ʋ£ăśưƯƼÃÚƢƬƑ¤ƲMƱƤǁƠƮǄzƞƨƷƗƛƾƖƒļđƱ$ƬƜƨĩÓƱƫƖƬƳƑ{
ƥ¤ƲÆ £Ǆ8ÏƢƑŊ|æƮÚƤǁŕƲÂŘưƯǄõƚƻƬƙƝƠƮƒ

²³įǹėïíǷżžƀǺ
ĩÓǄÚƖƨäƲÀéǄ0¬íƚƫ[ƱīƗƠƮƛƭƜǁƾƗƱưǁƨƻƱƑ=äƲåÙØǄZƴƑåƱ
|ƣƨÀéĩƮƧƲÁƲŋÁƑưƿƴƱÀé0¬Ʋ(\ÁǄĒyƤǁƒƸƨƑĩÓǄ¥0ƚƫ[ƱÚ
ƤǁƨƻƱƑÚơǂǁĩÓƲ-ÚƱƫƖƬØİƢƑ\ơǂǁ-ÚƱdƤǁŊ&ư#ďǄĒyƤǁƒ
åǷĩÓÀéZǿƭƳƑàǷÍæǷǆǴǳǎǸäƑşǷŒāǷǌǳǒǈǭ ĽäƑĪÅǷŅĪEĆäƑÙ»E
ĆäƑîĞäƲĩƑåƑÀéƱƫƖƬZƵƒ

ZĒï´ǹ)ŉï´ǷƂŸƀƉǺ
Þ<

a

ƂŸƀǑǸǟ

Ů

ƲæǷåƱƫƖƬƑÙƣǁ7GƮƧǂƿǄƗ ĬíäǄƟƑĔMǄƼƮƱ
äǄÈƭƜǁƒǒǰǛǏƑšĪIƑĪIƑëÐƑƞƖǂǅƑľŖ`ǷT÷ƑǚǆǢǸ
ǗƑĚ¾Ƒ} ƑĖÉǷƽƦƑţâƑëãƑŀĪƑ$Ī?ƑƧƲ

ŻŮŪŧůŨŪƍŪŮ

ů

ǆǴǳǎǸÀéĩǹǥǔǙǬǶĩƑǆǴǳǎǸĩþǺƲĩØǹĩØÚƑ¶rƑư-
ÚǺƙƾƴĢqŊÚǄĹ ƭƜǁƒ

ŻůŪŧůŨŪƎŪŮ

Ű

à*ĩƲĩØǹĩØÚƑ¶rƑư-ÚǺƙƾƴĢqŊÚǄĹ

ŻůŪŧůŨŪƎŪů

ű

ƲǆǴǳǎǸäƱƫƖƬƑÀéĩƲĩØǹĩØÚƑ¶rƑư-ÚǺƑƙƾƴå
ǹåÙØƑæÕþǺǷĩÓÀéǹ3ĩAƲŋþǺǄĹ ƭƜǁƒǆǞǦǸ~îĞÍƑĨŢ
ãƑı~îĞÍƑǆǴǳǎǸ~ŤÍƑǆǴǳǎǸ~ĊğÍƑĥĄæƑÄ2ĀǆǴǳǎǸƑ
½ĀDǹōĭǺ
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４年次

Ų

ƲĩÓǆǴǳǎǸƱƫƖƬƑ7GĩÓƑåǹåÙØƑæÕþǺƙƾƴd#ÁǄĹ
ƭƜǁƒƂƊƅƋƅƇƉŪſƈƆƇƉƈƇǹǔǜǇǸǨǶǔŪǓǰǶǘǶǺæĐƑ¼~ĬîPºæǹōĭǺƑ
ĩ,~ňææĐƑĩã

ŻůŪŧůŨŪƎŪű

ų

ǆǠǧǇǱǍǒǸǒǰǛǏƱƫƖƬƑÀéĩƲĩØǹĩØÚƑ¶rƑư-ÚǺƑƙƾƴå
ǹåÙØƑæÕþǺǷĩÓÀéǹ3ĩAƲŋþǺǄĹ ƭƜǁƒ

ŻůŪŧůŨŪƎŪŲ

Ŵ

ƲäƱƫƖƬƑåǹåÙØƑæÕþǺǷĩÓÀéǹ3ĩAƲŋþǺǄĹ
ǁƒem~êƑ¾áæƑĎňæƑǩǸǚǉǛǞå

ŻůŪŧůŨŪƎŪų

ŵ

ƲġEÔßíģjàäƱƫƖƬƑÀéĩƲĩØǹĩØÚƑ¶rƑư-ÚǺƑ
ƙƾƴåǹåÙØƑæÕþǺǷĩÓÀéǹ3ĩAƲŋþǺǄĹ ƭƜǁƒǣǖǟǈåǹō
ĭǺƑµ©åǹōĭǺƑ~ŀĪǹōĭǺƑǆǓǘǶåƑǼJąhåǹōĭǺƑōæÿÎ.æƑR
ë~ô2æƑÔë~Īf«Çg~ćåƑģjà~ÊĪ~ŀĪǹōĭǺƑǒǉǸǐǴǶæ
Đ

ŻůŪŧůŨŪƎŪŴ

Ŷ

Ʋł~ģjàäƱƫƖƬƑÀéĩƲĩØǹĩØÚƑ¶rƑư-ÚǺƑƙƾ
ƴåǹåÙØƑæÕþǺǷĩÓÀéǹ3ĩAƲŋþǺǄĹ ƭƜǁƒł~ǊǲǜǫǞǸ
ǝǔƑvîæƑRëÿÍŬîĞÿÍƑŒāǲǈǫǚǹōĭǺ

ŻůŪŧůŨŪƎŪŵ

Ůŭ

ġEù°ǹěġƑĕġƑşŠƑĠlĪƑńĪǺƱƫƖƬƑċ:|ƙƾƴù°Ñdbå
ǹżƄŽźǺƲåǹåÙØƑæÕþǺǷĩÓÀéǹ3ĩAƲŋþǺǄĹ ƭƜǁƒ

ŻůŪŧůŨŪƎŪŶ

ŮŮ

ŒāǲǈǫǚƱƫƖƬƑÀéĩƲĩØǹĩØÚƑ¶rƑư-ÚǺƑƙƾƴåǹåÙ
ØƑæÕþǺǷĩÓÀéǹ3ĩAƲŋþǺǄĹ ƭƜǁƒ

ŻůŪŧůŨŪƏŪŮ

Ůů

Qx~ŒāæƱƫƖƬƑÀéĩƲĩØǹĩØÚƑ¶rƑư-ÚǺƑƙƾƴåǹå
ÙØƑæÕþǺǷĩÓÀéǹ3ĩAƲŋþǺǄĹ ƭƜǁƒ

ŻůŪŧůŨŪƏŪŰ

ŮŰ

ǌǳǒǈǭ ĽƲßmǄƗäǹ-ÜÕĝ¶ę ŇǹǺæƑşŃ2æǹƝǁåǄ@ƺǺƑ
~ĜçƱƗšǌǳǒǈǭĪæǺƱƫƖƬƑÀéĩƲĩØǹĩØÚƑ¶rƑư-
ÚǺƑƙƾƴåǹåÙØƑæÕþǺǷĩÓÀéǹ3ĩAƲŋþǺǄĹ ƭƜǁƒ

ŻůŪŧůŨŪƏŪű

Ůű

¹ĪĩƲĩØǹĩØÚƑ¶rƑư-ÚǺƙƾƴĢqŊÚǄĹ

ŻůŪŧŰŨŪƎŪŮ

ŮŲ

Ī®ĩƑ"HĩƙƾƴĪ®ÊİĩƲĩØǹĩØÚƑ¶rƑư-ÚǺƙƾƴĢqŊ
ÚǄĹ ƭƜǁƒ

ŻůŪŧŰŨŪƎŪů

Ůų

ƲŀĪƱƫƖƬƑÀéĩƲĩØǹĩØÚƑ¶rƑư-ÚǺƑƙƾƴåǹåÙ
ØƑæÕþǺǷĩÓÀéǹ3ĩAƲŋþǺǄĹ ƭƜǁƒŏ·~ŀĪƑiŁĦ×~ŀĪ
ǹ~ŀĪþǺƑ!ÙĤ~ŀĪƑģjà~ÊĪ~ŀĪǹŷžŽŷǺƑě~ŀĪƑŏĦ×~ŀ
Ī

ŻůŪŧŰŨŪƎŪŰ

ŮŴ

ú~ĪĀ "HæĐǹźžŹǺƱƫƖƬƑÀéĩƲĩØǹĩØÚƑ¶rƑư-ÚǺƑ
ƙƾƴåǹåÙØƑæÕþǺǷĩÓÀéǹ3ĩAƲŋþǺǄĹ ƭƜǁƒ

ŻůŪŧŰŨŪƎŪű

Ůŵ

ƲäƱƫƖƬÀéĩƲĩØǹĩØÚƑ¶rƑư-ÚǺƑƙƾƴåǹåÙØƑ
æÕþǺǷĩÓÀéǹ3ĩAƲŋþǺǄĹ ƭƜǁƒĪ9åƑĪ®~Īf«Çg~ćå
ǹƃƃƁǺƑìĪ×ÇgæƑĪ®O®æƑìĪåǹōĭǺƑ~ǲǶǤĜǹōĭǺ

ŻůŪŧŰŨŪƎŪŲ

ŮŶ

ƲÙ»EĆäƱƫƖƬƑÀéĩƲĩØǹĩØÚƑ¶rƑư-ÚǺƑƙƾƴå
ǹåÙØƑæÕþǺǷĩÓÀéǹ3ĩAƲŋþǺǄĹ ƭƜǁƒ+üĝĖSæƑY_ ğ
æƑY_ÿĜ

ŻůŪŧŰŨŪƏŪų

ůŭ

VWǷ%XǷŌVƱŒņƢƬÚƖƿǂǁĩÓƱƫƖƬƑĩØǹĩØÚƑ¶rƑư-ÚǺƑ
ƙƾƴĩÓÀéǹ3ĩAƲŋþǺǄĹ ƭƜǁƒ

ŻůŪŧŰŨŪƏŪŴ

ůŮ

ƲÙ»EĆäƱƫƖƬĹ

ŻůŪŧŰŨŪƏŪŵ

ůů

ǆǞǦǸ~îĞÍƱƫƖƬƑÀéĩƲĩØǹĩØÚƑ¶rƑư-ÚǺƑƙƾƴåǹå
ÙØƑæÕþǺǷĩÓÀéǹ3ĩAƲŋþǺǄĹ ƭƜǁƒ

ŻůŪŧųŨŪƏŪŮ

ůŰ

îĞñħæƱƫƖƬƑÀéĩƲĩØǹĩØÚƑ¶rƑư-ÚǺƑƙƾƴåǹåÙ
ØƑæÕþǺǷĩÓÀéǹ3ĩAƲŋþǺǄĹ ƭƜǁƒ

ŻůŪŧųŨŪƏŪů

ůű

ĮèƱƫƖƬƑÀéĩƲĩØǹĩØÚƑ¶rƑư-ÚǺƑƙƾƴåǹåÙØƑæÕ
þǺǷĩÓÀéǹ3ĩAƲŋþǺǄĹ ƭƜǁƒ

ŻůŪŧųŨŪƏŪŰ

ƭƜ

ƭƜǁƒ

ƭƜǁƒßmVWƑßm%XƑVæ
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ůŲ

ƲäƱƫƖƬ³ĹƭƜǁƒĨŢãǹōĭǺƑĩãǹōĭǺƑ¾áæǹōĭǺƑêǹō
ĭǺƑı~îĞÍǹōĭǺƑĎňæǹōĭǺ

ŻůŪŧųŨŪƏŪű

ůų

ĠlĪƑ¨¯ĪƙƾƴşŠƱÛªƤǁĪÅpĈĘǄÚƖƨù°3éƱƫƖƬĹ

ŻůŪŧŵŨŪƏŪŰ

ůŴ

Ő¦éŝƱ

ƭƜǁƒ

ŔƤǁ>æǄ'ƢƑƧƲĩÓÀéƱƫƖƬĴĿƤǁƒǹòľǷsǺ

ŻůŪŧŮŮŨŪƍŪŰ

²ĳÝĬ
Řï

a

ZĒï´Þ<

F

wB

Ů

ĂNƐŉŗ

ĪÅǷŅĪĆäǼ

ŏ·~ŀĪƑiŁĦ×~ŀĪǹ~
ŀĪþǺƑ!ÙĤ~ŀĪ

ŮũťŮűũťŮŲũťŮų

ů

ĂNƐŉŗ

ĪÅǷŅĪĆäǽ

ģjà~ÊĪ~ŀĪǹŷžŽŷǺƑě~
ŀĪƑŏĦ×~ŀĪ

ŮũťŮűũťŮŲũťŮų

Ű

ĂNƐŉŗ

ĪÅǷŅĪĆäǾ

Ī9åƑÔë~Īf«Çg~ćåƑ
Ī®~Īf«Çg~ćå

ŮũťŮűũťŮŲũťŮŵ

ű

ĂNƐŉŗ

ĪÅǷŅĪĆäǿ

ìĪ×ÇgæƑU×ÇgæƑĪ®
æƑO®æ

ŮũťŮűũťŮŲũťŮŵ

Ų

ĂNƐŉŗ

ĪÅǷŅĪĆäȀ

ú~ĪĀ

ų

Ì§Ɛtn

şǷŒāǷǌǳǒǈǭ

ĽäǼ

Œāǲǈǫǚ

Ŵ

Ì§Ɛtn

şǷŒāǷǌǳǒǈǭ

Ľäǽ

Qx~ŒāæƑ-ÜÕĝ¶ę Ňǹ
ǺæƑ~ĜçƱƗšǌǳǒǈǭĪ
æ

ŵ

Ì§Ɛtn

àǷÍæǷǆǴǳǎǸäǼ

ł~ǊǲǜǫǞǸǝǔƑǒǉǸǐǴǶ
æĐƑġEù°Ƿċ:|Ƿù°Ñ
dbå

ŮũťŰũťŵũťŶũťŮŭũťůų

Ŷ

Ì§Ɛtn

àǷÍæǷǆǴǳǎǸäǽ

ǩǸǚǉǛǞåƑǆǓǘǶåƑvîæƑR
ëÿÍŬîĞÿÍ

ŮũťŰũťŴũťŵũťŶ

Ůŭ

Ì§Ɛtn

àǷÍæǷǆǴǳǎǸäǾ

ǆǠǧǇǱǍǒǸǒǰǛǏƑem~êƑ
¾áæƑĎňæ

ŮũťųũťŴũťůŲ

ŮŮ

Ì§Ɛtn

àǷÍæǷǆǴǳǎǸäǿ

ĨŢãƑı~îĞÍƑǆǴǳǎǸ~
ŤÍƑǆǴǳǎǸ~ĊğÍƑĥĄæ

ŮũťůũťűũťůŲ

Ůů

Ì§Ɛtn

àǷÍæǷǆǴǳǎǸäȀ

Ä2ĀǆǴǳǎǸƑǔǜǇǸǨǶǔǷǓǰ
ǶǘǶæĐƑ¼~ĬîPºæƑĩ
,~ňææĐƑĩã

ŮũťűũťŲũťůŲ

ŮŰ

Ì§Ɛtn

îĞä

ǆǞǦǸ~îĞÍƑîĞñħæƑĮè

Ůű

ŎƐñ

Ù»EĆäǼ

Y_

ŮŲ

ŎƐñ

Ù»EĆäǽ

VWǷ%XǷŌVƑßmVWƑßm%
XƑVæ

"HæĐǹźžŹǺƑ

ğæƑY_ÿĜ

ŮũťŮűũťŮŲũťŮŴũťůų
ŮũťŮŮ
ŮũťŮůũťŮŰ

ŮũťůůũťůŰũťůűũťůŴ
ŮũťŮŶ
ŮũťůŭũťůŮ

Œņ²øï
ƐŮūƐ¶ęxZǼǷǽǷǾƐťƐƐůūƐÙ2ZǼǷǽǷǾƐťƐƐŰūƐĩØZǼȃǿƐƐƐťűūťƐàZƐƐťƐŲūťťæZǷĢq±Zťťťťťťťťťťťťťťťť
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ŋ`¤ŧ&

ƻŧ0

ėhƹ!ƺŧŧ[64ƹƺ

ge
ŒŧĔåG

č«
QĎļƹSĈĎļƷēğĎļƹŏŇŁƺƺŽđĹƀİŴƏƴƭƸƦƹŉŇŁƺƺżŨÞ8ÌƀčŴƏũōŇ°ƒ8ŽŴƏũ

ƥƚƟƦ
ƫƲƶƦ

2ç´
ýaöÇOƹýaöÇOßĴƺ
"Ø¹Oƹ/[IƺŉŇňŎ

ƗƪƕƟƔƵƸƹÏĒƺ
§ġƁňŉőňŌƽňŊőŇŇŽųƇŴůŨŵƁ

ƁįżƊF_ƀƂWoųƇŴũŔňňƼR,RæƠƶƣƸƹėŨ[6ƺ

OºƄƁƯƤƠƸƞ
sqº±ƹůƓƺƂŨĩƀŭűƏ¥¶ÖňƁÂrżūƎŨÔŪƁsqöÇƁÃvƋŵƁªÈƀŹŬŻ¹ĉŴƏŲŽůnążŴũ²ƀPŮŹĦ$ſĀ±
È«ƁRƀĀ'^ůİƑƏŶƉŨªÈčƋ|ċĊŨ(¼ưƨƣƲƶƜſžŨĀOÌſ ůżŰƏò*ƹRĜ*ƺƒĝƀ űŻŬŶŷŰŶŬũƇŶŨ
ůƓrèƁ¨ŸƀīxųŨ Ì.ÈƒçxųŶÁÅà;È«ƀŹŬŻ żŰƏŲŽƒÎųŻƆųŬũ



ąƹìÎÌƷŖŗřƺ

ŖŗřŧůƓrèƀPƷĦſĀ±È«ƒ ŴƏŶƉƀŨsqº±ƹůƓƺƁĢĂƋĬÄcƒčųŨsqöÇÂrªÈƀİŴƏHÌſÐĖƒĝƀ
Ħ$ſ.Ā=tJƒHƀŨŪƁrèƀĦųŶªÈ«ƒ żŰƏò*ƒjŴƏũ

űŨ

OæÎ¢ƹ%ĤÎ¢ƷŚœřşƺ
¾7

V

ŚœřƝƸƧ

ň

öÇƁQåƹþqöÇŽsqöÇƁĥŬƺƒĐżŰƏũ

ŔŉŅłŎŃŅŤŅň

ŉ

ŀsqöÇƀŹŬŻŨƁĶÎƒ ĐżŰƏũ
ÜáG#ĺŭƌƃÃ#ĺŨsqöÇƁƹÚðČŨÜáČŨ½ČŨöÇƮƸƘƸƹöÇİĠƁK¿ĨNŨĨN»±ƒ:
ƈƺƺŨsqöÇƁÀOƹůƓãrƁ·³ŭƌƃůƓ¥Ɓ·³ƺŨsqöÇƁƲƟƛŭƌƃıąE

ŔŉŅłŎŃŅŤŅŉ

Ŋ

sqöÇƁªÈƀŭűƏĀ±ªÈƁâźűƒ

ŔŉŅłŎŃŅŤŅŊ

ŋ

Ɓ}sqöÇĀƁĀ¹ƹĀ¹¼Ũ£bŨſ(¼ŨÏ¼ŨÜáÓĂqƺŭƌƃýaĦ¼ƒĐżŰƏũ
ƔƳƚƳ-ĀŨ ĕ}ĀŨ}öÇ}º±ęŨkXØĲUĀŨƦƭƖƢƯƱƸơĲUĀŨ}öÇƬƳưƶİĠĀŨËĭĄ'Ũ#N¢Ì
ªÈĀŨŵƁ Ɓ}sqöÇĀ

ŔŉŅłŎŃŅťŅň

Ō

}sqöÇĀƀWŴƏéqµj£¡ƒĐżŰƏũ

ŔŉŅłŎŃŅťŅŉ

ō

}sqöÇĀƁſ(¼ƹÆŨsmƷA9ŨËā¸®YŨÍúĳUƹ{ĚÄäƒ:ƈƺŨāX®Y×ƺƁĞ®ƁŶƉƁW"«ƒ
ĐżŰƏũ

ŔŉŅłŎŃŅťŅŊ

Ŏ

ĐżŰƏũ

ăÌſůƓ-OÈ«ƁƴƞƯƶƹŕřŘŕřŜŀ×ƺƀŹŬŻŨ¡yĀ±ŭƌƃŵƁi)Ũ(¼ŨWĘÂrƒ
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医薬品情報学 ※
必修
漢方・臨床・健康薬学科
中野泰子（教授） 成田 延幸（講師）

4年次 前期

１ 単位

授業形式
A 講義型

評価方法
定期試験（95%）、演習（5％）により評価する。

テキスト
スタンダード薬学シリーズⅡ６ 医療薬学 V.薬物治療に役立つ情報（日本薬学会編、東京化学同人）

参考文献
医薬品情報学 第4版（山崎幹夫監修、東京大学出版会）

オフィスアワー（授業相談）
講義日の16：30～17：30。中野泰子（薬物治療学研究室：E44）
講義日の16：30～17：30。成田延幸（薬剤学研究室：C43）

学生へのメッセージ
医薬品を人に投与するということは本当は大変恐ろしいことです。安全に有効に使うために様々な検討がなされてその
結果によりどんな人にどのように投与するか、投与する前、投与した後にはどのようなことに注意しなくてはいけない
か、どのような人には投与してはいけないかなどが決まっています。また、このように様々な大事な情報が、医薬品の
開発時は勿論のこと臨床現場に医薬品として供給された後も報告され続けます。多くの情報から大事な情報を採集、
選別し、評価して臨床現場で安全に有効に使用するために、更にはそのような有益な情報を臨床現場に提供するため
に薬剤師は日々努力し続ける必要があります。また、病態、薬理、生化学、分子生物学、免疫学、動態、毒性、有機化
学、物理化学、統計など、薬学部で学ぶ全ての知識が情報の理解には必要です。今勉強していることがどのように知
識として必要か、どのようにその知識を使うかをイメージできるようになっていただけたらと思います。

授業概要（教育目的・GIO）
医薬品の適正使用に必要な医薬品情報を理解し、正しく取り扱うことができるようになるために、医薬品情報の収集、
評価、加工、提供、管理に関する基本的知識、技能、態度を修得する。

学習目標（到達目標・SBOs）
番号

内容

SBOコード

1

代表的な薬害の例（サリドマイド、スモン、非加熱血液製剤、ソリブジン等）について、その原
因と社会的背景及びその後の対応を説明できる。

A-(1)-③-6

2

医薬品を使用したり取り扱う上で、必須の医薬品情報を列挙できる。

E3-(1)-①-1

3

医薬品情報に関わっている職種を列挙し、その役割について概説できる。

E3-(1)-①-2

4

医薬品（後発医薬品等を含む）の開発過程で行われる試験（非臨床試験、臨床試験、安定性
試験等）と得られる医薬品情報について概説できる。

E3-(1)-①-3

5

医薬品の市販後に行われる調査・試験と得られる医薬品情報について概説できる。

E3-(1)-①-4

6

医薬品情報に関係する代表的な法律・制度（医薬品・医療機器法（現 薬事法）、GCP、GVP、
GPSP、RMP など）とレギュラトリーサイエンスについて概説できる。

E3-(1)-①-5

7

医薬品情報源の一次資料、二次資料、三次資料の分類について概説できる。

E3-(1)-②-1

8

医薬品情報源として代表的な二次資料、三次資料を列挙し、それらの特徴について説明でき
る。

E3-(1)-②-2

9

厚生労働省、医薬品医療機器総合機構、製薬企業などの発行する資料を列挙し、概説でき
る。

E3-(1)-②-3

10 医薬品添付文書（医療用、一般用）の法的位置づけについて説明できる。
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11

医薬品添付文書（医療用、一般用）の記載項目（警告、禁忌、効能・効果、用法・用量、使用
上の注意など）を列挙し、それらの意味や記載すべき内容について説明できる。

E3-(1)-②-5

12

医薬品インタビューフォームの位置づけと医薬品添付文書との違いについて説明できる。

E3-(1)-②-6

13

EBM の基本概念と実践のプロセスについて説明できる。

E3-(1)-④-1

14

代表的な臨床研究法（ランダム化比較試験、コホート研究、ケースコントロール研究など）の
長所と短所を挙げ、それらのエビデンスレベルについて概説できる。

E3-(1)-④-2

15

臨床研究論文の批判的吟味に必要な基本的項目を列挙し、内的妥当性（研究結果の正確
度や再現性）と外的妥当性（研究結果の一般化の可能性）について概説できる。

E3-(1)-④-3

16

メタアナリシスの概念を理解し、結果を説明できる。

E3-(1)-④-4

17

臨床研究における基本的な統計量（平均値、中央値、標準偏差、標準誤差など）の意味と違
いを説明できる。

E3-(1)-⑤-1

18

帰無仮説の概念および検定と推定の違いを説明できる。

E3-(1)-⑤-2

19

代表的な分布（正規分布、ｔ分布、二項分布、ポアソン分布、χ2 分布、F 分布）について概説
できる。

E3-(1)-⑤-3

20

主なパラメトリック検定とノンパラメトリック検定を列挙し、それらの使い分けを説明できる。

E3-(1)-⑤-4

21

二群間の差の検定（ｔ検定、χ2 検定など）を実施できる。（技能）

E3-(1)-⑤-5

22

主な回帰分析（直線回帰、ロジスティック回帰など）と相関係数の検定について概説できる。

E3-(1)-⑤-6

23

基本的な生存時間解析法（カプラン・マイヤー曲線など）について概説できる。

E3-(1)-⑤-7

24

臨床研究（治験を含む）の代表的な手法（介入研究、観察研究）を列挙し、それらの特徴を概
説できる。

E3-(1)-⑥-1

25

臨床研究におけるバイアス・交絡について概説できる。

E3-(1)-⑥-2

26

観察研究での主な疫学研究デザイン（症例報告、症例集積、コホート研究、ケースコントロー
ル研究、ネステッドケースコントロール研究、ケースコホート研究など）について概説できる。

E3-(1)-⑥-3

27

副作用の因果関係を評価するための方法（副作用判定アルゴリズムなど）について概説でき
る。

E3-(1)-⑥-4

28

優越性試験と非劣性試験の違いについて説明できる。

E3-(1)-⑥-5

29

介入研究の計画上の技法（症例数設定、ランダム化、盲検化など）について概説できる。

E3-(1)-⑥-6

30

統計解析時の注意点について概説できる。

E3-(1)-⑥-7

31

介入研究の効果指標（真のエンドポイントと代用のエンドポイント、主要エンドポイントと副次
的エンドポイント）の違いを、例を挙げて説明できる。

E3-(1)-⑥-8

32

臨床研究の結果（有効性、安全性）の主なパラメータ（相対リスク、相対リスク減少、絶対リス
ク、絶対リスク減少、治療必要数、オッズ比、発生率、発生割合）を説明し、計算できる。（知
識・技能）

E3-(1)-⑥-9

33

目的（効能効果、副作用、相互作用、薬剤鑑別、妊婦への投与、中毒など）に合った適切な
情報源を選択し、必要な情報を検索、収集できる。（技能）

E3-(1)-③-1

34

MEDLINEなどの医学・薬学文献データベース検索におけるキーワード、シソーラスの重要性
を理解し、検索できる。（知識・技能）

E3-(1)-③-2

35

医薬品情報の信頼性、科学的妥当性などを評価する際に必要な基本的項目を列挙できる。

E3-(1)-③-3

36

臨床試験などの原著論文および三次資料について医薬品情報の質を評価できる。（技能）

E3-(1)-③-4

37

医薬品情報をニーズに合わせて加工・提供し管理する際の方法と注意点（知的所有権、守
秘義務など）について説明できる。

E3-(1)-③-5

授業計画表
項目

内容

回

担当教員

1

中野 泰子

薬害

過去の薬害とその後の対策（1）

1

2

中野 泰子

薬害

過去の薬害とその後の対策（2）

1

3

中野 泰子

医薬品情報

医薬品の研究開発の流れと情報

2, 3, 4
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4

中野 泰子

医薬品情報

市販後の調査と情報

5

中野 泰子

医薬品情報の主な情報源

医療用医薬品添付文書、一般用医薬
品添付文書、医薬品インタビューフォー
ム

6

中野 泰子

生物統計の基礎と実践

生物統計の基礎（１）

17, 18, 19, 20

7

中野 泰子

生物統計の基礎と実践

生物統計の基礎（２）

21, 22, 23

8

中野 泰子

臨床研究デザインと解析

臨床研究の目的とデザイン、評価法（1）

9

中野 泰子

臨床研究デザインと解析
医薬品情報源とEBMの実践

臨床研究の目的とデザイン、評価法（2） 7, 8, 13, 14, 15, 16,
医薬品情報源の分類と特徴、情報の収 27, 28, 29, 30, 31,
集と評価、EBMの実践
33, 34, 35, 36, 37

10

中野 泰子
成田 延幸

医薬品情報源とEBMの演習

医薬品情報源の分類と特徴、情報の収 7, 8, 13, 14, 15, 16,
集と評価、EBMの実践
33～37

5, 6, 9
10, 11, 12

24, 25, 26, 32

関連授業科目
1.

基礎統計学

2.

公衆衛生学

3.

医療統計学
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4.

薬事衛生法規

5.

医薬品副作用学
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臨床薬理学１ ※
必修
漢方・臨床・健康薬学科
吉門 崇（講師） 千葉 康司（教授）

4年次 前期

0.5 単位

授業形式
A 講義型

評価方法
定期試験（50%）とレポート（50%）により総合的に評価する。

テキスト
臨床薬理学（第４版）： 日本臨床薬理学会 編集（医学書院）

参考文献
「治療薬マニュアル２０１8」： 高久史麿，矢崎義雄 他 監修（医学書院）

オフィスアワー（授業相談）
臨床薬理学研究室（D41）にて火曜日の16：30～18：00（毎月第2火曜日は除く）

学生へのメッセージ
授業内容を十分に理解できるように，予習，復習を行うようにして下さい。

授業概要（教育目的・GIO）
臨床薬理学は、薬物の人体における作用と動態を研究し、合理的薬物治療を確立するための科学である。医薬品の薬
効は、投与量との関係により、また、薬物動態を組み入れ、循環血液中の濃度との関係により示される。一方、医薬品
は副作用も示し、これも同様に投与量または血液中濃度との関係により示される。本授業では、医薬品の薬効と薬物
動態の関係を説明できるようにし、投与量、時間、濃度、薬効をつなぎ、課題をもとにした学習により実践に活かせるよ
うにする。

学習目標（到達目標・SBOs）
番号

内容

SBOコード

1

薬の用量と作用の関係を説明できる。

E1-(1)-①-1

2

アゴニスト（作動薬、刺激薬）とアンタゴニスト（拮抗薬、遮断薬）について説明できる。

E1-(1)-①-2

3

薬物が作用するしくみについて、受容体、酵素、イオンチャネルおよびトランスポーターを例
に挙げて説明できる。

E1-(1)-①-3

4

薬物の体内動態（吸収、分布、代謝、排泄）と薬効発現の関わりについて説明できる。

E1-(1)-①-6

5

薬物の選択（禁忌を含む）、用法、用量の変更が必要となる要因（年齢、疾病、妊娠等）につ
いて具体例を挙げて説明できる。

E1-(1)-①-7

6

薬物の主作用と副作用、毒性との関連について説明できる。

E1-(4)-1

7

薬物の副作用と有害事象の違いについて説明できる。

E1-(4)-2

8

免疫抑制薬の薬理（薬理作用、機序、主な副作用）および臨床適用を説明できる。

E2-(2)-②-2

9

臓器移植（腎臓、肝臓、骨髄、臍帯血、輸血）について、拒絶反応および移植片対宿主病
（GVHD）の病態（病態生理、症状等）・薬物治療（医薬品の選択等）を説明できる。

E2-(2)-②-9

10

免疫・炎症・アレルギー疾患に用いられる代表的な薬物の基本構造と薬効（薬理・薬物動態）
の関連を概説できる。

E2-(2)-④-1

11

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

E2-(5)-①-2

12

薬物動態に影響する代表的な遺伝的素因（薬物代謝酵素・トランスポーターの遺伝子変異な
ど）について、例を挙げて説明できる。

E3-(3)-①-2

13

個別の患者情報（遺伝的素因、年齢的要因、臓器機能など）と医薬品情報をもとに、薬物治
療を計画・立案できる。（技能）

E3-(3)-⑤-1
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授業計画表
回

担当教員

1

千葉 康司

2

内容

学習目標番号

臨床薬理学とはⅠ

薬効と投与量、作用と有害反応との関
係について

1～7

千葉 康司

臨床薬理学とはⅡ

作用と有害反応、濃度と時間との関係
について

1～7, 12

3

吉門 崇

薬物濃度の個人差と薬効の個人差
Ⅰ

個別化医療の現状と薬物動態・薬力学
的投与計画

11, 12, 13

4

吉門 崇

薬物濃度の個人差と薬効の個人差
Ⅱ

高脂血症薬・免疫抑制薬を例として

8～13

5

千葉 康司・
個別の患者情報に基づく薬物治療
吉門 崇

医薬品情報をもとにした薬物治療の計
画・立案（技能）[レポート提出]

1～13

関連授業科目
1. 臨床薬理学２

項目

2. 臨床薬物動態学

3. 医薬品情報学
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4. 医療統計学

5. 薬理学Ⅰ
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４年次
疾患別治療特論１ ※
必修
漢方・臨床・健康薬学科
4年次 後期
篠塚 達雄（教授） 山口 友明（教授） 岡田 賢ニ（准教授） 吉江 文彦（講師） 佐藤 恭輔（助教） 市川 訓（外部講師）
鈴木 優司（外部講師） 石井 弘幸（外部講師）

1 単位

授業形式
A 講義型・課題学習（ＰＢＬ）型

評価方法
定期試験（客観試験・論述試験（80%））と課題に関するレポート（20%））で、総合的に評価する。60点以上を合格とする。

テキスト
授業プリント

参考文献
オフィスアワー（授業相談）
原則として毎週水・木の8:00～9:00としますが、その他の時間でも在席時には対応します。E42：病態生理学研究室（篠塚）、E11：実務実習センター（山口、岡田、
吉江、佐藤）

学生へのメッセージ
実務実習に先立ち、各種疾患の治療指針を理解することが必要です。この授業は、代表的な疾患について、その治療ガイドライン等を用い、患者の重症度を評価
したうえで安全かつ適切な薬物療法を提案できる能力を身に付けることを目標としています。

授業概要（教育目的・GIO）
患者に安全かつ適切な薬物療法を提供するために、代表的な疾患治療のガイドライン等を用い、患者の重症度にあった治療方針を提案できる実践能力を身に付
ける。

学習目標（到達目標・SBOs）
番号

内容

SBOコード

1

医薬品の適正使用における薬剤師の役割とファーマシューティカルケアについて説明できる。

A-(1)-②-3

2

医療に関するリスクマネジメントにおける薬剤師の責任と義務を説明できる。

A-(1)-③-3

3

医薬品が関わる代表的な医療過誤やインシデントの事例を列挙し、その原因と防止策を説明できる。

A-(1)-③-4

4

「薬剤師として求められる基本的な資質」について、具体例を挙げて説明できる。

5

うつ病、躁うつ病（双極性障害）について、病態（病態生理、症状等）・薬物治療（医薬品の選択等）を説明できる。

E2-(1)-③-5*

6

脳血管疾患（脳内出血、脳梗塞（脳血栓、脳塞栓、一過性脳虚血）、くも膜下出血）について、病態（病態生理、症状等）・薬物治療（医
薬品の選択等）を説明できる。

E2-(1)-③-8*

7

気管支喘息について、病態（病態生理、症状等）・薬物治療（医薬品の選択等）を説明できる。

E2-(4)-①-1*

8

急性および慢性心不全について、病態（病態生理、症状等）・薬物治療（医薬品の選択等）を説明できる。

E2-(3)-①-2*

9

虚血性心疾患（狭心症、心筋梗塞）について、病態（病態生理、症状等）・薬物治療（医薬品の選択等）を説明できる。

E2-(3)-①-3*

10

高血圧症について、病態（病態生理、症状等）・薬物治療（医薬品の選択等）を説明できる。

E2-(3)-①-4*

11

糖尿病とその合併症について、病態（病態生理、症状等）・薬物治療（医薬品の選択等）を説明できる。

E2-(5)-①-1*

12

脂質異常症について、病態（病態生理、症状等）・薬物治療（医薬品の選択等）を説明できる。

E2-(5)-①-2*

13

尿路感染症について、病態（病態生理、症状等）および薬物治療（医薬品の選択等）を説明できる。

E2-(7)-③-4*

14

細菌性肺炎等の呼吸器感染症について、病態（病態生理、症状等）および薬物治療（医薬品の選択等）を説明できる。

E2-(7)-③-1*

15

感染症患者の症例に対して、医療人である薬剤師として、多面的な観点から治療・投与設計などの問題解決ができる。

16

代表的ながん治療に用いる薬剤の臨床適用を説明できる。

E2-(7)-⑧-1*

17

代表的ながん化学療法のレジメン（FOLFOX 等）について、構成薬物およびその役割、副作用、対象疾患を概説できる。

E2-(7)-⑧-4

18

がん終末期の病態（病態生理、症状等）と治療を説明できる。

E2-(7)-⑨-1

19

がん性疼痛の病態（病態生理、症状等）と薬物治療（医薬品の選択等）を説明できる。

20

代表的な疾患の症例について、患者情報および医薬品情報などの情報に基づいて薬物治療の最適化を考える。

21

医薬品を使用したり取り扱う上で、必須の医薬品情報を列挙できる。

A-(5)-②-1

adv-F-(3)

E2-(7)-⑨-2
E2-(11)-①-1*
E3-(1)-①-1

医薬品添付文書（医療用、一般用）の記載項目（警告、禁忌、効能・効果、用法・用量、使用上の注意など）を列挙し、それらの意味や
22
記載すべき内容について説明できる。

E3-(1)-②-5

23

医薬品インタビューフォームの位置づけと医薬品添付文書との違いについて説明できる。

E3-(1)-②-6

24

医療の担い手が守るべき倫理規範や法令について説明できる。

adv-F-(1)-②

25

患者・生活者中心の医療の視点から個人情報や自己決定権に配慮すべき対応を説明できる。

adv-F-(1)-②

26

患者・生活者の健康の回復と維持、生活の質の向上に薬剤師が積極的に貢献することの重要性を説明できる。

adv-F-(1)-②

27

病院・薬局で薬剤師が実践する薬学的管理の重要性について説明できる。

adv-F-(1)-③

28

代表的な疾患の入院治療における適切な薬学的管理について説明できる。

adv-F-(1)-③

施設内のインシデント（ヒヤリハット）、アクシデントの事例をもとに、リスクを回避するための具体策と発生後の適切な対処法を提案で
29
きる。

adv-F-(2)-⑥

30

病院における薬剤部門の位置づけと業務の流れについて他部門と関連付けて説明できる。

adv-F-(1)-③

31

治療ガイドライン等を確認し、科学的根拠に基づいた処方を立案できる。

adv-F-(3)-③

32

薬物療法に対する問い合わせに対し、根拠に基づいた報告書を作成できる。

adv-F-(3)-④
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33

医療スタッフおよび患者のニーズに合った医薬品情報について説明できる。

34

安全で有効な薬物療法に必要な医薬品情報の評価、加工について説明できる。

adv-F-(3)-②
adv-F-(3)-②
*：該当SBOの部分実施

授業計画表
回

担当教員

項目

内容

学習目標番号

1

篠塚 達雄

疾病別治療特論 総論

医療にかかわる薬剤師の責任、医療過誤
やインシデントの事例

1, 2, 3, 4, 29

2

山口 友明

代表的疾患の治療ガイドラインと臨床使用

代表的疾患の治療ガイドラインと臨床使用
と薬剤師の役割

4, 5, 6, 7 ,8, 9, 10,
11, 12, 20, 21, 22,
23, 31, 34

3

山口 友明

代表的疾患の治療ガイドラインと臨床使用

代表的疾患の治療ガイドラインと臨床使用
と薬剤師の役割

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 20, 21, 22,
23, 31, 34

4

岡田 賢ニ

感染症治療の症例検討

感染症疾患の治療ガイドラインと臨床使用
と薬剤師の役割

13, 14, 15, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 31

5

岡田 賢ニ、吉江 文彦、佐藤 恭輔、山口
感染症治療の症例検討（ＰＢＬ）
友明

感染症治療の症例検討（ＰＢＬ）

13, 14, 15, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 31

6

岡田 賢ニ、吉江 文彦、佐藤 恭輔、山口
感染症治療の症例検討（ＰＢＬ）
友明

感染症治療の症例検討（ＰＢＬ）

13, 14, 15, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 31

7

石井 弘幸、山口 友明

がん化学療法における薬剤師の役割

病院におけるがん化学療法の実際と薬剤
師の役割

1, 2, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22

8

市川 訓、山口 友明

大学病院における薬剤師業務と疾患管理

大学病院における薬剤師業務と疾患管理

1, 2, 3, 4, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32,
33, 34

9

鈴木 優司、山口 友明

大学病院における薬剤師の役割と安全管
理

大学病院における薬剤師の役割と安全管
理

1, 2, 21, 26, 27, 28,
30, 31, 32, 33, 34

10

山口 友明

代表的疾患の治療ガイドラインと臨床使用

代表的疾患の治療ガイドラインと臨床使用
と薬剤師の役割

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 20, 21, 22,
23, 31, 34

関連授業科目
1. 処方解析

2.実務実習プレ教育

3.感染症治療学

4.実務実習（薬局）

5.実務実習（病院）
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6.処方解析演習

４年次

医療コミュニケーション論 ※
必修
漢方・臨床・健康薬学科
渡邊 美智留（准教授） 吉江 文彦（講師）

4年次 後期

1 単位

授業形式
A 講義型 D 演習型

評価方法
定期試験 （60%）、授業全体を通してパフォーマンス（提出課題：40%）を確認して総合的に評価する。提出課題はルーブ
リック評価にて評価する。

テキスト
スタンダード薬学シリーズⅡ 1 薬学総論 Ⅰ．薬剤師としての基本事項 （東京化学同人）,オリジナルプリントの配布

参考文献
オフィスアワー（授業相談）
不在のときもありますが、研究室にいるときはいつでも結構です。渡邊美智留は臨床薬剤学研究室（C44）、吉江文彦は
実務実習センター（E11)で対応します。

学生へのメッセージ
模擬カルテ・患者等を教材として授業をすすめます。学生一人ひとりが、毎回、薬剤師になったつもりで学習してくださ
い。また、この時期に、本学の建学の精神の根底にある“惻隠の心”について考えてみましょう。医療コミュニケーション
に活かして、あなたの個性に活かして、5年次の実務実習に臨みましょう。

授業概要（教育目的・GIO）
患者・生活者、他の職種との対話を通じて相手の心理、立場、環境を理解し、信頼関係を構築するために役立つ能力
を身につける。
医療におけるコミュニケーションは、単なる流暢なおしゃべりではなく、患者の医療上の問題を基にした意思疎通であ
る。その方法には、医師への疑義照会や患者への服薬指導などの対話、SOAP形式記録や薬剤情報提供文書などの
文字媒体によるものがある。これらのコミュニケーションが上手くできることによって、チーム医療で活躍することができ
る。授業では、信頼関係やコミュニケーションの本質を体系的に学習するとともに、アクティブラーニングによって実践的
な能力を身につけていく。

学習目標（到達目標・SBOs）
番号

内容

SBOコード

1

知り得た情報の守秘義務と患者等への情報提供の重要性を理解し、適切な取扱いができ
る。（知識・技能・態度）

A-(2)-③-4

2

意思、情報の伝達に必要な要素について説明できる。

A-(3)-①-1

3

相手の立場、文化、習慣等によって、コミュニケーションの在り方が異なることを例を挙げて
説明できる。

A-(3)-①-3

4

対人関係に影響を及ぼす心理的要因について概説できる。

A-(3)-①-4

5

相手の心理状態とその変化に配慮し、対応する。（態度）

A-(3)-①-5

6

自分の心理状態を意識して、他者と接することができる。（態度）

A-(3)-①-6

7

適切な聴き方、質問を通じて相手の考えや感情を理解するように努める。（技能・態度）

A-(3)-①-7

8

適切な手段により自分の考えや感情を相手に伝えることができる。（技能・態度）

A-(3)-①-8

9

他者の意見を尊重し、協力してよりよい解決法を見出すことができる。（知識・技能・態度）

A-(3)-①-9

10

患者や家族、周囲の人々の心身に及ぼす病気やケアの影響について説明できる。

A-(3)-②-1

11

患者・家族・生活者の心身の状態や多様な価値観に配慮して行動する。（態度）

A-(3)-②-2
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12

言語的及び非言語的コミュニケーションを身につける。

adv-A-(3)

13

患者・生活者本意の視点について、討議する。（態度）

adv-A-(3)

14

患者が医薬品に対して抱く考え方や思いの多様性について討議する。（態度）

adv-B-(1)

15

薬歴・診療録の基本的な記載事項とその意義・重要性について説明できる。

F-(2)-④-7

16

基本的な医療用語、略語の意味を説明できる。

F-(3)-①-1

17

患者および種々の情報源（診療録、薬歴・指導記録、看護記録、お薬手帳、持参薬等）から、
薬物療法に必要な情報を収集できる《模擬》。（技能・態度）〔Ｅ３（２）①参照〕

F-(3)-①-2

18

身体所見の観察・測定（フィジカルアセスメント）の目的と得られた所見の薬学的管理への活
用について説明できる。

F-(3)-①-3

19

患者のアドヒアランスの評価方法、アドヒアランスが良くない原因とその対処法を説明できる。

F-(3)-③-3

20

代表的な疾患の症例における薬物治療上の問題点を列挙し、適切な評価と薬学的管理の立
案を行い、SOAP 形式等で記録できる。（知識・技能）

F-(3)-④-3

授業計画表
回

担当教員

内容

項目

学習目標番号

1

渡邊美智留、 コミュニケーションとは
医療におけるコミュケーションとは
吉江文彦

・ 口頭アウトプット演習－１
・ 講義：診療録、誤解
・ 模擬症例エクササイズ-A

1, 2, 12, 15～20

2

渡邊美智留、
コミュニケーションの要素
吉江文彦

・ 口頭アウトプット演習－2
・ 講義：言語・非言語コミュニケーション
・ 模擬症例エクササイズ-A’

1, 3, 12, 15～20

3

渡邊美智留、
医薬品に対して抱く考え方や思い
吉江文彦、他

患者の”薬を飲みたくない理由”につい
て、KJ法で話し合う

12, 14

4

渡邊美智留、
対人関係
吉江文彦

・ 口頭アウトプット演習－3
・ 講義：ハロー効果、傾聴
・ 模擬症例エクササイズ-B

1, 4, 5, 12, 15～20

5

渡邊美智留、
自己理解
吉江文彦

・ 口頭アウトプット演習－4
・ 講義：交流分析理論
・ 模擬症例エクササイズ-B’

1, 6, 12, 15～20

6

渡邊美智留、
相手の考えや感情の理解
吉江文彦

・ 口頭アウトプット演習－5
・ 講義：傾聴
・ 模擬症例エクササイズ-C

1, 7, 8, 12, 15～20

7

渡邊美智留、
自分の考えや感情の伝達
吉江文彦

・ 口頭アウトプット演習－6
・ 講義：アサーション
・ 模擬症例エクササイズ-C’

1, 9, 12, 15～20

8

渡邊美智留、
患者・生活者本意の視点
吉江文彦、他

”惻隠の心を持つ薬剤師”について、
ワールドカフェ方式で話し合う

9

渡邊美智留、
病気に対する患者の心理
吉江文彦

・ 口頭アウトプット演習－7
・ 講義：死の受容のプロセス
・ 模擬症例エクササイズ-D

1, 10, 12, 15～20

10

渡邊美智留、
価値観の多様性
吉江文彦

・ 口頭アウトプット演習－8
・講義：価値観の多様性
・模擬症例エクササイズ-D’

1, 11, 12, 15～20

12, 13

関連授業科目
1. 社会薬学２

2. 調剤学

3. 副作用学

4．実務実習プレ教育

－ 324 －

5. 実務実習Ⅰ

6. 実務実習Ⅱ

４年次

医薬品副作用学 ※
必修
漢方・臨床・健康薬学科
桑原 弘行（准教授） 山口 友明（教授）

4年次 前期

1.5 単位

授業形式
A 講義型

評価方法
筆記試験（客観試験+論述試験）80%（中間試験40%、定期試験40%）および課題レポート20%で総合的に評価する。60%以
上で合格とする。

テキスト
南山堂 図解 薬害・副作用学

参考文献
オフィスアワー（授業相談）
在室時はいつでも可。（桑原：C44、山口：Ｅ11）

学生へのメッセージ
欧米の調査では、医薬品の副作用による死亡件数は、がん、心臓病、脳障害についで4位であるが、日本では、よほど
のことがない限り、副作用による死亡と診断されていないのが現状である。しかし、薬学部６年制は、臨床に強い薬剤
師を輩出することが目的であり、現場のチーム医療において医師等のが薬剤師に求めるものは、副作用を起こさない
ための対応、副作用の兆候・診断、副作用への対処法についてであり、授業を通してそれを伝えたいと思う。また、医療
人である薬剤師になるために必要な授業を受ける姿勢・態度についても理解し、実践していただきたい。

授業概要（教育目的・GIO）
患者や生活者にとって安全かつ適切な医療を実施するために、医療人としての自覚をもって授業に臨み、医薬品のリ
スクの回避にむけた有害事象（副作用、相互作用）、薬害、薬物乱用に関する基本的知識を修得する。

学習目標（到達目標・SBOs）
番号

内容

SBOコード

1

代表的な薬害の例（サリドマイド，スモン，非加熱血液製剤，ソリブジン等）について，その原
因と社会的背景及びその後の対応を説明できる。

A‒(1)‒③‒6

2

薬物の主作用と副作用，毒性との関連について説明できる。

E1‒(4)-1

3

薬物の副作用と有害事象の違いについて説明できる。

E1‒(4)-2

4

以下の障害を呈する代表的な副作用疾患について，推定される原因医薬品，身体所見，検
査所見および対処方法を説明できる。
血液障害・電解質異常，肝障害，腎障害，消化器障害，循環器障害，精神障害，皮膚障害，
呼吸器障害，薬物アレルギー（ショックを含む），代謝障害，筋障害

E1‒(4)‒3

5

医薬品の適正使用における薬剤師の役割とファーマシューティカルケアについて説明でき
る。

A-(1)-②-3

6

代表的な疾患に使用される医薬品について効能・効果、用法・用量、警告・禁忌、副作用、相
互作用を列挙できる。

F-(2)-②-1

7

代表的な疾患に用いられる医薬品の効果、副作用に関してモニタリングすべき症状と検査所
見等を具体的に説明できる。

F-(3)-④-1

8

常に患者・生活者の視点に立ち、医療の担い手としてふさわしい態度について説明できる。

adv-A-(1)-①

9

患者・生活者のために薬剤師が果たすべき役割について説明できる。

sdv-A-(1)-②

10 医薬品のリスクを認識し、患者を守る責任と義務について説明できる。

adv-A-(1)-③

－ 325 －

４年次

11

重篤な副作用や薬害について、患者や家族の苦痛を理解し、これらを回避するための手段
について説明できる。

adv-A-(1)-③

12

代表的薬害、薬物乱用について、健康リスクの観点から説明できる。

adv-E1-(4)-4

授業計画表
回

担当教員

1

山口 友明

総論

薬害の歴史的変遷、医薬品の安全的
評価

1, 2, 3, 5～12

2

山口 友明

総論

副作用の種類と発症のメカニズム、そ
の他

1, 2, 3, 5～12

3

桑原 弘行

薬剤に対する過敏症

アナフィラキシー、インフュージョンリア
クションなど

4～10

4

桑原 弘行

薬剤性血液障害

無顆粒球症、再生不良性貧血、播種性
血管内凝固症候群など

4～10

5

桑原 弘行

薬剤性腎・泌尿器・生殖器障害

急性腎不全、間質性腎障害、出血性膀
胱炎など

4～10

6

桑原 弘行

薬剤性精神障害

悪性症候群、薬剤惹起性うつ病、セロト
ニン症候群など

4～10

7

桑原 弘行

薬剤性神経障害

末梢神経障害、薬剤性パーキンソニズ
ム、白質脳症など

4～10

8

桑原 弘行

薬剤性循環器障害

不整脈、うっ血性心不全、心筋梗塞な
ど

4～10

9

桑原 弘行

薬剤性消化器障害

消化性潰瘍、偽膜性大腸炎、麻痺性イ
レウスなど

4～10

10

桑原 弘行

薬剤性肝胆膵障害

薬剤性肝障害、薬剤性膵障害

4～10

11

桑原 弘行

薬剤性呼吸器障害

間質性肺炎、好酸球性肺炎、喘息など

4～10

12

桑原 弘行

薬剤性内分泌障害

偽アルドステロン症、甲状腺機能低下
症、甲状腺中毒症、高血糖、低血糖な
ど

4～10

13

桑原 弘行

薬剤性感覚器障害

緑内障、聴覚障害、味覚障害など

4～10

14

桑原 弘行

薬剤性皮膚障害

接触性皮膚炎、スティーブンス・ジョンソ
ン症候群、中毒性表皮壊死症、手足症
候群など

4～10

15

桑原 弘行

薬剤性筋・骨格障害

横紋筋融解症、骨粗鬆症、顎骨壊死な
ど

4～10

項目

内容

学習目標番号

課題レポート評価基準
点数
観点

構成と内容

提出態度

6-10

1-5

ある程度、課題に合った構成で作成し
課題に合った構成で作成しており、起
ており、一応起承転結が記載されてい
承転結がしっかりと記載されている。
る。
医療人としての自覚を持って授業に
臨み、課題提供についても偽りのな
い態度を示している。

0
レポートを提出して
いない。或いは、
提出しているだけ
で、内容がない。

医療人としての自覚を持って授業に臨 期限内に提出しな
み、課題も期限内に提出している。
い。

－ 326 －

４年次
関連授業科目
1.

薬理学

2. 病態・薬物治療学

3. 実務実習プレ教育

－ 327 －

4.

5.

４年次

薬事法規・制度３ ※
必修
漢方・臨床・健康薬学科
４年次 前期
1 単位
山田 博章（教授） 桒原 隆（教授） 原澤 秀樹（教授） 難波 昭雄（准教授） 岡田 賢ニ（准教授）
荒木 麻由（講師） 吉江 文彦（講師） 佐藤 恭輔（助教）
授業形式
A 講義型、 E 課題学習（SGD）型

評価方法
定期試験（80%）及びSGDにおけるポートフォリオ評価（20%）により総合的に評価する。

テキスト
スタンダード薬学シリーズⅡ 1 薬学総論 Ⅱ．薬学と社会 （東京化学同人）

参考文献
「薬事衛生六法」（薬事日報社）、「薬事関係法規・制度 解説」（薬事日報社）

オフィスアワー（授業相談）
月曜日～水曜日の16:30～18:00。 山田博章（レギュラトリーサイエンス部門：C42）

学生へのメッセージ
医薬品の開発と生産で必要とされる法規・制度に関する理解を通じて、医薬品の品質、有効性及び安全性の確保の重
要性について学習しましょう。

授業概要（教育目的・GIO）
本講義では、医薬品の製造、製造販売、その他医薬品等の安全管理、品質管理に係る任務を薬剤師として適正に遂
行するために必要な法規範とその意義について説明できることを目指す。また、医薬品の開発には「治験」という臨床
試験のプロセスを避けて通ることはできない。「ヒト」を対象とする治験の実施には、高い倫理性、科学性、信頼性が求
められ、その実施に係る者は、これを理解し説明できることが求められる。治験の意義・倫理、治験の準備、第Ⅰ相から
第Ⅲ相試験終了までの流れ、治験実施体制と運営、各組織の役割と責任、被験者の保護・安全性確保など、治験に関
する知識とそれを実施する上で必要な考え方を学ぶ。さらに、国民医療費や医療の経済性についても理解を深める。

学習目標（到達目標・SBOs）
番号

内容

SBOコード

1

医薬品の効果が確率論的であることを説明できる。

A-(1)-②-4

2

医薬品の創製（研究開発、生産等）における薬剤師の役割について説明できる。

A-(1)-②-5

3

患者の自己決定権とインフォームドコンセントの意義について説明できる。

A-(2)-③-3

4

臨床研究における倫理規範（ヘルシンキ宣言等）について説明できる。

A-(2)-④-1

5

「ヒトを対象とする研究において遵守すべき倫理指針」について概説できる。

A-(2)-④-2

6

多職種連携協働に関わる薬剤師、各職種及び行政の役割について説明できる。

7

薬剤師の刑事責任、民事責任（製造物責任を含む）について概説できる。

B-(2)-①-8

8

医薬品の開発から承認までのプロセスと法規範について概説できる。

B-(2)-②-2

9

治験の意義と仕組みについて概説できる。

B-(2)-②-3

A-(4)-2

10 医薬品等の製造販売及び製造に係る法規範について説明できる。

B-(2)-②-4

11 製造販売後調査制度及び製造販売後安全対策について説明できる。

B-(2)-②-5

12 医薬品等の取扱いに関する医薬品・医療機器法の規定について説明できる。

B-(2)-②-7

13 生物由来製品の取扱いと血液供給体制に係る法規範について説明できる。

B-(2)-②-9

14 健康被害救済制度について説明できる。

B-(2)-②-10

15 レギュラトリーサイエンスの必要性と意義について説明できる。

B-(2)-②-11

16 薬価基準制度について概説できる。

B-(3)-①-6

－ 328 －
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17

医薬品の市場の特徴と流通の仕組みについて概説できる。

B-(3)-②-1

18

国民医療費の動向について概説できる。

B-(3)-②-2

19

後発医薬品とその役割について説明できる。

B-(3)-②-3

20

薬物療法の経済評価手法について概説できる。

B-(3)-②-4

21

レギュラトリーサイエンスに基づく医薬品の有効性及び安全性の評価について説明できる。

adv-B-(2)

22

医薬品の開発と規制における国際調和の動向について説明できる。

adv-B-(2)

23

医薬品等に係る知的財産権保護の仕組みについて説明できる。

adv-B-(3)

24

希少疾病に対する医薬品（オーファンドラッグ）について説明できる。

adv-B-(3)

授業計画表
回

項目

担当教員

内容

学習目標番号

1

山田 博章 医薬品等の製造販売業及び製造業

製造販売業・製造業、医薬品の流通、
医薬品の取扱い、毒薬と劇薬

2, 10, 12, 17

2

山田 博章 生物由来製品と血液供給体制

生物由来製品の特例、血液供給体制、
レギュラトリーサイエンス

12, 13, 15

3

山田 博章 医薬品医療機器総合機構（PMDA）

PMDAの役割、健康被害救済制度、
製造物責任法、ICH

4

山田 博章 医薬品の開発プロセス

医薬品開発、希少疾病用医薬品、非臨
床試験、GLP、臨床試験

2, 6, 8, 23, 24

5

山田 博章

承認審査、再審査、再評価、副作用・感
染症報告制度

6, 8, 10, 11

医薬品のリスク／ベネフィットの評価に
ついて

1, 8, 21

3, 4, 5

6

医薬品の承認審査と製造販売後制
度

山田、桒原、
原澤、難波、
グループ学習（SGD）
岡田、荒木、
吉江、佐藤

6, 7, 8, 14, 21, 22

7

山田 博章 臨床試験と倫理

臨床試験の倫理基準、インフォームド・
コンセント

8

山田 博章 治験の意義と仕組み（１）

GCP、治験の準備、治験の管理

9

山田 博章 治験の意義と仕組み（２）

治験審査委員会、治験の実施、治験の
流れ、実施医療機関の薬剤師の役割

6, 8, 9

10

山田 博章 医薬品の価格と経済的評価

後発医薬品、国民医療費、薬価基準制
度、医薬品の経済評価について

16, 18, 19, 20

8, 9

関連授業科目
1.薬事法規・制度１

2.薬事法規・制度２

3.医療倫理学

－ 329 －

4. 医薬品情報学

5. 法規系薬学演習

４年次

医療福祉制度 ※
必修
漢方・臨床・健康薬学科
４年次 後期
1 単位
堀川 壽代（外部講師） 菅野 君子（外部講師） 河野 一規（外部講師）
科目責任者（教務部長）
西山 宰生（外部講師） 藤本 直樹（外部講師）
授業形式
A 講義型

評価方法
講義態度（20%）、定期試験（マークシート）（80%）により総合的に評価する。

テキスト
医療福祉総合ガイドブック（医学書院）（最新版を使用）、配布資料

参考文献
社会保障制度指さしガイド（いとう総研 編） ／ 「ハートページ」誌（（株）プロトメディカルケア）／厚生白書／一般財団
法人厚生労働統計協会：国民衛生の動向、国民福祉の動向、年金と保険の動向／厚生労働省・内閣府・その他関連
官庁ＨＰ など

オフィスアワー（授業相談）
講義日の昼休み、講義の前後。基本的にメールにて各項目を担当した講師が質問等に対応します。

学生へのメッセージ
実習前に社会保障のしくみを理解してもらう事を目標とします。「薬事関係法規・制度・倫理」と密接にかかわる科目で
す。定期試験は、自身で作成したノートや資料の持ち込みを可としますが、教科書などの出版物の持ち込みを不可とし
ます。

授業概要（教育目的・GIO）
B 薬学と社会 人と社会に関わる薬剤師として自覚を持って行動するために、保健・医療・福祉に係る法規範・制度・経
済、及び地域における薬局と薬剤師の役割を理解し、義務及び法令を遵守する態度を身につける。
（3）社会保障制度と医療経済 社会保障制度のもとで提供される医療と福祉について、現状と課題を認識するととも
に、薬剤師が担う役割とその意義を理解する。

学習目標（到達目標・SBOs）
番号

内容

SBOコード

1

日本の社会保障制度の枠組みと特徴について説明できる。

B-(3)ｰ①-1

2

医療保険制度について説明できる。

B-(3)ｰ①-2

3

療養担当規則について説明できる。

B-(3)ｰ①-3

4

公費負担医療制度について概説できる。

B-(3)ｰ①-4

5

介護保険制度について概説できる。

B-(3)ｰ①-5

6

薬価基準制度について概説できる。

B-(3)ｰ①-6

7

調剤報酬、診療報酬及び介護報酬の仕組みについて概説できる。

B-(3)ｰ①-7

8

国民医療費の動向について概説できる。

B-(3)ｰ②-2

9

後発医薬品とその役割について説明できる。

B-(3)ｰ②-3

授業計画表
回
1
2
3
4

項目

担当教員
堀川 壽代
河野 一規

内容

オリエンテーション

社会福祉・社会福祉・医療制度概要

社会保障のしくみ

諸外国と日本

医療サービス

医療保険制度概要、医療サービス
患者の負担を軽くするための制度
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学習目標番号
1, 8
1, 2, 3, 4

４年次
5
6
7
8
9
10

西山 宰生

生活費としごと

医療保障制度・長寿医療制度

高齢者サービス

高齢者の福祉と介護保険概要

藤本 直樹

障害児・者、家族・児童へのサービス 障害児・者、家庭・児童、
自然災害に被災した時のサービス
自然災害などに被災した時

菅野 君子

医療保険制度

医療保険制度
調剤報酬・診療報酬（薬剤師関連）
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1, 2, 5, 7
1, 2, 4
2, 3, 6, 7, 9

４年次
処方解析 ※
必修
漢方・臨床・健康薬学科
山口 友明（教授） 原澤 秀樹（教授） 渋谷 昌彦（准教授）

4年次 後期

1 単位

授業形式
A 講義型

評価方法
定期試験（客観試験・論述試験（80%））と課題に関するレポート（20%））で、総合的に評価する。60点以上を合格とする。

テキスト
授業プリント

参考文献
処方管理学（南山堂）2017

オフィスアワー（授業相談）
原則として、毎週木曜日の12:15～13:00としますが、その他の時間でも在席時には対応します。E11：実務実習センター（山口、原澤、渋谷）

学生へのメッセージ
医療薬学に関する知識の実践として、医師の処方意図を読み取ること、及び処方解析を行う能力を身に付けることが必要です。この授業は、代表的
な処方箋について、処方解析に必要な基本的知識使い、薬剤師として安全かつ適切な薬物療法に関わる能力を身に付けることを目標としています。

授業概要（教育目的・GIO）
患者に安全かつ適切な薬物療法を提供するために、代表的な疾患治療のために発行される処方箋に対して、医師の処方意図を推察した処方解析を
行い、個々の患者に適した薬物療法を提案・実施・評価できる実践能力を身に付ける。

学習目標（到達目標・SBOs）
番号

内容

SBOコード

1

代表的な疾患の入院治療における適切な薬学的管理について説明できる。

F-(1)-③-7

2

代表的な疾患に使用される医薬品について効能・効果、用法・用量、警告・禁忌、副作用、相互作用を列挙できる。

F-(2)-②-1

3

処方せんを監査し、不適切な処方せんについて、その理由が説明できる。

F-(2)-②-5

4

処方せんの記載事項（医薬品名、分量、用法・用量等）が適切であるか確認できる。

F-(2)-②-7

5

注射薬処方せんの記載事項（医薬品名、分量、投与速度、投与ルート等）が適切であるか確認できる。

F-(2)-②-8

6

薬歴、診療録、患者の状態から処方が妥当であるか判断できる。

F-(2)-②-9

7

代表的な疾患に対して、疾患の重症度等に応じて科学的根拠に基づいた処方設計ができる。

F-(3)-③-1

8

病態（肝・腎障害など）や生理的特性（妊婦・授乳婦、小児、高齢者など）等を考慮し、薬剤の選択や用法・用量設定を立案で
きる。

F-(3)-③-2

9

患者の栄養状態や体液量、電解質の過不足などが評価できる。

F-(3)-③-6

10

代表的な疾患の患者について、診断名、病態、科学的根拠等から薬物治療方針を確認できる。

F-(3)-③-7

11

治療ガイドライン等を確認し、科学的根拠に基づいた処方を立案できる。

F-(3)-③-8

12

患者の状態（疾患、重症度、合併症、肝・腎機能や全身状態、遺伝子の特性、心理・希望等）や薬剤の特徴（作用機序や製
剤的性質等）に基づき、適切な処方を提案できる。

F-(3)-③-9

13

処方提案に際し、薬剤の選択理由、投与量、投与方法、投与期間等について、医師や看護師等に判りやすく説明できる。

F-(3)-③-14

代表的な疾患の症例における薬物治療上の問題点を列挙し、適切な評価と薬学的管理の立案を行い、SOAP形式等で記
14
録できる。

F-(3)-④-3

15 医薬品の効果と副作用をモニタリングするための検査項目とその実施を提案できる。

F-(3)-④-4

16

薬物血中濃度モニタリングが必要な医薬品が処方されている患者について、血中濃度測定の提案ができる。

F-(3)-④-5

17

薬物血中濃度の推移から薬物療法の効果および副作用について予測できる。

F-(3)-④-6

18

薬物治療の効果について、患者の症状や検査所見などから評価できる。

F-(3)-④-8

19

副作用の発現について、患者の症状や検査所見などから評価できる。

F-(3)-④-9

20

薬物治療の効果、副作用の発現、薬物血中濃度等に基づき、医師に対し、薬剤の種類、投与量、投与方法、投与期間等の
変更を提案できる。

F-(3)-④-10

21

患者の薬物治療上の問題点を列挙し、適切な評価と薬学的管理の立案を行い、SOAP形式等で適切に記録する。

F-(3)-④-12

22

在宅医療・介護に関わる薬剤師の役割とその重要性について説明できる。

F-(5)-①-3

23

自己の能力の限界を認識し、状況に応じて他者に協力・支援を求める。

24

代表的な疾患における薬物治療の役割について、病態、薬効薬理、薬物動態に基づいて討議する。（知識・技能）

E1-(3)-2

25

がん患者の症例に対して、医療人である薬剤師として、多面的な観点から治療・投与設計などの問題解決ができる。

adv-F-(3)

26

高血圧症患者の症例に対して、医療人である薬剤師として、多面的な観点から治療・投与設計などの問題解決ができる。

adv-F-(3)

27

糖尿病患者の症例に対して、医療人である薬剤師として、多面的な観点から治療・投与設計などの問題解決ができる。

adv-F-(3)

28

心疾患患者の症例に対して、医療人である薬剤師として、多面的な観点から治療・投与設計などの問題解決ができる。

adv-F-(3)
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A-(4)-4

４年次
29

脳血管障害患者の症例に対して、医療人である薬剤師として、多面的な観点から治療・投与設計などの問題解決ができる。

adv-F-(3)

30

精神神経疾患患者の症例に対して、医療人である薬剤師として、多面的な観点から治療・投与設計などの問題解決ができ
る。

adv-F-(3)

31

免疫・アレルギー疾患患者の症例に対して、医療人である薬剤師として、多面的な観点から治療・投与設計などの問題解決
ができる。

adv-F-(3)

32

肝疾患患者の症例に対して、医療人である薬剤師として、多面的な観点から治療・投与設計などの問題解決ができる。

adv-F-(3)

33

感染症患者の症例に対して、医療人である薬剤師として、多面的な観点から治療・投与設計などの問題解決ができる。

adv-F-(3)

授業計画表
回

1

2

担当教員

山口 友明

山口 友明

項目

内容

学習目標番号

処方解析の基本

処方解析の基本的手法と実践

1、2、3、4、5、6、
7、8、9、10、11、
12、13、14、15、
16、17、18、19、
20、21、22、23、24

処方解析のポイント

処方解析のポイント（治療・投与設計など）と
実践（基本編）

1、2、3、4、5、6、
7、8、9、10、11、
12、13、14、15、
16、17、18、19、
20、21、22、23、24
1、2、3、4、5、6、
7、8、9、10、11、
12、13、14、15、
16、17、18、19、
20、21、22、23、24

3

山口 友明

処方解析のポイント

処方解析のポイント（治療・投与設計など）と
実践（基本編）

4

山口 友明

処方解析のポイント

処方解析のポイント（治療・投与設計など）と
実践（糖尿病、心疾患、脳血管障害、免疫・ア 27、28、29、31、33
レルギー疾患、感染症を中心に）

5

原澤 秀樹

多面的な観点からの処方解析

多面的な観点からの処方解析（治療・投与設
計などの問題解決）と実践（高血圧症、精神
神経疾患を中心に）

26、30

6

原澤 秀樹

多面的な観点からの処方解析

多面的な観点からの処方解析（治療・投与設
計などの問題解決）と実践（高血圧症、精神
神経疾患を中心に）

26、30

7

渋谷 昌彦

多面的な観点からの処方解析

多面的な観点からの処方解析（治療・投与設
計などの問題解決）と実践（がん、肝疾患を中
心に）

25、32

8

渋谷 昌彦

多面的な観点からの処方解析

多面的な観点からの処方解析（治療・投与設
計などの問題解決）と実践（がん、肝疾患を中
心に）

25、32

多面的な観点からの処方解析

多面的な観点からの処方解析（治療・投与設
計などの問題解決）と実践（糖尿病、心疾患、
27、28、29、31、33
脳血管障害、免疫・アレルギー疾患、感染症
を中心に）

9

10

山口 友明

山口 友明

症例検討・処方解析のまとめ

症例検討・処方解析のまとめ

1、2、3、4、5、6、
7、8、9、10、11、
12、13、14、15、
16、17、18、19、
20、21、22、23、
24、25、26、27、
28、29、31、32、33

関連授業科目
1. フィジカルアセスメント

2.実務実習プレ教育

3.疾患別治療特論1

4.実務実習（薬局）
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5.実務実習（病院）

6.処方解析演習

４年次
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ƍŠěʦAǟŠěʣȩȟȧȬʧ
Œc

:

ȩȟȧɹʤʇ

ȕ

医療と薬学の歴史を認識するとともに、国民の健康管理、医療安全、薬害防止におけ
る役割を理解し、薬剤師としての使命感を身につける。

ȞȑȎȕȏ

Ȗ

倫理的問題に配慮して主体的に行動するために、生命・医療に係る倫理観を身につ
け、医療の担い手としての感性を養う。

ȞȑȎȖȏ

ȗ

患者・生活者、他の職種との対話を通じて相手の心理、立場、環境を理解し、信頼関
係を構築するために役立つ能力を身につける。

ȞȑȎȗȏ

Ș

医療・福祉・行政・教育機関及び関連職種の連携の必要性を理解し、チームの一員と
しての在り方を身につける。

ȞȑȎȘȏ

ș

生涯にわたって自ら学ぶことの必要性・重要性を理解し、修得した知識・技能・態度
を確実に次世代へ継承する意欲と行動力を身につける。

ȞȑȎșȏ

Ț

人の行動や考え方、社会の仕組みを理解し、人・社会と薬剤師の関わりを認識する。

ȟȑȎȕȏ

ț

調剤、医薬品等（医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器）の供給、その他薬事衛生
に係る任務を薬剤師として適正に遂行するために必要な法規範とその意義を理解す
る。

ȟȑȎȖȏ

Ȝ

病院・薬局における薬剤師業務全体の流れを概説できる。

ȣȑȎȕȏȑȲȑȕ

ȝ

病院・薬局で薬剤師が実践する薬学的管理の重要性について説明できる。

ȣȑȎȕȏȑȲȑȖ

ȕȔ

病院薬剤部門を構成する各セクションの業務を列挙し、その内容と関連を概説でき
る。

ȣȑȎȕȏȑȲȑȗ

ȕȕ

病院に所属する医療スタッフの職種名を列挙し、その業務内容を相互に関連づけて説
明できる。

ȣȑȎȕȏȑȲȑȘ

ȕȖ

薬剤師の関わる社会保障制度（医療、福祉、介護）の概略を説明できる。

ȣȑȎȕȏȑȲȑș

ȕȗ

調剤業務に関わる事項（処方せん、調剤録、疑義照会等）の意義や取り扱いを法的根
拠に基づいて説明できる。
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ȕȘ

代表的な疾患に使用される医薬品について効能・効果、用法・用量、警告・禁忌、副
作用、相互作用を列挙できる。

ȣȑȎȖȏȑȱȑȕ

ȕș

処方オーダリングシステムおよび電子カルテについて概説できる。

ȣȑȎȖȏȑȱȑȖ

ȕȚ

処方せんの様式と必要記載事項、記載方法について説明できる。

ȣȑȎȖȏȑȱȑȗ

ȕț

処方せんの監査の意義、その必要性と注意点について説明できる。

ȣȑȎȖȏȑȱȑȘ

ȕȜ

処方せんを監査し、不適切な処方せんについて、その理由が説明できる。

ȣȑȎȖȏȑȱȑș

ȕȝ

処方せん等に基づき疑義照会ができる《模擬》。（技能・態度）

ȣȑȎȖȏȑȱȑȚ

ȖȔ

主な医薬品の成分（一般名）、商標名、剤形、規格等を列挙できる。

ȣȑȎȖȏȑȲȑȖ

Ȗȕ

後発医薬品選択の手順を説明できる。

ȣȑȎȖȏȑȲȑȘ

ȖȖ

代表的な注射剤・散剤・水剤等の配合変化のある組合せとその理由を説明できる。

ȣȑȎȖȏȑȲȑș

Ȗȗ

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）

ȣȑȎȖȏȑȲȑȚ

ȖȘ

抗悪性腫瘍薬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でき
る。（技能）

ȣȑȎȖȏȑȲȑț

Ȗș

妊婦・授乳婦、小児、高齢者などへの応対や服薬指導において、配慮すべき事項を具
体的に列挙できる。

ȣȑȎȖȏȑȳȑȖ

ȖȚ

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。

ȣȑȎȖȏȑȳȑș

Ȗț

薬歴・診療録の基本的な記載事項とその意義・重要性について説明できる。

ȣȑȎȖȏȑȳȑț

ȖȜ

代表的な疾患の症例についての患者応対の内容を適切に記録できる。（技能）

ȣȑȎȖȏȑȳȑȜ

Ȗȝ

医薬品管理の意義と必要性について説明できる。

ȣȑȎȖȏȑȴȑȕ

ȗȔ

医薬品管理の流れを概説できる。

ȣȑȎȖȏȑȴȑȖ

ȗȕ

劇薬、毒薬、麻薬、向精神薬および覚せい剤原料等の管理と取り扱いについて説明で
きる。

ȣȑȎȖȏȑȴȑȗ

ȗȖ

特定生物由来製品の管理と取り扱いについて説明できる。

ȣȑȎȖȏȑȴȑȘ

ȗȗ

代表的な放射性医薬品の種類と用途、保管管理方法を説明できる。

ȣȑȎȖȏȑȴȑș

ȗȘ

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。

ȣȑȎȖȏȑȴȑȚ

ȗș

薬局製剤・漢方製剤について概説できる。

ȣȑȎȖȏȑȴȑț

ȗȚ

医薬品の品質に影響を与える因子と保存条件を説明できる。

ȣȑȎȖȏȑȴȑȜ

ȗț

処方から服薬（投薬）までの過程で誤りを生じやすい事例を列挙できる。

ȣȑȎȖȏȑȵȑȕ

ȗȜ

特にリスクの高い代表的な医薬品（抗悪性腫瘍薬、糖尿病治療薬、使用制限のある薬
等）の特徴と注意点を列挙できる。

ȣȑȎȖȏȑȵȑȖ

ȗȝ

代表的なインシデント（ヒヤリハット）、アクシデント事例を解析し、その原因、リ
スクを回避するための具体策と発生後の適切な対処法を討議する。（知識・態度）

ȣȑȎȖȏȑȵȑȗ

ȘȔ

感染予防の基本的考え方とその方法が説明できる。

ȣȑȎȖȏȑȵȑȘ

Șȕ

代表的な消毒薬の用途、使用濃度および調製時の注意点を説明できる。

ȣȑȎȖȏȑȵȑȚ

ȘȖ

医薬品のリスクマネジメントプランを概説できる。

ȣȑȎȖȏȑȵȑț

Șȗ

患者および種々の情報源（診療録、薬歴・指導記録、看護記録、お薬手帳、持参薬
等）から、薬物療法に必要な情報を収集できる《模擬》。（技能・態度）

ȣȑȎȗȏȑȰȑȖ

ȘȘ

薬物療法に必要な医薬品情報を収集・整理・加工できる《模擬》。（知識・技能）

ȣȑȎȗȏȑȱȑȕ

Șș

代表的な疾患に対して、疾患の重症度等に応じて科学的根拠に基づいた処方設計がで
きる。

ȣȑȎȗȏȑȲȑȕ

ȘȚ

病態（肝・腎障害など）や生理的特性（妊婦・授乳婦、小児、高齢者など）等を考慮
し、薬剤の選択や用法・用量設定を立案できる。

ȣȑȎȗȏȑȲȑȖ

Șț

患者のアドヒアランスの評価方法、アドヒアランスが良くない原因とその対処法を説
明できる。

ȣȑȎȗȏȑȲȑȗ

ȘȜ

皮下注射、筋肉内注射、静脈内注射・点滴等の基本的な手技を説明できる。

ȣȑȎȗȏȑȲȑȘ
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Șȝ

代表的な輸液の種類と適応を説明できる。

ȣȑȎȗȏȑȲȑș

șȔ

患者の栄養状態や体液量、電解質の過不足などが評価できる。

ȣȑȎȗȏȑȲȑȚ

șȕ

代表的な疾患に用いられる医薬品の効果、副作用に関してモニタリングすべき症状と
検査所見等を具体的に説明できる。

ȣȑȎȗȏȑȳȑȕ

șȖ

代表的な疾患における薬物療法の評価に必要な患者情報収集ができる《模擬》。（知
識・技能）

ȣȑȎȗȏȑȳȑȖ

șȗ

代表的な疾患の症例における薬物治療上の問題点を列挙し、適切な評価と薬学的管理
の立案を行い、SOAP 形式等で記録できる。（知識・技能）

ȣȑȎȗȏȑȳȑȗ

șȘ

チーム医療における薬剤師の役割と重要性について説明できる。

ȣȑȎȘȏȑȰȑȕ

șș

多様な医療チームの目的と構成、構成員の役割を説明できる。

ȣȑȎȘȏȑȰȑȖ

șȚ

病院と地域の医療連携の意義と具体的な方法（連携クリニカルパス、退院時共同指
導、病院・薬局連携、関連施設との連携等）を説明できる。

ȣȑȎȘȏȑȰȑȗ

șț

地域の保健、医療、福祉に関わる職種とその連携体制（地域包括ケア）およびその意
義について説明できる。

ȣȑȎȘȏȑȱȑȕ

șȜ

地域における医療機関と薬局薬剤師の連携の重要性を討議する。（知識・態度）

ȣȑȎȘȏȑȱȑȖ

șȝ

地域の保健、医療、福祉について、現状と課題を認識するとともに、その質を向上さ
せるための薬局及び薬剤師の役割とその意義を理解する。

ȚȔ

在宅医療・介護の目的、仕組み、支援の内容を具体的に説明できる。

ȣȑȎșȏȑȰȑȕ

Țȕ

在宅医療・介護を受ける患者の特色と背景を説明できる。

ȣȑȎșȏȑȰȑȖ

ȚȖ

在宅医療・介護に関わる薬剤師の役割とその重要性について説明できる。

ȣȑȎșȏȑȰȑȗ

Țȗ

地域保健における薬剤師の役割と代表的な活動（薬物乱用防止、自殺防止、感染予
防、アンチドーピング活動等）について説明できる。

ȣȑȎșȏȑȱȑȕ

ȚȘ

公衆衛生に求められる具体的な感染防止対策を説明できる。

ȣȑȎșȏȑȱȑȖ

Țș

現在の医療システムの中でのプライマリケア、セルフメディケーションの重要性を討
議する。（態度）

ȣȑȎșȏȑȲȑȕ

ȚȚ

代表的な症候（頭痛・腹痛・発熱等）を示す来局者について、適切な情報収集と疾患
の推測、適切な対応の選択ができる《模擬》。（知識・態度）

ȣȑȎșȏȑȲȑȖ

Țț

代表的な症候に対する一般用医薬品の適切な取り扱いと説明ができる《模擬》。（技
能・態度）

ȣȑȎșȏȑȲȑȗ

ȚȜ

代表的な生活習慣の改善に対するアドバイスができる《模擬》。（知識・態度）

ȣȑȎșȏȑȲȑȘ

Țȝ

災害時医療について概説できる。

ȣȑȎșȏȑȳȑȕ

țȔ

事前学習について概説できる。

ȪȫȭȑȣȑȎȕȏȑȳȑȕ

țȕ

医療人としてのマナーの必要性が説明できる。

ȪȫȭȑȞȑȎȕȏȑȰȑȜ

țȖ

礼儀、笑顔の大切さについて説明できる。

ȪȫȭȑȞȑȎȕȏȑȰȑȝ

țȗ

報告、連絡、相談の大切さについて説明できる。

ȪȫȭȑȞȑȎȕȏȑȰȑȕȔ

țȘ

処方せんに従って、計数・計量調剤ができる。(技能）

țș

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。

ȪȫȭȑȣȑȎȖȏȑȳȑȕȚ

țȚ

代表的な医薬品の服薬指導上の注意点を列挙できる。

ȪȫȭȑȣȑȎȖȏȑȳȑȕț

țț

リスクを回避するための具体策を提案する。

ȪȫȭȑȣȑȎȖȏȑȵȑȕș

țȜ

事故が起こった場合の対処方法について提案する。

ȪȫȭȑȣȑȎȖȏȑȵȑȕȚ

țȝ

がん疼痛治療における薬剤師の役割について説明できる。

ȪȫȭȑȣȑȎȘȏȑȰȑȕȔ

ȜȔ

がん化学療法における薬剤師の役割について説明できる。

ȪȫȭȑȣȑȎȘȏȑȰȑȕȕ

Ȝȕ

栄養治療とＮＳＴについて説明できる。

ȪȫȭȑȣȑȎȘȏȑȰȑȕȖ

ȜȖ

代表的な疾患の治療ガイドラインを利用して、症例検討ができる。

ȪȫȭȑȣȑȎȗȏȑȳȑȕȘ
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Ȝȗ

地域における疾病予防、健康維持増進、セルフメディケーションのために薬剤師が果
たす役割を概説できる。

ȢȖȑȎȝȏȑȲȑȕ

ȜȘ

一般用医薬品のリスクの程度に応じた分類（第一類、第二類、第三類）について説明
し、各分類に含まれる代表的な製剤を列挙できる。

ȢȖȑȎȝȏȑȲȑȖ

Ȝș

代表的な症候について、関連する頻度の高い疾患、見逃してはいけない疾患を列挙で
きる。

ȢȖȑȎȝȏȑȲȑȗ

ȜȚ

一般用医薬品の選択、受診勧奨の要否を判断するために必要な患者情報を収集でき
る。（技能）

ȢȖȑȎȝȏȑȲȑȘ

Ȝț

以下の疾患・症候に対するセルフメディケーションに用いる一般用医薬品等に含まれ
る成分・作用・副作用を列挙できる。
発熱、痛み、かゆみ、消化器症状、呼吸器症状、アレルギー、細菌・真菌感染症、生
活習慣病 等

ȢȖȑȎȝȏȑȲȑș

ȜȜ

一般用医薬品と医療用医薬品、サプリメント、保健機能食品等との代表的な相互作用
を説明できる。

ȢȖȑȎȝȏȑȲȑț

Ȝȝ

一般用医薬品等による治療効果と副作用を判定するための情報を収集し評価できる。
（技能）

ȢȖȑȎȝȏȑȲȑȜ

ȝȔ

代表的な疾患の症例について、患者情報および医薬品情報などの情報に基づいて薬物
治療の最適化を討議する（知識・態度）。
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EǭȸœƌŃżʧɘËƌɤ_ɨÓȼ
ɬĮŝĐÛɗɑȼɒƿøɓɂɩȹ
ƣE«ɘǰɫɩŬ(ǷB±ʦRśȸ
Űŭȸǈʧɘėőɬƿøɓɂɩȹ

ȕȖȐȌȕȗȐȌȖț

Ɲ°ɗȿɄɩÁĘȾ
Ȗ

ș

Ț

Ɲ°ƍɘũ
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４年次

ț

Ȝ

Ćōȷª
ǥ

<ôɲʤʁʞʢɷɻɽʄʘȿɦɛǻ
ɳʟʄɗɐȼɒėƿɓɂɩȹ
<ôɊɭɔœƌŃȓ<ôɊɭɗ
ɖRƣqɘÐ>ʦƟiʧȸsěiȸ
ɑɃRƣqɘǁƫ
E·ȸƯđżɬ@ßɓɂɩȹ
¼ŜRƣqǢÙɘÒǿɬƿøɓɂɩȹ

ȷǌ
ȸ

<ôɊɭɘşčɘËƌȸɋɘÂƭÅɔ
İËŁɗɐȼɒƿøɓɂɩȹ
<ôɊɭɬşčɇȸǠ?ɖ<ôɊɭ
ɗɐȼɒȸɋɘŊŎɁƿøɓɂɩȹ
ȯ<ôɊɭşčʦĭśƣʖʉʛɮʟɬ
#Ōʧɬ$ɀɧɜȹ

ȝ

ȕȔ

ƤȷÆǔ

ȕșȐȌȕȚȐȌȖȔȐȌȖȕ

ȕțȐȌȕȜ

ƩŝɖRƣqɗɐȼɒš"Ōɬ@
ßɓɂɩȹʦȕʧʦĜç<ôǀȂɬ#Ōɇ
ɌĻƍȏ
ȕȘȐȌȕțȐȌȕȜȐȌȕȝȐȌȖȔȐ
ƩŝɖŖÈɗ#ŌɆɪɩRƣqɗɐ
ȖȕȐȌȗȘȐȌȜȜ
ȼɒMƗʣMĊȸŌĮʣŌǫȸǆnʣů
ÃȸF"Ōȸš"Ōɬ@ßɓɂɩȹ
ȎȕȏʦĜç<ôǀȂɬ#ŌɇɌĻƍȏ

<ôɊɭɔœƌŃ

ƩŝɖRƣqɗɐȼɒš"Ōɬ@
ßɓɂɩȹʦȖʧʦĜç<ôǀȂɬ#Ōɇ
ɌĻƍȏ
ȕȘȐȌȕțȐȌȕȜȐȌȕȝȐȌȖȔȐ
ƩŝɖŖÈɗ#ŌɆɪɩRƣqɗɐ
ȖȕȐȌȗȘȐȌȜȜ
ȼɒMƗʣMĊȸŌĮʣŌǫȸǆnʣů
ÃȸF"Ōȸš"Ōɬ@ßɓɂɩȹ
ȎȖȏʦĜç<ôǀȂɬ#ŌɇɌĻƍȏ

gīȌð¸

<ôɊɭɗ½ɏɒȸƵîʣƵǫǁEɁ
ɓɂɩɅɔɬŨƽɉɩʦƼȆ·´ʧȹ

țȘ

ƩŝɖİEʣíEʣĩEżɘǧf
QɘȻɩƃfɊɔɋɘŊŎɬƿøɓ
ɂɩȹ

ȖȖ

ēYȷµƧ

łƢæ"ɘYŊɬƿøɇȸąŝɖł
Ƣæ"ɬõɓɂɩȹ
ØÉÅƛŚƣɖɕɘ_ÓȼɗȿɄɩɸ
ʗɳʟʋɺʤʇzǣɘąŝÒÔɬ
õɓɂɩȹ

ȖȗȐȌȖȘ

jȷűȸ ÈƏʣĈ¡ƏÄȸĂƣÞȸÈƏ
ìƕ


ĂƣÞɘËƌɬĮŝȸ,ŊŝȸŲ
ŝĐÛɗɑȼɒƿøɓɂɩȹ
ʣà ȸ4ȸȇȋƏɖɕɝɘ
ÄɤĂƣÞɗȿȼɒȸǧÏɉɞɂ
Ǿɬ9!ŝɗ@ßɓɂɩȹ
ƩŝɖRƣqɘĂƣÞɘİË
Łɬ@ßɓɂɩȹ

ȖșȐȌȖțȐȌțșȐȌțȚ

ȕș

ķǉȌ÷¸

RƣqſŊɘËƌɔÂƭÅɗɐȼɒƿ
øɓɂɩȹ
RƣqſŊɘĳɪɬėƿɓɂɩȹ
RƣqɘqǍɗºǽɬȾɩ{ɔ(
ćɬƿøɓɂɩȹ

țȐȌȖȝȐȌȗȔȐȌȗȚ

ȕȚ

ťǪȷƪ

HƣȸħƣȸȉƣȸjƀŮƣȿɦɛƱ
ɊȼEYòżɘſŊɔ_ɨÓȼɗɐȼ
ɒƿøɓɂɩȹ

țȐȌȗȕ

ȕț

YĽȷűĞ

ņŋŅŎĈƫqɘſŊɔ_ɨÓȼɗ
ɐȼɒƿøɓɂɩȹ

țȐȌȗȖ

ȕȕ

ȕȖ

W§ȷţ
Ƌ
ǺįȷùǸ
<ôɊɭɗɑɃRƣqɘǁƫ

ȕȗ

ȕȘ

Rƣqɘ%ƅɔſŊ
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Rƣqɘ%ƅɔſŊ

４年次

ȕȜ

JƤȷţ

ƩŝɖêÅRƣqɘŴȄɔŌǚȸ
(ſſŊôĮɬƿøɓɂɩȹ

țȐȌȗȗ

ȕȝ

ŻĿȷ1ñȸ


Ǵ:ƫEɘËƌȸǁƫɘÒƆɂȸq
ǍſŊɖɕɗɐȼɒƿøɓɂɩȹ

ȗȘ

ȖȔ

ōȷxȸ


ƣ¡ƫEɗɐȼɒėƿɓɂɩȹ

ȗș

Ȗȕ

ǬȷÐ'

ļôƫEɗɐȼɒėƿɓɂɩȹ

ȗș

YĽȷűĞ

<ôɀɧĂƣʦ×ƣʧɟɓɘǞųɓƾɨ
ɬŋɈɤɉȼ$ɬ@ßɓɂɩȹ
Rƣqɘʞɽɶʖʊɼʙʢʆʒʝʢɬė
ƿɓɂɩȹ

ȗțȐȌȘȖ

YĽȷűĞ

ņɗʞɽɶɘȇȼƩŝɖRƣqʦØ
ÉÅƛŚƣȸƁ ŗĭśƣȸ#ŌBǳ
ɘȻɩƣżʧɘņÀɔİËŁɬ@ßɓ
ɂɩȹ

ȗȜ

ʞɽɶɬzǣɉɩɌɢɘ9!žɬâĒ
ɉɩȹ

ȗțȐȌțț

ȖȖ

Ȗȗ

ȖȘ

Ȋ¤ȷƋċ
6ſŊ

Ȗș

ȈƮȷĤ

ȖȚ

ēYȷµƧ

ëɁǎɅɏɌfɘ<ôĮɗɐȼ
ɒâĒɉɩȹ
ÌČǱɘąŝƎȾôɔɋɘôĮ
Ɂƿøɓɂɩȹ
ƩŝɖĴħƣɘŌǚȸ#Ōľ±ȿɦ
ɛǁƫúɘİËŁɬƿøɓɂɩȹ

ȗțȐȌțȜ

ȘȔȐȌȘȕ

Ȗț

W§ȸ
ȕȔi

Ʃŝɖɰʢɻʅʢʆʦʎʚʞʋʃʆʧȸɮ
ɶɻʅʢʆ$ɬƳĉɇȸɋɘY{ȸʞ
ɽɶɬzǣɉɩɌɢɘ9!žɔŜŋ¼
ɘǠ?ɖ<ĮɬƶǇɉɩȹ
ʦȨȟȦȷRśë$ɬĔƺɉɩȏ

ȖȜ

Ćōȷª
ǥ
ȈƮȷĤ
ƤȷÆǔ

ʽʺʶʳɀɧÿóɘĶðþɬ5Òɇ
ɒȸɶɰɾɬƳɃȹ

ȘȘ

Ȗȝ

Ćōȷª
ǥ
ȈƮȷĤ
ƤȷÆǔ

ʽʺʶʳɀɧÿóɘɰʢʀʏʛʤʑɱʤʘ
ɬ5ÒɇɒȸɶɰɾɬƳɃȹ

ȘȘ

ȗȔ

Ćōȷª
ǥ
ȈƮȷĤ
ƤȷÆǔ

XŋL/ŢʔʤʘʓʤɼɀɧǩɖF
"ŌÊɬ^ǹʣïŊʣJ¨ɇɒŜƩɉ
ɩȹ

ȕȐȌȖȐȌȗȐȌȘȘȐȌșȕ

ȗȕ

Ćōȷª
ǥ
ȈƮȷĤ
ƤȷÆǔ

ÈƏŌƣɘƿøþɬ"ÐɇɒɠɦȽȹ

ȗȖ

öȷĥ¹

ȗȗ

ȈƮȷĤ

ȕȐȌȖȐȌȗȐȌȘȐȌȗȝ

RƣqÊƍ

ƩŝɖŖÈɗɇɒȸŖÈɘǩŘ±
żɗÄɈɒŲŝĐÛɗɑȼɌ<ô
ƹƵɁɓɂɩȹ
ŗÍʦƓʣƚǷɖɕʧɤŋŊŝņÅ
ʦ4ȸȇȋƏɖɕʧżɬƎÏɇȸƣE
ɘǢÙɤŌĮʣŌǫƹɬŸĒɓɂ
ɩȹ

<ôƹƵɔƣŅśĮɘǑʦ<ôƹ
ƵɔâĒʧ
－ 340 －

ȕȐȌȖȐȌȗȐȌȚȐȌțȐȌȘȗȐȌȘȘȐ
șȕ

Șș

ȘȚ

４年次

ȗȘ

ȗș

ŋŊŝņÅʦȸà ʧɬƎÏɇȸ
ƣEɘǢÙɤŌĮʣŌǫƹɬŸĒɓ
<ôƹƵɔƣŅśĮɘǑʦ<ôƹ ɂɩȹ
ƵɔâĒʧ
ÈƏɘɮʇʎɮʝʢɽɘƻ&ôĮȸɮʇ

ȈƮȷĤ

Ćōȷª
ǥ

ʎɮʝʢɽɁƠɃɖȼY{ɔɋɘ<Į
ɬƿøɓɂɩȹ

ȗȚ

ǺįȷùǸ

ŞİȸŽƒ:İȸǼƘ:İʣ
ŁĺżɘąŝɖÒÔɬƿøɓɂɩȹ
ƩŝɖǖĵɘŴȄɔǠÄɬƿøɓɂ
ɩȹ

ȗț

ǺįȷùǸ

ÈƏɘĎȅŇÍɤ!ĵǫȸǻƳǍɘ
ǞǐɖɕɁƻ&ɓɂɩȹ

ȗȜ

ƩŝɖŖÈɘŘ$ɗȿɄɩƣŅĭ
¦ȷƋȸ ƣŅśĮɗȿɄɩMĊɔF"Ōɘƻ śɘtȂŁɬ@ßɇȸǠ?ɖƻ&ɔ
&ʦȕʧ
ƣŝſŊɘŸĒɬƧȼȸȩȧȞȨȌ·´

żɓƷǭɓɂɩȹʦŘ$Ĕƶɬkɡʧ

ȗȝ

ʂʤʘRśɗȿɄɩƣE«ɘ»Gɔǩ
ƭÅɗɐȼɒƿøɓɂɩȹ
ęɖRśʂʤʘɘŠŝɔĘÐȸĘÐ
rɘ»Gɬƿøɓɂɩȹ
ŗǴɔ~ɘRśǛåɘËƌɔ9!ŝ
ɖôĮʦǛåɶʞʉɳʟʍɽȸǗǴú8
hÞȸŗǴʣƣ¡ǛåȸǰǛõƹɔ
ɘǛåżʧɬƿøɓɂɩȹ

wbȷ²Vȸ


RśĠǰɗȿɄɩʂʤʘRś

ȘȚ

Șț

ȘȜȐȌȘȝ

șȔ

ȘȗȐȌșȕȐȌșȖȐȌșȗ

șȘȐȌșșȐȌșȚ

ȘȔ

ƬȷÇmȸ

ɁɭŕřĭśɗȿɄɩƣE«ɘ»G
ɗɐȼɒƿøɓɂɩȹ

șȘȐȌțȝ

Șȕ

ĝ£ȷĤȸ


ɁɭQśĮɗȿɄɩƣE«ɘ»G
ɗɐȼɒƿøɓɂɩȹ

șȘȐȌȜȔ

ȘȖ

Ě¥ȷȸ

Ďȅĭśɔʻʾʿɗɐȼɒƿøɓɂɩȹ

șȘȐȌȜȕ

Șȗ

ȇğȷıȸ


~ɘ(-ȸRśȸŰŭɗǰɫɩƑŴ
ɔɋɘǛå!Bʦ~PÜɸɮʧȿɦɛ
ɋɘËƌɗɐȼɒƿøɓɂɩȹ

șțȐȌȜȗ

Ǩȷƪ


}RśʣǈɘŠŝȸƃɠȸèä
ɘ:ɬ9!ŝɗƿøɓɂɩȹ
}Rśʣǈɬ`ɄɩÈƏɘņơɔ șșȐȌșțȐȌșȜȐȌșȝȐȌȚȔȐ
ȚȕȐȌȚȖ
Ɩûɬƿøɓɂɩȹ
}RśʣǈɗǰɫɩƣE«ɘ»G
ɔɋɘǩƭÅɗɐȼɒƿøɓɂɩȹ

ȘȘ

ȸ

~ɘ(-ʣRśʣŰŭɝɘZŏ

Șș

ǨȸǺįȸ
ȕȔi

~ɗȿɄɩRśĠǰɔƣ¡ƣE«ɘ
ǛåɘǩƭÅɬƶǇɉɩȹ
}RśʣǈɘŠŝȸƃɠȸèä
ʩȐȌȖȐȌȗȐȌȘȐȌșȐȌȚȐȌȖȜȐ
ɘ:ɬ9!ŝɗƿøɓɂɩȹ
}Rśʣǈɬ`ɄɩÈƏɘņơɔ șșȐȌșțȐȌșȜȐȌșȝȐȌȚȔȐ
ȚȕȐȌȚȖ
Ɩûɬƿøɓɂɩȹ
}RśʣǈɗǰɫɩƣE«ɘ»G
ɔɋɘǩƭÅɗɐȼɒƿøɓɂɩȹ
ȎȨȟȦȷ}Rśȏ

ȘȚ

ȈƮȸȕȔ
i

ȨȟȦȌȌŘ$ʩȷʦȇƥ|ȸƁ
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ŗʧ

ʩȐȌȖȐȌȗȐȌȘȐȌșȐȌȚȐȌȖȚȐ
ȘȗȐȌșȕȐȌșȖȐȌșȗȐȌȚȜȐ
ȜȖȐȌȝȔ

４年次

Șț

£aȸȕȔ
i

ȨȟȦȌȌŘ$ʪȷʦÌČŘʧ

ʩȐȌȖȐȌȗȐȌȘȐȌșȐȌȚȐȌȘȗȐ
șȕȐȌșȖȐȌșȗȐȌȜȖȐȌȝȔ

ȘȜ

ǺįȸȕȔ
i

ȨȟȦȌȌŘ$ʫȷʦÁŖÈʧ

ʩȐȌȖȐȌȗȐȌȘȐȌșȐȌȚȐȌȖȚȐ
ȘȗȐȌșȕȐȌșȖȐȌșȗȐȌȚȜȐ
ȜȖȐȌȝȔ

Șȝ

ēYȸȕȔ
i

șȔ

ĆōȸȕȔ
i

ȨȟȦȌȌŘ$ʭȷʦɁɭʧ

ʩȐȌȖȐȌȗȐȌȘȐȌșȐȌȚȐȌȘȗȐ
șȕȐȌșȖȐȌșȗȐȜȖȐȌȝȔ

șȕ

Ȋ¤ȸ£aȸ
ĆōȸȜi

ȨȟȦȌȌŘ$ʮȷʦƙƥſǷ[əƀŮŖ
Èʧ

ʩȐȌȖȐȌȗȐȌȘȐȌșȐȌȚȐȌȖȚȐ
ȘȗȐȌșȕȐȌșȖȐȌșȗȐȌȚȜȐ
ȜȖȐȌȝȔ

șȖ

Ȋ¤ȸ£aȸ
ĆōȸȜi

ȨȟȦȌȌŘ$ʯȷʦɮʠʟɵʤʣ3ŔŖÈʧ

ʩȐȌȖȐȌȗȐȌȘȐȌșȐȌȚȐȌȖȚȐ
ȘȗȐȌșȕȐȌșȖȐȌșȗȐȌȚȜȐ
ȜȖȐȌȝȔ

ƣŅśĮɗȿɄɩMĊɔF"Ōɘƻ
ȨȟȦȌȌŘ$ʬȷʦƉpɸɮʧ
&ʦʪʧ

ʩȐȌȖȐȌȗȐȌȘȐȌșȐȌȚȐȌȘȗȐ
șȕȐȌșȖȐȌșȗȐȌȜȖȐȌȝȔ

ƩŝɖŘ+ʦȀřʣƜřʣŜńżʧɬ
ŪɉĈ¡ƏɗɐȼɒȸǠ?ɖÊ^ǹ
ɔŖÈɘáĹȸǠ?ɖÄɘǢÙɁɓ
ɂɩȹ
ƩŝɖŘ+ɗɉɩƟŌRƣq
ɘǠ?ɖ_ɨÓȼɔƿøɁɓɂɩȹ
ƩŝɖŋĲƍÎɘévɗɉɩɮʇ
ʌɰɽɁɓɂɩȹ
~ɗȿɄɩŖŗǱȸ-²ƇÝ
ǜȸɿʟʑʙʅɯɸʤɻʜʢɘɌɢɗƣ
E«ɁĊɌɉ»Gɬėƿɓɂɩȹ
ƟŌRƣqɘʞɽɶɘų±ɗÄɈɌ
ȚșȐȌȚȚȐȌȜȗȐȌȜȘȐȌȜșȐ
>ȄʦźȄȸźȄȸźȄʧɗɐȼ
ȜțȐȌȜȜ
ʒʝɰʖʞɸɮȸɿʟʑʙʅɯɸʤɻʜ ɒƿøɇȸe>ȄɗkɟɪɩƩŝɖ
ʢɘǑ
ƫEɬ@ßɓɂɩȹ
ƩŝɖŘ+ɗɐȼɒȸǰǛɉɩȁ±
ɘȇȼŖÈȸƮǘɇɒəȼɄɖȼŖÈ
ɬ@ßɓɂɩȹ
ɘŖÈʣŘ+ɗɉɩɿʟʑʙʅɯ
ɸʤɻʜʢɗŌȼɩƟŌRƣqżɗ
kɟɪɩÐ>ʣ"ŌʣF"Ōɬ@ßɓɂ
ɩȹ
ŜńȸřɠȸɀɥɠȸĴQyŘŇȸo
lyŘŇȸɮʠʟɵʤȸƂƢʣţƢÌČ
ŘȸŋĲƍÎŗȌż

șȗ

gīȌð¸

șȘ

gīȌð¸ȸ
ȕȔi

ȨȟȦȌȌŘ$ʰȷʦŘ+ʦȀřʣƜřʣŜń
żʧɬŪɉĈ¡Əʧ

«ȷS
¸ȸ

~(-ɗȿɄɩƣE«ɘ»GɔƩ
ŝɖĲNʦƣŅ ŌǱģȸƞĦǱģȸ
ÌČǱȸɮʢʂʇʤʐʢɷĲNżʧɗ
ɐȼɒƿøɓɂɩȹ

Țȗ

7ƦƨŋɗĪɢɧɪɩ9!ŝɖÌČǱ
ģžɬƿøɓɂɩȹ

ȚȘ

ŀúRśɗɐȼɒėƿɓɂɩȹ

Țȝ

șș

șȚ

ĬĆȌ

șț

«ȷS
¸ȸ

~(ǵ

Ǹ
ŀúRśɔƣE«
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ʩȐȌȖȐȌȗȐȌȘȐȌșȐȌȚȐȌȚșȐ
ȚȚȐȌȚțȐȌȜȚȐȌȜȝ

４年次
ǰǛàĕŲŠ
ȕȒȌƣEƍʩȷȷȷȷȖȒȌƣEƍʪȷȷȷȷȗȒȌʑɯɼɳʟɮɿɽʙʢʆƍȷȷȷȷȘȒȌǁEȷȷȷșȒRś,Ŋ
ȚȒȌʑɯɼɳʟɮɿɽʙʢʆȷȷȷȌțȒƫEȷȷȌȷȌȌȜȒRƣqF"ŌȷȷȷȷȝȒOƍʦƣ¡ʧȷȷȷȷȕȔȒOƍʦŗǴʧ

－ 343 －

４年次

24Ľäá
ä
ä
ä
ä
K
w]Ķ?Ķ A 2
ľ>oäe
ÊÉÏä
Cä»FĸYWĹääA%ĸYWĹä0=ä)ĸYWĹäi ä¾ĸYWĹä9yäf1ĸ¯<Ĺä
(¼ä:ĸ¯<Ĺä8²ĸYWĹ
WkEB
Óä4Â-

ª

]r

4ÿP@ĸÍÊÄĹåĲĨķĞĸÍÊÄĹéćāĜĘĞĸÎÊÄĹþćĉ'þ\óĊæ

ĜĒĘĞ
Y+

Q¸;±[

!Z}
đĦĐĘďĴķĸWkĹ
ca^ÿËÏÒÊÊÈËÑÒÊÊæCä»Fåi ä¾å9yäf1ĸ
~25ĿÔÎËĹå0=ä)ĸ 2YęĵĚķĿÕËÎĹ

{P25ĿÕÎËĹåäA%å(¼ä:ĸ?

2Ăÿīěęķė
3ºþ

ÿúÿìčSXóĊ¨čòăóæYbåWkĢķĞåħİĵĞĀz¬òùíöñèæ

Wkm£ĸYĶÖ×ÚĹ
{ÿúÿPčĊïûĀå *ÿ·p åOĂÿd V7çĊèĀT þ½ČĊİĘēĩġķėī
ĵĞÿúlĄù¹£úçĊægYúĀå {Pþ½óĊ.g°č HñôĊæ4¿þĀåĤĞĆ{ÿ¡x
@ĝķĚčèù&ģįīķĚķčòå& {ÿ {P2|Jč~¥óĊïûčûóĊæñĈþåq
{ĬĠĚİĵĔĸÝÔÙĹþ½óĊ.gÁč¥«óĊæ

2nĸ¶nĶÜÓÚàĹ
$
Ë
Ì

6
EĕĵģķĞīĵĞĬĝıûå½µóĊ {PģįīķĚĸ³ēİďįĵĘå;6å
t/veå{2ýüĹÿmMč«_úìĊæ
EĻĺĕĵģķĞīĵĞĬĝıþ.øèõ¥hëúìĊÅN´ÀsĶ#TÃÞ,éćā
"ITßå3´ÀsÆæĸ°åRĹ

Í

{P2ĺ

Î

{PģįīķĚčèùOðûÿ

Ï
Ð

ÜÓÚĕķğ
ÕÎÈÅÌÆÈâÈË
ÕÎÈÅÌÆÈâÈÌ
ÕÎÈÅÌÆÈâÈÐ

2¥hĸÛØÈÛÔÃ¥hĹþ÷èùm«úìĊæ
{T©¦ëúìĊæĸ°åRĹ

ĨĥĭĲķĖĮĵĦĎķĩĕĒġĜĐēĘÿmMûLþ÷èùm«úìĊæ
¢ý OþéîĊ {qÿGþ÷èùåPå  ~å {Pþ.øèùj
§óĊæĸ°ĶRĹ

ÕÎÈÅÌÆÈãÈÍ
ÕÎÈÅÌÆÈãÈÎ
ÕËÈÅÍÆÈÌ

Wk¦¢
Á

6

,

UDY+

Ë

Cå0=å
åi å
9yå(¼å
8

Ì

Cå0=å #T`ÿ¡x@þ½µóĊ
ĨĵħêĈýĊĬĝıúå#T`
{PģįīķĚĸ³ēİďįĵ
åi å
ÿ¡x@č¦ò {´@®ģį
9yå(¼å Ęå;6åt/veýüĹÿ
īķĚķč¤ąĊæ

8

EĕĵģķĞīĵĞĬĝıûåÀ
¡x@ĝķĚêĈåEĻÈĕĵģķ
T`ÿ¡x@þ½µóĊ
ĞīĵĞĬĝıþ.øèõ&ģįīķ
{PģįīķĚĸ³ēİďįĵĘå
ĚķÿóĊæ
;6åt/veýüĹÿ

－ 344 －

2n$

ËÇÃÌ

ËÇÃÌ

４年次
EĕĵģķĞīĵĞĬĝıûåÀ
{ćĉHĈċõ¡uêĈå¡x@
T`ÿ¡x@þ½µóĊ
č¦ò {´@®ģįīķĚķč
{PģįīķĚĸ³ēİďįĵĘå
¤ąĊæ
;6åt/veýüĹÿ

Í

Cå0=å
åi å
9yå(¼å
8

Î

Cå0=å
åi å EËÈĕĵģķĞīĵĞĬĝıéćā ħĳĔįĪčèõĝķĚ¥héćā
9yå(¼å q {ĬĠĚİĵĔ
ÝÔÙÿ.
8

½µWk
ËÉäää

{PĻääääÃäÌÉä

{PļäääääääÃäÍÉä?

－ 345 －

{P2

ËÇÃÌ

ÍÇÃÎÇÃÏÇÃÐ

４年次

フィジカルアセスメント実習 ※
必修
漢方・臨床・健康薬学科
4年次 前期
0.5 単位
黒岩 美枝（教授） 山口 友明（教授） 岡 美佳子（教授） 村田 実希郎（准教授）
難波 昭雄（准教授） 渡邊 美智留（准教授） 亀卦川 真美（助教）
授業形式
C 実習型

評価方法
成績は、知識・技能・態度から総合的に評価する。知識・技能は、筆記試験(20%)、技能試験(40%)およびレポート（実習
記録用紙）(20%)で評価する。実習記録用紙は、ルーブリック評価にて評価する。態度(20%)は、SGDの取り組みおよび医
療人に相応しい身だしなみをルーブリック評価にて評価する。

テキスト
オリジナルプリント

参考文献
薬学生のためのフィジカルアセスメント（横浜薬科大学）、フィジカルアセスメントブック：山内豊明（著）（医学書院）

オフィスアワー（授業相談）
黒岩（月曜日12:15～13:00 機能形態学研究室：C41） にて対応します。可能な限り質問したい内容を明確にしてから来
室してください。

学生へのメッセージ
フィジカルアセスメントための測定技能だけではなく、機能形態学、薬理学、病態・薬物治療学、薬剤学、副作用学、処
方解析などを臨床的な観点から、医薬品の効果や副作用に関する情報を取集し、評価できる能力を修得してください。

授業概要（教育目的・GIO）
本実習は、実務実習事前学習の一環の科目に位置付けられた科目です。
患者に安全・最適な薬物療法を提供するために、適切に患者情報を収集した上で、その状態を正しく評価（フィジカルア
セスメント）し、適切な医薬品情報を基に、個々の患者に適した薬物療法を提案・実施・評価できる知識・技能・態度を修
得する。代表的な疾患の症例について、身体所見の観察・測定と評価で得られた情報を薬学的管理への活用できる知
識・技能・態度を修得し、薬局実務実習や病院実務実習でチームの一員として対応できるような能力を修得する。医療
人としての適切な態度で、患者と応対できる態度を修得する。

学習目標（到達目標・SBOs）
番号

内容

SBOコード

1

常に患者・生活者の視点に立ち、医療の担い手としてふさわしい態度で行動する。（態度）

A-(1)-①-1

2

患者・生活者の健康の回復と維持に積極的に貢献することへの責任感を持つ。（態度）

A-(1)-①-2

3

チーム医療や地域保健・医療・福祉を担う一員としての責任を自覚し行動する。（態度）

A-(1)-①-3

4

患者・生活者のために薬剤師が果たすべき役割を自覚する。（態度）

A-(1)-②-1

5

重篤な副作用の例について、患者や家族の苦痛を理解し、これらを回避するための手段を
討議する。（知識・態度）

A-(1)-③-5

6

チームワークと情報共有の重要性を理解し、チームの一員としての役割を積極的に果たすよ
うに努める。（知識・態度）

7

実験動物・人体模型・シミュレーターなどを用いて各種臓器の名称と位置を確認できる。（技
能）

C7-(1)-③-3

8

過剰量の医薬品による副作用への対応（解毒薬を含む）を討議する（知識・態度）

E2-(11)-①-2

9

前）適切な態度で、患者・来局者と応対できる《模擬》。（態度）

F-(2)-④-1

10

前）患者・来局者から、必要な情報（症状、心理状態、既往歴、生活習慣、アレルギー歴、薬
歴、副作用歴等）を適切な手順で聞き取ることができる《模擬》。（知識・態度）

F-(2)-④-3

－ 346 －

A-(4)-5

４年次

11

前）患者・来局者に、主な医薬品の効能・効果、用法・用量、警告・禁忌、副作用、相互作用、
保管方法等について適切に説明できる。 (技能・態度）

F-(2)-④-4

12

前）患者および種々の情報源（診療録、薬歴・指導記録、看護記録、お薬手帳、持参薬等）か
ら、薬物療法に必要な情報を収集できる《模擬》。（技能・態度）〔Ｅ３（２）①参照〕

F-(3)-①-2

13

前）基本的な身体所見を観察・測定し、評価できる《模擬》。（知識・技能）

F-(3)-①-4

14

前）代表的な疾患における薬物療法の評価に必要な患者情報収集ができる《模擬》。（知識・
技能）

F-(3)-④-2

15

前）代表的な生活習慣の改善に対するアドバイスができる《模擬》。（知識・態度）

F-(5)-③-4

授業計画表
回

担当教員

項目

内容

学習目標番号

1

全員

健常者の身体所見

身体所見（健常者）の観察・測定・評価
（フィジカルアセスメント）を体験する。

1, 8, 9, 12

2

全員

模擬患者（シミュレーター）の身体所
見

模擬患者の身体所見（シミュレーター）
の観察・測定・評価（フィジカルアセスメ
ント）を体験する。

1, 7-9, 12

模擬症例の検討（1）

模擬症例の身体所見（シミュレーター）
の観察・測定・評価（フィジカルアセスメ
ント）をおこない、得られた情報を薬学
的管理へ活用することを討議する。

1-6, 8-15

模擬症例の検討（2）

模擬症例の身体所見（シミュレーター）
の観察・測定・評価（フィジカルアセスメ
ント）をおこない、得られた情報を薬学
的管理へ活用することを討議する。

1-6, 8-15

3

4

全員

全員

関連授業科目
1. 機能形態学３

2. フィジカルアセスメント 3. 薬剤学実習２

－ 347 －

4. 病態・薬物治療学

5. 副作用学
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化学系薬学演習 ※
0.5単位
必修
漢方・臨床・健康薬学科
4年次 前期
統括責任者
中島 敏治
科目担当責任者
甲斐 俊次
甲斐 俊次（教授） 榊原 巌（教授） 佐藤 康夫（教授） 波多江 典之（教授） 飯塚 徹（准教授）
磯村 茂樹（准教授） 梶原 康宏（准教授） 奥野 義規（講師）
授業形式
D 演習型

評価方法
中間試験（40%）、定期試験（60%）により総合的に評価します。

テキスト
配布資料

参考文献
１～３年次の講義で使用した化学系科目の教科書、コアカリ重点ポイント集１（薬学ゼミナール）

オフィスアワー（授業相談）
講義日の昼休み。講義担当者の研究室にお越しください。その他の時間でも講義担当者が在室時には対応します。

学生へのメッセージ
有機化学、生薬学、天然物化学等の化学系科目の学習内容について理解を深め、物理系、生物系科目の内容とあわ
せて統合的に整理するための一助としていただきたいと思います。

授業概要（教育目的・GIO）
１～３年次までに学んだ化学系科目の学習内容を統合的に整理、復習し、理解度を高め、問題解決能力を身につける
ことを目標とします。

学習目標（到達目標・SBOs）
内容

番号

SBOコード

㻝

物質の構造①：化学結合

C1-(1)-①-1～3

㻞

物質の構造②：分子間相互作用

C1-(1)-②-1～7

㻟

化学物質の基本的性質①：基本事項

C3-(1)-①-1～9

㻠

化学物質の基本的性質②：有機化合物の立体構造

C3-(1)-②-1～8

㻡

有機化合物の基本骨格の構造と反応①：アルカン

C3-(2)-①-1～5

㻢

有機化合物の基本骨格の構造と反応②：アルケン・アルキン

C3-(2)-②-1～3

㻣

有機化合物の基本骨格の構造と反応③：芳香族化合物

C3-(2)-③-1～5

㻤

官能基の性質と反応①：概説

C3-(3)-①-1～2

㻥 官能基の性質と反応②：有機ハロゲン化合物
㻝㻜 官能基の性質と反応③：アルコール･フェノール･エーテル
㻝㻝 官能基の性質と反応④：アルデヒド・ケトン・カルボン酸・カルボン酸誘導体
㻝㻞 官能基の性質と反応⑤：アミン
㻝㻟 官能基の性質と反応⑥：電子効果

C3-(3)-②-1～3
C3-(3)-③-1～2
C3-(3)-④-1～3
C3-(3)-⑤-1
C3-(3)-⑥-1

㻝㻠 官能基の性質と反応⑦：酸性度・塩基性度
㻝㻡 無機化合物・錯体の構造と性質

C3-(3)-⑦-1～2

㻝㻢 薬になる動植鉱物①：薬用植物
㻝㻣 薬になる動植鉱物②：生薬の基原

C5-(1)-①-1～4

㻝㻤 薬になる動植鉱物③：生薬の用途
㻝㻥 薬になる動植鉱物④：生薬の同定と品質評価

C5-(1)-③-1～2

㻞㻜 薬の宝庫としての天然物①：生薬由来の生物活性物質の構造と作用
㻞㻝 薬の宝庫としての天然物②：微生物由来の生物活性物質の構造と作用

C5-(2)-①-1～5

C3-(5)-①-1～5
C5-(1)-②-1
C5-(1)-④-1～5

㻞㻞 薬の宝庫としての天然物③：天然生物活性物質の取扱い
㻞㻟 薬の宝庫としての天然物④：天然生物活性物質の利用

C5-(2)-②-1～2
C5-(2)-③-1
C5-(2)-④-1～3

授業計画表
授業はオムニバス方式で行います。担当者、講義内容、講義日、講義時間等については別に表示します。
関連授業科目
1. 基礎化学講座

2. 有機化学１～４

3. 医薬品化学１～２

4. 生薬学
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5. 天然物化学
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ŭŶŮ+DÔĵEc{ĢĽķEß{ĳáĨŀ?xåł^ĨŀŰ
ŭŷŮ;łğŀ{ĵ0ıĪĵbĳáĨŀ?xåł^ĨŀŰ
ŭŸŮã{ĳáĨŀ?xåł^ĨŀŰ
ŭŹŮ¿U@İğŀ ÇĲ{gÅĳáĨŀ?xåł^ĨŀŰ

Dº
4

ŭ

Ù

ūćýąċŮ
I

ćýąŎŬŗ
ĉĊČðþóðîóïðđðó

ó

ŭóŮÔĵÖĜđì+D³6ĝ

ô

ĜĒìCà¡ĝ
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ĉĊČðþóðîóïðđðô
ĉĊČðþóðîóïðđðõ
ĉĊČðþóðîóïðĒðó
ĉĊČðþóðîóïðĒðô

４年次
ĉĊČðþóðîóïðĒðõ
ô

ĜĒìCà¡ĝ

ĉĊČðþóðîóïðĒðö
ĉĊČðþóðîóïðĒð÷
ĉĊČðþóðîóïðĒðø
ĉĊČðþóðîóïðĒðù
ĉĊČðþóðîóïðēðó
ĉĊČðþóðîóïðēðô

õ

Ĝē0CūCĵj)ĝ

ĉĊČðþóðîóïðēðõ
ĉĊČðþóðîóïðēðö
ĉĊČðþóðîóïðēð÷
ĉĊČðþóðîóïðēðø
ĉĊČðþóðîóïðĔðó
ĉĊČðþóðîóïðĔðô

ö

÷

ĜĔmK·ımK¾ĝ

ŭôŮÔĵŇŚŧŋŬıRÆĜđ

ĵ`ÉdıPÉdĝ

ø

ĜĒŇŚŧŋŬĝ

ù

ĜēÀĲB+ĝ

ú

ĜĔ+DRÆĵ0ĝ

û

Ĝĕ¡RÆĝ

óò

ĜĖĵcÔĝ

óó

óô

Ĝėä

+Dĝ

ŭõŮÔĵB+Ĝđ2bÕWĝ
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ĉĊČðþóðîóïðĔðõ
ĉĊČðþóðîóïðĔðö
ĉĊČðþóðîóïðĔð÷
ĉĊČðþóðîôïðđðó
ĉĊČðþóðîôïðđðô
ĉĊČðþóðîôïðđðõ
ĉĊČðþóðîôïðĒðó
ĉĊČðþóðîôïðĒðô
ĉĊČðþóðîôïðĒðõ
ĉĊČðþóðîôïðĒðö
ĉĊČðþóðîôïðĒð÷
ĉĊČðþóðîôïðĒðø
ĉĊČðþóðîôïðĒðù
ĉĊČðþóðîôïðēðó
ĉĊČðþóðîôïðēðô
ĉĊČðþóðîôïðēðõ
ĉĊČðþóðîôïðēðö
ĉĊČðþóðîôïðēð÷
ĉĊČðþóðîôïðĔðó
ĉĊČðþóðîôïðĔðô
ĉĊČðþóðîôïðĔðõ
ĉĊČðþóðîôïðĔðö
ĉĊČðþóðîôïðĕðó
ĉĊČðþóðîôïðĕðô
ĉĊČðþóðîôïðĕðõ
ĉĊČðþóðîôïðĖðó
ĉĊČðþóðîôïðĖðô
ĉĊČðþóðîôïðĖðõ
ĉĊČðþóðîôïðĖðö
ĉĊČðþóðîôïðėðó
ĉĊČðþóðîôïðėðô
ĉĊČðþóðîõïðđðó
ĉĊČðþóðîõïðđðô
ĉĊČðþóðîõïðđðõ
ĉĊČðþóðîõïðđðö
ĉĊČðþóðîõïðđð÷

４年次
ŭõŮÔĵB+Ĝđ2bÕWĝ

óô

ĉĊČðþóðîõïðđðø
ĉĊČðþóðîõïðđðù
ĉĊČðþôðîóïðđðó
óõ

ŭóŮ{ĵ?©Ĝđ{ĵ?xĝ

ĉĊČðþôðîóïðđðô
ĉĊČðþôðîóïðđðõ
ĉĊČðþôðîôïðđðó

óö

ŭôŮĵ+DRÆĜđìÜūA?RÆĝ

ĉĊČðþôðîôïðđðô
ĉĊČðþôðîôïðđðõ
ĉĊČðþôðîôïðđðö
ĉĊČðþôðîôïðĒðó

ó÷

ĜĒ5ĵ+DRÆĝ

ĉĊČðþôðîôïðĒðô
ĉĊČðþôðîôïðĒðõ
ĉĊČðþôðîôïðĒðö

óø

ŭõŮ+DÔĵEc{ūEß{ĜđìEc{ĝ

óù

ĜĒEß{ŭIß{ūÞß{Ůĝ

óú

ŭöŮ;łğŀ{Ĝđì{ĝ

óû ĜĒ|§ ëŭĄăĆŮŐŝŌŖŧEĝ
ôò ĜēÔß{ĝ
ôó

ĜĔŻ·{ĝ

ôô

Ĝĕ{ĝ

ôõ

ŭ÷Ůã{ĜđìŌŨşŖōťŜŅŬĝ

ôö ĜĒä

)ĝ

ô÷

ŭøŮ¿U@İğŀ{gÅĜđì{ĵĝ

ôø

ĜĒ{gÅĝ
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ĉĊČðþôðîõïðĒðö
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ĉĊČðþôðîõïðĒðù
ĉĊČðþôðîöïðđðó
ĉĊČðþôðîöïðđðô
ĉĊČðþôðîöïðđðõ
ĉĊČðþôðîöïðđðö
ĉĊČðþôðîöïðđð÷
ĉĊČðþôðîöïðđðø
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ĉĊČðþôðîöïðĔðô
ĉĊČðþôðîöïðĕðó
ĉĊČðþôðîöïðĕðô
ĉĊČðþôðî÷ïðđðó
ĉĊČðþôðî÷ïðđðô
ĉĊČðþôðî÷ïðđðõ
ĉĊČðþôðî÷ïðđðö
ĉĊČðþôðî÷ïðđð÷
ĉĊČðþôðî÷ïðĒðó
ĉĊČðþôðîøïðđðó
ĉĊČðþôðîøïðđðô
ĉĊČðþôðîøïðĒðó
ĉĊČðþôðîøïðĒðô
ĉĊČðþôðîøïðĒðõ
ĉĊČðþôðîøïðĒðö
ĉĊČðþôðîøïðĒð÷
ĉĊČðþôðîøïðĒðø

４年次
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４年次

生物系薬学演習２ ※
必修
漢方・臨床・健康薬学科
４年次 後期
0.5 単位
統括責任者
中島 敏治
科目担当責任者
中島 敏治
中島 敏治（教授） 小俣 義明（教授） 川嶋 剛（教授） 細野 哲司（准教授） 金子 正裕（准教授）
高橋 哲史（講師） 鹿本 泰生（講師）
授業形式
A 講義型

評価方法
中間試験（40%）、定期試験（60%）により総合的に評価する。

テキスト
教員作成配布資料

参考文献
1、2、3年次に使用した細胞生物学、機能形態学、生化学、免疫学、分子生物学の教科書、
コアカリ重点ポイント集１（薬学ゼミナール）

オフィスアワー（授業相談）
講義日の昼休み。講義担当者の研究室にお越し下さい。その他の時間でも講義担当者が在室時には対応します。

学生へのメッセージ
1年次から４年次までに習得した基礎的な科学力（生命体の最小単位である細胞の成り立ちや生命現象を担う分子に
関する基本的事項、人体の構造、機能、調節に関する基本的事項、）を統合的に整理、復習し、理解度を高め、問題解
決能力を身に付ける。

授業概要（教育目的・GIO）
1年次から４年次までに習得した基礎的な科学力（生命体の最小単位である細胞の成り立ちや生命現象を担う分子に
関する基本的事項、人体の構造、機能、調節に関する基本的事項、免疫反応による生体防御機構とその破綻および代
表的な病原微生物に関する基本的事項）を統合的に整理、復習し、理解度を高め、問題解決能力を身に付ける。

学習目標（到達目標・SBOs）
番号

内容

SBOコード

1

生命現象を担う分子：ヌクレオチドと核酸

adv-C6-（2）-⑤

2

生命情報を担う遺伝子：概論

adv-C6-（4）-①

3

生命情報を担う遺伝子：遺伝情報を担う分子

adv-C6-（4）-②

4

生命情報を担う遺伝子：遺伝子の複製

adv-C6-（4）-③

5

生命情報を担う遺伝子：転写・翻訳の過程と調節

adv-C6-（4）-④

6

生命情報を担う遺伝子：遺伝子の変異・修復

adv-C6-（4）-⑤

7

生命情報を担う遺伝子：組換え DNA

adv-C6-（4）-⑥

8

細胞間コミュニケーションと細胞内情報伝達：概論

adv-C6-（6）-①

9

細胞間コミュニケーションと細胞内情報伝達：細胞内情報伝達

adv-C6-（6）-②

10 細胞の分裂と死：がん細胞

adv-C6-（7）-③

11 人体の成り立ち：遺伝子

adv-C7-（1）-①

12 人体の成り立ち：各器官の構造と機能 リンパ系

adv-C7-（1）-⑦

13 生体機能の調節：サイトカイン・増殖因子による調節機構

adv-C7-（2）-④

14 身体をまもる：生体防御反応

adv-C8-（1）-①

15 身体をまもる：免疫を担当する組織・細胞

adv-C8-（1）-②

16 身体をまもる：分子レベルで見た免疫のしくみ

adv-C8-（1）-③
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17

免疫系の制御とその破綻・免疫系の応用：免疫応答の制御と破綻

adv-C8-（2）-①

18

免疫系の制御とその破綻・免疫系の応用：免疫反応の利用

adv-C8-（2）-②

19

微生物の基本：総論

adv-C8-（3）-①

20

微生物の基本：細菌

adv-C8-（3）-②

21

微生物の基本：ウイルス

adv-C8-（3）-③

22

微生物の基本：真菌・原虫・蠕虫

adv-C8-（3）-④

23

微生物の基本：消毒と滅菌

adv-C8-（3）-⑤

24

病原体としての微生物：感染の成立と共生

adv-C8-（4）-①

25

病原体としての微生物：代表的な病原体

adv-C8-（4）-②

26

生命現象を担う分子：ビタミン

adv-C6-（2）-⑥

27

生命現象を担う分子：微量元素

adv-C6-（2）-⑦

授業計画表
回

内容

担当教員

1, 2, 3, 11

1

高橋

哲史 核酸の種類・構造と特性

2

小俣

義明 DNA複製と遺伝子情報の発現

3

高橋

哲史 遺伝子工学、バイオ医薬品とゲノム情報

4

川嶋

剛

学習目標番号
4, 5, 6
7, 10, 11

細胞内情報伝達

8, 9

5

金子

正裕 リンパ系、免疫を担当する組織・細胞、免疫反応の利用

12, 14, 18

6

中島

敏治 分子レベルで見た免疫のしくみ、免疫応答の制御と破綻、サイトカイン

13, 16, 17

7
8

細野 哲司 病原微生物学

19～25

9

鹿本 泰生 生命現象を担う分子：ビタミン

26, 27

関連授業科目
1. 細胞生物学

2. 生化学１〜３

3. 分子生物学１〜２

－ 356 －

4. 微生物学

5. 免疫学

6. 薬理学１〜４

４年次

薬理系薬学演習１ ※
0.5 単位
必修
漢方・臨床・健康薬学科
４年次 前期
統括責任者
中島 敏治
科目担当責任者
日塔 武彰
日塔 武彰（准教授） 友部 浩二（教授） 澤木 康平（教授） 小笹 徹（教授） 出雲 信夫（准教授）
桑原 弘行（准教授）
授業形式
A 講義型

評価方法
中間試験（40%）、定期試験（60%）により総合的に評価する。

テキスト
教員作成配布資料

参考文献
パートナー薬理学（南江堂）、コンパス薬理学（南江堂）、新 薬の効くプロセス（ネオメディカル）
あたらしい疾病薬学 （テコム）、わかりやすい疾患と処方薬の解説（アークメディア）
薬学生のための病態検査学 [改訂第２版]（南江堂）
コアカリ重点ポイント集２（薬学ゼミナール）

オフィスアワー（授業相談）
講義日の昼休みに、各講義担当者の研究室（下記参照）にお越し下さい。その他の時間でも、講義担当者が在室時に
は適宜対応します。
研究室（日塔武彰：薬物治療学研究室（E44）、友部浩二：病態生理学研究室（E42）、澤木康平：薬物治療学研究室
（E44）、小笹徹：共同研究室C3（C34）、出雲信夫：食化学研究室（D42）、桑原弘行：臨床薬剤学研究室（C44））

学生へのメッセージ
今までに学習した薬理学、病態学、薬物治療学の知識を統合的に確認、整理、復習することにより、理解度をさらに向
上させ、問題解決能力が修得できるようにしてください。

授業概要（教育目的・GIO）
薬理学、病態学、薬物治療学の学習内容を統合的に整理、復習し、理解度を高め、問題解決能力を身に付ける。

学習目標（到達目標・SBOs）
番号

内容

㻝

薬の作用

㻞

身体の病的変化①： 症候

㻟

身体の病的変化②： 病態・臨床検査

㻠

神経系の疾患と薬①： 自律神経系に作用する薬

－ 357 －

SBOコード
adv-E1-(1)-①-1
adv-E1-(1)-①-2
adv-E1-(1)-①-3
adv-E1-(1)-①-4
adv-E1-(1)-①-5
adv-E1-(1)-①-6
adv-E1-(1)-①-7
adv-E1-(1)-①-8
adv-E1-(1)-①-9
adv-E1-(2)-①-1
adv-E1-(2)-②-1
adv-E1-(2)-②-2
adv-E1-(2)-②-3
adv-E1-(2)-②-4
adv-E1-(2)-②-5
adv-E1-(2)-②-6
adv-E1-(2)-②-7
adv-E1-(2)-②-8
adv-E2-(1)-①-1
adv-E2-(1)-①-2
adv-E2-(1)-①-3

４年次

㻡

神経系の疾患と薬②： 体性神経系に作用する薬・筋疾患の病態と治療

㻢

神経系の疾患と薬③： 中枢神経系に作用する薬・中枢神経系疾患の病態と治療

㻣

神経系の疾患と薬④： 神経系疾患に用いられる薬物の基本構造と薬効の関連

㻤

循環器系に作用する薬・循環器系疾患の病態と治療

㻥

代謝系に作用する薬・代謝系疾患の病態と治療

㻝㻜

内分泌系に作用する薬・内分泌系疾患の病態と治療

㻝㻝 代謝系・内分泌系疾患に用いられる薬物の基本構造と薬効の関連

adv-E2-(1)-②-1
adv-E2-(1)-②-2
adv-E2-(1)-②-4
adv-E2-(1)-③-1
adv-E2-(1)-③-2
adv-E2-(1)-③-3
adv-E2-(1)-③-4
adv-E2-(1)-③-5
adv-E2-(1)-③-6
adv-E2-(1)-③-7
adv-E2-(1)-③-8
adv-E2-(1)-③-9
adv-E2-(1)-③-10
adv-E2-(1)-③-11
adv-E2-(1)-③-14
adv-E2-(1)-④-1
adv-E2-(3)-①-1
adv-E2-(3)-①-2
adv-E2-(3)-①-3
adv-E2-(3)-①-4
adv-E2-(3)-①-5
adv-E2-(5)-①-1
adv-E2-(5)-①-2
adv-E2-(5)-①-3
adv-E2-(5)-②-1
adv-E2-(5)-②-2
adv-E2-(5)-②-3
adv-E2-(5)-②-4
adv-E2-(5)-②-5
adv-E2-(5)-③-1

授業計画表
回
㻝
㻞
㻟
㻠
㻡
㻢
㻣
㻤
㻥
㻝㻜

担当教員
出雲 信夫
出雲 信夫
出雲 信夫
小笹 徹
日塔 武彰
桑原 弘行
桑原 弘行
澤木 康平
友部 浩二
友部 浩二

内容
薬理総論及び平滑筋に作用する薬物
自律神経系に作用する薬物
体性神経系に作用する薬物
内分泌・代謝系に作用する薬物
内分泌・代謝系疾患とその治療
心臓・血管系疾患とその治療①
心臓・血管系疾患とその治療②
中枢神経系に作用する薬物
中枢神経系疾患とその治療①
中枢神経系疾患とその治療②

授業はオムニバス方式で行う。講義日、講義時間等については別に表示する。
関連授業科目
1. 薬理学１～４

2. 病態・薬物治療学１～４

3. 症候学・臨床検査学

－ 358 －

学習目標番号
㻝㻘㻌㻡
㻠
㻡
㻥㻘㻌㻝㻜㻘㻌㻝㻝
㻞㻘㻌㻟㻘㻌㻥㻘㻌㻝㻜㻘㻌㻝㻝
㻞㻘㻌㻟㻘㻌㻤
㻞㻘㻌㻟㻘㻌㻤
㻢㻘㻌㻣
㻞㻘㻌㻟㻘㻌㻢㻘㻌㻣
㻞㻘㻌㻟㻘㻌㻢㻘㻌㻣

４年次

薬理系薬学演習２ ※
必修
漢方・臨床・健康薬学科
４年次 後期
0.5 単位
統括責任者
中島 敏治
科目担当責任者
日塔 武彰
日塔 武彰（准教授） 澤木 康平（教授） 篠塚 達雄（教授） 友部 浩二（教授） 田邉 由幸（教授）
岡田 賢二（准教授）
授業形式
A 講義型

評価方法
中間試験（40%）、定期試験（60%）により総合的に評価する。

テキスト
教員作成配布資料

参考文献
パートナー薬理学（南江堂）、コンパス薬理学（南江堂）、新 薬の効くプロセス（ネオメディカル）
あたらしい疾病薬学 （テコム）、わかりやすい疾患と処方薬の解説（アークメディア）
薬学生のための病態検査学 [改訂第２版]（南江堂）
ポイントがわかる薬科微生物薬品学 第3版（廣川鉄男事務所）、感染症学・抗菌薬治療テキスト（じほう）
コアカリ重点ポイント集２（薬学ゼミナール）

オフィスアワー（授業相談）
講義日の昼休みに、各講義担当者の研究室（下記参照）にお越し下さい。その他の時間でも、講義担当者が在室時に
は適宜対応します。
研究室（日塔武彰：薬物治療学研究室（E44）、澤木康平：薬物治療学研究室（E44）、篠塚達雄：病態生理学研究室
（E42）、友部浩二：病態生理学研究室（E42）、田邉由幸：薬理学研究室（E43）、岡田賢二：実務実習センター（E11））

学生へのメッセージ
今までに学習した薬理学、病態学、薬物治療学の知識を統合的に確認、整理、復習することにより、理解度をさらに向
上させ、問題解決能力が修得できるようにしてください。

授業概要（教育目的・GIO）
薬理学、病態学、薬物治療学の学習内容を統合的に整理、復習し、理解度を高め、問題解決能力を身に付ける。

学習目標（到達目標・SBOs）
番号

内容

SBOコード
adv-E1-(2)-②-1

1

身体の病的変化： 病態・臨床検査

2

炎症疾患の病態と治療

adv-E1-(2)-②-2
adv-E1-(2)-②-3
adv-E1-(2)-②-4
adv-E1-(2)-②-5
adv-E1-(2)-②-6
adv-E1-(2)-②-7
adv-E1-(2)-②-8
adv-E2-(2)-①-1
adv-E2-(2)-①-2
adv-E2-(2)-①-3
adv-E2-(2)-②-1
adv-E2-(2)-②-2
adv-E2-(2)-②-3
adv-E2-(2)-②-4

3

免疫系に作用する薬・免疫疾患の病態と治療

－ 359 －

４年次
3

免疫系に作用する薬・免疫疾患の病態と治療

adv-E2-(2)-②-5
adv-E2-(2)-②-6
adv-E2-(2)-②-7
adv-E2-(2)-②-8
adv-E2-(2)-②-9

4

泌尿器系に作用する薬・泌尿器系疾患の病態と治療

adv-E2-(3)-③-1
adv-E2-(3)-③-2
adv-E2-(3)-③-3
adv-E2-(3)-③-4
adv-E2-(3)-③-5

5

生殖器系に作用する薬・生殖器系疾患の病態と治療

adv-E2-(3)-③-6
adv-E2-(3)-③-7
adv-E2-(3)-③-8

6

7

泌尿器系・生殖器系疾患に用いられる薬物の基本構造と薬効の関連

adv-E2-(3)-④-1

呼吸器系に作用する薬・呼吸器系疾患の病態と治療

adv-E2-(4)-①-1
adv-E2-(4)-①-2
adv-E2-(4)-①-3
adv-E2-(4)-①-4
adv-E2-(4)-②-1
adv-E2-(4)-②-2
adv-E2-(4)-②-3
adv-E2-(4)-②-4
adv-E2-(4)-②-5
adv-E2-(4)-②-6
adv-E2-(4)-②-7
adv-E2-(4)-②-8
adv-E2-(4)-②-9

8

消化器系に作用する薬・消化器系疾患の病態と治療

9

呼吸器系・消化器系疾患に用いられる薬物の基本構造と薬効の関連

adv-E2-(4)-③-1

10

眼疾患に作用する薬・眼疾患の病態と治療

adv-E2-(6)-①-1
adv-E2-(6)-①-2
adv-E2-(6)-①-3
adv-E2-(6)-①-4

11

眼疾患に用いられる薬物の基本構造と薬効の関連

adv-E2-(6)-④-1

12

感染症・病原生物に作用する薬・感染症の病態と治療①： 抗菌薬

adv-E2-(7)-①-1
adv-E2-(7)-①-2

13

感染症・病原生物に作用する薬・感染症の病態と治療②： 抗菌薬の耐性

adv-E2-(7)-②-1
adv-E2-(7)-③-1
adv-E2-(7)-③-2
adv-E2-(7)-③-3

14

15

感染症・病原生物に作用する薬・感染症の病態と治療③： 細菌感染症

感染症・病原生物に作用する薬・感染症の病態と治療④： ウイルス感染症

－ 360 －

adv-E2-(7)-③-4
adv-E2-(7)-③-5
adv-E2-(7)-③-6
adv-E2-(7)-③-7
adv-E2-(7)-③-8
adv-E2-(7)-③-9
adv-E2-(7)-③-10
adv-E2-(7)-④-1
adv-E2-(7)-④-2
adv-E2-(7)-④-3

４年次
感染症・病原生物に作用する薬・感染症の病態と治療④： ウイルス感染症

15

adv-E2-(7)-④-4
16

感染症・病原生物に作用する薬・感染症の病態と治療⑤： 真菌感染症

17

感染症・病原生物に作用する薬・感染症の病態と治療⑥： 原虫・寄生虫感染症

18

薬物中毒とその処置

adv-E2-(7)-⑤-1
adv-E2-(7)-⑤-2
adv-E2-(7)-⑥-1
adv-E2-(7)-⑥-2
adv-D2-(1)-①-6
adv-D2-(1)-①-7

授業計画表
回

担当教員

内容

学習目標番号

1

澤木 康平

臨床検査

2

岡田 賢二

感染症・病原生物に作用する薬物

3

田邉 由幸

免疫系に作用する薬物

3

4

篠塚 達雄

薬物中毒とその処置

18

5

日塔 武彰

オータコイド及びその他の生体内活性物質、炎症及び抗炎症薬

2

6

友部 浩二

腎臓に作用する薬物

7

友部 浩二

腎・泌尿器・生殖器疾患とその治療

8

日塔 武彰

消化器系に作用する薬物、消化器系疾患とその治療

9

澤木 康平

眼に作用する薬物、眼疾患とその治療

10

日塔 武彰

呼吸器系に作用する薬物、呼吸器系疾患とその治療

1
12～18

4, 6
4, 5, 6
8
10, 11
7, 9

授業はオムニバス方式で行う。講義日、講義時間等については別に表示する。
関連授業科目
1. 薬理学１～４

2. 病態・薬物治療学１～４

3. 症候学・臨床検査学

－ 361 －

4. 微生物薬品学

5. 感染症治療学

４年次

衛生系薬学演習 ※
必修
漢方・臨床・健康薬学科
４年次 後期
0.5 単位
統括責任者
中島 敏治
科目担当責任者
埴岡 伸光
埴岡 伸光（教授） 越智 定幸（教授） 曽根 秀子（教授） 香川 聡子（教授） 大河原 晋（准教授）
授業形式
A 講義型

評価方法
中間試験（40%）、定期試験（60%）により総合的に評価する。

テキスト
プリント

参考文献
「衛生薬学（スタンダード薬学シリーズⅡ-5）・健康と環境」： 日本薬学会編（東京化学同人）
コアカリ重点ポイント集３（薬学ゼミナール）

オフィスアワー（授業相談）
埴岡（公衆衛生学研究室：D44）：講義日の16：30～18：00
越智（薬学教育センター：E14）：講義日の16：30～18：00
曽根（漢方薬物学研究室：E32）：講義日の16：30～18：00
香川（環境科学研究室：C24）：講義日の16：30～18：00
大河原（環境科学研究室：C24）：講義日の16：30～18：00

学生へのメッセージ
衛生系薬学の内容を十分に理解し、薬学の専門知識習得の一助としてほしい。

授業概要（教育目的・GIO）
本演習では、2～3年次に学んだ衛生系科目（社会・集団と健康、疾病の予防、健康と栄養、化学物質・放射線の生体へ
の影響、生活環境と健康）の内容を理解し、薬に対する知識の他に、ヒトが健全に生活するために必要な知識の修得を
目標に実施する。

学習目標（到達目標・SBOs）
番号

内容

SBOコード

1

健康と疾病の概念

adv-D1-(1)-①-1
adv-D1-(1)-②-1

2

保健統計

adv-D1-(1)-②-2
adv-D1-(1)-②-3
adv-D1-(1)-③-1

3

adv-D1-(1)-③-2

疫学

adv-D1-(1)-③-3
adv-D1-(1)-③-4

4

疾病の予防とは

adv-D1-(2)-①-1
adv-D1-(2)-①-2
adv-D1-(2)-②-1

5

感染症とその予防

adv-D1-(2)-②-2
adv-D1-(2)-②-3
adv-D1-(2)-②-4
adv-D1-(2)-③-1

6

生活習慣病とその予防

－ 362 －

４年次
6

生活習慣病とその予防

adv-D1-(2)-③-2
adv-D1-(2)-③-3

7

母子保健

8

労働衛生

adv-D1-(2)-④-1
adv-D1-(2)-④-2
adv-D1-(2)-⑤-1
adv-D1-(2)-⑤-2
adv-D1-(3)-①-1
adv-D1-(3)-①-2
adv-D1-(3)-①-3

9

adv-D1-(3)-①-4

栄養

adv-D1-(3)-①-5
adv-D1-(3)-①-6
adv-D1-(3)-①-7
adv-D1-(3)-①-8
adv-D1-(3)-②-1
adv-D1-(3)-②-2
adv-D1-(3)-②-3

10

食品機能と食品衛生

adv-D1-(3)-②-4
adv-D1-(3)-②-5
adv-D1-(3)-②-6
adv-D1-(3)-②-7
adv-D1-(3)-③-1

11

食中毒と食品汚染

adv-D1-(3)-③-2
adv-D1-(3)-③-3
adv-D2-(1)-①-1
adv-D2-(1)-①-2
adv-D2-(1)-①-3

12

化学物質の毒性

adv-D2-(1)-①-4
adv-D2-(1)-①-5
adv-D2-(1)-①-6
adv-D2-(1)-①-7
adv-D2-(1)-②-1
adv-D2-(1)-②-2

13

化学物質の安全性評価と適正使用

adv-D2-(1)-②-3
adv-D2-(1)-②-4
adv-D2-(1)-②-5
adv-D2-(1)-③-1

14

化学物質による発がん

adv-D2-(1)-③-2
adv-D2-(1)-③-3
adv-D2-(1)-④-1

15

放射線の生体への影響

adv-D2-(1)-④-2
adv-D2-(1)-④-3
adv-D2-(1)-④-4
adv-D2-(2)-①-1

16

地球環境と生態系
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４年次
adv-D2-(2)-①-2
16

adv-D2-(2)-①-3

地球環境と生態系

adv-D2-(2)-①-4
adv-D2-(2)-①-5
adv-D2-(2)-②-1
17

adv-D2-(2)-②-2

環境保全と法的規制

adv-D2-(2)-②-3
adv-D2-(2)-③-1
adv-D2-(2)-③-2
18

adv-D2-(2)-③-3

水環境

adv-D2-(2)-③-4
adv-D2-(2)-③-5
adv-D2-(2)-③-6

19

大気環境

20

室内環境

adv-D2-(2)-④-1
adv-D2-(2)-④-3
adv-D2-(2)-⑤-1
adv-D2-(2)-⑤-2
adv-D2-(2)-⑥-1

21

adv-D2-(2)-⑥-2

廃棄物

adv-D2-(2)-⑥-3

授業計画表
回

担当教員

項目

内容

学習目標番号

1

埴岡 伸光

社会・集団と健康

健康と疾病の概念、
保健統計、疫学

2

越智 定幸

疾病の予防(1)

疾病の予防とは、感染症とその予防

3

香川 聡子

疾病の予防(2)

生活習慣病とその予防、
母子保健、労働衛生

4

埴岡 伸光

栄養と健康(1)

栄養

9

5

埴岡 伸光

栄養と健康(2)

食品機能と食品衛生

10

6

曽根 秀子

栄養と健康(3)

食中毒と食品汚染

11

7

香川 聡子

化学物質・放射線の生体への影響(1)

化学物質の毒性、化学物質の安全性
評価と適正使用

12, 13

8

香川 聡子

化学物質・放射線の生体への影響(2)

化学物質による発がん、放射線の生体
への影響

14, 15

9

大河原 晋

生活環境と健康(1)

地球環境と生態系、環境保全と法的規
制、水環境

16, 17, 18

10

大河原 晋

生活環境と健康(2)

大気環境、室内環境、廃棄物

19, 20, 21

1, 2, 3

関連授業科目
1. 食品衛生学

2. 公衆衛生学

3. 環境衛生学１

4. 環境衛生学２
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5. 衛生薬学実習

4, 5
6, 7, 8

４年次
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ƟƠƣƃƓƉƃƁƆƂƃƧƃƆ

Ƈ

ıåǍíĭŒřǌūǝǚǴȇȍǬǿȏǰȏǍǞƺƮǁǍæǉıå5ǌƴƹǚ
1ǞŃ¬ǈƷǚƯ

ƟƠƣƃƓƉƃƁƆƂƃƧƃƇ

ƈ

ėBƽǛǂıåǍI@ǌǅƲǇŃ¬ǈƷǚƯ
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Ɖ
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ƟƠƣƃƓƉƃƁƆƂƃƨƃƈ

Ƌ

ıåǍI@řąǌƴƹǚû

ƟƠƣƃƓƉƃƁƆƂƃƨƃƉ

ƌ

*QŔř4¹ǌǅƲǇŃ¬ǈƷǚƯ

ƟƠƣƃƓƉƃƁƆƂƃƨƃƊ

ƍ
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ƟƠƣƃƓƉƃƁƆƂƃƩƃƆ

Ǝ
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Ń¬ǈƷǚƯ

ƟƠƣƃƓƉƃƁƆƂƃƩƃƇ

îǌǅƲǇǞƺƮŃ¬ǈƷǚƯ

Ɔƅ ıåǍǰȍǺǦĘFƴǗǏĘFŬdǍÙaȎļ¸ªÏǞŃ¬ǈƷǚƯ

ƟƠƣƃƓƉƃƁƆƂƃƩƃƈ

ƆƆ ĳÕȒĖĜūŨǍÁŖȎÄħǉƮıåǍĨǖĥ

ƟƠƣƃƓƉƃƁƆƂƃƩƃƉ

ČǐǍĄĴǌǅƲǇŃ¬ǈƷǚƯ

ƆƇ ıåǍȈȍǺƴǗǏÈǐǍĄĴǌǅƲǇŃ¬ǈƷǚƯ

ƟƠƣƃƓƉƃƁƆƂƃƩƃƊ

Ɔƈ ıåǍ(ořąǌƴƹǚû

ƟƠƣƃƓƉƃƁƆƂƃƩƃƋ

îǌǅƲǇǞƺƮŃ¬ǈƷǚƯ

ƆƉ

ķøǋıåŇšĔǞ)ƾƮǁǍŇ?ƶōƻǚĖĜǋǘǏǌĕĦ$hP`Ʈ?
ÂxǌǅƲǇŃ¬ǈƷǚƯ

ƟƠƣƃƓƉƃƁƆƂƃƪƃƆ

ƆƊ

ıåŇǍċƥû?ȐŢ7ȎŝȎ3Ç(ļȑƮċƦû?ȐFȑǌǅƲǇƮǞƺǇ
Ń¬ǈƷǚƯ

ƟƠƣƃƓƉƃƁƆƂƃƪƃƇ
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４年次
ƆƋ

ķøǋıåŇšĔȐ(]ĆȑǌǗǙŇƽǛǚıåǞ)ǈƷǚƯ

ƟƠƣƃƓƉƃƁƆƂƃƪƃƈ

Ɔƌ

ǾȋǵȇǱǧǉÒŇåǌǅƲǇƮǞƺǇŃ¬ǈƷǚƯ

ƟƠƣƃƓƉƃƁƆƂƃƪƃƉ

Ɔƍ

ıåŇšĔǍŬdƴǗǏłgǍȃǤǷǭȂǉƮǁǛǘǌūŗƾǇōƻǚû
ǇƮǞƺƮŃ¬ǈƷǚƯ

ƆƎ

ıåǍiÍÄÁǌǅƲǇŃ¬ǈƷǚƯ

ƟƠƣƃƓƉƃƁƆƂƃƫƃƆ

Ƈƅ

ĩǦȈǠȇȍǬǉƮđêǜřƮ(ÎƮ%I@ǍūǞaťøǌŃ¬ǈƷǚƯ

ƟƠƣƃƓƉƃƁƆƂƃƫƃƇ

ƇƆ

ķøǋĩÍTıåǞ)ǈƷǚƯ

ƟƠƣƃƓƉƃƁƆƂƃƫƃƈ

ƇƇ

ıåǍĤÈÍǉĪġìǌǅƲǇŃ¬ǈƷǚƯ

ƟƠƣƃƓƉƃƁƆƂƃƫƃƉ

Ƈƈ

ıåǍÍřąǌƴƹǚû

ƟƠƣƃƓƉƃƁƆƂƃƫƃƊ

ƇƉ

ě}ǩȍǺȏǴȃȍǴȄǳȉǉƮūŗƿǚıå5ǺȇȃȏǰȐ"ŏǦȈǠȇȍǬƮ(oeĈƮ
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¬ǈƷǚƯ

ƟƠƣƃƓƊƃƁƆƂƃƩƃƇ

ƊƊ

(¤ƾǂď]Ǎ_aǉ(ŲéŉȐËŭǋǊȑǌǅƲǇŃ¬ǈƷǚƯ

ƟƠƣƃƓƊƃƁƆƂƃƩƃƈ

ƊƋ

(¤_aǞŽǔǚķøǋĹ/øÏǞ)ƾƮŃ¬ǈƷǚƯ

ƟƠƣƃƓƊƃƁƆƂƃƩƃƉ

Ɗƌ

Ĺ/(ŤǈÉîƽǛǚŽ(]ǍÁŖǞëļƾƮǁǍåǌǅƲǇŃ¬ǈƷǚƯ

ƟƠƣƃƓƊƃƁƆƂƃƪƃƆ

Ɗƍ

ıåǍ_aȐ?ŕvƮĺF?ǋǊȑǖ_aǌŷǞ>ǒƿR]ȐơƕƮØvǋǊȑǌ
ǅƲǇŃ¬ǈƷǚƯȐƑƆȐƈȑưƧ?ŕvƱƆƄȘƌƄ=äȑ

ƟƠƣƃƓƊƃƁƆƂƃƪƃƇ

ƊƎ

ıåǍ_aǞŽǔǚķøǋĹ/øÏǞ)ƾƮŃ¬ǈƷǚƯ

ƟƠƣƃƓƊƃƁƆƂƃƪƃƈ

Ƌƅ

Ĺ/7ǍÀĻǉĝǌǅƲǇŃ¬ǈƷǚƯ

ƟƠƣƃƓƊƃƁƇƂƃƧƃƆ

ƋƆ

ėBƿǚĹ/ǍĆźǉǁǍæǌǅƲǇŃ¬ǈƷǚƯ

ƟƠƣƃƓƊƃƁƇƂƃƧƃƇ

ƋƇ

ĐĭǌśîƿǚĹ/Ȑâü/ƮI!/ǋǊȑǍĆźǉǁǍæǌǅƲǇŃ¬ǈƷǚƯ

ƟƠƣƃƓƊƃƁƇƂƃƧƃƈ

Ƌƈ

ÑfǌǗǙƿǚĹ/ǍĆźǉǁǍæǌǅƲǇŃ¬ǈƷǚƯ

ƟƠƣƃƓƊƃƁƇƂƃƧƃƉ

ƋƉ

ùĬǌśîƿǚĹ/ǍĆźǉǁǍæǌǅƲǇŃ¬ǈƷǚƯ

ƟƠƣƃƓƊƃƁƇƂƃƧƃƊ

ƋƊ

ǁǍ

ƟƠƣƃƓƊƃƁƇƂƃƧƃƋ

ƋƋ

ķøǋ8ıLÖ3åǍĆźȎîœȎŌǌǅƲǇŃ¬ǈƷǚƯ

ƟƠƣƃƓƊƃƁƇƂƃƨƃƆ

Ƌƌ

Ĺ/7Ǎ;ƮÉîƽǛǚĹ/Ä½ƴǗǏķøǋĹ/Ǎ#øǋĹŖmąǌǅƲ
ǇŃ¬ǈƷǚƯ

ƟƠƣƃƓƊƃƁƇƂƃƨƃƇ

Ƌƍ

ÉîƽǛǚePƮ6ĸǍĆźǖæǌǅƲǇŃ¬ǈƷǚƯ

ƟƠƣƃƓƊƃƁƇƂƃƨƃƈ

ƋƎ

Ĺ/ǌūŗƿǚŀżÏǞ)ƾƮŃ¬ǈƷǚƯ

ƟƠƣƃƓƊƃƁƇƂƃƨƃƉ

ƌƅ

Ĺ/ǍæȐśîşƮĹ/ƵǘǍıåǍ¡'ǋǊȑǞëļƾǂǈƮíå^øGČǌ
ǅƲǇŃ¬ǈƷǚƯ

ƟƠƣƃƓƊƃƁƇƂƃƩƃƆ

ƌƆ

ƒƒƛſǍÀǉ±îǌǅƲǇŃ¬ǈƷǚƯ

ƟƠƣƃƓƊƃƁƈƂƃƧƃƆ

ƌƇ

ķøǋſƒƒƛſĵǞ)ƾƮŃ¬ǈƷǚƯȐǾȋǵȇǱǧǌǅƲǇǎƮƓƉƃƁƆƂƃưƪŇƱƉſſǕ
=äȑ

ƟƠƣƃƓƊƃƁƈƂƃƧƃƇ

ƌƈ

ǩȍǴȋȏȉǵȈȈȏǬǍÀĻǉĝǌǅƲǇŃ¬ǈƷǚƯ

ƟƠƣƃƓƊƃƁƈƂƃƨƃƆ

ƌƉ

şƼǉǌƮķøǋǩȍǴȋȏȉǵȈȈȏǬĵǞ)ƾƮǁǍæǌǅƲǇŃ¬ǈƷ
ǚƯ

ƟƠƣƃƓƊƃƁƈƂƃƨƃƇ

ƌƊ

ǩȍǴȋȏȉǵȈȈȏǬĵǞśîƾǂķøǋ8ıLǞ)ǈƷǚƯ

ƟƠƣƃƓƊƃƁƈƂƃƨƃƈ

ƌƋ

ǰȏǨǲǡȍǧǍÀĻǉĝǌǅƲǇŃ¬ǈƷǚƯ

ƟƠƣƃƓƊƃƁƈƂƃƩƃƆ

ƌƌ

şƼǉǌƮķøǋǰȏǨǲǡȍǧĵǞ)ƾƮǁǍæǌǅƲǇŃ¬ǈƷǚƯ

ƟƠƣƃƓƊƃƁƈƂƃƩƃƇ

ƌƍ

ǰȏǨǲǡȍǧĵǞśîƾǂķøǋ8ıLǞ)ǈƷǚƯ

ƟƠƣƃƓƊƃƁƈƂƃƩƃƈ

ƌƎ

I@

ƟƠƣƃƓƊƃƁƈƂƃƪƃƆ

ƍƅ

şƼǉǌƮķøǋI@

ƍƆ

I@

ƍƇ

pİÜÕǍ·øŌǌǅƲǇŃ¬ǈƷǚƯ

ƟƠƣƃƑƆƃƁƇƂƃƬƃƆ

ƍƈ

Ď´ȗěQÙaÏǍ<ëǉ,îÏǌǅƲǇÀŃǈƷǚƯ

ƟƠƣƃƑƇƃƁƉƂƃƪƃƇ

ǍĹ/ȐíıūŗĹ/ƮŒ¸ǌîƲǚĹ/ǋǊȑǍĆźǉæǌǅƲǇŃ¬ǈƷǚƯ

OǍÀĻǉĝǌǅƲǇŃ¬ǈƷǚƯ
OĵǞ)ƾƮǁǍæǌǅƲǇŃ¬ǈƷǚƯ

OĵǞśîƾǂķøǋ8ıLǞ)ǈƷǚƯ
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ƟƠƣƃƓƊƃƁƈƂƃƪƃƇ
ƟƠƣƃƓƊƃƁƈƂƃƪƃƈ

４年次
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４年次

法規系薬学演習 ※
必修
漢方・臨床・健康薬学科
4年次 後期
山田 博章（教授） 原澤 秀樹（教授） 成田 延幸（講師） 甲斐 康文（客員教授）

0.5 単位

授業形式
A 講義型

評価方法
中間試験（40%）、定期試験（60%）により総合的に評価する。

テキスト
教員作成配布資料

参考文献

スタンダード薬学シリーズⅡ 1 薬学総論 Ⅱ．薬学と社会 （東京化学同人）、コアカリ重点ポイント集３（薬学ゼミナー
ル）

オフィスアワー（授業相談）

講義日の昼休み。講義担当者の研究室にお越しください。その他の時間でも講義担当者が在籍時には対応します。

学生へのメッセージ
薬事関係法規の内容を十分に理解し、薬学の専門知識習得の一助としてほしい。

授業概要（教育目的・GIO）
本演習では、人と社会に関わる薬剤師として自覚を持って行動できるように、保健・医療・福祉に係る法規範・制度・経
済、及び地域における薬局と薬剤師の役割を理解し、義務及び法令を遵守する態度を身につけるための知識の総まと
めとその演習を行う。

学習目標（到達目標・SBOs）
番号

内容

1

医療人として

2

薬剤師が果たすべき役割

3

患者安全と薬害の防止

SBOコード
adv-A-(1)-①-1
adv-A-(1)-①-2
adv-A-(1)-①-3
adv-A-(1)-①-4
adv-A-(1)-①-5
adv-A-(1)-①-6
adv-A-(1)-①-7
adv-A-(1)-②-1
adv-A-(1)-②-2
adv-A-(1)-②-3
adv-A-(1)-②-4
adv-A-(1)-②-5
adv-A-(1)-②-6
adv-A-(1)-②-7
adv-A-(1)-②-8
adv-A-(1)-③-1
adv-A-(1)-③-2
adv-A-(1)-③-3
adv-A-(1)-③-4
adv-A-(1)-③-5
adv-A-(1)-③-6
adv-A-(1)-③-7
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４年次
adv-A-(1)-④-1
4

薬学の歴史と未来

adv-A-(1)-④-2
adv-A-(1)-④-3
adv-A-(1)-④-4
adv-A-(2)-①-1

5

生命倫理

adv-A-(2)-①-2
adv-A-(2)-①-3
adv-A-(2)-①-4
adv-A-(2)-②-1

6

医療倫理

adv-A-(2)-②-2
adv-A-(2)-②-3
adv-A-(2)-③-1

7

患者の権利

8

研究倫理

9

コミュニケーション

10

患者・生活者と薬剤師

11

多職種連携協働とチーム医療

12

学習の在り方

13

薬学教育の概要

14

生涯学習

15

次世代を担う人材の育成

16

人と社会に関わる薬剤師
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adv-A-(2)-③-2
adv-A-(2)-③-3
adv-A-(2)-③-4
adv-A-(2)-④-1
adv-A-(2)-④-2
adv-A-(2)-④-3
adv-A-(3)-①-1
adv-A-(3)-①-2
adv-A-(3)-①-3
adv-A-(3)-①-4
adv-A-(3)-①-5
adv-A-(3)-①-6
adv-A-(3)-①-7
adv-A-(3)-①-8
adv-A-(3)-①-9
adv-A-(3)-②-1
adv-A-(3)-②-2
adv-A-(4)-1
adv-A-(4)-2
adv-A-(4)-3
adv-A-(4)-4
adv-A-(4)-5
adv-A-(5)-①-1
adv-A-(5)-①-2
adv-A-(5)-①-3
adv-A-(5)-①-4
adv-A-(5)-①-5
adv-A-(5)-②-1
adv-A-(5)-②-2
adv-A-(5)-③-1
adv-A-(5)-③-2
adv-A-(5)-④-1
adv-A-(5)-④-2
adv-B-(1)-1
adv-B-(1)-2
adv-B-(1)-3
adv-B-(1)-4

16

４年次
人と社会に関わる薬剤師
adv-B-(1)-5
adv-B-(2)-①-1
adv-B-(2)-①-2

17

薬剤師の社会的位置づけと責任に係る法規範

adv-B-(2)-①-3
adv-B-(2)-①-4
adv-B-(2)-①-5
adv-B-(2)-①-6
adv-B-(2)-①-7
adv-B-(2)-①-8
adv-B-(2)-②-1
adv-B-(2)-②-2
adv-B-(2)-②-3
adv-B-(2)-②-4

18

医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保に係る法規範

19

特別な管理を要する薬物等に係る法規範

adv-B-(2)-②-5
adv-B-(2)-②-6
adv-B-(2)-②-7
adv-B-(2)-②-8
adv-B-(2)-②-9
adv-B-(2)-②-10
adv-B-(2)-②-11
adv-B-(2)-③-1
adv-B-(2)-③-2
adv-B-(2)-③-3
adv-B-(3)-①-1
adv-B-(3)-①-2

20

医療、福祉、介護の制度

21

医薬品と医療の経済性

22

地域における薬局の役割

23

地域における保健、医療、福祉の連携体制と薬剤師

授業計画表
授業はオムニバス方式で行う。担当者、講義内容、講義日、講義時間等については別に表示する。
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adv-B-(3)-①-3
adv-B-(3)-①-4
adv-B-(3)-①-5
adv-B-(3)-①-6
adv-B-(3)-①-7
adv-B-(3)-②-1
adv-B-(3)-②-2
adv-B-(3)-②-3
adv-B-(3)-②-4
adv-B-(4)-①-1
adv-B-(4)-①-2
adv-B-(4)-①-3
adv-B-(4)-①-4
adv-B-(4)-①-5
adv-B-(4)-②-1
adv-B-(4)-②-2
adv-B-(4)-②-3
adv-B-(4)-②-4
adv-B-(4)-②-5

４年次

関連授業科目
1.社会薬学１
2.社会薬学２
3.薬事法規・制度１
6. 医療倫理学 7. 医薬品情報学
8. 薬学概論
11. 医療福祉制度

4. 薬事法規・制度２
5. 薬事法規・制度３
9. 医療と哲学 10. 医療コミュニケーション論
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４年次
eōƶǄ˚˒
é2

ƀĞ͛ȊÒ͛7Õȗ¦ǀ

ͥÐŗ˚áį

ʨʦʭ˚f#

ċōÜõ
ͬ˚ȿʎƶǄ

ȶ+ĞŬ
ƶǄȰƜ͝ʩʨʠ͞˛ƶǄoǤ͝ʪʭʠ͞˛ƶǄɅɁ͝ʩʨʠ͞˛̵̯͚̪͓͚͆͗͜͝ʩʨʠ͞˛eɁƨȠ͝ʪʨʠ͞˛eōɁĘ͝ʪʭʠ̀̐̒͞ǫwƪ̀ȶ+˲̓˜
˵˶˱Īǣȶ+̂˛ͧÐŗ̀Ȟˤ˜

ċōŎȧ͝ēǽƭƪ͛ʸʺʾ͞
ȗ¦͛bƦ́ɝŜ˽Đ̀ɉ˲̓˵̋̀˛ƶǄ̖ɞȞ˲̓óŘ˽ ʎƨȨ͛ȮŧȁX̖ɏ̀˫̓˜
ƶǄ̸͚̖͌̌̚˸˻ƖŴ̀̕˵̒bƦ̀ɇƎ˲̓˵̋̀˛ȗ¦̀˦˫̓ƶǄ́#ǰ˺˫̖ƔȮ˲̓˜
ȋ̑˨ğ˲̓ƶǄ̀,̓Ŭ˛Ĉɳ̖ƔȮ˱˛˴̖̔̑ɤ§˱˻ƶǄ̀o̒Ǥ̊˜
ƶǄ̮̬̖́͆͘ə˱˻˛ƴɄ̍þȁ̖ǫwƪ̀ŰƘ˱˻ ʎ̖Ȯŧ˲̓ȁX̖ˤ˜
ƖŴ̀̕˵˸˻ȋ̑¦̄˭˽́éȧì͛ɯȧì̖ƔȮ˱˛2â˱˵ƴɄ͛þȁ͛õÔ̖Ʒ̀ŗ̅Ǩý˲̓óŘ˽Ȟ]X̖ɏ̀˫̓˜

¦ǴƭŒ͝PɢƭŒ͛˂ʳʾˌ͞
D²

ƞt

˂ʳʾ̸̧͜

ʩ

bƦ͛ƾƼ͛bȗ̀ɺ̓̕
˫˻[X˲̓˜͝õÔ͞

ʎ˛ƻƪ]z˛ǀ¦́ɝŜ̀Î̀ƭ̖z˫˛ȋ̑ȿʎ̖ȨJ˱˛Ȯŧ̀̊

ʪ

ɂǳ˛D́ēǀĨ͛ɁĘ˛ŌǠñǋ́D²̀˹ˣ˻˛ɯȧʋ̍

ʫ

éȧ˿ñ̖ƪƷ̀nʃ˱˛0øì̀˹ˣ˻NĜ˼˩̓˜͝ƴɄ͛þȁ͞

ʲʥʢʭʣʥ˓ʥʫ

ʬ

â̑̔˵ñ̖ɁƔƪ̀ǧw͛ėƔ˱˛ȋ̑́Ƕ˥˽˽̌̀K˧̒̍˲˪Ƞƒ˼˩̓˜͝þȁ͞

ʲʥʢʭʣʥ˓ʥʬ

ʭ

̴̷͚̱̼́̚͜ñ˨ć˹ó͛Ƌæ̖ƴ̒˛ñ6Ɣ˛ñ̵̡̮͕̙͒̀ɬ÷˱˻ŰƘ˼˩̓˜͝ƴɄ͛
õÔ͞

ʲʥʢʭʣʥ˓ʥʭ

ʮ

˞ȗTÍ˽˱˻ť̋̑̔̓ĳƪ˿ɉɊ˟̀˹ˣ˻˛C&*̖ĉˬ˻Ƚġ˼˩̓˜

ʲʥʢʭʣʥ˔ʥʩ

ʯ

ȗ¦˨ǫwǀ¦˼ˢ̓˭˽̖ȹɄ˱˛ȗTÍ́àV˽¦ǴD²̖ɺɜ˺˫̓˜͝ƴɄ͛õÔ͞

ʲʥʢʭʣʥ˔ʥʪ

ʰ

ƖŴ̀̕˵˸˻ȋ̑¦Ǵ˲̓ɯȧì̖ȹɄ˱˛˴́óǳ̀˹ˣ˻Ƚġ˼˩̓˜

ʲʥʢʭʣʥ˕ʥʩ

ʱ

ƖŴ̀̕˵˸˻Ǩǩƪ̀¦Ǵ˲̓˵̋̀éȧ˿ñ̖nʃ˼˩̓˜͝þȁ͞

ʲʥʢʭʣʥ˕ʥʪ

ʩʨ

áɔǋ̅́ɣL˿Ĉ¹̖Ɏ˲̓˜͝þȁ͛õÔ͞

ʲʥʢʭʣʥ˖ʥʪ

ʩʩ

ƹ˧̑ȊÒ̀Ȍ̓ƶǄ́ƭƪ˽àV̀˹ˣ˻Ƚġ˼˩̓˜

ʸʥʢʩʣʥʩ

ʩʪ

ƶǄ̀̂ȋǆì˽ƍWì˨ť̋̑̔˻ˣ̓˭˽̖ƴ̓˜

ʸʥʢʩʣʥʪ

ʩʫ

ƒɆ̖®Ȭƪ̀Ċ˥̓Ȭ´Ʋ̖̌˷˛ƔɁƪ̀ëǶ˼˩̓˜͝ƴɄ͛þȁ͛õÔ͞

ʸʥʢʩʣʥʫ

ʩʬ

ĝ˵˿ȿʎ̳͚̫̀͑͗˲̓Wɛƪǚƽ̖ʓˤ˜͝õÔ͞

ʸʥʢʩʣʥʬ

ʩʭ

ȋ̑˨ğ˲̓ƶǄ̀,̓Ŭ˛Ĉɳ̀˹ˣ˻ŎȽ˼˩̓˜

ʸʥʢʪʣʥʩ

ʩʮ

ƶǄ́ğ˛ïǷñ́oüˣǋ̀˦ˣ˻ɬ÷˲̆˩ʋ̀˹ˣ˻Ƚġ˼˩̓˜

ʸʥʢʪʣʥʪ

ʩʯ

Śǳì˛ƻì˛ȼì̀ɬ÷˱˛ŬȩǑ̖ɤ§˱˻ƶǄ̀o̒Ǥ̊˜

ʸʥʢʪʣʥʫ

ʩʰ

ƶǄȿʎ̀ɺ˲̓D́ƶǄúļ̖ɀł˱˛ȾȮ˛ȶ+˼˩̓˜͝ƴɄ͛þȁ͞

ʸʥʢʫʣʥʩ

ʩʱ

ȿʎɢú́˵̋̀Ȯŧ˲̆˩

ʸʥʢʫʣʥʪ

ʪʨ

ƶǄȰƜ̀Ū˸˻˛óŘƪ̀ƶǄ̖ğ˼˩̓˜͝þȁ͛õÔ͞

ʸʥʢʫʣʥʫ

ʪʩ

ƶǄ́v̮̬̖͆͘ɣL̀ȳɵ˱˛Ǧļ̖Ƕ´˲̓˜͝ƴɄ͛þȁ͛õÔ͞

ʸʥʢʫʣʥʬ

ʪʪ

ƶǄúļ́\ļƪ˿̵̯͚̪͓͚̖͆͗͜Ȟˣ˛ɣL˿ɊƠêǌ˨˼˩̓˜͝ƴɄ͛þȁ͛õÔ͞

ʸʥʢʫʣʥʭ

ʪʫ

ƶǄúļ̖}Ĩ̍ɁĘ˽˱˻̈˽̋̓˭˽˨˼˩̓˜͝þȁ͞

ʸʥʢʫʣʥʮ

ʎƅ̖ąJ˼˩̓˜͝þȁ͞

ʎƅ̖ąJ˱˛ƶǄȰƜ̖ǆņ˲̓˜͝ƴɄ͛þȁ͞

ʲʥʢʭʣʥ˓ʥʩ
ʲʥʢʭʣʥ˓ʥʪ

͢͝͞ʟȗmê¦ƶǄ¯
ĆÛē

ƛĚ˚.ŗ͝ēċ͞˚¿Å˚ê͝Hēċ͞˚Ș˚ɿ͝Zē͞

D²

ʖƑͫ˓ʟƖƔŰì̖Ĭ˲̓ȥǟƕ`wƊ́wú̀ɺ˲̓ƶǄ͝ɗɑGɭǟɼ±̸̻̣̞̪͗ʶʷˇʲɺɜ`wƊ
́\Ɛƪ˿wúŬ́ɸƨ̖ƭĈ˲˜͞ʟ˔ʟȥǟƕ`wƊ́ĝȩwúŬ̀ɺ˲̓ƶǄ͝˽˱˻{ǅǟȥǟƕ`
wƊ́ĝȩwúŬ̖Ōȱ˲̓˜͞ʟ˕ʟƇƊȺ¹&́ĝȩwúŬ́ɸƨ̀ɺ˲̓ƶǄ˚ʩ̢͖͖̘̮͆̀͘͞
̵̷́͜ʿˇȯ¤˼̟͖̺͖́͊`mê̖OƘ˲̓ƇƊ́ĝ˵˿?wúǥɍ̖ɸƨ˲̓˜˚ʪ͞ƇƊ́?w
úɠǂ̀ ˤęwú́<¦ǝỐz̖Ōȱ˲̓˜˖«`ĬŖȯ¤̖Ƙˣ˵ęwúmếŌȱ˛˿̑
̃̀̈́͘͜mê̅́êƘ˜͝«`͕͚͆͘Ⱥ¹&̖Ƙˣ˵ęwúmế̈́͘͜mê̅́êƘ̖ƭĈ˲˜͞
ĘƎƑͫ˓ʟbȗ́ĬŖ`¦ƪȪƅ̀̐̓ɀłƶǄ͝ȍˢ̓bȗ̀˹ˣ˻˛wúŬ̍ɸƨ́ŝs˿˾̖Ĭ
Ŗ`¦ƪ˿ǆ˧̑ɀł˲̓˜͞ʟ˔ʟĬŖ`¦mềɺ˲̓ɀłƶǄ͝ȍˢ̓ĬŖ`¦mề˹ˣ˻˛ƨȨ́
ǥǮ̍ŝsƪǿĥ˛ƇƊwú̅́êƘ˿˾̖ɀł˲̓˜͞

－ 373 －

４年次
ͣ͝͞ʟȗKĺ¦ƶǄ¯
ĆÛē

°˚gǨ͝ēċ͞˚¿˚Ñ͝ēċ͞

D²

ʖƑͫ˓ʟWȗ̖̋˰˱˵Ńɮ͝ʵʽʲ͛ˁʽʲ́͞ŐɛƖƊ¦ƪƶǄ͝ʵʽʲ͛ˁʽʲ́ǆ&Őɛ̍ƊƔ`¦ƪìɊ̖˛
ǡrȪK<<ÔȰ̍EȎìKĔȰ˛ʽʼˁǋ̖OƘ˱˻Ȯĺ˱˛$K¥`wƊ˽́K¥ɹƯ'Ƙ̀˹ˣ
˻K¥ɹƯ'ƘŻ«ȡǰ͝ˀʴʼ̖͞OƘ˱˻Ȯĺ˲̓˜yģ̴̧͚̱̤͔̙̣̬̀̓͒̈́̀̐̓͜Ȯĺ̌ɝ̋˛ĝ
˱ˣ'ƘŖÓ́bȗ͝Wȗ̸͕́͜͞`wƊ̶̖̩͚̚˲̓˜͞
ĘƎƑͫ˓ʟŃɮ͝ʵʽʲ͛ˁʽʲ́͞ŐɛƖƊ¦̀ɺ˲̓ƹƴɄ˧̑Ī;ǉƶǄ̈˼́ű̖̔ƔȮ˱˛̈˽̋̓˜

ͤ͝͞ʟbȗ`¦ƶǄ¯
ĆÛē

%Ș˚Õ͝ēċ͞˚ƸĶ˚Ȓœ͝Hēċ͞˚

D²

˓ʟ͕̘̣̱̈́̀͘͜͜ɺ˲̓ƶǄ
˚͢͞ʟ̜̺͖͂̈́Ⱥ¹&̡͔͖̀̐̓ęwú
˚ͣ͞ʟͥǞ̛̘͚̺͎̖͐OƘ˱˵ͤƯǜmê
˔ʟ̷̮̺͚͘͝ʭʥʹ˃ʫ͞p²&̸͕̠͚́wú
˕ʟʩʤʬʥ̸̫͕̫͚́̓͘Ⱥ¹&́wú

ɰ˚ǳȩ͝ɂÍ͞

ͥ͝͞ʟƖȗ͛ȗƘɉž¦ƶǄ¯
ĆÛē

ʑ˚ç͝Hēċ͞˚Ĵ˚¬ț͝Hēċ͞˚ȓİ˚ʛƚ͝ɂÍ͞

D²

ʖƑͫ˓ʟèȜǏǜƢïũƦ̖ƭĈ˱˵ƇƊƚķúḰƶǄ͝ȜǏÚǭ'Ƙ˦̐̃èĀQ'Ƙ̖ć˹Ƈ
ƊƚķúḰČǠ͞ʟ˔ʟƀĞIĞŐú́óǳ́Ȯġ̀ɺ˲̓ƶǄ͝ʖȰƜŬǋ́ǧȰƪûŬ́ɣƘ̀̐̒͟
ƖȗƯ'Ƙ́ŌJ̖Ȟˤ˚˕ʟƀĞ͛ŋƊƚķȤT́ȶ+̀ɺ˲̓ƶǄ͝ƀĞȤT́úK«ɱ˛ƷȹȷʖĞ́
ɸƨk̃ȤTȷʖ̀̐̓ȶ+̖Ȟˤ͞ʟ˖ʟ˞Ġĳȗ½Ğ˟̀nɓ˯̔˻ˣ̓Ɩȗ̀˹ˣ˻˛˞Ɩȗ́ìƌ͝Ȭ˛D
ɫÜõ˛̀˦ˣ˛́͞õ̖ÿĎ˱˛Ġĳȗ½Ğ́˞Ɩȗ́ìƌ˟́ȩŅ́ɣŚ`̖̂˧̓˵̋́ƹ̶̱͜
̖'ú˲̓˜

ͦ͝͞ʟƀĞƇƊ`¦ƶǄ¯
ĆÛē

ŏi˚Ç͝ēċ͞˚ŉi˚Ȗ͝Hēċ͞˚ĹÆ˚̎˧̒͝Zû͞

D²

̵͌͜ʩʦʟƽÈưƗ́ĬƘƇɉž̖Ƙˣ˵ĝȩǟĵ́ɸƨ̀ɺ̓̕ƶǄ˜ŀŕʏ˿˾́ȗƘɉž̖ŰƘ˱͟
Ŗȁìǟĵ́ɸƨ̖ɝ̋̓ʢưȦɫɜďŰì`ōʣ˜Ȥɸƨ́˵̋́Kĺ`¦ƪ˿ȶ+ƶǄ̖è̀ɝ̋
̓˜
̵͌͜ʪʦʟƆŖʏƖȗ́ƀĞȤT̀˦˫̓ɬwóǳ̀ɺ˲̓ƶǄ˜Ƶȇ͟ƉȚ͟Ǉʗ˿˾́ƆŖƚķƖȗ̀̐̓
úK̅́ßʊ̖KĺǧȰƪ̀ȶ+˲̓˜
̵͌͜ʫʦʟýȗƘŋƊ́ĝȩĬƘúḰČǠ˜̶̱͚̤͔̪̿͒̚͟ýȗƘŋƊ˧̑͟ˈˉʟˎˈˍˋˊ̴̘̮̚
͝͝Ă͞¡ì͉͖͚͐ő'Ƙ͟Ắ̘͖̺̲̯͘͜͟Ă̢̘͖͗͜'Ƙ˿˾͞ȶ+̀˺ˣ˵ĬƘƊɊ́fʄ˽͟
ʽʼˁʟ̖˽˲̷̶̬͈̣͖̱̓̀͜˺˪Őɛŧ«˜
̵͌͜ʬʦʟľƽǥǜ̀¶˲̓'Ƙ̖ĈŒ˽˱˵ƇȗƊ́ČǠ˜

ͧ͝͞ʟƀĞȗƊ¦ƶǄ¯
ĆÛē

ƵŢ˚ĕ͝ēċ͞˚ĩń˚ƿ¥͝ēċ͞˚˚ʈ͝Hēċ͞˚

D²

͢͡ʬÐŗƶǄ¯ɬ¾˽yģ̀ƀĞ˦̐̃ƀĞȗ̀˹ˣ˻́ƹƪʋ̀˹ˣ˻̮͍̹͜Ü×˼ɂǳ˲̓˜
ͣ͡ƶǄ̵͌͜ˮ˽̀ƹƪʋ̖˂ʸʵÜ×˼ƔȮ˯˳̓˜
ͤ͡ƀĞȗ́ȑȻɁĘ̖̮͍̹͜Ü×˼ɂǳ˲̓˜

hÈ˚ƱǱ͝Zē͞

ͨ͝͞ʟƀĞũƦ¦ƶǄ¯
ĆÛē

ɲ˚ú.͝ēċ͞˚cɴÈ˚͝Hēċ͞˚ʘŔ˚s͝ɂÍ͞

D²

ƀĞȗ̖¶Ɇ˽˱˵ƶǄ̖Ȟ˸˻ˣ̓ƶǄ¯́Ƌæ˧̑˛ƀĞ́Ƕ˥Ğ˛ƒbƦ̀˦˫̓ĬƘì˛ƀĞ́ȿ
ʎ˿˾̀ɺ˱˻¦Ɩȋ̑ƔȮ˱˛Ȯŧ˲̓ȁX̖ɏ̀˹˫˯˳̓˵̋̀˛ƀĞ̀ɺ˲̓ȿʎĨǔ̖˥˛D²̀
ɺ˲̵̯͚̪͓͚̖̓͆͗͜Ȟˣ˛ɣL˿ɊƠêǌ́¶ê̖&ʖ˲̓˜̈˵Ĩǔ́D²̷̖͗͋͜čJ˯˳˛á
́ƶǄúļ̖}Ĩ̍ɁĘ˽˱˻̈˽̋̓˵̋́ 8ƶǄ˽˲̓˜˴́Ǧļ˛ȋ̑˨ğ˲̓ƶǄ̵̖͌͜ŧ«
˯˳˛ƶǄ̖ğ˲̓˵̋̀éȧ˿Ŭ˛Ĉɳ˛ïǷñ́oüˣ˛Śǳì˛ƻì˛ȼì̀ɬ÷˱˛ŬȩǑ
̖ɤ§˲̓˭˽̖ƔȮ˱˵˼˛ƶǄȰƜ̖ǆņ˯˳̓˜

ͩ͝͞ʟŖȁÜõ¦ƶǄ¯
ĆÛē

Ș˚9͝ēċ͞˚ʝÂ˚ǱĽ͝ēċ͞˚ȦÅ˚ĬO¥͝ɂÍ͞˚cɴÈ˚ƴǱ͝Zē͞

D²

ʖƑͫ˓ʟ̛̬̖͌Ƙˣ˵ƽǥǜ́Ȯĺ˛˔ʟ̛̬͌́ªÜú̀˹ˣ˻́Ȯĺ˚̖Ȟˤ˜
ĘƎƑͫ˓ʟų`ǜ˛˔ʟ|ǜ˛˕ʟäƕǜ˛˖ʟū¼ǜ˛˗ʟȅƽǥǜ͛ôȫǜ˿˾́Ɩ&́ŖȁÜõ
̍Ƣï˦̐̃ũƦȗ˿˾́͏̟̺̭͎̀˹ˣ˻ĘƎɀł̖Ȟˤ˜
ʖƑ˛ĘƎƑ˽̌̀˛Ĉ¹ē˽̶̴̙̬̟̪͓͚̖Ȟˣ˿˨̑ƶǄ̖ɞȞ˱˛ɁƔƪ˿ǀ¦ɁĘ̖'ú˲̓˜
ɹƨȠ̖Ȟˤ˭˽˼̵̯͚̪͓͚͆͗͜ȁX˽Ƿ́óȨ̖ƔȮ˲̓ȁX̖ɏ̀˹˫̓˜

ͪ͝͞ʟƣõƖƔ¦ƶǄ¯

－ 374 －

４年次
ĆÛē

Ǔ˚ɢʂ͝ēċ͞˚lɫ˚Ų͝ēċ͞˚şÁ˚î¥͝ɂÍ͞˚xƙ˚Ļ͝ɂÍ͞

D²

ʖƑͫ˓ʟˠǵ`ŖŐ́Ȯġ˽ǵìƢḯũƦŬɸƨˡ̀ɺ˲̓ƶǄ͝ǵ`-ɝ̶̛͖̬͐͌ʢ˂ʲʼʿʰʣ̖)˸
˻ǵ`-ɝ˽ȳùʁ±ƨƤ́͏̟̺̭͎̖Ȯġ˱˛ǵìƢḯũƦŬ͛ũƦȗ́ɸƨ̖Ȟˤ˜͞ʟ˔ʟˠȗŠƊȷ
ʖŬ'ú̀̊˫˵ŖKĺŬɸƨˡ̀ɺ˲̓ƶǄ͝bȗʏ́Ɩ&ȷě˧̑́ąJŬ˽ŖKĺŬ̀˹ˣ˻ɸ
ƨ̖Ȟˤ˜͞
ĘƎƑͫ˓ʟˠƢï˽bȗɥĄ́Ōȱˡ̀ɺ˲̓ƶǄ͝ǃ˝́Ƣï̀˹ˣ˻ƣõƖƔ¦ƪ˿ĘƎŌǠ̖Ȟ˿ˣ˛
Ƣï˽bȗ́ɥĄ˛ɣŚ)Ƙǋ́ɺ,̖Ōȱ˲̓˜͞ʟ˔ʟˠzǚƽȗʏˡ̀ɺ˲̓ɀłƶǄ͝zǚƽȗʏ́ȗ
Ɣ'Ƙ˛ȗƊɃ˛Šì˿˾̀˹ˣ˻ĘƎɀł˲̓˜͞

͝ʩʨ͞ʟȗƔ¦ƶǄ¯
ĆÛē

«ĳ˚ŷǱ͝ēċ͞˚ƙɧ˚ƚÑ͝ēċ͞˚ȘŊ˚ʌ

͝Hēċ͞

D²

˓ʟʐʔìǼŽ̛̬̖͌Ƙˣ˵ɃƤ4ǲũƦ>̀˦˫̓ǢȀêǌ̀ɺ˲̓ƶǄ˚˔ʟ͏̷̟̺̟͖̬̬͗̀̐
̓ǢȀŖȁQã̀ɺ˲̓ƶǄ˚˕ʟǾʘȜ]Ɗ̶͖̖͐Ƙˣ˵Ǿ]ȃŖȁ́Ȯĺ˚˖ʟ/żɐȇ̀ɺ˲̓ƶǄ
˗ʟĭȗȣZ̶̬̿̚˽\Ƙ̀ɺ˲̓ƶǄ˚˘ʟƅʞȗ́ɣƘ˽)Ƙì̀ɺ˲̓ƶǄ˚˙ʟɮ`ǅǟɺɜ`wƊ
́˨̗úɶĀQ\ļ́Ōȱ

͝ʩʩ͞ʟȗT¦ƶǄ¯
ĆÛē

ʙȨ˚Ś©͝ēċ͞˚ʅŭ˚Ģʂ͝Hēċ͞˚Ķƙ˚Ìɪ͝Hēċ͞˚úƙ˚ÖÑ͝ɂÍ͞

D²

ʖk̃ĘƎƑͫ˓ʟŮ¸T́ɬw`̀ɺ˲̓ƶǄ˚˔ʟbȗɣŚ)Ƙ̀ɺ˲̓ȗTơ¦ƪɀł˚˕ʟȤT
_ȡk̃ȤT̶̬̿́̚ȭƪŌȱ˚˖ʟȗ́¨?)Ƙ̀ɺ˲̓ɀł

͝ʩʪ͞ʟȗƊ]õ¦ƶǄ¯
ĆÛē

Øƙ˚ɶÝ͝ēċ͞˚Âƃ˚ƚı¥͝ɂÍ͞

D²

˓ʟ̹̽ǖ¥́Ȇƥ̴̵̱̦̙͚̤̖͜OƘ˱˵ĝȩ˨̗ʉʊ`¦ƦŬ́ƶǄͫʟƖ&˼́ŵɫPɢì̀:̔̓
ɫ̢̝̼͖͜˼ˢ̓Ɍʉŭ˽ʉʊ`¦ƪ̀ĂȆƥŰì`˲̓Ťſì͔͚̈́͗͜Ⱥ¹&̹͛̽ǖ¥̖Ǥ̉w̕˳
˵ĝ˵˿˨̗ũƦŬ́ƶǄ̖Ȟˤ˜ʟ˔ʟƊƔ̢̝̼͖͜˽ʵʵ˂̸̴̶̵͔̤͕͕̪̬͎̖̿͜͝͞Ǥ̉w̕˳˵ŗ
˨̗ũƦĞŬ́ɸƨ

͝ʩʫ͞ʟȗƊũƦ¦ƶǄ¯
ĆÛē

Ɓİ˚ÕÏ͝ēċ͞˚ɰ˚ů¥͝ēċ͞˚Ġ˚śÞ͝Hēċ͞˚ĸĞ˚:͝Zû͞

D²

˓ʟȊÒƪȿʎ̀ɺ˲̓ƶǄ
˔ʟ̶̘̙̼̣̳͚͋́ʻʿ˂̀̐̓ʺʻʥʩːƨƒĀQŖŐ˛̶̷̴̛̘̙̼̣̳͚͔͚̬̫̜̺̣̬͋͌́Ƞƒ̀ɺ˲
̓ƶǄ
˕ʟƩȜƣǢȀ́Ş̍Üõ`˛ɦ¥ƨƒ˛ŖȁìK¥́ƨƒ̀¶˲̓Ȃſì̱͍͚͂˽ɺɜ`wƊ́\
ļ̀ɺ˲̓ƶǄ

͝ʩʬ͞ʟȊÒȗƔ¦ƶǄ¯
ĆÛē

dȕ˚Õu͝ēċ͞˚Á˚Ǳ(¥͝ēċ͞˚xɷ˚Ä͝ɂÍ͞

D²

ʖƑͫ˓ʟˤ˹ƣ́ƨƤ˽˴́ũƦȗ̀ɺ˲̓ƶǄ˜˔ʟƩDʁ́ƨƤ˽ɝȞ˦̐̃˴́ũƦȗ̀ɺ˲̓ƶǄ˜
˕ʟŤĦ&́ɘġìǪćŖŐ̀ɺ˲̓ƶǄ˜˖ʟƖ&Dì̷͔͚̬̱͋͜͜Ɋ̀ɺ˲̓ƶǄ˜˗ʟȗƊ́Ȉɘ
ɠ̀ɺ˲̓ƶǄ˜ǋ
ȗ\ȮĺƑͫ˓ʟȗƊ]õ˦̐̃ȗ\́] Ż̀ɺ˲̓ƶǄ˜˔ʟȗƊƯ'Ƙ Ż̀ɺ˲̓ƶǄ˜˕ʟĂȔ
ȗ́āȰƜ̀ɺ˲̓ƶǄ˜ǋ

͝ʩʭ͞ʟ^͛ȊÒȗT¦ƶǄ¯
ĆÛē

¿q˚lġ͝ēċ͞˚Ňi˚ÙȞ͝Hēċ͞˚źɨ˚ǱħƝ͝Hēċ͞

D²

ʖk̃ĘƎƑͫbȗ́U'Ƙ ɻǍ̀ɺ˲̓ȊÒƶǄk̃ơ¦ɀł
˓ʟƣɽ͛ȗ½ğȴ˽́ByƶǄͫȗŝ̵̟͖̍˛̷̘͚̥͜ɀłǋ˚˔ʟĘƎǋ̀̐̓ɀłƶǄͫ¢£͛ċ £̀
˦˫̓ȗTȶ+˚˕ʟy\ȗ̍ʏ"ȗ˽šɒ˱˵˽˩́ĝȗ́ȊÒƪ#ǰ˺˫̀ɺ˲̓ɀłƶǄ˚˖ʟǛ¼ƣũ
Ʀk̃˗ʟôŁƤũƦ͝ĂȔȗƦŬ̀͞ɺ˲̓ȊÒȗ¦ƪƶǄ˚ǋ

͝ʩʮ͞ʟƖ`¦ƶǄ¯
ĆÛē

Ŋ˚

͝ēċ͞˚ºǊ˚ç͝ēċ͞˚ʚĳ˚ůƖ͝ɂÍ͞˚ƵŔ˚ʆ¥͝ɂÍ͞

D²

ʖƑͫ˓ʟʹʺ˄́ɗɑGɭǟɼ±ƊɊ̀ɺ˲̓ƶǄ͝ƖȗąJ̡̝̬̌˱˪̂˴́úḰɗɑGɭǟɼ±Űì
̖ČǠ˱˛˴́'ƘŖÓ̖Ȯġ˲̓˜͞˚ʟ˔ʟ̘͚̳̝̫͚̤̚͝Ă̪͙'Ƙ˽ǱƩ˿˾̀͞ɺ˲̓ƶǄ˚˕ʟ&D̟
̛͖̪͎˛̛̤̼̪͎͌̀˹ˣ˻́ƶǄ˚˖ʟƧǢȀ́Ş̍ɑǁ̀˦˫̓ʸʿʴˁɢǜ́Ŗȁ́Ȯĺ˚˗ʟƇ
Ɗ̐̒ƖƔŰì́ˢ̱͚̣̓̀Ɋ͛$K¥̖fʄ˱˛Ŗȁ́Ȯġ̍bȗ̅́êƘ̖Ȟˤ˜

͝ʩʯ͞ʟK¥ƖƊ¦ƶǄ¯
ĆÛē

º1˚ǳġ͝ēċ͞˚ÈÆ˚S͝ēċ͞

－ 375 －

４年次
ʖƑͫ˓ʟ̱͚̣̀Ɋ́Őɛ˽Ŗȁ̀ɺ˲̓ƶǄ͇͎͝ɃƟÎƤ̀ɺ̓̕ɭǟ̖ɦ¥É¦̖Ƙˣ˻'ú˱˛
̱͚̣̀Ɋ́ąJ˛ǚȤ˛Űì́Ż«̖Ȟˣ˛Ŗȁ̖Ȯġ˲̓˜͞ʟ˔ʟɦɉž́ćǩrȁ˿OƘ̖rȁ˽˲̓˛
ƕêǌ̀˦˫̓ɑG¥ǲ́ŖȁȮġ͝Ɩíƕ́`̀êǌ˲̓ɑG¥ǲ́àV̖̱͚̣̀Ɋ͠ʵʽʲ
Ư'ƘȮĺǋ˼ġ̑˧̀˱˛˴̔̑́Qã́ɦ¥ǲ́Ŗȁ̖Ɩ`¦ƪ̀Ȯġ˱ɦɉž́ćǩrȁ˿
OƘ̀ɉ˲̓˜͞

D²

͝ʩʰ͞ʟƕǀ¦ƶǄ¯
ĆÛē

ʕÈ˚Ǻ¥͝ēċ͞˚Ũi˚Ĥ͝Hēċ͞

D²

ʖƑ͛ĘƎƑͫ
ƖŰƕƣ˦̐̃ƖŰǴöƣ́ƨƤ͛ð`́ŖÓ˦̐̃ ɻǍ̖ġ̑˧̀˲̓ƭƪ˼˛ʖ͛ĘƎɀł̖Ȟ
ˤ˜ʖƑ́*˽˱˻˛ʓǢȀǋ̖Ƙˣ˻`¦ƊɊ̀̐̓ƄƤ́òɋ˿̑̃̀ţɡRƂ͛ţɡɠĒì́ɝ̀
ɺ˲̓Ɩ&Dȧ̖Ƌ«˱˛˴́K¥ŖŐ˿̑̃̀ôpì3&Ê̖Ȯġ˲̓˜

͝ʩʱ͞ʟƖ&ɻã¦ƶǄ¯
ĆÛē

Ã˚Ēũ͝ēċ͞˚ÈÆ˚ȏĽ͝Hēċ͞˚ɲ¥˚ŚȢ͝Hēċ͞

D²

ʖƑͫ˓ʟ=ơmếɀǐŖŐ̀ɺ˲̓ƶǄ˚˔ʟ=ơª́ƨƖŖŐ̀ɺ˲̓ƶǄ͝=ơª́MįƨƖ̀
˦˫̓ǢȀŞ͛ǢȀK`̷̘̪̬͛͋́͜ɀǐŖŐ̖K¥ƨƖ¦ƪûŬ˼Ȯĺ˲̓˜͞ʟ˕ʟ̷̬͌ǢȀ́Ȅʍǖ
̀ɺ˲̓ƶǄ̷̬͌͝ǢȀ̀˦˫̓ȄʍǖɺɜK¥̖rȪ`˱˴́]õ̖Ȭ´˲̓˜͞

͝ʪʨ͞ʟđ¸Ǭǀ¦ƶǄ¯
ĆÛē

YȘ˚Ʊ͝ēċ͞˚ŉƙ˚ƴ!͝ɂÍ͞˚ºĻ˚ȏ¥͝Zē͞

D²

ʖƑͫ˓ʟ$Ǭɱđ¸Ǭ́Ɩ&ßʊ̀ɺ˲̓ƶǄ͝ǢȀD̪̤̹͖̀k̇˲$Ǭɱđ¸Ǭ́ßʊ̀˹ˣ˻
ʓǢȀ̖Ƙˣ˻ɀł˲̓˜ʿʴʩʪǢȀ́ƽǥúɶ¥Ⱥ¹́ƽǥǢȀőK`ɠǂ˦̐̃ƫìúɶ¥Ⱥ¹
ʩʫʯ
́Şɠǂ̀k̇˲$Ǭɱ́˅Ǭ̈˵̂ˑǬ́ßʊ̖˅Ǭƈ¸ȡǰ̍ ʴˌ³·Ǭž̖Ƙˣ˻Ɩ`¦ƪ̀Ȯĺ
˲̓˜͞
ĘƎƑͫ˓ʟD̀˦˫͔͕̘̓͌̀˹ˣ˻ʟͮ˾́̐ˤ̀ȵĜ˯̔ũƦ˯̔˻ˣ̓˧ͮ˚˔ʟĂ͔͕̘͌ȗ̵̘͖͍
̪̺͚̀¶˲͔͕̘̓͌iș́ǸìƏâ͏̟̺̭͎̀˹ˣ˻˚˕ʟĂ͔͕̘͌ȗ̵̘͖͍̪̺͚́Ă̠͚T˽˱˻́
rȁì̀˹ˣ˻

͝ʪʩ͞ʟȗƊȮĺ¦ƶǄ¯
ĆÛē

aÈ˚ÕȞ͝ēċ͞˚@İ˚7ɪ͝Hēċ͞

D²

ȿʎͫ͢ʟȗƊK¥́Ȱǎǀ¦ƪƶǄͫʟK¥̴̤͔̙̣̬̖̈́OƘ˱˻˛˯̈˰̈˿ȗƊ˽̮̱͗͆͜˽́Ư'Ƙ
̖Ȯĺ˱˛ĝ˱ˣȗƊK¥̖ȴȰ˲̓˜
ȿʎͣͫʟƖ&ʘK¥́Őɛ`¦ƪƶǄͫʟͭǬ̖Ƙˣ˻ǦĦŐɛȮĺ͛ǕĲăŻ«̖Ȟˤ˭˽̀̐̒˛Őɛ˽Ŗ
ȁ́ɺ,̖ɀ̆̓˜
ȿʎͤͫʟbȗ́KȮmếɚÔɁƪ̘̳͆ͫ͘͜ʟKȮ˱̍˲ˣbȗ̖¶Ɇ̀vƊƔ`¦ƪ˿Kĺ̖Ȟˣ˛
KȮmề ˤK¥Őɛ́`̖ƶǄ˲̓˜

͝ʪʪ͞ʟôŁ

ɻ¦ƶǄ¯

ĆÛē

Ǣɰ˚u͝Hēċ͞˚˚ɩ¥͝Hēċ͞˚

D²

ʖƑͫ˓ʟƇƊ̍ĝȩ`wƊ́ĂȔŰì́Ōȱ˚˔ʟ͏̳̪͕͚ǸìʜƠ̸̑ͅƓȔ́ɖɚŌJŬ́ɸƨ
˕ʟǢȀ́˨̗`̖ɼř˲̓bȗ́ƶǄ̷̰͋̚͝͏͔̯͜ɼ±ȗ́̐ˤ˿ĝ˱ˣ̱͆́̚ɭǟɼ±Ă˨̗ȗ́
ɸƨ̖ƭĈ˱˻˛v¦˽By˼ƶǄ̖Ȟˣ̈˲˜͞ʟ˖ʟK¥Ǧw̷̪͍̪͓͚̰̖͒͗̈́͜Ƙˣ˵ôŁƤũƦȗ̍
Ă˨̗ȗ́ŐɛW'˽ŰìƯɺ
ĘƎƑͫ˓ʟåƖƊ̈˵̂ƻȗ¦̀˧˧̓̕D²˼˛eɁƖ˨ȍ́ˢ̓Ŀ̀˹ˣ˻ȸ˱wˣ˛ēª˽B̀
̵̖͌͜ŧ̋˻ĘƎɀł̖Ȟˣ̈˲˜˭̔̈˼́eɁD²̂˛ôŁƤ˛ũƦȗ˛Ōłȗ˛Ƣƣ ɻ˛ȟƖǏƔ˛
~ƗįbƦ˛đ¸ȁɾjŬ˛bȗ́3ɕ>́ ʎƅ˿˾˛eɁƖ?˨À̀̕˵̒ƍWƪ˿D²˼'
ú˱˻ˣ̈˲˜

͝ʪʫ͞ʟʐ`¦ƶǄ¯
ĆÛē

ɰ˚Ʊ͝ēċ͞˚Jʇ˚0͝Hēċ͞˚ɚŤ˚ǹ͝Hēċ͞˚źɧ˚ůʂ͝Ƌēċ͞

D²

ʖƑͫ˓ʟȅŖȁ̀ɺ˲̓ƶǄ͝ȅŖȁƢï̶͖͐]Ɗ̍˛ʓƽǥǢȀ̖ȋƨɟ]ɱ̍ȅDñɢɺɜ
ƊɊ̀¶˲̓bȗŖȁìʐ́\ļ́Ōȱ˿˾̖Ȟˤ˜͞ʟ˔ʟʗɃ̀k̇˲ȗƊ͛Ŗȁìʐ͛ʒěŤǋ̀
ɺ˲̓ƶǄ͝ʗŹ»Ƥ]Ɗ̶͖͐̍ʗȐǢȀ̖Ƙˣ˻˛ʗɃ̅́ßʊ̖ƶǄ˲̓˜͝ʗǗ˱̏ˤƤ̧͛͐͘Ƥ4
ǲǋ͞͞ʟ˕ʟŖȁì̖Ĭ˲̓vǃʐ͛ʒěŤ͛`Ǚǋ́\ȁ̀ɺ˲̓êƘȗƔ¦͛=ơȗƔ¦ƪƶǄ˚˖
ʴˆʿɃǜ̖è˽˱˵Ŗȁʐ˽bȗ́Ư'Ƙ́ƶǄ˚˗ʟŖȁìʐ̍Ǳ²ɺɜƊɊ́ȊÒȗƔ¦ƶ
Ǆ͝ʴˁʴʧʴˁʲ˽˱˻́ğȲǯ͞
ĘƎƑͫ˓ʟbȗ͛Ŗȁìʐ̀˦˫̓ñǀ¦̵̪̬͎́ƬŐǒ˽˴́êƘƶǄ˚˔ʟì͉͖͚͐ɺɜƣõ
̀¶˲̓ƬƶǄ˽ȊÒêƘ

͝ʪʬ͞ʟAȝȟƖ¦ƶǄ¯

－ 376 －

４年次
ĆÛē

Á˚!<͝ēċ͞˚ƺɫ˚ʀs͝ɂÍ͞

D²

ʖƑͫ˓ʟ˞ŋƊ̷̝̬̦͚́͘Ƀ˟ͫŋƊìʐ̀{̈̔˻ˣ̲̯͚̓̚̚˛̵̦̺̬͚̚˛̣͏̷̬͖͘͜˿˾
̷̝̬̦͚́͘ő'Ƙ̖Ĭ˲̓`¦ƊɊ́Ƀ˽˴̔̑̀ɺ˲̓ȗƊɃɭǟ́͞K¥ƪ͛Ŗȁƪőì̖Ȯ
ĺ˲̓˜ʟ˔ʟ˞ƕ`¦ƊɊ́Ƀ˟ͫDKū˧˪ `¦ƊɊ̴̛̪̣̬̍̾Ƥ4ǲi`¦ƊɊ́Ƀ˽˴̔̑
̀ɺ˲̓ȗƊɃɭǟ́K¥ƪ͛Ŗȁƪőì̖Ȯĺ˲̓˜ʟ˕ʟ˞DKū˧˪ 'Ƙ̖Ĭ˲̓˽Ơ̔̓̕`¦
ƊɊ́ʘK¥̀̐̓|Ƴɾj˟ͫŨÈ̅́ű>˨ ʎ˽˿˸˻ˣ̓ƕŦŁƊɊ́ʘK¥̦͖̀̐̓|Ƴɾj
̖ƶǄ˲̓˜ʟ˖ʟ˞ȗƊɃɭǟ́ƨƒƌõ̀w̕˳˻ȗƊ́đJɱ̷̧̖͚͖͘͜˲̵̷͚͕̫̜͚̓̚ȤT́
ɸƨ˟ͫǻȉ˼ƨƒ˱˻ˣ̓ȗƊɃɭǟ́ɱ̖ôƴ˱˛ȗƊ́đJɱ̷̧̖͚͖͘͜˲̓ʘK¥̦͖̖ɸƨ˲
̓˜
ĘƎƑͫ˓ʟ˞ȗƊɃ̀˺˪ȗƊʥʐ́Ư'Ƙ˟ͫȗƊɃɭǟ́Ŗȁ̀k̇˲ʐúḰßʊ̖ɀł˲
̓˜ʟ˔ʟ˞¯DƕŦŁƊɊ́Ƀǥɍ́Ȯġ˿̑̃̀ǃÊ˟ͫţɡǘȈRƂ'Ƙ̖Ĭ˲̓`¦ƊɊ́Šì˽
Ƀ́ɺɜì̖ɀł˲̓˜

͝ʪʭ͞ʟʐĬŖ`¦ƶǄɫɷ
ĆÛē

Įī˚Ʈœ͝ēċ͞

D²

ʖƑͫʹʿʻʴ͝ʘɚ̷̣̤͔̙͌̈́͘͜͞˦̐̃ʻʴʥʼ˂ʧʼ˂͝ʘɚ̷̶̣̤͔̙̱͚͎͌̈́͛͘͜ɊɱKĺȰ̖͞Ƙˣ
˵ʒě́`¦ƊɊ͝ʐŶYƊ˛ĬƘƊɊ˛Ĭ±ƊɊ́͞åɱKĺ`¦̀ɺ˲̓ƶǄ˽õɀłƶǄ˜
ĘƎƑͫʐ́`¦ƊɊ̀ɺ˲̓ĘƎɀł˦̐̃ʹʿʻʴ˦̐̃ʻʴʥʼ˂ʧʼ˂̖Ƙˣ˵ʐKĺ̀ɺ˲̓ĘƎɀ
ł˜

͝ʪʮ͞ʟ̞̿̚bȗȶ+¦ɫɷ
ĆÛē

ňi˚ʀ͝ēċ͞

D²

̞̿̚bȗ́ȗƊ]õ̀ɺ˲̓ĘƎ̖ɀł˛ŌǠ˱˛eōƶǄ̵̖́͌͜ŧ«˲̓˜ĘƎɀł˛̈˽̋˦̐̃
ʿʴ̖)˸˵ȗƊ]õȮĺ̖ğ˲̓˜Ă&bȗ̖è̞̀̿̚bȗ̀˹ˣ˻˛˴́ƊƔ¦ƪìɊǋ̖ġ̑
˧̀˲̓˭˽̀̐̒˛̐̒ǥŸƪ˧˹\Ɛƪ˿)ƘŬ̀˹ˣ˻ƶǄ˲̓˜ʿʴËɈ̷̰̖̈́Ƙˣ˵̶͖͐ʡ̪͍͒
̪͓͚͗̀̐̓͜ˇˋˏƶǄ̖ğ˲̓˜
ȿʎ͢͡Ă&bȗ́&D]õQã͏̟̺̭͎̀˹ˣ˻
ȿʎ̞̪͍͔ͣ̿̀̚͜͡˹ˣ˻˚ǋ

͝ʪʯ͞ʟ̷̢̨͔͕̝͚̬͗͒̚͜ɫɷ
ĆÛē

¿ƙ˚gǈ͝ēċ͞

D²

̸͔̚ƶǄƑͫ́ʋƭ̖¶Ɇ̀˛̧̰͚̖̀Ƙˣ˻eɁƖ˨ȍ̖ć˹̵͌̀͜˹ˣ˻ñ̖nʃ˱˛Ė5
`˛Ȯĺǋ̖Ȟˣ˛̷̢̨͔͕̝͚̬͗͒̚͜ƪûŬ́\ļ˽ ʎƅ̖ġ̑˧̀˲̓˜
˓ʟbȗ˛bƦŖ˛FƖbƦǋȤ́ɸƨk̃˴́ɺɜ˲̓ȩQ˚˔ʟbȗ˛bƦŖ˛FƖbƦǋȤ
́ýȹµł˚˕ʟbȗ˛Ŗȁìʐǋ́ȤɛɈá́¨?ìñk̃¨?¶Ǎ˚˖ʟbȗǋ́ȤɛɈá
́ɣŚ)Ƙk̃˴́˵̋́ȗ½Ŗȁ
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４年次

Ì69ÁŽĢĝ
ïe
rŶÈKŶMÌ6·
ČIĢU|
ĈćčĢ%
¤Ģ9GñŸniŹĢþÕĢ7ŸniŹĢB+Ģ)vŸniŹĢĀDĢ¿ŸniŹĢ'Ģ¶Ÿn
iŹĢùĢwøŸniŹĢ 'ĢPÎŸniŹĢðĢ¿y¦ŸniŹĢâĢuSŸniŹĢāb
¤ĢNJŸßHŹĢC¤ĢäŸßHŹĢ¤+Ģ°¸ŸßHŹĢ-qSŸßHŹĢÿ}¢ŸßHŹĢ&F
Ģ°¿Ÿ!nŹĢ Í\ëŸ!nŹĢ ÍĢ÷Ÿ!nŹĢEŇĩŊŸ!cŹ
iRO
ēĢ9Á3

Úr
b¾Ŀģ±àŶdÆŸĐĈĂŹĺ`LŸĊĈĂŹĩŉÚįŃİĤÚĿÚ8@LŎ£ĦĲÖ<ÙóĹÚįŃİĤ$«Ľ¯
[įĦèĳįļńģ×ËĦ»ľ`LŅÚ=ãĽļŊŃİĤ

ŢŕŜţ
Ì69ÁŻĢĊĈĉĐ

(Âq
ŔŧőŜŐŴŷŸi¯ÞŹ
ĭľ·®ľ¯Þº+Ŀģ¤ģþÕĪfQįŃİĤå1ņ¯ÞĪĥŌŀźĦĶĹŅ½ĹİľĹÌ6²¹:ŸžŽ
żŹŁĨæįĮĦĤ

6¢Łľŭšŝŷś
Ì69ÁŻĹ6ÁįĲĭĺŎ³ÛįĸģÌHĽĺĵĸYÔļÝdÏģ$«řūŮťŘŷŚůŵdÏŎ³9ĽW
įĸĬĳĮĦĤ

iÔŸnÅ®¬ŶĕĖėŹ
9#9ÁĽĳĴģŠŷŬ$«Ľkōŋ0ĺįĸź©öņÌAļĻĹÈK9#Ľ=[ĹīŋňħźÝľ4}±àĺ
dÏŎm ýįĸWįŃİĤŃĲźrĮŌŋ$Ì/ľ"ÆŶ"ź £źµZźÌ¯£ļĻľ4´±à
Ľ4ķĦĸģ]ÃŒŵŞŦŮŷņ{Ìh?Ŏm ýİŋĭĺĽňŊź]ÃĺľřūŮťŘŷŚůŵdÏŎWįŃİĤ

6Á®Ÿí®ŶĘĒėěŹ
§,

;

ĘĒėřŷŤ

ĉ

rıŏĽVĵĸģØpÝĪĹīŋĤ

ęĚĜĆĔĆăĊĄĆğĆċ

Ċ

rıŏĽVĵĸģØòÝĪĹīŋĤ

ęĚĜĆĔĆăĊĄĆğĆċ

ċ

ÝÓĮŌĲÌĽ=įĸģĪ9sĹīŋĤ

ęĚĜĆĔĆăĊĄĆğĆĐ

Č

Êlľ'¡ŎÜvįģ4}¬ļÊlŎ9sĹīŋĤ

ęĚĜĆĔĆăĊĄĆğĆĎ

č

îļ`LĹģ]ÃŶAÃĺ[=ĹīŋĤ

ęĚĜĆĔĆăĊĄĆĠĆĉ

Ď

]ÃŶAÃĩŉģYÔļ^5ŸªģX¡`ģtTģ¢ÁaģŐųŲŖŷģÌģ
ęĚĜĆĔĆăĊĄĆĠĆċ
£»ŹŎîļcüĹÄī*ŋĭĺĪĹīŋĤ

ď

]ÃŶAÃĽģļ$Ì/ľ"ÆŶ"ģ£Ŷ£òģá.ŶµZģ
¼r»ĽĶĦĸîĽÜvĹīŋĤ

Đ

ÌÒźÌ~ŸŰũŲŹĽÙêİłīûŎîĽÙĹīŋĤ

ęĚĜĆĔĆăĊĄĆğĆĉ

đ

rıŏ»Ľ4ķī¨À

ęĚĜĆĔĆăĊĄĆĞĆĉĉ

£ģ¯£ģ

ĪĹīŋĤ

ęĚĜĆĔĆăĊĄĆĠĆČ

ĉĈ Ð¢¬ļcĦģŜŞŵşŷŤŨűřŷŚůŵŎ9sĹīŋĤ

ęĚĜĆĔĆăĊĄĆġĆč

ĉĉ öxĽg(įĲÌŎŠœšŗįĸ5.zĪbĹīŋĤ

ęĚĜĆĔĆăĊĄĆğ

iØ¥Ñ
2

fQn0

û®

;
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6Á®§,

４年次

ĉ

¤ģþÕģ
B+ģĀDģ
9ÁßÀ
ùģ&
F

9ÁľŪŒŵţĺ_ľ³Û

ĉſĉĉ

Ċ

&Fģ
'ģðģb ØpÝģØòÝ
¤

ØpÝģØòÝľŚūŮųŷţ

ĉąāĊąĐ

ċ

&Fģ
'ģðģb ØòÝŸoŹ
¤

ØòÝŸoŹľŚūŮųŷţ

āĊąĐ

Č

&Fģ
'ģðģb ØòÝŸŹ
¤

ØòÝŸŹľŚūŮųŷţ

āĊąĐ

č

&Fģ
'ģðģb ØòÝŸéÇŹ
¤

ØòÝŸéÇŹľŚūŮųŷţ

āĊąĐ

Ď

B+ģ'ģ
âģ-ģ Ý
¤+ģ Íģ g(Ìô
Í

ÝĮŌĲ$Ì/ľŎŚūŮųŷţ
öxg(ÌľŎŚūŮųŷţ

ċąĉĉ

ď

ùģ 'ģ
C¤ģÿ}ģ >ľÊÝÓ
E

Êlľ9ç

ČąĉĈ

Đ

ĀDģb¤ģ
$«újŸĉŹ
¤ģ Í

]ÃŶAÃ[=
ö]ÃŁľ[=
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