
薬学科 薬科学科

薬学概論Ⅰ　    　 1 2 必修 必修 前期 1-2

薬品分析化学Ⅰ　 1 2 必修 必修 前期 3-4

●教養有機化学（基礎化学）   ＊学部モジュール   1 2 必修 必修 前期 5-6

●教養生物学   ＊学部モジュール 1 2 必修 必修 前期 7-8

薬学概論Ⅱ　    　 1 2 必修 選択 後期 9-10

生化学Ⅰ　　　 1 2 必修 必修 後期 11-12

有機化学A（有機化学Ⅰ） 1 2 必修 必修 後期 13-14

●教養物理化学（物理化学Ⅰ）  ＊学部モジュール　 1 2 必修 必修 後期 15-16

薬用植物学　　　 1 1 選択 選択 後期 17-18

生化学Ⅱ　　　　 2 2 必修 必修 前期 19-20

有機化学B（有機化学Ⅱ） 2 2 必修 必修 前期 21-22

薬品物理化学（物理化学Ⅱ）　　　 2 2 必修 必修 前期 23-24

生薬学　　　　 2 2 必修 必修 前期 25-26

薬剤学Ⅰ（生物薬剤学）　　 2 2 必修 必修 前期 27-28

薬理学Ⅰ 2 2 必修 必修 前期 29-30

生理・解剖学Ⅰ　 2 2 必修 選択 前期 31-32

生理・解剖学Ⅱ　 2 1 必修 選択 前期 33-34

臨床漢方学　　　 2 1 選択 選択 前期 35-36

●有機電子論   ＊学部モジュール 2 2 選択 選択 前期 37-38

●健康薬科学概論   ＊学部モジュール
(薬学を学ぶ前の分析化学・環境衛生学)

2 2 選択 選択 前期 39-40

生化学Ⅲ 2 2 必修 必修 後期 41-42

有機化学C（基礎有機化学） 2 2 必修 必修 後期 43-44

薬品分析化学Ⅱ　 2 2 必修 必修 後期 45-46

薬学統計学（応用情報処理） 2 2 必修 必修 後期 47-48

微生物学　　　　 2 2 必修 必修 後期 49-50

衛生薬学Ⅰ　　 2 2 必修 必修 後期 51-52

臨床医学概論Ⅰ（臨床医学概論） 2 1 必修 選択 後期 53-54

放射化学　　　　 2 2 必修 選択 後期 55-56

医療倫理Ⅰ（医療倫理） 2 1 必修 選択 後期 57-58

●分子構造解析学   ＊学部モジュール　 2 2 選択 選択 後期 59-60

生化学Ⅲ 3 2 必修 必修 前期 61-62

有機化学Ⅲ 3 2 必修 必修 前期 63-64

薬理学Ⅰ 3 2 必修 必修 前期 65-66

薬剤学Ⅱ(製剤学・DDSⅠ) 3 2 必修 必修 前期 67-68

衛生薬学Ⅱ 3 2 必修 必修 前期 69-70

細胞生物学 3 2 必修 選択 前期 71-72

薬物治療学Ⅰ 3 2 必修 選択 前期 73-34

●生物物理化学   ＊学部モジュール 3 2 選択 選択 前期 75-76

薬理学Ⅱ 3 2 必修 必修 後期 77-78

化学療法学 3 1 必修 選択 後期 79-80

薬剤学Ⅲ(薬物動態学) 3 2 必修 選択 後期 81-82

薬物治療学Ⅱ 3 2 必修 選択 後期 83-85

病原微生物学 3 2 必修 選択 後期 86-87

薬物代謝学 3 1 必修 選択 後期 88-89

医療倫理 3 1 必修 選択 後期 90-91

天然物化学 3 2 選択 必修 後期 92-93

分子生物学 3 2 選択 必修 後期 94-95

●生物有機化学   ＊学部モジュール 3 2 選択 選択 後期 96-97

医薬品情報学 4 2 必修 必修 前期 98-99

免疫学 4 2 必修 選択 前期 100-101

医療過誤 4 1 必修 選択 前期 102-103

医療統計学 4 2 必修 選択 前期 104-105

薬理学Ⅲ 4 2 必修 自由 前期 106-107

治療薬剤学Ⅰ 4 2 必修 自由 前期 108-109

薬物治療学Ⅲ 4 1 必修 自由 前期 110-111

臨床検査学Ⅰ 4 2 必修 自由 前期 112-113

創薬科学Ⅰ 4 2 必修 前期 114-115

創薬科学Ⅱ 4 2 必修 前期 116-117

薬理学Ⅳ 4 2 必修 自由 後期 118-119

治療薬剤学Ⅱ 4 2 必修 自由 後期 120-121

薬物治療学Ⅳ 4 2 必修 自由 後期 122-124

薬物治療学Ⅴ 4 2 必修 自由 後期 125-128

薬事関連法規　　 4 2 必修 自由 後期 129-130

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ 4 1 必修 選択 後期 131-132

創薬科学Ⅲ 4 2 必修 後期 133-134

臨床検査学Ⅱ 5 2 選択 前期 135-136

薬物治療実践学 6 1 必修 前期 137-138

医療薬学総合演習 6 2 必修 前期 139-140

141

薬学基礎実習（物理・分析・衛生） 2～3 3 必修 必修 集中 142-145

薬学基礎実習（有機系）
（薬学基礎実習（合成系））

2～3 3 必修 必修 集中 146-149

薬学基礎実習（生物・薬理系） 2～3 4 必修 必修 集中 150-154

実務実習（事前実習） 4 4 必修 集中 155-156

実務実習（病院実習） 5 10 必修 集中 157-158

実務実習（薬局実習） 5 10 必修 集中 159-.160

高次臨床実務実習Ⅰ 5 2 選択 集中 161

高次臨床実務実習Ⅱ 6 2 選択 集中 162-163

科学英語 薬：5，薬科：４年 1 必修 必修 通年 164-185

実験計画法 4 1 　 必修 通年 186-205

医療実験計画法 5 1 必修 通年 206-232

薬科学特別実習 4 15 必修 通年 233-262

医療薬学特別実習 6 15 必修 通年 263-296

付録 297

298

講義

演習

平成28年度　薬学部開講科目　目次

科目区分 授業科目
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数
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開講学期

掲載
ページ

薬学教育モデルコア・カリキュラム細目表　（平成26年度以前入学者対象）
薬学教育モデルコア・カリキュラム細目表　-平成25年度改訂版-　 (平成27年度以降入学者対象)

実習日程表　平成28年4月～平成29年1月

特別
実験

実習



学期／Semester 2016年度／Academic Year　　 
通年／whole year 曜日・校時／Day・Period他/Oth.

2016/04/01～2017/03/31開講期間／Class period

必修選択／Required/Elective class
単位数(一般/編入/留学)／Credits
(general/admission/overseas)

必修／required 1.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30051203201630051203C0

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPH 47001_793

授業科目名／Subject 科学英語：細胞制御学／Exercise Academic English for Pharmaceutical Sciences

編集担当教員／Professor in charge of
putting together the course syllabus

谷村　進(大学院大学院医歯薬学総合研究科（薬系）),武田　弘資(大学院大学院医歯薬学総合研究
科（薬系）)

授業担当教員名（科目責任者）
／Professor in charge of the subject

武田　弘資(大学院大学院医歯薬学総合研究科（薬系）)

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

武田　弘資(大学院大学院医歯薬学総合研究科（薬系）),谷村　進(大学院大学院医歯薬学総合研究
科（薬系）)

演習科目／Seminar科目分類／Class type

講義形態／Class Form4年,5年 演習／Seminar対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬科学科4年、薬学科5年対象学生（クラス等）  /Object Student

takeda-k@nagasaki-u.ac.jp担当教員Eメールアドレス/E-mail address

細胞制御学研究室担当教員研究室/Laboratory

095-819-2417担当教員TEL/Tel

随時メールにて受付担当教員オフィスアワー/Office hours
本学独自の薬学専門教育として，創薬科学・医療科学に関する各研究領域の英語技術用語を習得し
，英語の論文やテキストを読解し，その内容を要約して説明できるようにする。また，各研究領域
に関する簡単な英文を作成できるようにする。

授業の概要及び位置づけ/Course Outline and
Objectives

本演習によって，創薬科学・医療科学に関する技術用語を習得し，その知識を活用して創薬科学に
関する英語学術論文やテキストを理解し，解説できるとともに，各研究領域に係る簡単な英作文が
できるようになる。

授業到達目標/Goal

各研究室に配属され，指導教員のもと設定された課題実験に関して，それに係る英語論文やテキス
トにより情報を収集し，これを読解し，説明するとともに，自身の実験に関する簡単な英語資料を
作成し，紹介する。

授業方法（学習指導法）/Method

課題となる英語論文やテキストは初期には指導教員と相談の上決定するが，最終的には自身の実験
計画に従い，自主的に選択する。それらを読解し，その内容紹介のため，簡単な英語資料を作成し
，セミナー等で報告する。

授業内容
1) 各研究領域における英語学術用語の習得，2) MEDLINE 等における医学・薬学データベース検索
におけるキーワードなど用いた検索，3) 英語論文等の構成を理解し，必要な論文かどうかの判断
，4) 英語論文等の読解，5) 英語論文等の紹介資料の作成，6) 英語論文等の紹介等，を繰り返して
行う。

授業内容/Class outline/Con

科学英語、英語学術論文キーワード/Key word

薬学用語辞典や化学英語の活用時点等，適宜，指導教員が指定する。英語学術論文等は，指導教員
と相談して決めるか，あるいは自主的に選択する。

教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

学生の課題に対する積極的な取組み状況（50%）とプレゼンテーション，質疑応答（50%）成績評価の方法・基準等/Evaluation

特になし受講要件（履修条件）/Requirements
長崎大学では，全ての学生が平等に教育を受ける機会を確保するため，修学の妨げとなり得る社会
的障壁の除去及び合理的配慮の提供に取り組んでいます。授業における合理的配慮等のサポートに
ついては，担当教員（上記連絡先参照）または「アシスト広場」（障がい学生支援室）にご相談下
さい。
アシスト広場（障がい学生支援室）連絡先
（TEL）095-819-2006　　（FAX）095-819-2948
（E-MAIL）support@ml.nagasaki-u.ac.jp

アクセシビリティ/Accessibility

備考（URL）/Remarks(URL)

英語学術論文等を読むのに必要な語彙を広げる努力を日頃から行うこと。学生へのメッセージ/Message for students

164



学期／Semester 2016年度／Academic Year　　 
通年／whole year 曜日・校時／Day・Period他／Oth. 0

2016/04/01～2017/03/31開講期間／Class period

必修選択／Required/Elective class
単位数(一般/編入/留学)／Credits
(general/admission/overseas)

必修／required 1.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30051203201630051203C1

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPH 47001_793

授業科目名／Subject 科学英語：創薬薬理学／Exercise Academic English for Pharmaceutical Sciences

編集担当教員／Professor in charge of
putting together the course syllabus

植田　弘師／Ueda Hiroshi, 塚原　完／Tsukahara Tamotsu

授業担当教員名（科目責任者）
／Professor in charge of the subject

植田　弘師／Ueda Hiroshi

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

植田　弘師／Ueda Hiroshi, 塚原　完／Tsukahara Tamotsu

演習科目／Seminar科目分類／Class type

講義形態／Class Form4, 5 演習／Seminar対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬科学科4年、薬学科5年対象学生（クラス等）  /Object Student
ueda@nagasaki-u.ac.jp
ttamotsu@nagasaki-u.ac.jp

担当教員Eメールアドレス/E-mail address

薬学部4階　創薬薬理学担当教員研究室/Laboratory

095-819-2421, 2473担当教員TEL/Tel

特になし (来室する前に必ずメールをして面談の予約を取ること)担当教員オフィスアワー/Office hours
創薬科学・医療科学に関する各研究領域の英語技術用語を習得し，英語の論文やテキストを読解し
，その内容を要約して説明できるようにする。また，各研究領域に関する簡単な英文を作成できる
ようにする。

授業の概要及び位置づけ/Course Outline and
Objectives

本演習によって，創薬科学・医療科学に関する技術用語を習得し，その知識を活用して創薬科学・
医療科学に関する英語学術論文やテキストを理解し，解説できるとともに，各研究領域に係る簡単
な英作文ができるようになる。

授業到達目標/Goal

各研究室に配属され，指導教員のもと設定された課題実験に関して，それに係る英語論文やテキス
トにより情報を収集し，これを読解し，説明するとともに，自身の実験に関する簡単な英語資料を
作成し，紹介する。

授業方法（学習指導法）/Method

授業の概要 / 授業内容(毎週毎の授業内容を含む)
　課題となる英語論文やテキストは初期には指導教員と相談の上決定するが，最終的には自身の実
験計画に従い，自主的に選択する。それらを読解し，その内容紹介のため，簡単な英語資料を作成
し，セミナー等で報告する。

授業内容
　1) 各研究領域における英語学術用語の習得，2) MEDLINE等における医学・薬学データベース検索
におけるキーワードなど用いた検索，3) 英語論文等の構成を理解し，必要な論文かどうかの判断
，4) 英語論文等の読解，5) 英語論文等の紹介資料の作成，6) 英語論文等の紹介等，を繰り返して
行う。

授業内容/Class outline/Con

科学英語，英語学術論文キーワード/Key word

薬学用語辞典や化学英語の活用時点等，適宜，指導教員が指定する。英語学術論文等は，指導教員
と相談して決めるか，あるいは自主的に選択する。

教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

学生の課題に対する積極的な取組み状況（50%）とプレゼンテーション，質疑応答（50%）成績評価の方法・基準等/Evaluation

特になし受講要件（履修条件）/Requirements
長崎大学では，全ての学生が平等に教育を受ける機会を確保するため，修学の妨げとなり得る社会
的障壁の除去及び合理的配慮の提供に取り組んでいます。授業における合理的配慮等のサポートに
ついては，担当教員（上記連絡先参照）または「アシスト広場」（障がい学生支援室）にご相談下
さい。
アシスト広場（障がい学生支援室）連絡先
（TEL）095-819-2006　　（FAX）095-819-2948
（E-MAIL）support@ml.nagasaki-u.ac.jp

アクセシビリティ/Accessibility

備考（URL）/Remarks(URL)

英語学術論文等を読むのに必要な語彙を広げる努力を日頃から行うこと。学生へのメッセージ/Message for students

165



学期／Semester 2016年度／Academic Year　　 
通年／whole year 曜日・校時／Day・Period他／Oth. 0

2016/04/01～2017/03/31開講期間／Class period

必修選択／Required/Elective class
単位数(一般/編入/留学)／Credits
(general/admission/overseas)

必修／required 1.0//

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30051203201630051203C2

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPH 47001_793

授業科目名／Subject 科学英語：薬化学／Exercise Academic English for Pharmaceutical Sciences

編集担当教員／Professor in charge of
putting together the course syllabus

田中　正一／Tanaka Masakazu, 大庭　誠／Oba Makoto, 上田　篤志／Ueda Atsushi

授業担当教員名（科目責任者）
／Professor in charge of the subject

田中　正一／Tanaka Masakazu

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

田中　正一／Tanaka Masakazu, 大庭　誠／Oba Makoto, 上田　篤志／Ueda Atsushi

演習科目／Seminar科目分類／Class type

講義形態／Class Form4, 5 演習／Seminar対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬科学科4年、薬学科5年対象学生（クラス等）  /Object Student

matanaka@nagasaki-u.ac.jp担当教員Eメールアドレス/E-mail address

薬化学担当教員研究室/Laboratory

095-819-2423担当教員TEL/Tel

火曜日16時00̃18:00　担当教員オフィスアワー/Office hours
創薬科学・医療科学に関する各研究領域の英語技術用語を習得し，英語の論文やテキストを読解し
，その内容を要約して説明できるようにする。また，各研究領域に関する簡単な英文を作成できる
ようにする。

授業の概要及び位置づけ/Course Outline and
Objectives

本演習によって，創薬科学・医療科学に関する技術用語を習得し，その知識を活用して創薬科学・
医療科学に関する英語学術論文やテキストを理解し，解説できるとともに，各研究領域に係る簡単
な英作文ができるようになる。

授業到達目標/Goal

各研究室に配属され，指導教員のもと設定された課題実験に関して，それに係る英語論文やテキス
トにより情報を収集し，これを読解し，説明するとともに，自身の実験に関する簡単な英語資料を
作成し，紹介する。

授業方法（学習指導法）/Method

課題となる英語論文やテキストは初期には指導教員と相談の上決定するが，最終的には自身の実験
計画に従い，自主的に選択する。それらを読解し，その内容紹介のため，簡単な英語資料を作成し
，セミナー等で報告する。

授業内容
　1) 各研究領域における英語学術用語の習得，2) MEDLINE等における医学・薬学データベース検索
におけるキーワードなど用いた検索，3) 英語論文等の構成を理解し，必要な論文かどうかの判断
，4) 英語論文等の読解，5) 英語論文等の紹介資料の作成，6) 英語論文等の紹介等，を繰り返して
行う。

授業内容/Class outline/Con

 科学英語，化学・科学英語，英語学術論文キーワード/Key word

薬学用語辞典や化学英語の活用時点等，適宜，指導教員が指定する。英語学術論文等は，指導教員
と相談して決めるか，あるいは自主的に選択する。

教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

学生の課題に対する積極的な取組み状況（50%）とプレゼンテーション，質疑応答（試験等を実施す
る場合もある）（50%）

成績評価の方法・基準等/Evaluation

特になし受講要件（履修条件）/Requirements
長崎大学では，全ての学生が平等に教育を受ける機会を確保するため，修学の妨げとなり得る社会
的障壁の除去及び合理的配慮の提供に取り組んでいます。授業における合理的配慮等のサポートに
ついては，担当教員（上記連絡先参照）または「アシスト広場」（障がい学生支援室）にご相談下
さい。
アシスト広場（障がい学生支援室）連絡先
（TEL）095-819-2006　　（FAX）095-819-2948
（E-MAIL）support@ml.nagasaki-u.ac.jp

アクセシビリティ/Accessibility

備考（URL）/Remarks(URL)

英語学術論文等を読むのに必要な語彙を広げる努力を日頃から行うこと。学生へのメッセージ/Message for students
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学期／Semester 2016年度／Academic Year　　 
通年／whole year 曜日・校時／Day・Period他／Oth. 0

2016/04/01～2017/03/31開講期間／Class period

必修選択／Required/Elective class
単位数(一般/編入/留学)／Credits
(general/admission/overseas)

必修／required 1.0//

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30051203201630051203C3

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPH 47001_793

授業科目名／Subject 科学英語：薬品製造化学／Exercise Academic English for Pharmaceutical Sciences

編集担当教員／Professor in charge of
putting together the course syllabus

石原　淳／Ishihara Jun

授業担当教員名（科目責任者）
／Professor in charge of the subject

石原　淳／Ishihara Jun

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

石原　淳／Ishihara Jun

演習科目／Seminar科目分類／Class type

講義形態／Class Form4, 5 演習／Seminar対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬科学科４年、薬学科５年対象学生（クラス等）  /Object Student

jishi@nagasaki-u.ac.jp担当教員Eメールアドレス/E-mail address

薬品製造化学研究室担当教員研究室/Laboratory

819-2427担当教員TEL/Tel

月-金　13:00-18:00担当教員オフィスアワー/Office hours
創薬科学に関する有機合成化学の研究領域の英語技術用語を習得し、英語の論文やテキストを読解
し、その内容を要約して説明できるようにする。また、有機合成化学の研究領域に関する簡単な英
文を作成できるようにする。

授業の概要及び位置づけ/Course Outline and
Objectives

本演習によって、創薬科学に関する技術用語を習得し、その知識を活用して創薬科学に関する英語
学術論文やテキストを理解し、解説できるとともに、有機合成化学の研究領域に係る簡単な英作文
ができるようになる。修得する。

授業到達目標/Goal

各研究室に配属され、指導教員のもと設定された課題実験に関して、それに係る英語論文やテキス
トにより情報を収集し、これを読解し、説明するとともに、自身の実験に関する簡単な英語資料を
作成し、紹介する。

授業方法（学習指導法）/Method

1)各領域における英語学術用語の修得、２）MEDLINE等における医学・薬学データベース検索におけ
るキーワードなどを用いた検索、３）英語論文等の構成を理解し、必要な論文かどうかの判断、
４）英語論文等の読解、５）英語論文等の紹介資料の作成、６）英語論文等の紹介等、
を繰り返して行う。

授業内容/Class outline/Con

科学英語、英語学術論文キーワード/Key word

薬学用語辞典や化学英語の活用時点等、適宜、指導教員が指定する。英語学術論文は、指導教員と
相談して決めるか、あるいは自主的に選択する。

教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

学生の課題に対する積極的な取り組み状況（５０％）とプレゼンテーション、質疑応答（５０％）成績評価の方法・基準等/Evaluation

特になし受講要件（履修条件）/Requirements
長崎大学では，全ての学生が平等に教育を受ける機会を確保するため，修学の妨げとなり得る社会
的障壁の除去及び合理的配慮の提供に取り組んでいます。授業における合理的配慮等のサポートに
ついては，担当教員（上記連絡先参照）または「アシスト広場」（障がい学生支援室）にご相談下
さい。
アシスト広場（障がい学生支援室）連絡先
（TEL）095-819-2006　　（FAX）095-819-2948
（E-MAIL）support@ml.nagasaki-u.ac.jp

アクセシビリティ/Accessibility

備考（URL）/Remarks(URL)

英語学術論文等を読むのに必要な語彙を広げる努力を日ごろから行うこと。学生へのメッセージ/Message for students

授業計画詳細／Course Schedule

回(日時)／Time(date and time)授業内容／Contents

創薬科学に関する英文テキストの読解と問題の解答（１）第１回

創薬科学に関する英語テキストをもととする資料検索（１）第２回

創薬科学に関する英語学術論の読解（１）第３回

創薬科学に関する英語学術論の説明（１）第４回

創薬科学に関する英文テキストの読解と問題の解答（２）第５回

創薬科学に関する英語テキストをもととする資料検索（２）第６回

創薬科学に関する英語学術論の読解（２）第７回

創薬科学に関する英語学術論の説明（２）第８回
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創薬科学に関する英文テキストの読解と問題の解答（３）第９回

創薬科学に関する英語テキストをもととする資料検索（３）第１０回

創薬科学に関する英語学術論の読解（３）第１１回

創薬科学に関する英語学術論の説明（３）第１２回

創薬科学に関する英文テキストの読解と問題の解答（４）第１３回

創薬科学に関する英語テキストをもととする資料検索（４）第１４回

創薬科学に関する英語学術論の読解（４）第１５回

創薬科学に関する英語学術論の説明（４）第１６回
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学期／Semester 2016年度／Academic Year　　 
通年／whole year 曜日・校時／Day・Period他／Oth. 0

2016/04/01～2017/03/31開講期間／Class period

必修選択／Required/Elective class
単位数(一般/編入/留学)／Credits
(general/admission/overseas)

必修／required 1.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30051203201630051203C4

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPH 47001_793

授業科目名／Subject 科学英語：医薬品合成化学／Exercise Academic English for Pharmaceutical Sciences

編集担当教員／Professor in charge of
putting together the course syllabus

尾野村　治／Onomura Osamu, 栗山　正巳／Kuriyama Masami

授業担当教員名（科目責任者）
／Professor in charge of the subject

尾野村　治／Onomura Osamu

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

尾野村　治／Onomura Osamu, 栗山　正巳／Kuriyama Masami

演習科目／Seminar科目分類／Class type

講義形態／Class Form4, 5 演習／Seminar対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬科学科4年、薬学科5年対象学生（クラス等）  /Object Student

onomura@nagasaki-u.ac.jp担当教員Eメールアドレス/E-mail address

医薬品合成化学担当教員研究室/Laboratory

095-819-2429担当教員TEL/Tel

月-金9：00-18：00担当教員オフィスアワー/Office hours
創薬科学に関する医薬品合成化学研究領域の英語技術用語を習得し，英語の論文やテキストを読解
し，その内容を要約して説明できるようにする。また，医薬品合成化学研究領域に関する簡単な英
文を作成できるようにする。

授業の概要及び位置づけ/Course Outline and
Objectives

本演習によって，医薬品合成化学に関する技術用語を習得し，その知識を活用して創薬科学に関す
る英語学術論文やテキストを理解し，解説できるとともに，医薬品合成化学研究領域に係る簡単な
英作文ができるようになる。

授業到達目標/Goal

指導教員のもと設定された課題実験に関して，それに係る英語論文やテキストにより情報を収集し
，これを読解し，説明するとともに，自身の実験に関する簡単な英語資料を作成し，紹介する。

授業方法（学習指導法）/Method

課題となる英語論文やテキストは初期には指導教員と相談の上決定するが，最終的には自身の実験
計画に従い，自主的に選択する。それらを読解し，その内容紹介のため，簡単な英語資料を作成し
，セミナー等で報告する。
1) 医薬品合成化学研究領域における英語学術用語の習得，2) Scifinder 等における化学データベ
ース検索におけるキーワードなど用いた検索，3) 英語論文等の構成を理解し，必要な論文かどうか
の判断，4) 英語論文等の読解，5) 英語論文等の紹介資料の作成，6) 英語論文等の紹介等，を繰り
返して行う。

授業内容/Class outline/Con

科学英語，英語学術論文キーワード/Key word

薬学用語辞典や化学英語の活用時点等，適宜，指導教員が指定する。英語学術論文等は，
指導教員と相談して決めるか，あるいは自主的に選択する。

教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

学生の課題に対する積極的な取組み状況（50%）とプレゼンテーション，質疑応答（50%）成績評価の方法・基準等/Evaluation

特になし受講要件（履修条件）/Requirements
長崎大学では，全ての学生が平等に教育を受ける機会を確保するため，修学の妨げとなり得る社会
的障壁の除去及び合理的配慮の提供に取り組んでいます。授業における合理的配慮等のサポートに
ついては，担当教員（上記連絡先参照）または「アシスト広場」（障がい学生支援室）にご相談下
さい。
アシスト広場（障がい学生支援室）連絡先
（TEL）095-819-2006　　（FAX）095-819-2948
（E-MAIL）support@ml.nagasaki-u.ac.jp

アクセシビリティ/Accessibility

http://www.ph.nagasaki-u.ac.jp/lab/synchem/index-j.html備考（URL）/Remarks(URL)

英語学術論文等を読むのに必要な語彙を広げる努力を日頃から行うこと。学生へのメッセージ/Message for students
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学期／Semester 2016年度／Academic Year　　 
通年／whole year 曜日・校時／Day・Period他／Oth. 0

2016/04/01～2017/03/31開講期間／Class period

必修選択／Required/Elective class
単位数(一般/編入/留学)／Credits
(general/admission/overseas)

必修／required 1.0//

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30051203201630051203C5

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPH 47001_793

授業科目名／Subject 科学英語：ゲノム創薬学／Exercise Academic English for Pharmaceutical Sciences

編集担当教員／Professor in charge of
putting together the course syllabus

岩田　修永／Iwata Nobuhisa, 城谷　圭朗／Shirotani Keiro, 浅井　将／Asai Masashi

授業担当教員名（科目責任者）
／Professor in charge of the subject

岩田　修永／Iwata Nobuhisa

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

岩田　修永／Iwata Nobuhisa, 城谷　圭朗／Shirotani Keiro, 浅井　将／Asai Masashi

演習科目／Seminar科目分類／Class type

講義形態／Class Form4, 5 演習／Seminar対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬科学科4年、薬学科5年対象学生（クラス等）  /Object Student

iwata-n@nagasaki-u.ac.jp, keiroshiro@nagasaki-u.ac.jp, asai@nagasaki-u.ac.jp担当教員Eメールアドレス/E-mail address

ゲノム創薬学担当教員研究室/Laboratory

095-819-2435担当教員TEL/Tel

月～金曜日13:00～17:00担当教員オフィスアワー/Office hours
本学独自の薬学専門教育として，創薬科学（薬科学科）および医療薬学（薬学科）に関する各研究
領域の英語技術用語を習得し，英語の論文やテキストを読解し，その内容を要約して説明できるよ
うにする。また，各研究領域に関する簡単な英文を作成できるようにする。

授業の概要及び位置づけ/Course Outline and
Objectives

本演習によって，創薬科学（薬科学科）および医療薬学（薬学科）に関する技術用語を習得し，そ
の知識を活用して創薬科学に関する英語学術論文やテキストを理解し，解説できるとともに，各研
究領域に係る簡単な英作文ができるようになる。

授業到達目標/Goal

各研究室に配属され，指導教員のもと設定された課題実験に関して，それに係る英語論文やテキス
トにより情報を収集し，これを読解し，説明するとともに，自身の実験に関する簡単な英語資料を
作成し，紹介する。

授業方法（学習指導法）/Method

課題となる英語論文やテキストは初期には指導教員と相談の上決定するが，最終的には自身の実験
計画に従い，自主的に選択する。それらを読解し，その内容紹介のため，簡単な英語資料を作成し
，セミナー等で報告する。

授業内容
　1) 各研究領域における英語学術用語の習得，2) MEDLINE等における医学・薬学データベース検索
におけるキーワードなど用いた検索，3) 英語論文等の構成を理解し，必要な論文かどうかの判断
，4) 英語論文等の読解，5) 英語論文等の紹介資料の作成，6) 英語論文等の紹介等，を繰り返して
行う。

授業内容/Class outline/Con

科学英語，英語学術論文キーワード/Key word

薬学用語辞典や科学英語の活用時点等，適宜，指導教員が指定する。英語学術論文等は，指導教員
と相談して決めるか，あるいは自主的に選択する。

教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

学生の課題に対する積極的な取組み状況（50%）とプレゼンテーション，質疑応答（50%）成績評価の方法・基準等/Evaluation

特になし受講要件（履修条件）/Requirements
長崎大学では，全ての学生が平等に教育を受ける機会を確保するため，修学の妨げとなり得る社会
的障壁の除去及び合理的配慮の提供に取り組んでいます。授業における合理的配慮等のサポートに
ついては，担当教員（上記連絡先参照）または「アシスト広場」（障がい学生支援室）にご相談下
さい。
アシスト広場（障がい学生支援室）連絡先
（TEL）095-819-2006　　（FAX）095-819-2948
（E-MAIL）support@ml.nagasaki-u.ac.jp

アクセシビリティ/Accessibility

備考（URL）/Remarks(URL)

英語学術論文等を読むのに必要な語彙を広げる努力を日頃から行うこと。学生へのメッセージ/Message for students

授業計画詳細／Course Schedule

回(日時)／Time(date and time)授業内容／Contents

研究領域に関連する学術雑誌類について知る。第1回

研究領域における英語学術用語の習得第2回

PubMedなどによる医学・薬学データベース検索およびキーワードの選択第3回

英語論文等の構成を理解し，必要な論文かどうかの判断第4回
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英語論文等の読解第5回

英語論文等の読解第6回

英語論文等の紹介資料の作成第7回

英語論文等の紹介第8回
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学期／Semester 2016年度／Academic Year　　 
通年／whole year 曜日・校時／Day・Period他／Oth. 0

2016/04/01～2017/03/31開講期間／Class period

必修選択／Required/Elective class
単位数(一般/編入/留学)／Credits
(general/admission/overseas)

必修／required 1.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30051203201630051203C6

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPH 47001_793

授業科目名／Subject 科学英語：天然物化学／Exercise Academic English for Pharmaceutical Sciences

編集担当教員／Professor in charge of
putting together the course syllabus

田中　隆／Tanaka Takashi, 松尾　洋介／Matsuo Yosuke, 齋藤　義紀／Saito Yoshinori

授業担当教員名（科目責任者）
／Professor in charge of the subject

田中　隆／Tanaka Takashi

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

田中　隆／Tanaka Takashi, 松尾　洋介／Matsuo Yosuke, 齋藤　義紀／Saito Yoshinori

演習科目／Seminar科目分類／Class type

講義形態／Class Form4, 5 演習／Seminar対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬科学科4年、薬学科5年対象学生（クラス等）  /Object Student

t-tanaka@nagasaki-u.ac.jp担当教員Eメールアドレス/E-mail address

天然物化学担当教員研究室/Laboratory

819-2432担当教員TEL/Tel

面談およびメールにて対応担当教員オフィスアワー/Office hours
創薬科学・医療科学に関する各研究領域の英語技術用語を習得し，英語の論文やテキストを読解し
，その内容を要約して説明できるようにする。また，天然物化学研究領域に関する簡単な英文を作
成できるようにする。

授業の概要及び位置づけ/Course Outline and
Objectives

本演習によって，創薬科学・医療科学に関する技術用語を習得し，その知識を活用して英語学術論
文やテキストを理解し，解説できるとともに，各研究領域に係る簡単な英作文ができるようになる
。

授業到達目標/Goal

指導教員のもと設定された課題実験に関して，それに係る英語論文やテキストにより情報を収集し
，これを読解し，説明するとともに，自身の実験に関する簡単な英語資料を作成し，紹介する。

授業方法（学習指導法）/Method

授業の概要 / 授業内容(毎週毎の授業内容を含む)
課題となる英語論文やテキストは初期には指導教員と相談の上決定するが，最終的には自身の実験
計画に従い，自主的に選択する。それらを読解し，その内容紹介のため，簡単な英語資料を作成し
，セミナー等で報告する。

授業内容/Class outline/Con

科学英語，英語学術論文キーワード/Key word

薬学用語辞典や化学英語の活用時点等，適宜，指導教員が指定する。英語学術論文等は，指導教員
と相談して決めるか，あるいは自主的に選択する。

教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

学生の課題に対する積極的な取組み状況（50%）とプレゼンテーション，質疑応答（50%）成績評価の方法・基準等/Evaluation

特になし受講要件（履修条件）/Requirements
長崎大学では，全ての学生が平等に教育を受ける機会を確保するため，修学の妨げとなり得る社会
的障壁の除去及び合理的配慮の提供に取り組んでいます。授業における合理的配慮等のサポートに
ついては，担当教員（上記連絡先参照）または「アシスト広場」（障がい学生支援室）にご相談下
さい。
アシスト広場（障がい学生支援室）連絡先
（TEL）095-819-2006　　（FAX）095-819-2948
（E-MAIL）support@ml.nagasaki-u.ac.jp

アクセシビリティ/Accessibility

http://www.ph.nagasaki-u.ac.jp/lab/natpro/index-j.html備考（URL）/Remarks(URL)

英語学術論文等を読むのに必要な語彙を広げる努力を日頃から行うこと。学生へのメッセージ/Message for students

授業計画詳細／Course Schedule

回(日時)／Time(date and time)授業内容／Contents

研究領域に関連する学術雑誌類について知る。第 １回

研究領域における英語学術用語の習得第 ２回

SciFinderなどによる医学・薬学データベース検索およびキーワードの選択第 ３回

英語論文等の構成を理解し，必要な論文かどうかの判断第 ４回

英語論文等の読解第 ５回

英語論文等の読解第 ６回

英語論文等の紹介資料の作成第 ７回

英語論文等の紹介第8回　　

172



学期／Semester 2016年度／Academic Year　　 
通年／whole year 曜日・校時／Day・Period他／Oth. 0

2016/04/01～2017/03/31開講期間／Class period

必修選択／Required/Elective class
単位数(一般/編入/留学)／Credits
(general/admission/overseas)

必修／required 1.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30051203201630051203C7

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPH 47001_793

授業科目名／Subject 科学英語：機能性分子化学／Exercise Academic English for Pharmaceutical Sciences

編集担当教員／Professor in charge of
putting together the course syllabus

甲斐　雅亮／Kai Masaaki, 椛島　力／Kabashima Tsutomu, 柴田　孝之／Shibata Takayuki

授業担当教員名（科目責任者）
／Professor in charge of the subject

甲斐　雅亮／Kai Masaaki

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

甲斐　雅亮／Kai Masaaki, 椛島　力／Kabashima Tsutomu, 柴田　孝之／Shibata Takayuki

演習科目／Seminar科目分類／Class type

講義形態／Class Form4, 5 演習／Seminar対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬科学科4年、薬学科5年対象学生（クラス等）  /Object Student

甲斐　雅亮／ms-kai@nagasaki-u.ac.jp担当教員Eメールアドレス/E-mail address

薬学部4階　機能性分子化学担当教員研究室/Laboratory

（直通）095-819-2438担当教員TEL/Tel

月-金12:00-18:00担当教員オフィスアワー/Office hours
創薬科学・医療科学に関する各研究領域の英語技術用語を習得し、英語の論文やテキストを読解し
、その内容を要約して説明できるようにする。また、機能性分子化学研究領域に関する簡単な英文
を作成できるようにする。

授業の概要及び位置づけ/Course Outline and
Objectives

本演習によって、創薬科学・医療科学に関する技術用語を習得し、その知識を活用して英語学術論
文やテキストを理解し、解説できるとともに、各研究領域に係る簡単な英作文ができるようになる
。

授業到達目標/Goal

指導教員のもと設定された課題実験に関して、それに係る英語論文やテキストにより情報を収集し
、これを読解し、説明するとともに、自身の実験に関する簡単な英語資料を作成し、紹介する。

授業方法（学習指導法）/Method

授業の概要 / 授業内容(毎週毎の授業内容を含む)
課題となる英語論文やテキストは初期には指導教員と相談の上決定するが、最終的には自身の実験
計画に従い、自主的に選択する。それらを読解し、その内容紹介のため、簡単な英語資料を作成し
、セミナー等で報告する。

授業内容/Class outline/Con

科学英語，英語学術論文キーワード/Key word

薬学用語辞典や化学英語の活用辞典等、適宜、指導教員が指定する。英語学術論文等は、指導教員
と相談して決めるか、あるいは自主的に選択する。

教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

学生の課題に対する積極的な取組み状況（50%）とプレゼンテーション、質疑応答（50%）成績評価の方法・基準等/Evaluation

特になし受講要件（履修条件）/Requirements
長崎大学では，全ての学生が平等に教育を受ける機会を確保するため，修学の妨げとなり得る社会
的障壁の除去及び合理的配慮の提供に取り組んでいます。授業における合理的配慮等のサポートに
ついては，担当教員（上記連絡先参照）または「アシスト広場」（障がい学生支援室）にご相談下
さい。
アシスト広場（障がい学生支援室）連絡先
（TEL）095-819-2006　　（FAX）095-819-2948
（E-MAIL）support@ml.nagasaki-u.ac.jp

アクセシビリティ/Accessibility

備考（URL）/Remarks(URL)

英語学術論文等を読むのに必要な語彙を広げる努力を日頃から行うこと。学生へのメッセージ/Message for students

授業計画詳細／Course Schedule

回(日時)／Time(date and time)授業内容／Contents

研究領域に関連する学術雑誌類について知る。第1回

研究領域における英語学術用語の習得第2回

SciFinderなどによる医学・薬学データベース検索およびキーワードの選択第3回

英語論文等の構成を理解し、必要な論文かどうかの判断第4回

英語論文等の読解第5回

英語論文等の読解第6回

英語論文等の紹介資料の作成第7回

英語論文等の紹介第8回
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学期／Semester 2016年度／Academic Year　　 
通年／whole year 曜日・校時／Day・Period他／Oth. 0

2016/04/01～2017/03/31開講期間／Class period

必修選択／Required/Elective class
単位数(一般/編入/留学)／Credits
(general/admission/overseas)

必修／required 1.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30051203201630051203C8

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPH 47001_793

授業科目名／Subject 科学英語：衛生化学／Exercise Academic English for Pharmaceutical Sciences

編集担当教員／Professor in charge of
putting together the course syllabus

中山　守雄／Nakayama Morio, 淵上　剛志／Fuchigami Takeshi, 吉田　さくら／Yoshida Sakura

授業担当教員名（科目責任者）
／Professor in charge of the subject

中山　守雄／Nakayama Morio

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

中山　守雄／Nakayama Morio, 淵上　剛志／Fuchigami Takeshi, 吉田　さくら／Yoshida Sakura

演習科目／Seminar科目分類／Class type

講義形態／Class Form4, 5 演習／Seminar対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬科学科4年、薬学科5年対象学生（クラス等）  /Object Student

morio@nagasaki-u.ac.jp担当教員Eメールアドレス/E-mail address

衛生化学研究室担当教員研究室/Laboratory

819-2441担当教員TEL/Tel

随時担当教員オフィスアワー/Office hours
創薬科学・医療科学に関する各研究領域の英語技術用語を習得し，英語の論文やテキストを読解し
，その内容を要約して説明できるようにする。また，衛生化学研究領域に関する簡単な英文を作成
できるようにする。

授業の概要及び位置づけ/Course Outline and
Objectives

本演習によって，創薬科学・医療科学に関する技術用語を習得し，その知識を活用して英語学術論
文やテキストを理解し，解説できるとともに，衛生化学研究領域に係る簡単な英作文ができるよう
になる。

授業到達目標/Goal

指導教員のもと設定された課題実験に関して，それに係る英語論文やテキストにより情報を収集し
，これを読解し，説明するとともに，自身の実験に関する簡単な英語資料を作成し，紹介する。

授業方法（学習指導法）/Method

課題となる英語論文やテキストは初期には指導教員と相談の上決定するが，最終的には自身の実験
計画に従い，自主的に選択する。それらを読解し，その内容紹介のため，簡単な英語資料を作成し
，セミナー等で報告する。

授業内容
1) 研究領域に関連する学術雑誌類について知る。
2) 研究領域における英語学術用語の習得
3) SciFinderなどによる医学・薬学データベース検索およびキーワードの選択
4) 英語論文等の構成を理解し，必要な論文かどうかの判断
5) 英語論文等の読解
6) 英語論文等の読解
7) 英語論文等の紹介資料の作成
8) 英語論文等の紹介

授業内容/Class outline/Con

科学英語，英語学術論文キーワード/Key word

薬学用語辞典や化学英語の活用辞典等，適宜，指導教員が指定する。英語学術論文等は，指導教員
と相談して決めるか，あるいは自主的に選択する。

教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

学生の課題に対する積極的な取組み状況（50%）とプレゼンテーション，質疑応答（50%）成績評価の方法・基準等/Evaluation

特になし受講要件（履修条件）/Requirements
長崎大学では，全ての学生が平等に教育を受ける機会を確保するため，修学の妨げとなり得る社会
的障壁の除去及び合理的配慮の提供に取り組んでいます。授業における合理的配慮等のサポートに
ついては，担当教員（上記連絡先参照）または「アシスト広場」（障がい学生支援室）にご相談下
さい。
アシスト広場（障がい学生支援室）連絡先
（TEL）095-819-2006　　（FAX）095-819-2948
（E-MAIL）support@ml.nagasaki-u.ac.jp

アクセシビリティ/Accessibility

備考（URL）/Remarks(URL)

英語学術論文等を読むのに必要な語彙を広げる努力を日頃から行うこと。学生へのメッセージ/Message for students
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学期／Semester 2016年度／Academic Year　　 
通年／whole year 曜日・校時／Day・Period他/Oth.

2016/04/01～2017/03/31開講期間／Class period

必修選択／Required/Elective class
単位数(一般/編入/留学)／Credits
(general/admission/overseas)

必修／required 1.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30051203201630051203C9

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPH 47001_793

授業科目名／Subject 科学英語：薬品分析化学／Exercise Academic English for Pharmaceutical Sciences

編集担当教員／Professor in charge of
putting together the course syllabus

岸川　直哉(大学院大学院医歯薬学総合研究科（薬系）),黒田　直敬(大学院大学院医歯薬学総合研
究科（薬系）)

授業担当教員名（科目責任者）
／Professor in charge of the subject

黒田　直敬(大学院大学院医歯薬学総合研究科（薬系）)

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

黒田　直敬(大学院大学院医歯薬学総合研究科（薬系）),岸川　直哉(大学院大学院医歯薬学総合研
究科（薬系）)

演習科目演習科目／Seminar科目分類／Class type

講義形態／Class Form4年,5年 演習／Seminar対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬科学科4年、薬学科5年対象学生（クラス等）  /Object Student

n-kuro@nagasaki-u.ac.jp担当教員Eメールアドレス/E-mail address

薬品分析化学研究室担当教員研究室/Laboratory

095-819-2894担当教員TEL/Tel

各教員に事前にメール等で予約を取ること。担当教員オフィスアワー/Office hours
創薬科学・医療科学に関する各研究領域の英語技術用語を習得し、英語の論文やテキストを読解し
、その内容を要約して説明できるようにする。また、各研究領域に関する簡単な英文を作成できる
ようにする。

授業の概要及び位置づけ/Course Outline and
Objectives

本演習によって、創薬科学・医療科学に関する技術用語を習得し、その知識を活用して創薬科学・
医療科学に関する英語学術論文やテキストを理解し、解説できるとともに,各研究領域に係る簡単な
英作文ができるようになる。

授業到達目標/Goal

各研究室に配属され、指導教員のもと設定された課題実験に関して、それに係る英語論文やテキス
トにより情報を収集し、これを読解し、説明するとともに自身の実験に関する簡単な英語資料を作
成し、紹介する。

授業方法（学習指導法）/Method

課題となる英語論文やテキストは初期には指導教員と相談の上決定するが、最終的には自身の実験
計画に従い、自主的に選択する。それらを読解し、その内容紹介のため、簡単な英語資料を作成し
、セミナー等で報告する。
授業内容 1) 各研究領域における英語学術用語の習得,2) MEDLINE 等における医学・薬学データベ
ース検索におけるキーワードなど用いた検索,3) 英語論文等の構成を理解し,必要な論文かどうかの
判断,4) 英語論文等の読解,5) 英語論文等 の紹介資料の作成,6) 英語論文等の紹介等,を繰り返し
て行う。

授業内容/Class outline/Con

科学英語、英語学術論文キーワード/Key word

薬学用語辞典や化学英語の活用時点等、適宜指導教員が指定する。英語学術論文等は、指導教員と
相談して決めるか、あるいは自主的に選択する。

教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

学生の課題に対する積極的な取組み状況(50%)とプレゼンテーション,質疑応答(50%)成績評価の方法・基準等/Evaluation

特になし。受講要件（履修条件）/Requirements
長崎大学では，全ての学生が平等に教育を受ける機会を確保するため，修学の妨げとなり得る社会
的障壁の除去及び合理的配慮の提供に取り組んでいます。授業における合理的配慮等のサポートに
ついては，担当教員（上記連絡先参照）または「アシスト広場」（障がい学生支援室）にご相談下
さい。
アシスト広場（障がい学生支援室）連絡先
（TEL）095-819-2006　　（FAX）095-819-2948
（E-MAIL）support@ml.nagasaki-u.ac.jp

アクセシビリティ/Accessibility

備考（URL）/Remarks(URL)

英語学術論文等を読むのに必要な語彙を広げる努力を日頃から行うこと。学生へのメッセージ/Message for students

175



学期／Semester 2016年度／Academic Year　　 
通年／whole year 曜日・校時／Day・Period他／Oth. 0

2016/04/01～2017/03/31開講期間／Class period

必修選択／Required/Elective class
単位数(一般/編入/留学)／Credits
(general/admission/overseas)

必修／required 1.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30051203201630051203D0

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPH 47001_793

授業科目名／Subject 科学英語：薬物治療学／Exercise Academic English for Pharmaceutical Sciences

編集担当教員／Professor in charge of
putting together the course syllabus

塚元　和弘／Tsukamoto Kazuhiro, 近藤　新二／Kondo Shinji

授業担当教員名（科目責任者）
／Professor in charge of the subject

塚元　和弘／Tsukamoto Kazuhiro

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

塚元　和弘／Tsukamoto Kazuhiro, 近藤　新二／Kondo Shinji

演習科目／Seminar科目分類／Class type

講義形態／Class Form4, 5 演習／Seminar対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬科学科4年、薬学科5年対象学生（クラス等）  /Object Student

ktsuka@nagasaki-u.ac.jp担当教員Eメールアドレス/E-mail address

医歯薬学総合研究棟7F・薬物治療学担当教員研究室/Laboratory

095-819-8573担当教員TEL/Tel

月-金 9:00-17:00担当教員オフィスアワー/Office hours
臨床薬学に関する各研究領域の英語技術用語を習得し，英語の論文やテキストを読解し，その内容
を要約して説明できるようにする。また，各研究領域に関する簡単な英文を作成できるようにする
。

授業の概要及び位置づけ/Course Outline and
Objectives

本演習によって，臨床薬学に関する技術用語を習得し，その知識を活用して創薬科学に関する英語
学術論文やテキストを理解し，解説できるとともに，各研究領域に係る簡単な英作文ができるよう
になる。

授業到達目標/Goal

各研究室に配属され，指導教員のもと設定された課題実験に関して，それに係る英語論文やテキス
トにより情報を収集し，これを読解し，説明するとともに，自身の実験に関する簡単な英語資料を
作成し，紹介する。

授業方法（学習指導法）/Method

授業の概要
　各研究室に配属され，指導教員のもと設定された課題実験に関して，それに係る英語論文やテキ
ストにより情報を収集し，これを読解し，説明するとともに，自身の実験に関する簡単な英語資料
を作成し，紹介する。

授業内容
1) 各研究領域における英語学術用語の習得，2) MEDLINE等における医学・薬学データベース検索に
おけるキーワードなど用いた検索，3) 英語論文等の構成を理解し，必要な論文かどうかの判断，4)
英語論文等の読解，5) 英語論文等の紹介資料の作成，6) 英語論文等の紹介等，を繰り返して行う
。

授業内容/Class outline/Con

科学英語，英語学術論文キーワード/Key word

薬学用語辞典や化学英語の活用時点等，適宜，指導教員が指定する。英語学術論文等は，指導教員
と相談して決めるか，あるいは自主的に選択する。

教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

評価対象：学生の課題に対する積極的な取組み状況（50%）とプレゼンテーション，質疑応答
（50%）

成績評価の方法・基準等/Evaluation

特になし受講要件（履修条件）/Requirements
長崎大学では，全ての学生が平等に教育を受ける機会を確保するため，修学の妨げとなり得る社会
的障壁の除去及び合理的配慮の提供に取り組んでいます。授業における合理的配慮等のサポートに
ついては，担当教員（上記連絡先参照）または「アシスト広場」（障がい学生支援室）にご相談下
さい。
アシスト広場（障がい学生支援室）連絡先
（TEL）095-819-2006　　（FAX）095-819-2948
（E-MAIL）support@ml.nagasaki-u.ac.jp

アクセシビリティ/Accessibility

薬学教育モデルコアカリキュラムとの対応
　 E1 総合薬学研究

備考（URL）/Remarks(URL)

英語学術論文等を読むのに必要な語彙を広げる努力を日頃から行うこと。学生へのメッセージ/Message for students
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学期／Semester 2016年度／Academic Year　　 
通年／whole year 曜日・校時／Day・Period他／Oth. 0

2016/04/01～2017/03/31開講期間／Class period

必修選択／Required/Elective class
単位数(一般/編入/留学)／Credits
(general/admission/overseas)

必修／required 1.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30051203201630051203D1

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPH 47001_793

授業科目名／Subject 科学英語：医薬品情報学／Exercise Academic English for Pharmaceutical Sciences

編集担当教員／Professor in charge of
putting together the course syllabus

川上　茂／Kawakami Shigeru, 渕上　由貴／Fuchigami Yuki, 萩森　政頼

授業担当教員名（科目責任者）
／Professor in charge of the subject

川上　茂／Kawakami Shigeru

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

川上　茂／Kawakami Shigeru, 渕上　由貴／Fuchigami Yuki, 萩森　政頼

演習科目／Seminar科目分類／Class type

講義形態／Class Form4, 5 演習／Seminar対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬科学科4年、薬学科5年対象学生（クラス等）  /Object Student

skawakam@nagasaki-u.ac.jp担当教員Eメールアドレス/E-mail address

医歯薬学総合研究棟（歯学部本館）7階　医薬品情報研究室担当教員研究室/Laboratory

095-819-8563担当教員TEL/Tel

月～金　13:00-17:00、メールでも対応可能担当教員オフィスアワー/Office hours
創薬科学・医療科学に関する医薬品情報学研究領域の英語技術用語を習得し，英語の論文やテキス
トを読解し，その内容を要約して説明できるようにする。また，医薬品情報学研究領域に関する簡
単な英文を作成できるようにする。

授業の概要及び位置づけ/Course Outline and
Objectives

本演習によって，医薬品情報学に関する技術用語を習得し，その知識を活用して医薬品情報学研究
領域に関する英語学術論文やテキストを理解し，解説できるとともに，医薬品情報学研究領域に係
る簡単な英作文ができるようになる。

【薬学教育モデル・コアカリキュラムとの対応】
E1　総合薬学研究

授業到達目標/Goal

指導教員のもと設定された課題実験に関して，それに係る英語論文やテキストにより情報を収集し
，これを読解し，説明するとともに，自身の実験に関する簡単な英語資料を作成し，紹介する。

授業方法（学習指導法）/Method

課題となる英語論文やテキストは初期には指導教員と相談の上決定するが，最終的には自身の実験
計画に従い，自主的に選択する。それらを読解し，その内容紹介のため，簡単な英語資料を作成し
，セミナー等で報告する。

授業内容
1) 医薬品情報学領域における英語学術用語の習得，2) MEDLINE 等における医学・薬学データベー
ス検索におけるキーワードなど用いた検索，3) 英語論文等の構成を理解し，必要な論文かどうかの
判断，4) 英語論文等の読解，5) 英語論文等の紹介資料の作成，6) 英語論文等の紹介等，を繰り返
して行う。

授業内容/Class outline/Con

科学英語、英語学術論文キーワード/Key word

薬学用語辞典や化学英語の活用時点等，適宜，指導教員が指定する。英語学術論文等は，指導教員
と相談して決めるか，あるいは自主的に選択する。

教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

学生の課題に対する積極的な取組み状況（50%）とプレゼンテーション，質疑応答（50%）成績評価の方法・基準等/Evaluation

特になし受講要件（履修条件）/Requirements
長崎大学では、全ての学生が平等に教育を受ける機会を確保するため、就学の妨げとなり得る社会
的障壁の除去及び合理的配慮の提供に取り組んでいます。授業における合理的配慮等のサポートに
ついては、担当教員（上記連絡先参照）または「アシスト広場」（障がい学生支援室）にご相談く
ださい。
アシスト広場（障がい学生支援室）連絡先
(TEL) 095-819-2006  (FAX) 095-819-2948
(E-mail) support@ml.nagasaki-u.ac.jp

アクセシビリティ/Accessibility

備考（URL）/Remarks(URL)

英語学術論文等を読むのに必要な語彙を広げる努力を日頃から行うこと。学生へのメッセージ/Message for students

177



学期／Semester 2016年度／Academic Year　　 
通年／whole year 曜日・校時／Day・Period他／Oth. 0

2016/04/01～2017/03/31開講期間／Class period

必修選択／Required/Elective class
単位数(一般/編入/留学)／Credits
(general/admission/overseas)

必修／required 1.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30051203201630051203D2

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPH 47001_793

授業科目名／Subject 科学英語：薬剤学／Exercise Academic English for Pharmaceutical Sciences

編集担当教員／Professor in charge of
putting together the course syllabus

西田　孝洋／Nishida Koyo, 麓　伸太郎／Fumoto Shintaro, 宮元　敬天／Hirotaka Miyamoto

授業担当教員名（科目責任者）
／Professor in charge of the subject

西田　孝洋／Nishida Koyo

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

西田　孝洋／Nishida Koyo, 麓　伸太郎／Fumoto Shintaro, 宮元　敬天／Hirotaka Miyamoto

演習科目／Seminar科目分類／Class type

講義形態／Class Form4, 5 演習／Seminar対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬科学科4年、薬学科5年対象学生（クラス等）  /Object Student

koyo-n@nagasaki-u.ac.jp担当教員Eメールアドレス/E-mail address

薬剤学研究室担当教員研究室/Laboratory

095-819-8566担当教員TEL/Tel

13:00-18:00担当教員オフィスアワー/Office hours
創薬科学（薬科学科）および　医療薬学（薬学科）に関する各研究領域の英語技術用語を習得し，
英語の論文やテキストを読解し，その内容を要約して説明できるようにする。また，各研究領域に
関する簡単な英文を作成できるようにする。

授業の概要及び位置づけ/Course Outline and
Objectives

本演習によって，創薬科学に関する技術用語を習得し，その知識を活用して創薬科学に関する英語
学術論文やテキストを理解し，解説できるとともに，各研究領域に係る簡単な英作文ができるよう
になる。

授業到達目標/Goal

各研究室に配属され，指導教員のもと設定された課題実験に関して，それに係る英語論文やテキス
トにより情報を収集し，これを読解し，説明するとともに，自身の実験に関する簡単な英語資料を
作成し，紹介する。

授業方法（学習指導法）/Method

課題となる英語論文やテキストは初期には指導教員と相談の上決定するが，最終的には自身の実験
計画に従い，自主的に選択する。それらを読解し，その内容紹介のため，簡単な英語資料を作成し
，セミナー等で報告する。

授業内容
1) 各研究領域における英語学術用語の習得，2) MEDLINE 等における医学・薬学データベース検索
におけるキーワードなど用いた検索，3) 英語論文等の構成を理解し，必要な論文かどうかの判断
，4) 英語論文等の読解，5) 英語論文等の紹介資料の作成，6) 英語論文等の紹介等，を繰り返して
行う。

授業内容/Class outline/Con

科学英語、英語学術論文キーワード/Key word

薬学用語辞典や化学英語の活用時点等，適宜，指導教員が指定する。英語学術論文等は，指導教員
と相談して決めるか，あるいは自主的に選択する。

教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

学生の課題に対する積極的な取組み状況（50%）とプレゼンテーション，質疑応答（50%）成績評価の方法・基準等/Evaluation

特になし受講要件（履修条件）/Requirements
長崎大学では，全ての学生が平等に教育を受ける機会を確保するため，修学の妨げとなり得る社会
的障壁の除去及び合理的配慮の提供に取り組んでいます。授業における合理的配慮等のサポートに
ついては，担当教員（上記連絡先参照）または「アシスト広場」（障がい学生支援室）にご相談下
さい。
アシスト広場（障がい学生支援室）連絡先
（TEL）095-819-2006  （FAX）095-819-2948
（E-MAIL）support@ml.nagasaki-u.ac.jp

アクセシビリティ/Accessibility

http://www.ph.nagasaki-u.ac.jp/lab/dds/index-j.html備考（URL）/Remarks(URL)

英語学術論文等を読むのに必要な語彙を広げる努力を日頃から行うこと。学生へのメッセージ/Message for students

178



学期／Semester 2016年度／Academic Year　　 
通年／whole year 曜日・校時／Day・Period他／Oth. 0

2016/04/01～2017/03/31開講期間／Class period

必修選択／Required/Elective class
単位数(一般/編入/留学)／Credits
(general/admission/overseas)

必修／required 1.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30051203201630051203D3

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPH 47001_793

授業科目名／Subject 科学英語：実践薬学／Exercise Academic English for Pharmaceutical Sciences

編集担当教員／Professor in charge of
putting together the course syllabus

中嶋　幹郎／Nakashima Mikirou, 兒玉　幸修／Kodama Yukinobu, 大山　要／Ohyama Kaname

授業担当教員名（科目責任者）
／Professor in charge of the subject

中嶋　幹郎／Nakashima Mikirou

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

中嶋　幹郎／Nakashima Mikirou, 兒玉　幸修／Kodama Yukinobu, 大山　要／Ohyama Kaname

演習科目／Seminar科目分類／Class type

講義形態／Class Form4, 5 演習／Seminar対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬学科5年対象学生（クラス等）  /Object Student

mikirou@nagasaki-u.ac.jp, k-ohyama@nagasaki-u.ac.jp担当教員Eメールアドレス/E-mail address

実践薬学担当教員研究室/Laboratory

095-819-8570, 095-819-8569担当教員TEL/Tel

随時担当教員オフィスアワー/Office hours
医療薬学に関する各研究領域の英語技術用語を習得し，英語の論文やテキストを読解し，その内容
を要約して説明できるようにする。また，各研究領域に関する簡単な英文を作成できるようにする
。

授業の概要及び位置づけ/Course Outline and
Objectives

本演習によって，医療薬学に関する技術用語を習得し，その知識を活用して医療薬学に関する英語
学術論文やテキストを理解し，解説できるとともに，各研究領域に係る簡単な英作文ができるよう
になる。

授業到達目標/Goal

各研究室に配属され，指導教員のもと設定された課題実験に関して，それに係る英語論文やテキス
トにより情報を収集し，これを読解し，説明するとともに，自身の実験に関する簡単な英語資料を
作成し，紹介する。

授業方法（学習指導法）/Method

課題となる英語論文やテキストは初期には指導教員と相談の上決定するが，最終的には自身の実験
計画に従い，自主的に選択する。それらを読解し，その内容紹介のため，簡単な英語資料を作成し
，セミナー等で報告する。授業内容/Class outline/Con

科学英語、英語学術論文キーワード/Key word

薬学用語辞典などの英語教材等，適宜，指導教員が指定する。英語学術論文等は，指導教員と相談
して決めるか，あるいは自主的に選択する。

教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

学生の課題に対する積極的な取組み状況（50%）とプレゼンテーション，質疑応答（50%）成績評価の方法・基準等/Evaluation

特になし受講要件（履修条件）/Requirements
長崎大学では，全ての学生が平等に教育を受ける機会を確保するため，修学の妨げとなり得る社会
的障壁の除去及び合理的配慮の提供に取り組んでいます。授業における合理的配慮等のサポートに
ついては，担当教員（上記連絡先参照）または「アシスト広場」（障がい学生支援室）にご相談下
さい。
アシスト広場（障がい学生支援室）連絡先
（TEL）095-819-2006　　（FAX）095-819-2948
（E-MAIL）support@ml.nagasaki-u.ac.jp

アクセシビリティ/Accessibility

備考（URL）/Remarks(URL)

英語学術論文等を読むのに必要な語彙を広げる努力を日頃から行うこと。学生へのメッセージ/Message for students

授業計画詳細／Course Schedule

回(日時)／Time(date and time)授業内容／Contents
1) 各研究領域における英語学術用語の習得，2) MEDLINE 等における医学・薬学データベース検索
におけるキーワードなど用いた検索，3) 英語論文等の構成を理解し，必要な論文かどうかの判断
，4) 英語論文等の読解，5) 英語論文等の紹介資料の作成，6) 英語論文等の紹介等，を繰り返して
行う。

第1回
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1) 各研究領域における英語学術用語の習得，2) MEDLINE 等における医学・薬学データベース検索
におけるキーワードなど用いた検索，3) 英語論文等の構成を理解し，必要な論文かどうかの判断
，4) 英語論文等の読解，5) 英語論文等の紹介資料の作成，6) 英語論文等の紹介等，を繰り返して
行う。

第2回

1) 各研究領域における英語学術用語の習得，2) MEDLINE 等における医学・薬学データベース検索
におけるキーワードなど用いた検索，3) 英語論文等の構成を理解し，必要な論文かどうかの判断
，4) 英語論文等の読解，5) 英語論文等の紹介資料の作成，6) 英語論文等の紹介等，を繰り返して
行う。

第3回

1) 各研究領域における英語学術用語の習得，2) MEDLINE 等における医学・薬学データベース検索
におけるキーワードなど用いた検索，3) 英語論文等の構成を理解し，必要な論文かどうかの判断
，4) 英語論文等の読解，5) 英語論文等の紹介資料の作成，6) 英語論文等の紹介等，を繰り返して
行う。

第4回

1) 各研究領域における英語学術用語の習得，2) MEDLINE 等における医学・薬学データベース検索
におけるキーワードなど用いた検索，3) 英語論文等の構成を理解し，必要な論文かどうかの判断
，4) 英語論文等の読解，5) 英語論文等の紹介資料の作成，6) 英語論文等の紹介等，を繰り返して
行う。

第5回

1) 各研究領域における英語学術用語の習得，2) MEDLINE 等における医学・薬学データベース検索
におけるキーワードなど用いた検索，3) 英語論文等の構成を理解し，必要な論文かどうかの判断
，4) 英語論文等の読解，5) 英語論文等の紹介資料の作成，6) 英語論文等の紹介等，を繰り返して
行う。

第6回

1) 各研究領域における英語学術用語の習得，2) MEDLINE 等における医学・薬学データベース検索
におけるキーワードなど用いた検索，3) 英語論文等の構成を理解し，必要な論文かどうかの判断
，4) 英語論文等の読解，5) 英語論文等の紹介資料の作成，6) 英語論文等の紹介等，を繰り返して
行う。

第7回

1) 各研究領域における英語学術用語の習得，2) MEDLINE 等における医学・薬学データベース検索
におけるキーワードなど用いた検索，3) 英語論文等の構成を理解し，必要な論文かどうかの判断
，4) 英語論文等の読解，5) 英語論文等の紹介資料の作成，6) 英語論文等の紹介等，を繰り返して
行う。

第8回
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学期／Semester 2016年度／Academic Year　　 
通年／whole year 曜日・校時／Day・Period他／Oth. 0

2016/04/01～2017/03/31開講期間／Class period

必修選択／Required/Elective class
単位数(一般/編入/留学)／Credits
(general/admission/overseas)

必修／required 1.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30051203201630051203D4

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPH 47001_793

授業科目名／Subject 科学英語：感染分子薬学／Exercise Academic English for Pharmaceutical Sciences

編集担当教員／Professor in charge of
putting together the course syllabus

小林　信之／Kobayashi Nobuyuki, 北里　海雄／Kitazato Kaio, 春山　貴弘／Haruyama Takahiro

授業担当教員名（科目責任者）
／Professor in charge of the subject

小林　信之／Kobayashi Nobuyuki

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

小林　信之／Kobayashi Nobuyuki, 北里　海雄／Kitazato Kaio, 春山　貴弘／Haruyama Takahiro

演習科目／Seminar科目分類／Class type

講義形態／Class Form4, 5 演習／Seminar対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬科学科4年、薬学科5年対象学生（クラス等）  /Object Student

nobnob@nagasaki-u.ac.jp担当教員Eメールアドレス/E-mail address

感染分子薬学担当教員研究室/Laboratory

819-2456担当教員TEL/Tel

面談およびメールにて対応担当教員オフィスアワー/Office hours
創薬科学（薬科学科）・臨床薬学（薬学科）に関する各研究領域の英語技術用語を習得し，英語の
論文やテキストを読解し，その内容を要約して説明で
きるようにする。また，各研究領域に関する簡単な英文を作成できるようにする。

授業の概要及び位置づけ/Course Outline and
Objectives

本演習によって，創薬科学（薬科学科）並びに臨床薬学（薬学科）に関する技術用語を習得し，そ
の知識を活用して創薬科学に関する英語学術論文やテキス
トを理解し，解説できるとともに，各研究領域に係る簡単な英作文ができるようになる。

授業到達目標/Goal

指導教員のもと設定された課題実験に関して，それに係る英語論文やテキストにより情報を収集し
，これを読解し，説明するとともに，自身の実験に関する簡単な英語資料を作成し，紹介する。

授業方法（学習指導法）/Method

授業の概要
課題となる英語論文やテキストは初期には指導教員と相談の上決定するが，最終的には自身の実験
計画に従い，自主的に選択する。それらを読解し，その内容紹介のため，簡単な英語資料を作成し
，セミナー等で報告する。

授業内容
1) 各研究領域における英語学術用語の習得，2) MEDLINE 等における医学・薬学データベース検索
におけるキーワードなど用いた検索，3) 英語論文等の構成を理解し，必要な論文かどうかの判断
，4) 英語論文等の読解，5) 英語論文等の紹介資料の作成，6) 英語論文等の紹介等，を繰り返して
行う。

授業内容/Class outline/Con

科学英語，英語学術論文キーワード/Key word

薬学用語辞典や化学英語の活用時点等，適宜，指導教員が指定する。英語学術論文等は，
指導教員と相談して決めるか，あるいは自主的に選択する。

教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

学生の課題に対する積極的な取組み状況（50%）とプレゼンテーション，質疑応答（50%）成績評価の方法・基準等/Evaluation

特になし受講要件（履修条件）/Requirements
長崎大学では，全ての学生が平等に教育を受ける機会を確保するため，修学の妨げとなり得る社会
的障壁の除去及び合理的配慮の提供に取り組んでいます。授業における合理的配慮等のサポートに
ついては，担当教員（上記連絡先参照）または「アシスト広場」（障がい学生支援室）にご相談下
さい。
アシスト広場（障がい学生支援室）連絡先
（TEL）095-819-2006　　（FAX）095-819-2948
（E-MAIL）support@ml.nagasaki-u.ac.jp

アクセシビリティ/Accessibility

http://www.ph.nagasaki-u.ac.jp/research/rsh_mpia.html備考（URL）/Remarks(URL)

英語学術論文等を読むのに必要な語彙を広げる努力を日頃から行うこと。学生へのメッセージ/Message for students

授業計画詳細／Course Schedule

回(日時)／Time(date and time)授業内容／Contents

研究領域に関連する学術雑誌類について知る。第1回

研究領域における英語学術用語の習得第2回

MEDLINE 等における医学・薬学データベース検索におけるキーワードなど用いた検索第3回

英語論文等の構成を理解し，必要な論文かどうかの判断第4回
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英語論文等の読解第5回

英語論文等の読解第6回

英語論文等の紹介資料の作成第7回

英語論文等の紹介第8回
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学期／Semester 2016年度／Academic Year　　 
通年／whole year 曜日・校時／Day・Period他／Oth. 0

2016/04/01～2017/03/31開講期間／Class period

必修選択／Required/Elective class
単位数(一般/編入/留学)／Credits
(general/admission/overseas)

必修／required 1.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30051203201630051203D5

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPH 47001_793

授業科目名／Subject 科学英語：薬用植物学／Exercise Academic English for Pharmaceutical Sciences

編集担当教員／Professor in charge of
putting together the course syllabus

山田　耕史／Yamada Koji

授業担当教員名（科目責任者）
／Professor in charge of the subject

山田　耕史／Yamada Koji

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

山田　耕史／Yamada Koji

演習科目／Seminar科目分類／Class type

講義形態／Class Form4, 5 演習／Seminar対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬科学科4年、薬学科5年対象学生（クラス等）  /Object Student

kyamada@nagasaki-u.ac.jp担当教員Eメールアドレス/E-mail address

薬用植物学担当教員研究室/Laboratory

095-819-2462担当教員TEL/Tel

毎週水曜日17時担当教員オフィスアワー/Office hours
創薬科学（薬科学科）および　医療薬学（薬学科）に関する各研究領域の英語技術用語を習得し，
英語の論文やテキストを読解し，その内容を要約して説明できるようにする。また，各研究領域に
関する簡単な英文を作成できるようにする。
　

授業の概要及び位置づけ/Course Outline and
Objectives

本演習によって，創薬科学（薬科学科）および　医療薬学（薬学科）に関する技術用語を習得し，
その知識を活用して創薬科学に関する英語学術論文やテキストを理解し，解説できるとともに，各
研究領域に係る簡単な英作文ができるようになる。

授業到達目標/Goal

研究室に配属され，指導教員のもと設定された課題実験に関して，それに係る英語論文やテキスト
により情報を収集し，これを読解し，説明するとともに，自身の実験に関する簡単な英語資料を作
成し，紹介する。

授業方法（学習指導法）/Method

授業の概要 / 授業内容(毎週毎の授業内容を含む)
　課題となる英語論文やテキストは初期には指導教員と相談の上決定するが，最終的には自身の実
験計画に従い，自主的に選択する。それらを読解し，その内容紹介のため，簡単な英語資料を作成
し，セミナー等で報告する。

授業内容
　1) 各研究領域における英語学術用語の習得，2) MEDLINE等における医学・薬学データベース検索
におけるキーワードなど用いた検索，3) 英語論文等の構成を理解し，必要な論文かどうかの判断
，4) 英語論文等の読解，5) 英語論文等の紹介資料の作成，6) 英語論文等の紹介等，を繰り返して
行う。

授業内容/Class outline/Con

科学英語，英語学術論文キーワード/Key word

薬学用語辞典や化学英語の活用時点等，適宜，指導教員が指定する。英語学術論文等は，指導教員
と相談して決めるか，あるいは自主的に選択する。

教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

学生の課題に対する積極的な取組み状況（50%）とプレゼンテーション，質疑応答（50%）成績評価の方法・基準等/Evaluation

特になし受講要件（履修条件）/Requirements
長崎大学では，全ての学生が平等に教育を受ける機会を確保するため，修学の妨げとなり得る社会
的障壁の除去及び合理的配慮の提供に取り組んでいます。授業における合理的配慮等のサポートに
ついては，担当教員（上記連絡先参照）または「アシスト広場」（障がい学生支援室）にご相談下
さい。
アシスト広場（障がい学生支援室）連絡先
（TEL）095-819-2006　　（FAX）095-819-2948
（E-MAIL）support@ml.nagasaki-u.ac.jp

アクセシビリティ/Accessibility

備考（URL）/Remarks(URL)

英語学術論文等を読むのに必要な語彙を広げる努力を日頃から行うこと。学生へのメッセージ/Message for students
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学期／Semester 2016年度／Academic Year　　 
通年／whole year 曜日・校時／Day・Period他／Oth. 0

2016/04/01～2017/03/31開講期間／Class period

必修選択／Required/Elective class
単位数(一般/編入/留学)／Credits
(general/admission/overseas)

必修／required 1.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30051203201630051203D6

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPH 47001_793

授業科目名／Subject 科学英語：治療薬剤学／Exercise Academic English for Pharmaceutical Sciences

編集担当教員／Professor in charge of
putting together the course syllabus

中嶋　幹郎／Nakashima Mikirou, 北原　隆志／Takashi Kitahara

授業担当教員名（科目責任者）
／Professor in charge of the subject

中嶋　幹郎／Nakashima Mikirou

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

中嶋　幹郎／Nakashima Mikirou, 北原　隆志／Takashi Kitahara

演習科目／Seminar科目分類／Class type

講義形態／Class Form4, 5 演習／Seminar対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬学科5年対象学生（クラス等）  /Object Student

mikirou@nagasaki-u.ac.jp, kitappy@nagasaki-u.ac.jp担当教員Eメールアドレス/E-mail address

治療薬剤学担当教員研究室/Laboratory

095-819-7250担当教員TEL/Tel

随時担当教員オフィスアワー/Office hours
医療薬学に関する各研究領域の英語技術用語を習得し，英語の論文やテキストを読解し，その内容
を要約して説明できるようにする。また，各研究領域に関する簡単な英文を作成できるようにする
。

授業の概要及び位置づけ/Course Outline and
Objectives

本演習によって，医療薬学に関する技術用語を習得し，その知識を活用して医療薬学に関する英語
学術論文やテキストを理解し，解説できるとともに，各研究領域に係る簡単な英作文ができるよう
になる。

授業到達目標/Goal

各研究室に配属され，指導教員のもと設定された課題実験に関して，それに係る英語論文やテキス
トにより情報を収集し，これを読解し，説明するとともに，自身の実験に関する簡単な英語資料を
作成し，紹介する。

授業方法（学習指導法）/Method

課題となる英語論文やテキストは初期には指導教員と相談の上決定するが，最終的には自身の実験
計画に従い，自主的に選択する。それらを読解し，その内容紹介のため，簡単な英語資料を作成し
，セミナー等で報告する。授業内容/Class outline/Con

科学英語、英語学術論文キーワード/Key word

薬学用語辞典などの英語教材等，適宜，指導教員が指定する。英語学術論文等は，指導教員と相談
して決めるか，あるいは自主的に選択する。

教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

学生の課題に対する積極的な取組み状況（50%）とプレゼンテーション，質疑応答（50%）成績評価の方法・基準等/Evaluation

特になし受講要件（履修条件）/Requirements
長崎大学では，全ての学生が平等に教育を受ける機会を確保するため，修学の妨げとなり得る社会
的障壁の除去及び合理的配慮の提供に取り組んでいます。授業における合理的配慮等のサポートに
ついては，担当教員（上記連絡先参照）または「アシスト広場」（障がい学生支援室）にご相談下
さい。
アシスト広場（障がい学生支援室）連絡先
（TEL）095-819-2006　　（FAX）095-819-2948
（E-MAIL）support@ml.nagasaki-u.ac.jp

アクセシビリティ/Accessibility

備考（URL）/Remarks(URL)

英語学術論文等を読むのに必要な語彙を広げる努力を日頃から行うこと。学生へのメッセージ/Message for students

授業計画詳細／Course Schedule

回(日時)／Time(date and time)授業内容／Contents
1) 各研究領域における英語学術用語の習得，2) MEDLINE 等における医学・薬学データベース検索
におけるキーワードなど用いた検索，3) 英語論文等の構成を理解し，必要な論文かどうかの判断
，4) 英語論文等の読解，5) 英語論文等の紹介資料の作成，6) 英語論文等の紹介等，を繰り返して
行う。

第1回
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1) 各研究領域における英語学術用語の習得，2) MEDLINE 等における医学・薬学データベース検索
におけるキーワードなど用いた検索，3) 英語論文等の構成を理解し，必要な論文かどうかの判断
，4) 英語論文等の読解，5) 英語論文等の紹介資料の作成，6) 英語論文等の紹介等，を繰り返して
行う。

第2回

1) 各研究領域における英語学術用語の習得，2) MEDLINE 等における医学・薬学データベース検索
におけるキーワードなど用いた検索，3) 英語論文等の構成を理解し，必要な論文かどうかの判断
，4) 英語論文等の読解，5) 英語論文等の紹介資料の作成，6) 英語論文等の紹介等，を繰り返して
行う。

第3回

1) 各研究領域における英語学術用語の習得，2) MEDLINE 等における医学・薬学データベース検索
におけるキーワードなど用いた検索，3) 英語論文等の構成を理解し，必要な論文かどうかの判断
，4) 英語論文等の読解，5) 英語論文等の紹介資料の作成，6) 英語論文等の紹介等，を繰り返して
行う。

第4回

1) 各研究領域における英語学術用語の習得，2) MEDLINE 等における医学・薬学データベース検索
におけるキーワードなど用いた検索，3) 英語論文等の構成を理解し，必要な論文かどうかの判断
，4) 英語論文等の読解，5) 英語論文等の紹介資料の作成，6) 英語論文等の紹介等，を繰り返して
行う。

第5回

1) 各研究領域における英語学術用語の習得，2) MEDLINE 等における医学・薬学データベース検索
におけるキーワードなど用いた検索，3) 英語論文等の構成を理解し，必要な論文かどうかの判断
，4) 英語論文等の読解，5) 英語論文等の紹介資料の作成，6) 英語論文等の紹介等，を繰り返して
行う。

第6回

1) 各研究領域における英語学術用語の習得，2) MEDLINE 等における医学・薬学データベース検索
におけるキーワードなど用いた検索，3) 英語論文等の構成を理解し，必要な論文かどうかの判断
，4) 英語論文等の読解，5) 英語論文等の紹介資料の作成，6) 英語論文等の紹介等，を繰り返して
行う。

第7回

1) 各研究領域における英語学術用語の習得，2) MEDLINE 等における医学・薬学データベース検索
におけるキーワードなど用いた検索，3) 英語論文等の構成を理解し，必要な論文かどうかの判断
，4) 英語論文等の読解，5) 英語論文等の紹介資料の作成，6) 英語論文等の紹介等，を繰り返して
行う。

第8回
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学期／Semester
2016年度／Academic Year　後期
／Second Semester

曜日・校時／Day・Period他／Oth. 0

2016/09/28～2017/09/27開講期間／Class period

必修選択／Required/Elective class
単位数(一般/編入/留学)／Credits
(general/admission/overseas)

必修／required 1.0//

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30051203201630051203E0

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPH 47011_793

授業科目名／Subject 科学英語：薬品構造解析学／Exercise Academic English for Pharmaceutical Sciences

編集担当教員／Professor in charge of
putting together the course syllabus

真木　俊英／Maki Toshihide

授業担当教員名（科目責任者）
／Professor in charge of the subject

真木　俊英／Maki Toshihide

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

真木　俊英／Maki Toshihide

演習科目／Seminar科目分類／Class type

講義形態／Class Form4, 5 演習／Seminar対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬科学科4年、薬学科5年対象学生（クラス等）  /Object Student

maki@nagasaki-u.ac.jp担当教員Eメールアドレス/E-mail address

薬品構造解析学研究室担当教員研究室/Laboratory

095-819-2464担当教員TEL/Tel

事前にメール等でアポイントを取って下さい。担当教員オフィスアワー/Office hours
創薬科学・医療科学に関する各研究領域の英語技術用語を習得し、英語の論文やテキストを読解し
、その内容を要約して説明できるようにする。また、各研究領域に関する簡単な英文を作成できる
ようにする。

授業の概要及び位置づけ/Course Outline and
Objectives

本演習によって、創薬科学・医療科学に関する技術用語を習得し、その知識を活用して創薬科学・
医療科学に関する英語学術論文やテキストを理解し、解説できるとともに,各研究領域に係る簡単な
英作文ができるようになる。

授業到達目標/Goal

各研究室に配属され、指導教員のもと設定された課題実験に関して、それに係る英語論文やテキス
トにより情報を収集し、これを読解し、説明するとともに自身の実験に関する簡単な英語資料を作
成し、紹介する。

授業方法（学習指導法）/Method

課題となる英語論文や参考書は、当初は指導教員が推薦するが、修学が進むに伴い自分自身の実験
計画に従い、データベス等をもちいて検索して見いだす。それらを読解し、その内容紹介のため、
簡単な英語資料を作成し、セミナー等で報告する。
授業内容 1) 各研究領域における英語学術用語の習得,2) SciFinder 等における化学・薬学データ
ベース検索におけるキーワードなど用いた検索,3) 英語論文等の構成を理解し,必要な論文かどうか
の判断,4) 英語論文等の読解,5) 英語論文等 の紹介資料の作成,6) 英語論文等の紹介等,を繰り返
して行う。

授業内容/Class outline/Con

科学英語、英語学術論文キーワード/Key word

薬学用語辞典や化学英語の活用辞典等、適宜指導教員が推薦する。
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

学生の課題に対する積極的な取組み状況(50%)とプレゼンテーション,質疑応答(50%)成績評価の方法・基準等/Evaluation
特になし。

受講要件（履修条件）/Requirements

長崎大学では，全ての学生が平等に教育を受ける機会を確保するため，修学の妨げとなり得る社会
的障壁の除去及び合理的配慮の提供に取り組んでいます。授業における合理的配慮等のサポートに
ついては，担当教員（上記連絡先参照）または「アシスト広場」（障がい学生支援室）にご相談下
さい。
アシスト広場（障がい学生支援室）連絡先
（TEL）095-819-2006　　（FAX）095-819-2948
（E-MAIL）support@ml.nagasaki-u.ac.jp

アクセシビリティ/Accessibility

備考（URL）/Remarks(URL)

英語学術論文等を読むのに必要な語彙を広げる努力を日頃から行って下さい。学生へのメッセージ/Message for students
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