
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
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講義

演習
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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
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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 15.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30092120201630092120K0

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPS 46011_796

授業科目名／Subject 薬科学特別実習：細胞制御学／Advanced Experimental Training in 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）)

卒業研究／Experiment科目分類／Class type

講義形態／Class Form4年 実習／Practical Training対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬科学科対象学生（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

13:00̃17:00担当教員オフィスアワー/Office hours

3年次までに修得した知識，経験を活かして，医薬品の創製や環境衛生に関わる能力を身につける。
このプロセスを通じて，未解決の問題への解決法を学び，大学院進学や就職への準備を行う。

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

（Ａ）研究活動を通して，研究の社会的背景や意義を説明することができる。
（Ｂ）自然科学や情報技術に関する基礎的知識を研究に応用することができる。
（Ｃ）創薬や環境衛生に関する専門的知識と技術を研究に応用することができる。
（Ｄ）身につけた知識や経験を統合，利用し，問題解決に取り組むことができる。
（Ｅ）自主的，継続的に研究を進めることができる。
（Ｆ）与えられた条件下で，計画的に研究を進め，結果をまとめることができる。
（Ｇ）日本語による論理的な記述と口頭発表ができ，討議などのコミュニケーションができる。
（Ｈ）和文，英文による学術雑誌を読解し，平易に解説することができる。
（Ｉ）社会及び自然に対する責任を自覚することができる。

授業到達目標/Goal

各研究室に配属され，指導教員の指導のもと研究テーマを設定し，文献調査を行い実験計画を立案
，遂行する。この過程で研究の進め方，発表方法，レポート・論文の書き方を習得する。

授業方法（学習指導法）/Method

授業の概要
研究テーマは指導教員と相談の上設定する。研究テーマの遂行にあたっては，各自創意工夫しなが
ら，研究方法の設定，調査，データの解析，及び考察を繰り返す。また，研究進捗状況の説明会，
文献紹介，勉強会などのセミナーを活発に行う。学部全体でのスケジュール例を以下に示す。

授業内容
4月：卒業研究テーマの設定
指導教員と相談の上，研究テーマを設定する。
7月～12月：中間発表会
卒業研究テーマの選択背景と研究目的，これまで行った実験方法と結果，及び今後の方針等に関す
る発表を行い，中間発表会を行う。
1月～2月：卒業研究発表会と卒業論文の提出
発表形式による最終試問を行う。また，1年間の研究結果を卒業論文としてまとめて，提出する.

授業内容/Class outline/Con

研究活動，卒業論文，発表会キーワード/Key word

各種参考書や英語文献の中から指導教員の推奨に従って適宜選択する。
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

評価対象：卒業論文，レポート，中間発表会，卒業研究論文発表会，及び日常の研究状況から評価
する。卒業論文では上記到達目標の（Ａ）～（Ｄ）（Ｉ），セミナーでは（Ｇ）（Ｈ），発表会で
は（Ｇ），日常の研究状況では（Ｅ）（Ｆ）が主として評価される。
単位修得条件：単位修得には（Ａ）～（Ｇ）のそれぞれにおいて，社会的に受け入れられる水準以
上に到達したことを説明することが必要である。

成績評価の方法・基準等/Evaluation

全学教育科目の最低修得単位数を修得していること。また，講義及び実習科目のうち必要な科目の
単位数を修得していること。

受講要件（履修条件）/Requirements
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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)

薬科学科でこれまで習得してきた知識や技能・態度の集大成となる実習である。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 15.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30092120201630092120K1

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPS 46011_796

授業科目名／Subject 薬科学特別実習：創薬薬理学／Advanced Experimental Training in 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

卒業研究／Experiment科目分類／Class type

講義形態／Class Form4 実習／Practical Training対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬科学科対象学生（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(来室前にメールすること)担当教員オフィスアワー/Office hours
分子薬理学の分野における研究課題について、実験の立案、実験計画手法、実験の進行法、論理性
について身につけることがねらいである。また、これらの成果を論文・学会発表することで、より
幅深く、広い知識を身につけることも目的としている。

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

1.研究課題に対し幅広い知識を身につけ、実験の立案と得られた結果からの考察力が身につくこと
ができる。
2.研究成果をまとめ、国内外の学会で発表し、多くの研究者とこの分野に関して対等に話ができ、
より深い知識を身につけることができる。
3.研究成果を論文としてまとめ、自分の力で卒業論文を作成するための、知識・手法を得ることが
できる。

授業到達目標/Goal

授業方法（学習指導法）/Method
授業の概要：
分子薬理学の分野、特に、神経細胞死および神経新生、神経ステロイド、並びに、痛みと痛みを抑
制するメカニズムに関する分子薬理学的、分子生理学的、分子病態学的解析方法を指導し、実験の
進め方を身につけさせる。また、これらに関連する学会発表や論文発表のための指導を行う。

授業内容：
● 分子薬理学的分野における他の学生、教員による、神経細胞死、神経ステロイド、急性疼痛、慢
性痛、オピオイド依存研究に関する最新研究の背景、実験結果、その解析方法、考察などについて
学び、その論理性、図表作成技術などを習得させる。また、学生のテーマとの関連について、その
計画やデータ解析方法について指導する。
● 学生の行った実験成績について、パワーポイント形式のスライドを用いて報告を行い、そのデー
タの解析方法、成果についての考察を指導する。
● 研究成果をまとめ、学会発表、ならびに学術雑誌への論文投稿を行えるように指導を行う。
●学会発表に向けての研究結果のまとめ方とスライド作成法、並びに発表方法と質疑応答に関する
指導を行う。
● 分子薬理学的分野における研究、特に神経細胞死、神経ステロイド、急性疼痛、慢性痛、オピオ
イド依存研究に関する最新研究とその活用法について指導する。

授業内容/Class outline/Con

キーワード/Key word
学術雑誌（Nature, Nature Medicine, Nature Neuroscience, Science, Cell, PNAS,
J.Neuroscience）
データベース（PubMed）の利用

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

研究成果発表、研究論文、卒業論文に対する総合的評価（100％）
研究目的が正しくねられているか、研究計画が立てられているか、データ解析が正しく行われてい
るか、考察が十分されているかが評価基準となる。

成績評価の方法・基準等/Evaluation

なし受講要件（履修条件）/Requirements
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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)
研究計画を事前に立て、ディスカッションし、計画的に実験を行うこと。実験のプロトコール、実
験発案、並びに実験結果は、実験ノートに方法に従って正しく記載すること。

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 15.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30092120201630092120K2

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPS 46011_796

授業科目名／Subject 薬科学特別実習：薬化学／Advanced Experimental Training in 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

卒業研究／Experiment科目分類／Class type

講義形態／Class Form4 実習／Practical Training対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬科学科対象学生（クラス等）  /Object Student

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

薬学部3階　薬化学担当教員研究室/Laboratory

095-819-2423(田中)担当教員TEL/Tel

火曜日16:00～18:00、他の時間の場合は連絡すること（田中）。担当教員オフィスアワー/Office hours

3年次までに修得した知識，経験を活かして，医薬品の創製や環境衛生に関わる能力を身につける。
このプロセスを通じて，未解決の問題への解決法を学び，大学院進学や就職への準備を行う。。

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

（Ａ）研究活動を通して，研究の社会的背景や意義を説明することができる。
（Ｂ）自然科学や情報技術に関する基礎的知識を研究に応用することができる。
（Ｃ）創薬や環境衛生に関する専門的知識と技術を研究に応用することができる。
（Ｄ）身につけた知識や経験を統合，利用し，問題解決に取り組むことができる。
（Ｅ）自主的，継続的に研究を進めることができる。
（Ｆ）与えられた条件下で，計画的に研究を進め，結果をまとめることができる。
（Ｇ）日本語による論理的な記述と口頭発表ができ，討議などのコミュニケーションができる。
（Ｈ）和文，英文による学術雑誌を読解し，平易に解説することができる。
（Ｉ）社会及び自然に対する責任を自覚することができる。

授業到達目標/Goal

各研究室に配属され，指導教員の指導のもと研究テーマを設定し，文献調査を行い実験計画を立案
，遂行する。この過程で研究の進め方，発表方法，レポート・論文の書き方を習得する。

授業方法（学習指導法）/Method

授業の概要
研究テーマは指導教員と相談の上設定する。研究テーマの遂行にあたっては，各自創意工夫しなが
ら，研究方法の設定，調査，データの解析，及び考察を繰り返す。また，研究進捗状況の説明会，
文献紹介，勉強会などのセミナーを活発に行う。学部全体でのスケジュール例を以下に示す。
授業内容
4月：卒業研究テーマの設定
指導教員と相談の上，研究テーマを設定する。
7月～12月：中間発表会
卒業研究テーマの選択背景と研究目的，これまで行った実験方法と結果，及び今後の方針等に関す
る発表を行い，中間発表会を行う。
1月～2月：卒業研究発表会と卒業論文の提出
発表形式による最終試問を行う。また，1年間の研究結果を卒業論文としてまとめて，提出する.

授業内容/Class outline/Con

研究活動，卒業論文，発表会キーワード/Key word

各種の参考書や英語文献があるが，指導教員の推奨に従って適宜選択する。
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

評価対象：卒業論文，レポート，中間発表会，卒業研究論文発表会，及び日常の研究状況から評価
する。卒業論文では上記到達目標の（Ａ）～（Ｄ）（Ｉ），セミナーでは（Ｇ）（Ｈ），発表会で
は（Ｇ），日常の研究状況では（Ｅ）（Ｆ）が主として評価される。
単位修得条件：単位修得には（Ａ）～（Ｇ）のそれぞれにおいて，社会的に受け入れられる水準以
上に到達したことを説明することが必要である。

成績評価の方法・基準等/Evaluation

全学教育科目の最低修得単位数を修得していること。また，講義及び実習科目のうち必要な科目の
単位数を修得していること。

受講要件（履修条件）/Requirements
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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)

薬科学科でこれまで習得してきた知識や技能・態度の集大成となる実習である。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 15.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30092120201630092120K3

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPS 46011_796

授業科目名／Subject 薬科学特別実習：薬品製造化学／Advanced Experimental Training in 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

卒業研究／Experiment科目分類／Class type

講義形態／Class Form4 実習／Practical Training対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬科学科対象学生（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

3年次までに修得した知識、経験を生かして、医薬品の創製に関わる有機合成の能力を身につける。
このプロセスを通じて、未解決の問題への解決法を学び、大学院進学や就職への準備を行う。

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

１）研究活動を通して、研究の社会的背景や意義を説明することができる。
２）自然科学や情報技術に関する基礎的知識を研究に応用することができる。
３）有機合成に関する専門的知識と技術を研究に応用することができる。
４）身につけた知識や経験を統合、利用し、問題解決に取り組むことができる。
５）自主的、継続的に研究を進めることができる。
６）与えられた条件下で、計画的に研究を進め、結果をまとめることができる。
７）日本語による論理的な記述と口頭発表ができ、討議などのコミュニケーションができる。
８）和文、英文による学術雑誌を読解し、平易に解説することができる。
９）社会及び自然に対する責任を自覚することができる。

授業到達目標/Goal

指導教員の指導のもと研究テーマを設定し、文献調査を行い、実験計画を立案し、遂行する。この
過程で研究の進め方、発表方法、レポート、論文の書き方を習得する。

授業方法（学習指導法）/Method

研究テーマは指導教員と相談の上設定する。研究テーマの遂行にあたっては、各自創意工夫しなが
ら、研究方法の設定、調査、データの解析、および考察をくり返す。また、研究進捗状況の説明会
、文献紹介、勉強会などのセミナーを活発に行う。
4月：卒業研究テーマの設定
　指導教員と相談の上、研究テーマを設定する。
7月～12月：中間発表会
　卒業研究テーマの選択背景と研究目的、これまで行った実験方法と結果、および今後の方針等の
関する発表を行い、中間発表会を行う。
1月～2月：卒業研究発表会と卒業論文の提出
発表形式による最終試問を行う。また、1年間の研究結果を卒業論文としてまとめて、提出する。

授業内容/Class outline/Con

創薬、有機合成、実験計画、文献調査、研究発表、論文作成キーワード/Key word

指導教官の推奨に従って、適宜選択する。
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

評価対象：卒業論文、レポート、中間発表会、卒業研究論文発表会、および日常の研究状態から評
価する。卒業論文では上記到達目標の１＝４，９，セミナーでは７，８、発表会では７、日常の研
究状況では５，６が主に評価される。
単位修得条件：単位修得には１～７のそれぞれにおいて、社会的に受け入れられる水準以上に到達
したことを説明することが必要である。

成績評価の方法・基準等/Evaluation

全学教育科目の最低修得単位数を修得していること。また、講義及び実習科目のうち必要な科目の
単位数を修得していること。（長崎大学薬学部規定第19参照）

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
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備考（URL）/Remarks(URL)

日常から高い研究意識を持ちながら取り組む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 15.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30092120201630092120K4

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPS 46011_796

授業科目名／Subject
薬科学特別実習：医薬品合成化学／Advanced Experimental Training in 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

卒業研究／Experiment科目分類／Class type

講義形態／Class Form4 実習／Practical Training対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬科学科対象学生（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
3 年次までに修得した知識，経験を活かして，医薬品の創製や環境衛生に関わる能力を身につける
。このプロセスを通じ
て，未解決の問題への解決法を学び，大学院進学や就職への準備を行う。

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

（Ａ）研究活動を通して，研究の社会的背景や意義を説明することができる。
（Ｂ）自然科学や情報技術に関する基礎的知識を研究に応用することができる。
（Ｃ）創薬や環境衛生に関する専門的知識と技術を研究に応用することができる。
（Ｄ）身につけた知識や経験を統合，利用し，問題解決に取り組むことができる。
（Ｅ）自主的，継続的に研究を進めることができる。
（Ｆ）与えられた条件下で，計画的に研究を進め，結果をまとめることができる。
（Ｇ）日本語による論理的な記述と口頭発表ができ，討議などのコミュニケーションができる。
（Ｈ）和文，英文による学術雑誌を読解し，平易に解説することができる。
（Ｉ）社会及び自然に対する責任を自覚することができる。

授業到達目標/Goal

各研究室に配属され，指導教員の指導のもと研究テーマを設定し，文献調査を行い実験計画を立案
，遂行する。この過程
で研究の進め方，発表方法，レポート・論文の書き方を習得する。

授業方法（学習指導法）/Method

授業の概要
研究テーマは指導教員と相談の上設定する。研究テーマの遂行にあたっては，各自創意工夫しなが
ら，研究方法の設定，
調査，データの解析，及び考察を繰り返す。また，研究進捗状況の説明会，文献紹介，勉強会など
のセミナーを活発に行
う。学部全体でのスケジュール例を以下に示す。
授業内容
4 月：卒業研究テーマの設定
指導教員と相談の上，研究テーマを設定する。
7 月～12 月：中間発表会
卒業研究テーマの選択背景と研究目的，これまで行った実験方法と結果，及び今後の方針等に関す
る発表を行い，中間発
表会を行う。
1 月～2 月：卒業研究発表会と卒業論文の提出
発表形式による最終試問を行う。また，1 年間の研究結果を卒業論文としてまとめて，提出する。

授業内容/Class outline/Con

研究活動，卒業論文，発表会キーワード/Key word

各種参考書や英語文献の中から指導教員の推奨に従って適宜選択する。
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

評価対象：卒業論文，レポート，中間発表会，卒業研究論文発表会，及び日常の研究状況か
ら評価する。卒業論文では上記到達目標の（Ａ）～（Ｄ）（Ｉ），セミナーでは（Ｇ）（Ｈ），
発表会では（Ｇ），日常の研究状況では（Ｅ）（Ｆ）が主として評価される。
単位修得条件：単位修得には（Ａ）～（Ｇ）のそれぞれにおいて，社会的に受け入れられる
水準以上に到達したことを説明することが必要である。

成績評価の方法・基準等/Evaluation

全学教育科目の最低修得単位数を修得していること。また，講義及び実習科目のうち必要
な科目の単位数を修得していること。

受講要件（履修条件）/Requirements
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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)

薬科学科でこれまで習得してきた知識や技能・態度の集大成となる実習である。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 15.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30092120201630092120K5

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPS 46011_796

授業科目名／Subject 薬科学特別実習：ゲノム創薬学／Advanced Experimental Training in 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

卒業研究／Experiment科目分類／Class type

講義形態／Class Form4 実習／Practical Training対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬科学科対象学生（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

薬学部 ゲノム創薬学担当教員研究室/Laboratory

095-819-2435(岩田), 095-819-2436 (城谷), 095-819-2437 (浅井)担当教員TEL/Tel

月～金曜日　午後１時～６時担当教員オフィスアワー/Office hours

3年次までに修得した知識，経験を活かして，医薬品の創製や環境衛生に関わる能力を身につける。
このプロセスを通じて，未解決の問題への解決法を学び，大学院進学や就職への準備を行う。

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

（Ａ）研究活動を通して，研究の社会的背景や意義を説明することができる。
（Ｂ）自然科学や情報技術に関する基礎的知識を研究に応用することができる。
（Ｃ）創薬や環境衛生に関する専門的知識と技術を研究に応用することができる。
（Ｄ）身につけた知識や経験を統合，利用し，問題解決に取り組むことができる。
（Ｅ）自主的かつ継続的に研究を進めることができる。
（Ｆ）与えられた条件下で計画的に研究を進め，結果をまとめることができる。
（Ｇ）日本語による論理的な記述と口頭発表ができ，討議などのコミュニケーションができる。
（Ｈ）和文，英文による学術雑誌を読解し，平易に解説することができる。
（Ｉ）社会及び自然に対する責任等，研究倫理を自覚することができる。

授業到達目標/Goal

各研究室に配属され，指導教員の指導のもとに設定された研究テーマについて，文献調査を行い、
実験計画を立案し，遂行する。この過程で研究の進め方，発表方法，レポート・論文の書き方を習
得する。

授業方法（学習指導法）/Method

研究テーマは指導教員と相談の上設定する。研究テーマの遂行にあたっては，各自創意工夫しなが
ら，研究方法の設定，調査，データの解析，及び考察を繰り返す。また，研究進捗状況の説明会，
文献紹介，勉強会などのセミナーを活発に行う。学部全体でのスケジュール例を以下に示す。

4月：卒業研究テーマの設定
指導教員と相談の上，研究テーマを設定する。
7月～12月：中間発表会
卒業研究テーマの選択背景と研究目的，これまで行った実験方法と結果，及び今後の方針等に関す
る発表を行い，中間発表会を行う。
1月～2月：卒業研究発表会と卒業論文の提出
発表形式による最終試問を行う。また，1年間の研究結果を卒業論文としてまとめて，提出する。

授業内容/Class outline/Con

認知症、神経病理、疾患モデル動物、プロテアーゼ、遺伝子組換え、幹細胞キーワード/Key word

各種の参考書や英語文献があるが，指導教員の推奨に従って適宜選択する。
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

評価対象：卒業論文，レポート，中間発表会，卒業研究論文発表会，及び日常の研究状況から評価
する。卒業論文では上記到達目標の（Ａ）～（Ｄ）（Ｉ），セミナーでは（Ｇ）（Ｈ），発表会で
は（Ｇ），日常の研究状況では（Ｅ）（Ｆ）が主として評価される。
単位修得条件：単位修得には（Ａ）～（Ｇ）のそれぞれにおいて，社会的に受け入れられる水準以
上に到達したことを説明することが必要である。

成績評価の方法・基準等/Evaluation

全学教育科目の最低修得単位数を修得していること。また，講義及び実習科目のうち必要な科目の
単位数を修得していること。（長崎大学薬学部規定第19参照）
1/3を超える欠席は失格とする。

受講要件（履修条件）/Requirements
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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)

本科目は，薬学部薬科学科での学習の総仕上げと理解してください。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 15.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30092120201630092120K6

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPS 46011_796

授業科目名／Subject 薬科学特別実習：天然物化学／Advanced Experimental Training in 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

卒業研究／Experiment科目分類／Class type

講義形態／Class Form4 実習／Practical Training対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬科学科対象学生（クラス等）  /Object Student

t-tanaka@nagasaki-u.ac.jp；saiyoshi@nagasaki-u.ac.jp; y-matsuo@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, 2433, 2434担当教員TEL/Tel

面談及びメールにて対応担当教員オフィスアワー/Office hours

3年次までに修得した知識，経験を活かして，医薬品の創製や環境衛生に関わる能力を身につける。
このプロセスを通じて，未解決の問題への解決法を学び，大学院進学や就職への準備を行う。

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

（Ａ）研究活動を通して，研究の社会的背景や意義を説明することができる。
（Ｂ）自然科学や情報技術に関する基礎的知識を研究に応用することができる。
（Ｃ）創薬や環境衛生に関する専門的知識と技術を研究に応用することができる。
（Ｄ）身につけた知識や経験を統合，利用し，問題解決に取り組むことができる。
（Ｅ）自主的，継続的に研究を進めることができる。
（Ｆ）与えられた条件下で，計画的に研究を進め，結果をまとめることができる。
（Ｇ）日本語による論理的な記述と口頭発表ができ，討議などのコミュニケーションができる。
（Ｈ）和文，英文による学術雑誌を読解し，平易に解説することができる。
（Ｉ）社会及び自然に対する責任を自覚することができる。

授業到達目標/Goal

各研究室に配属され，指導教員の指導のもと研究テーマを設定し，文献調査を行い実験計画を立案
，遂行する。この過程で研究の進め方，発表方法，レポート・論文の書き方を習得する。

授業方法（学習指導法）/Method

授業の概要
研究テーマは指導教員と相談の上設定する。研究テーマの遂行にあたっては，各自創意工夫しなが
ら，研究方法の設定，調査，データの解析，及び考察を繰り返す。また，研究進捗状況の説明会，
文献紹介，勉強会などのセミナーを活発に行う。学部全体でのスケジュール例を以下に示す。

授業内容
4月：卒業研究テーマの設定
指導教員と相談の上，研究テーマを設定する。
7月～12月：中間発表会
卒業研究テーマの選択背景と研究目的，これまで行った実験方法と結果，及び今後の方針等に関す
る発表を行い，中間発表会を行う。
1月～2月：卒業研究発表会と卒業論文の提出
発表形式による最終試問を行う。また，1年間の研究結果を卒業論文としてまとめて，提出する。

授業内容/Class outline/Con

研究活動，卒業論文，発表会キーワード/Key word

天然物化学、生薬学、有機化学、分析化学、分子構造解析学の教科書、及び必要に応じて植物図鑑
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

評価対象：卒業論文，レポート，中間発表会，卒業研究論文発表会，及び日常の研究状況から評価
する。卒業論文では上記到達目標の（Ａ）～（Ｄ）（Ｉ），セミナーでは（Ｇ）（Ｈ），発表会で
は（Ｇ），日常の研究状況では（Ｅ）（Ｆ）が主として評価される。
単位修得条件：単位修得には（Ａ）～（Ｇ）のそれぞれにおいて，社会的に受け入れられる水準以
上に到達したことを説明することが必要である。

成績評価の方法・基準等/Evaluation

全学教育科目の最低修得単位数を修得していること。また，講義及び実習科目のうち必要な科目の
単位数を修得していること。

受講要件（履修条件）/Requirements
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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)

薬科学科でこれまで習得してきた知識や技能・態度の集大成となる実習である。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 15.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30092120201630092120K7

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPS 46011_796

授業科目名／Subject
薬科学特別実習：機能性分子化学／Advanced Experimental Training in 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

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

卒業研究／Experiment科目分類／Class type

講義形態／Class Form4 実習／Practical Training対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬科学科対象学生（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
3年次までに修得した知識，経験を活かして，医薬品の創製や環境衛生に関わる能力を身につける。
このプロセスを通じて，未解決の問題への解決法を学び，大学院進学や就職への準備を行う。

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

（Ａ）研究活動を通して，研究の社会的背景や意義を説明することができる。
（Ｂ）自然科学や情報技術に関する基礎的知識を研究に応用することができる。
（Ｃ）創薬や環境衛生に関する専門的知識と技術を研究に応用することができる。
（Ｄ）身につけた知識や経験を統合，利用し，問題解決に取り組むことができる。
（Ｅ）自主的，継続的に研究を進めることができる。
（Ｆ）与えられた条件下で，計画的に研究を進め，結果をまとめることができる。
（Ｇ）日本語による論理的な記述と口頭発表ができ，討議などのコミュニケーションができる。
（Ｈ）和文，英文による学術雑誌を読解し，平易に解説することができる。
（Ｉ）社会及び自然に対する責任を自覚することができる。

授業到達目標/Goal

各研究室に配属され，指導教員の指導のもと研究テーマを設定し，文献調査を行い実験計画を立案
，遂行する。この過程で研究の進め方，発表方法，レポート・論文の書き方を習得する。

授業方法（学習指導法）/Method

授業の概要
研究テーマは指導教員と相談の上設定する。研究テーマの遂行にあたっては，各自創意工夫しなが
ら，研究方法の設定，調査，データの解析，及び考察を繰り返す。また，研究進捗状況の説明会，
文献紹介，勉強会などのセミナーを活発に行う。学部全体でのスケジュール例を以下に示す。

授業内容
4月：卒業研究テーマの設定
指導教員と相談の上，研究テーマを設定する。
7月～12月：中間発表会
卒業研究テーマの選択背景と研究目的，これまで行った実験方法と結果，及び今後の方針等に関す
る発表を行い，中間発表会を行う。
1月～2月：卒業研究発表会と卒業論文の提出
発表形式による最終試問を行う。また，1年間の研究結果を卒業論文としてまとめて，提出する。

授業内容/Class outline/Con

研究活動，卒業論文，発表会キーワード/Key word

各種参考書や英語文献の中から指導教員の推奨に従って適宜選択する。
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

評価対象：卒業論文，レポート，中間発表会，卒業研究論文発表会，及び日常の研究状況から評価
する。卒業論文では上記到達目標の（Ａ）～（Ｄ）（Ｉ），セミナーでは（Ｇ）（Ｈ），発表会で
は（Ｇ），日常の研究状況では（Ｅ）（Ｆ）が主として評価される。
単位修得条件：単位修得には（Ａ）～（Ｇ）のそれぞれにおいて，社会的に受け入れられる水準以
上に到達したことを説明することが必要である。

成績評価の方法・基準等/Evaluation

全学教育科目の最低修得単位数を修得していること。また，講義及び実習科目のうち必要な科目の
単位数を修得していること。

受講要件（履修条件）/Requirements
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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)

薬科学科でこれまで習得してきた知識や技能・態度の集大成となる実習である。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 15.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30092120201630092120K8

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPS 46011_796

授業科目名／Subject 薬科学特別実習：衛生化学／Advanced Experimental Training in 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

卒業研究／Experiment科目分類／Class type

講義形態／Class Form4 実習／Practical Training対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬科学科対象学生（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

3年次までに修得した知識，経験を活かして，医薬品の創製や環境衛生に関わる能力を身につける。
このプロセスを通じて，未解決の問題への解決法を学び，大学院進学や就職への準備を行う。

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

（Ａ）研究活動を通して，研究の社会的背景や意義を説明することができる。
（Ｂ）自然科学や情報技術に関する基礎的知識を研究に応用することができる。
（Ｃ）創薬や環境衛生に関する専門的知識と技術を研究に応用することができる。
（Ｄ）身につけた知識や経験を統合，利用し，問題解決に取り組むことができる。
（Ｅ）自主的，継続的に研究を進めることができる。
（Ｆ）与えられた条件下で，計画的に研究を進め，結果をまとめることができる。
（Ｇ）日本語による論理的な記述と口頭発表ができ，討議などのコミュニケーションができる。
（Ｈ）和文，英文による学術雑誌を読解し，平易に解説することができる。
（Ｉ）社会及び自然に対する責任を自覚することができる。

授業到達目標/Goal

　各研究室に配属され，指導教員の指導のもと研究テーマを設定し，文献調査を行い実験計画を立
案，遂行する。この過程で研究の進め方，発表方法，レポート・論文の書き方を習得する。

授業方法（学習指導法）/Method

授業の概要
研究テーマは指導教員と相談の上設定する。研究テーマの遂行にあたっては，各自創意工夫しなが
ら，研究方法の設定，調査，データの解析，及び考察を繰り返す。また，研究進捗状況の説明会，
文献紹介，勉強会などのセミナーを活発に行う。学部全体でのスケジュール例を以下に示す。

授業内容
4月：卒業研究テーマの設定
指導教員と相談の上，研究テーマを設定する。
7月～12月：中間発表会
卒業研究テーマの選択背景と研究目的，これまで行った実験方法と結果，及び今後の方針等に関す
る発表を行い，中間発表会を行う。
1月～2月：卒業研究発表会と卒業論文の提出
発表形式による最終試問を行う。また，1年間の研究結果を卒業論文としてまとめて，提出する。

授業内容/Class outline/Con

研究活動，卒業論文，発表会キーワード/Key word

　学術論文、総説等
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

評価対象：卒業論文，レポート，中間発表会，卒業研究論文発表会，及び日常の研究状況から評価
する。卒業論文では上記到達目標の（Ａ）～（Ｄ）（Ｉ），セミナーでは（Ｇ）（Ｈ），発表会で
は（Ｇ），日常の研究状況では（Ｅ）（Ｆ）が主として評価される。
単位修得条件：単位修得には（Ａ）～（Ｇ）のそれぞれにおいて，社会的に受け入れられる水準以
上に到達したことを説明することが必要である。

成績評価の方法・基準等/Evaluation

全学教育科目の最低修得単位数を修得していること。また，講義及び実習科目のうち必要な科目の
単位数を修得していること。

受講要件（履修条件）/Requirements
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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)

薬科学科でこれまで習得してきた知識や技能・態度の集大成となる実習である。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 15.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30092120201630092120K9

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPS 46011_796

授業科目名／Subject 薬科学特別実習：薬品分析化学／Advanced Experimental Training in Pharmaceutical Sciences

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

黒田　直敬／Naotaka Kuroda, 岸川　直哉／Kishikawa Naoya

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

黒田　直敬／Naotaka Kuroda

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

黒田　直敬／Naotaka Kuroda, 岸川　直哉／Kishikawa Naoya

卒業研究／Experiment科目分類／Class type

講義形態／Class Form4 実習／Practical Training対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬科学科対象学生（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

月～金 10:30～18:00担当教員オフィスアワー/Office hours
3年次までに修得した知識，経験を活かして，医薬品の創製や環境衛生に関わる能力を身につける。
このプロセスを通じて，未解決の問題への解決法を学び，大学院進学や就職への準備を行う。

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

（Ａ）研究活動を通して，研究の社会的背景や意義を説明することができる。
（Ｂ）自然科学や情報技術に関する基礎的知識を研究に応用することができる。
（Ｃ）創薬や環境衛生に関する専門的知識と技術を研究に応用することができる。
（Ｄ）身につけた知識や経験を統合，利用し，問題解決に取り組むことができる。
（Ｅ）自主的，継続的に研究を進めることができる。
（Ｆ）与えられた条件下で，計画的に研究を進め，結果をまとめることができる。
（Ｇ）日本語による論理的な記述と口頭発表ができ，討議などのコミュニケーションができる。
（Ｈ）和文，英文による学術雑誌を読解し，平易に解説することができる。
（Ｉ）社会及び自然に対する責任を自覚することができる。
薬学教育モデル・コアカリキュラム到達目標を含む項目：C2-(2)【定量の基礎】【クロマトグラフ
ィー】、(3) 【分析の準備】【分析技術】【薬毒物の分析】

授業到達目標/Goal

研究室に配属後，指導教員の指導のもと研究テーマを設定し，文献調査を行い実験計画を立案，遂
行する。この過程で研究の進め方，発表方法，レポート・論文の書き方を習得する。
薬学教育モデル・コアカリキュラム一般目標】C2 化学物質の分析： (2)化学物質の検出と定量、
(3) 分析技術の臨床応用

授業方法（学習指導法）/Method

授業の概要
研究テーマは指導教員と相談の上設定する。研究テーマの遂行にあたっては，各自創意工夫しなが
ら，研究方法の設定，調査，データの解析，及び考察を繰り返す。また，研究進捗状況の説明会，
文献紹介，勉強会などのセミナーを活発に行う。学部全体でのスケジュール例を以下に示す。

授業内容
4月：卒業研究テーマの設定
指導教員と相談の上，研究テーマを設定する。
7月～12月：中間発表会
卒業研究テーマの選択背景と研究目的，これまで行った実験方法と結果，及び今後の方針等に関す
る発表を行い，中間発表会を行う。
1月～2月：卒業研究発表会と卒業論文の提出
公開発表形式による最終試問を行う。また，1年間の研究結果を卒業論文としてまとめて，提出する
。

授業内容/Class outline/Con

研究活動，卒業論文，発表会キーワード/Key word

各種参考書や英語文献の中から指導教員の推奨に従って適宜選択する。
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book
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評価対象：卒業論文，レポート，中間発表会，卒業研究論文発表会，及び日常の研究状況から評価
する。卒業論文では上記到達目標の（Ａ）～（Ｄ）（Ｉ），セミナーでは（Ｇ）（Ｈ），発表会で
は（Ｇ），日常の研究状況では（Ｅ）（Ｆ）が主として評価される。
単位修得条件：単位修得には（Ａ）～（Ｇ）のそれぞれにおいて，社会的に受け入れられる水準以
上に到達したことを説明することが必要である。

成績評価の方法・基準等/Evaluation

全学教育科目の最低修得単位数を修得していること。また，講義及び実習科目のうち必要な科目の
単位数を修得していること。

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)

薬科学科でこれまで習得してきた知識や技能・態度の集大成となる実習である。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 15.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30092120201630092120L0

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPS 46011_796

授業科目名／Subject 薬科学特別実習：薬物治療学／Advanced Experimental Training in 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

卒業研究／Experiment科目分類／Class type

講義形態／Class Form4 実習／Practical Training対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬科学科対象学生（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

3年次までに修得した知識，経験を活かして，医薬品の創製や環境衛生に関わる能力を身につける。
このプロセスを通じて，未解決の問題への解決法を学び，大学院進学や就職への準備を行う。

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

（Ａ）研究活動を通して，研究の社会的背景や意義を説明することができる。
（Ｂ）自然科学や情報技術に関する基礎的知識を研究に応用することができる。
（Ｃ）創薬や環境衛生に関する専門的知識と技術を研究に応用することができる。
（Ｄ）身につけた知識や経験を統合，利用し，問題解決に取り組むことができる。
（Ｅ）自主的，継続的に研究を進めることができる。
（Ｆ）与えられた条件下で，計画的に研究を進め，結果をまとめることができる。
（Ｇ）日本語による論理的な記述と口頭発表ができ，討議などのコミュニケーションができる。
（Ｈ）和文，英文による学術雑誌を読解し，平易に解説することができる。
（Ｉ）社会及び自然に対する責任を自覚することができる。

授業到達目標/Goal

研究室に配属され，指導教員の指導のもと研究テーマを設定し，文献調査を行い実験計画を立案，
遂行する。この過程で研究の進め方，発表方法，レポート・論文の書き方を習得する。

授業方法（学習指導法）/Method

授業の概要
研究テーマは指導教員と相談の上設定する。研究テーマの遂行にあたっては，各自創意工夫しなが
ら，研究方法の設定，調査，データの解析，及び考察を繰り返す。また，研究進捗状況の説明会，
文献紹介，勉強会などのセミナーを活発に行う。学部全体でのスケジュール例を以下に示す。

授業内容
4月：卒業研究テーマの設定
指導教員と相談の上，研究テーマを設定する。
7月～12月：中間発表会
卒業研究テーマの選択背景と研究目的，これまで行った実験方法と結果，及び今後の方針等に関す
る発表を行い，中間発表会を行う。
1月～2月：卒業研究発表会と卒業論文の提出
発表形式による最終試問を行う。また，1年間の研究結果を卒業論文としてまとめて，提出する。

授業内容/Class outline/Con

研究活動，卒業論文，発表会キーワード/Key word

各種参考書や英語文献の中から指導教員の推奨に従って適宜選択する。
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

評価対象：卒業論文，レポート，中間発表会，卒業研究論文発表会，及び日常の研究状況から評価
する。卒業論文では上記到達目標の（Ａ）～（Ｄ）（Ｉ），セミナーでは（Ｇ）（Ｈ），発表会で
は（Ｇ），日常の研究状況では（Ｅ）（Ｆ）が主として評価される。
単位修得条件：単位修得には（Ａ）～（Ｇ）のそれぞれにおいて，社会的に受け入れられる水準以
上に到達したことを説明することが必要である。

成績評価の方法・基準等/Evaluation

全学教育科目の最低修得単位数を修得していること。また，講義及び実習科目のうち必要な科目の
単位数を修得していること。

受講要件（履修条件）/Requirements
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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)

薬科学科でこれまで習得してきた知識や技能・態度の集大成となる実習である。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 15.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30092120201630092120L1

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPS 46011_796

授業科目名／Subject 薬科学特別実習：医薬品情報学／Advanced Experimental Training in 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

卒業研究／Experiment科目分類／Class type

講義形態／Class Form4 実習／Practical Training対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬科学科対象学生（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　医薬品情報学研究室担当教員研究室/Laboratory

095-819-8563担当教員TEL/Tel

13:00̃17:00、メールでも対応可能担当教員オフィスアワー/Office hours
3年次までに修得した知識，経験を活かして，医薬品の創製や環境衛生に関わる能力を身につける。
このプロセスを通じて，未解決の問題への解決法を学び，大学院進学や就職への準備を行う。
【薬学教育モデル・コアカリキュラム一般目標】A 全学年を通して：ヒューマニズムについて学ぶ
A(2)医療の担い手としてのこころ構え、C16 製剤化のサイエンス (3)DDS（Drug Delivery System:
薬物送達システム）、C17　医薬品の開発と生産(1)医薬品開発と生産の流れ、(3)バイオ医薬品とゲ
ノム情報

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

（Ａ）研究活動を通して，研究の社会的背景や意義を説明することができる。
（Ｂ）自然科学や情報技術に関する基礎的知識を研究に応用することができる。
（Ｃ）創薬や環境衛生に関する専門的知識と技術を研究に応用することができる。
（Ｄ）身につけた知識や経験を統合，利用し，問題解決に取り組むことができる。
（Ｅ）自主的，継続的に研究を進めることができる。
（Ｆ）与えられた条件下で，計画的に研究を進め，結果をまとめることができる。
（Ｇ）日本語による論理的な記述と口頭発表ができ，討議などのコミュニケーションができる。
（Ｈ）和文，英文による学術雑誌を読解し，平易に解説することができる。
（Ｉ）社会及び自然に対する責任を自覚することができる。
 薬学教育モデル・コアカリキュラム到達目標を含む項目：A-(2)【研究活動に求められるこころ構
え】、C16-(3)【DDSの必要性】、【ターゲティング】、【その他のDDS】 C17-(1)【医薬品市場と開
発すべき医薬品】、C17-(3)【遺伝子治療】

授業到達目標/Goal

指導教員の指導のもと研究テーマを設定し，文献調査を行い実験計画を立案，遂行する。この過程
で研究の進め方，発表方法，レポート・論文の書き方を習得する。

授業方法（学習指導法）/Method

授業の概要
研究テーマは指導教員と相談の上設定する。研究テーマの遂行にあたっては，各自創意工夫しなが
ら，研究方法の設定，調査，データの解析，及び考察を繰り返す。また，研究進捗状況の説明会，
文献紹介，勉強会などのセミナーを活発に行う。学部全体でのスケジュール例を以下に示す。

授業内容
4月：卒業研究テーマの設定
指導教員と相談の上，研究テーマを設定する。
7月～12月：中間発表会
卒業研究テーマの選択背景と研究目的，これまで行った実験方法と結果，及び今後の方針等に関す
る発表を行い，中間発表会を行う。
1月～2月：卒業研究発表会と卒業論文の提出
発表形式による最終試問を行う。また，1年間の研究結果を卒業論文としてまとめて，提出する。

授業内容/Class outline/Con

研究活動，卒業論文，発表会キーワード/Key word

各種参考書や英語文献の中から指導教員の推奨に従って適宜選択する。
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

評価対象：卒業論文，レポート，中間発表会，卒業研究論文発表会，及び日常の研究状況から評価
する。卒業論文では上記到達目標の（Ａ）～（Ｄ）（Ｉ），セミナーでは（Ｇ）（Ｈ），発表会で
は（Ｇ），日常の研究状況では（Ｅ）（Ｆ）が主として評価される。
単位修得条件：単位修得には（Ａ）～（Ｇ）のそれぞれにおいて，社会的に受け入れられる水準以
上に到達したことを説明することが必要である。

成績評価の方法・基準等/Evaluation
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全学教育科目の最低修得単位数を修得していること。また，講義及び実習科目のうち必要な科目の
単位数を修得していること。

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)

薬科学科でこれまで習得してきた知識や技能・態度の集大成となる実習である。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
卒業研究テーマの設定：
指導教員と相談の上，研究テーマを設定する。研究テーマに即して文献や過去のデータを参考にし
て、研究計画を立てる。

4月

中間発表会：
卒業研究テーマの選択背景と研究目的，これまで行った実験方法と結果，及び今後の方針等に関す
る発表を行い，中間発表会を行う。

7月～10月

卒業研究発表会と卒業論文の提出：
発表形式による最終試問を行う。また，1年間の研究結果を卒業論文としてまとめて，提出する。

12月～2月
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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 15.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30092120201630092120L2

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPS 46011_796

授業科目名／Subject 薬科学特別実習：薬剤学／Advanced Experimental Training in 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

卒業研究／Experiment科目分類／Class type

講義形態／Class Form4 実習／Practical Training対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬科学科対象学生（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

歯学部本館7階　薬剤学研究室担当教員研究室/Laboratory

095-819-8566担当教員TEL/Tel

月～金曜日 13:00-18:00（LACSで予定を確認すること）、メールでも対応担当教員オフィスアワー/Office hours
3年次までに修得した知識、経験を活かして、薬を創る能力や薬を適正に使用する能力を身につける
。このプロセスを通じて、未解決の問題への解決法を学び、大学院進学や就職への準備を行う。【
薬学教育モデル・コアカリキュラム一般目標】E1　総合薬学研究（１）研究活動に求められる態度
（２）研究活動を学ぶ（３）未知との遭遇

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

（Ａ）研究活動を通して、研究の社会的背景や意義を説明することができる。
（Ｂ）自然科学や情報技術に関する基礎的知識を研究に応用することができる。
（Ｃ）創薬に関する専門的知識と技術を研究に応用することができる。
（Ｄ）身につけた知識や経験を統合、利用し、問題解決に取り組むことができる。
（Ｅ）自主的、継続的に研究を進めることができる。
（Ｆ）与えられた条件下で、計画的に研究を進め、結果をまとめることができる。
（Ｇ）日本語による論理的な記述と口頭発表ができ、討議などのコミュニケーションができる。
（Ｈ）和文，英文による学術雑誌を読解し、平易に解説することができる。
（Ｉ）社会及び自然に対する責任を自覚することができる。
薬学教育モデル・コアカリキュラム到達目標を含む項目：E1（１）（２）（３）

授業到達目標/Goal

医療情報解析学研究室に配属され、指導教員の指導のもと研究テーマを設定し、文献調査を行い実
験計画を立案、遂行する。この過程で研究の進め方、発表方法、レポート・論文の書き方を習得す
る。

授業方法（学習指導法）/Method

授業の概要：
研究テーマは指導教員と相談の上設定する。研究テーマの遂行にあたっては、各自創意工夫しなが
ら、研究方法の設定、調査、データの解析及び考察を繰り返す。また、研究進捗状況の説明会，文
献紹介、勉強会などのセミナーを活発に行う。学部全体でのスケジュール例を以下に示す。

授業内容：
4月：卒業研究テーマの設定
　指導教員と相談の上、研究テーマを設定する。
7月～12月：中間発表会
　卒業研究テーマの選択背景と研究目的、これまで行った実験方法と結果及び今後の方針等に関す
る発表を行い、中間発表会を行う。
1月～2月：卒業研究発表会と卒業論文の提出
　発表形式による最終試問を行う。また、1年間の研究結果を卒業論文としてまとめて提出する。

授業内容/Class outline/Con

卒業研究，文献調査，実験計画，中間発表，卒業研究発表，卒業論文キーワード/Key word

指導教員が適宜指定する。
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

評価対象：卒業論文，中間発表会，卒業研究発表会および日常の研究状況から評価する。卒業論文
の評価（50％）課題に対する積極的な取り組む姿勢（20％），中間発表会や卒業研究発表会でのプ
レゼンテーション能力（10％），ディスカッション能力（10％），科学的思考力（10％）で総合評
価する。

成績評価の方法・基準等/Evaluation

全学教育科目の最低修得単位数を修得していること。また，講義及び実習科目のうち必要な科目の
単位数を修得していること。（長崎大学薬学部規定第17条参照）

受講要件（履修条件）/Requirements
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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/備考（URL）/Remarks(URL)

学会や研究会での研究発表を目指して下さい。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 15.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30092120201630092120L3

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPS 46011_796

授業科目名／Subject 薬科学特別実習：感染分子薬学／Advanced Experimental Training in 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

卒業研究／Experiment科目分類／Class type

講義形態／Class Form4 実習／Practical Training対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬科学科対象学生（クラス等）  /Object Student

nobnob@nagasaki-u.ac.jp ; kkholi@nagasaki-u.ac.jp ; tharuyam@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, 2457, 2458担当教員TEL/Tel

面談及びメールにて対応担当教員オフィスアワー/Office hours
3 年次までに修得した知識，経験を活かして，医薬品の創製や環境衛生に関わる能力を身につける
。このプロセスを通じ
て，未解決の問題への解決法を学び，大学院進学や就職への準備を行う。

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

（Ａ）研究活動を通して，研究の社会的背景や意義を説明することができる。
（Ｂ）自然科学や情報技術に関する基礎的知識を研究に応用することができる。
（Ｃ）創薬や環境衛生に関する専門的知識と技術を研究に応用することができる。
（Ｄ）身につけた知識や経験を統合，利用し，問題解決に取り組むことができる。
（Ｅ）自主的，継続的に研究を進めることができる。
（Ｆ）与えられた条件下で，計画的に研究を進め，結果をまとめることができる。
（Ｇ）日本語による論理的な記述と口頭発表ができ，討議などのコミュニケーションができる。
（Ｈ）和文，英文による学術雑誌を読解し，平易に解説することができる。
（Ｉ）社会及び自然に対する責任を自覚することができる。

授業到達目標/Goal

研究室に配属され，指導教員の指導のもと研究テーマを設定し，文献調査を行い実験計画を立案，
遂行する。この過程
で研究の進め方，発表方法，レポート・論文の書き方を習得する。

授業方法（学習指導法）/Method

授業の概要
研究テーマは指導教員と相談の上設定する。研究テーマの遂行にあたっては，各自創意工夫しなが
ら，研究方法の設定，調査，データの解析，及び考察を繰り返す。また，研究進捗状況の説明会，
文献紹介，勉強会などのセミナーを活発に行う。学部全体でのスケジュール例を以下に示す。

授業内容
4 月：卒業研究テーマの設定
指導教員と相談の上，研究テーマを設定する。
7 月～12 月：中間発表会
卒業研究テーマの選択背景と研究目的，これまで行った実験方法と結果，及び今後の方針等に関す
る発表を行い，中間発表会を行う。
1 月～2 月：卒業研究発表会と卒業論文の提出
発表形式による最終試問を行う。また，1 年間の研究結果を卒業論文としてまとめて，提出する。

授業内容/Class outline/Con

研究活動，卒業論文，発表会キーワード/Key word

各種参考書や英語文献の中から指導教員の推奨に従って適宜選択する。
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

評価対象：卒業論文，レポート，中間発表会，卒業研究論文発表会，及び日常の研究状況から評価
する。卒業論文では上記到達目標の（Ａ）～（Ｄ）（Ｉ），セミナーでは（Ｇ）（Ｈ），発表会で
は（Ｇ），日常の研究状況では（Ｅ）（Ｆ）が主として評価される。単位修得条件：単位修得には
（Ａ）～（Ｇ）のそれぞれにおいて，社会的に受け入れられる水準以上に到達したことを説明する
ことが必要である。

成績評価の方法・基準等/Evaluation

全学教育科目の最低修得単位数を修得していること。また，講義及び実習科目のうち必要な科目の
単位数を修得していること。

受講要件（履修条件）/Requirements
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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)

薬科学科でこれまで習得してきた知識や技能・態度の集大成となる実習である。学生へのメッセージ/Message for students

260



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 15.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30092120201630092120L4

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPS 46011_796

授業科目名／Subject 薬科学特別実習：薬用植物学／Advanced Experimental Training in 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

卒業研究／Experiment科目分類／Class type

講義形態／Class Form4 実習／Practical Training対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬科学科対象学生（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

薬用植物学研究室担当教員研究室/Laboratory

095-819-2462担当教員TEL/Tel

月-金曜日8:30-17:30担当教員オフィスアワー/Office hours
3年次までに修得した知識，経験を活かして，医薬品の使用に関わる能力を身につける。このプロセ
スを通じて，未解決の問題への解決法を学び，大学院進学や就職への準備を行う。

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

授業到達目標：
（Ａ）研究活動を通して，研究の社会的背景や意義を説明することができる。
（Ｂ）自然科学や情報技術に関する基礎的知識を研究に応用することができる。
（Ｃ）創薬や環境衛生に関する専門的知識と技術を研究に応用することができる。
（Ｄ）身につけた知識や経験を統合，利用し，問題解決に取り組むことができる。
（Ｅ）自主的，継続的に研究を進めることができる。
（Ｆ）与えられた条件下で，計画的に研究を進め，結果をまとめることができる。
（Ｇ）日本語による論理的な記述と口頭発表ができ，討議などのコミュニケーションができる。
（Ｈ）和文，英文による学術雑誌を読解し，平易に解説することができる。
（Ｉ）社会及び自然に対する責任を自覚することができる。

授業到達目標/Goal

研究室に配属され，指導教員の指導のもと研究テーマを設定し，文献調査を行い実験計画を立案，
遂行する。この過程で研究の進め方，発表方法，レポート・論文の書き方を習得する。

授業方法（学習指導法）/Method

授業の概要
研究テーマは指導教員と相談の上設定する。研究テーマの遂行にあたっては，各自創意工夫しなが
ら，研究方法の設定，調査，データの解析，及び考察を繰り返す。また，研究進捗状況の説明会，
文献紹介，勉強会などのセミナーを活発に行う。学部全体でのスケジュール例を以下に示す。

授業内容

4月：卒業研究テーマの設定
指導教員と相談の上，研究テーマを設定する。

7月～12月：中間発表会
卒業研究テーマの選択背景と研究目的，これまで行った実験方法と結果，及び今後の方針等に関す
る発表を行い，中間発表会を行う。

1月～2月：卒業研究発表会と卒業論文の提出
発表形式による最終試問を行う。また，1年間の研究結果を卒業論文としてまとめて，提出する.

授業内容/Class outline/Con

研究活動，卒業論文，発表会キーワード/Key word

各種の参考書や英語文献があるが，指導教員の推奨に従って適宜選択する。
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book
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評価対象：卒業論文，レポート，中間発表会，卒業研究論文発表会，及び日常の研究状況から評価
する。卒業論文では上記到達目標の（Ａ）～（Ｄ）（Ｉ），セミナーでは（Ｇ）（Ｈ），発表会で
は（Ｇ），日常の研究状況では（Ｅ）（Ｆ）が主として評価される。
単位修得条件：単位修得には（Ａ）～（Ｇ）のそれぞれにおいて，社会的に受け入れられる水準以
上に到達したことを説明することが必要である。

成績評価の方法・基準等/Evaluation

全学教育科目の最低修得単位数を修得していること。また，講義及び実習科目のうち必要な科目の
単位数を修得していること。

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)

薬科学科でこれまで習得してきた知識や技能・態度の集大成となる実習である。学生へのメッセージ/Message for students
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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 15.0//

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30092120201630092120L7

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPS 46011_796

授業科目名／Subject
薬科学特別実習：薬品構造解析学／Advanced Experimental Training in 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

卒業研究／Experiment科目分類／Class type

講義形態／Class Form4 実習／Practical Training対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬科学科対象学生（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

095-819-2465担当教員TEL/Tel

月～金　10:00̃17:30担当教員オフィスアワー/Office hours
3年次までに修得した知識，経験を活かして，医薬品の創製や環境衛生に関わる能力を身につける。
このプロセスを通じて，未解決の問題への解決法を学び，大学院進学や就職への準備を行う。

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

（Ａ）研究活動を通して，研究の社会的背景や意義を説明することができる。
（Ｂ）自然科学や情報技術に関する基礎的知識を研究に応用することができる。
（Ｃ）創薬や環境衛生に関する専門的知識と技術を研究に応用することができる。
（Ｄ）身につけた知識や経験を統合，利用し，問題解決に取り組むことができる。
（Ｅ）自主的，継続的に研究を進めることができる。
（Ｆ）与えられた条件下で，計画的に研究を進め，結果をまとめることができる。
（Ｇ）日本語による論理的な記述と口頭発表ができ，討議などのコミュニケーションができる。
（Ｈ）和文，英文による学術雑誌を読解し，平易に解説することができる。
（Ｉ）社会及び自然に対する責任を自覚することができる。

授業到達目標/Goal

研究室に配属後，指導教員の指導のもと研究テーマを設定し，文献調査を行い実験計画を立案，遂
行する。この過程で研究の進め方，発表方法，レポート・論文の書き方を習得する。

授業方法（学習指導法）/Method

研究テーマは指導教員と相談の上設定する。研究テーマの遂行にあたっては，各自創意工夫しなが
ら，研究方法の設定，調査，データの解析，及び考察を繰り返す。また，研究進捗状況の説明会，
文献紹介，勉強会などのセミナーを活発に行う。学部全体でのスケジュール項目を以下に示す。

授業内容
・卒業研究テーマの設定
・指導教員と相談の上，研究テーマを設定する。
・中間発表会
・卒業研究テーマの選択背景と研究目的，これまで行った実験方法と結果，及び今後の方針等に関
する発表を行い，中間発表会を行う。
・卒業研究発表会と卒業論文の提出
・公開発表形式による最終試問を行う。あるいは，1年間の研究結果を卒業論文としてまとめて，提
出する。

授業内容/Class outline/Con

研究活動，卒業論文，発表会キーワード/Key word

成書や学術論文等から指導教員が推薦する。
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

評価対象：卒業論文，レポート，中間発表会，卒業研究論文発表会，及び日常の研究状況から評価
する。卒業論文では上記到達目標の（Ａ）～（Ｄ）（Ｉ），セミナーでは（Ｇ）（Ｈ），発表会で
は（Ｇ），日常の研究状況では（Ｅ）（Ｆ）が主として評価される。
単位修得条件：単位修得には（Ａ）～（Ｇ）のそれぞれにおいて，社会的に受け入れられる水準以
上に到達したことを説明することが必要である。

成績評価の方法・基準等/Evaluation

全学教育科目の最低修得単位数を修得していること。また，講義及び実習科目のうち必要な科目の
単位数を修得していること。受講要件（履修条件）/Requirements
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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)

薬科学科でこれまで習得してきた知識や技能・態度の集大成となる実習です。学生へのメッセージ/Message for students




