
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 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

在宅ケア概論Ⅰ 1 1 選択 集中 19-20
在宅ケア概論Ⅱ 1 1 選択 集中 21-22
在宅医療・福祉早期体験学習 1 1 選択 集中 23-24
医療英語 1 1 選択 選択 集中 25
生化学Ⅱ　　　　 2 2 必修 必修 前期 26-27

有機化学B（有機化学Ⅱ） 2 2 必修 必修 前期 28-29

薬品物理化学（物理化学Ⅱ）　　　 2 2 必修 必修 前期 30-31

生薬学　　　　 2 2 必修 必修 前期 32-33

薬剤学Ⅰ（生物薬剤学）　　 2 2 必修 必修 前期 34-35

薬理学Ⅰ 2 2 必修 必修 前期 36-37

生理・解剖学Ⅰ　 2 2 必修 選択 前期 38-39

生理・解剖学Ⅱ　 2 1 必修 選択 前期 40-41

臨床漢方学　　　 2 1 選択 選択 前期 42-43

●有機電子論   ＊学部モジュール 2 2 選択 選択 前期 44-45

●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 46-47

生化学Ⅲ 2 2 必修 必修 後期 48-49

有機化学C（基礎有機化学） 2 2 必修 必修 後期 50-51

薬品分析化学Ⅱ　 2 2 必修 必修 後期 52-53

薬学統計学（応用情報処理） 2 2 必修 必修 後期 54-55

微生物学　　　　 2 2 必修 必修 後期 56-57

衛生薬学Ⅰ　　 2 2 必修 必修 後期 58-59

臨床医学概論Ⅰ（臨床医学概論） 2 1 必修 選択 後期 60-61

放射化学　　　　 2 2 必修 選択 後期 62-63

医療倫理Ⅰ（医療倫理） 2 1 必修 選択 後期 64-65

●分子構造解析学   ＊学部モジュール　 2 2 選択 選択 後期 66-67

有機化学D（有機化学Ⅲ） 3 2 必修 必修 前期 68-69

薬剤学Ⅱ(製剤学・DDSⅠ) 3 2 必修 必修 前期 70-71

衛生薬学Ⅱ 3 2 必修 必修 前期 72-73

細胞生物学 3 2 必修 選択 前期 74-75

薬物治療学Ⅰ 3 2 必修 選択 前期 76-77

臨床医学概論Ⅱ（臨床医学概論） 2 1 必修 選択 前期 78-79

分子生物学 3 2 選択 必修 前期 80-81

●生物物理化学   ＊学部モジュール 3 2 選択 選択 前期 82-83

医療倫理Ⅱ（医療過誤） 3 1 必修 選択 後期 84-85

化学療法学 3 1 必修 選択 後期 86-87

薬剤学Ⅲ(薬物動態学) 3 2 必修 選択 後期 88-89

薬物治療学Ⅱ 3 2 必修 選択 後期 90-91

病原微生物学 3 2 必修 選択 後期 92-93

薬理学Ⅱ 3 2 必修 必修 後期 94-95

天然物化学 3 2 選択 必修 後期 96-97

●生物有機化学   ＊学部モジュール 3 2 選択 選択 後期 98-99

医薬品情報学 4 2 必修 必修 前期 100-101

免疫学 4 2 必修 選択 前期 102-103

医療過誤 4 1 必修 選択 前期 104-105

医療統計学 4 2 必修 選択 前期 106-107

薬理学Ⅲ 4 2 必修 自由 前期 108-109

治療薬剤学Ⅰ 4 2 必修 自由 前期 110-111

薬物治療学Ⅲ 4 1 必修 自由 前期 112-113

臨床検査学Ⅰ 4 2 必修 自由 前期 114-115

創薬科学Ⅰ 4 2 必修 前期 116-117

創薬科学Ⅱ 4 2 必修 前期 118-119

講義
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学期／Semester
2017年度／Academic Year　前期
／First Semester

曜日・校時／Day・Period木／Thu 3

2017/04/01～2017/09/27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 2.0//

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code3001112020173001112001

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPH 10001_792

授業科目名／Subject 薬学概論Ⅰ／Pharmaceutical Sciences I

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

田中　隆／Tanaka Takashi, 高橋　正克／Takahashi Masakatsu

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, 高橋　正克／Takahashi Masakatsu

講義科目（必修）／Lecture科目分類／Class type

講義形態／Class Form1 講義／Lecture対象年次／Year

［薬学］本館２F多目的ホール／Multipurpose Hall教室／Class room

薬学科・薬科学科対象学生（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

天然物化学研究室担当教員研究室/Laboratory

2432担当教員TEL/Tel

月-金 10:30-18:00（メールで要予約）担当教員オフィスアワー/Office hours
薬学部における教育・研究の概略を理解できる知識を身につける。医薬品の開発，利用，管理につ
いて流れの概要を説明できる知識を身につける。薬学教育モデルコアカリキュラム
（http://www.ph.nagasaki-u.ac.jp/student/pdf/H25modelcore.pdf)の最も重要な基礎科目である
。
【薬学教育モデル・コアカリキュラム一般目標】 Ａ「基本事項」（1）薬剤師の使命，（2）薬剤師
に求められる倫理観; Ｂ「薬学と社会」（1）人と社会に関わる薬剤師、（2）薬剤師と医薬品等に
係る法規範、（3）社会保障制度と医療経済、（4）地域における薬局と薬剤師; Ｆ「薬学臨床」
（5）地域の保健・医療・福祉への参画

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

薬学の研究・教育の概略を理解し，それぞれの目標を説明できる。薬学教育モデル・コアカリキュ
ラム到達目標を含む項目： A1-(1)【①医療人として】【②薬剤師が果たすべき役割】【③患者安全
と薬害の防止】【④薬学の歴史と未来】、A-（2）【①生命倫理】【②医療倫理】【③患者の権利】
【④研究倫理】、B-（1）、B-(2)【①薬剤師の社会的位置づけと責任に係る法規範】【②医薬品等
の品質、有効性及び安全性の確保に係る法規範】【③特別な管理を要する薬物等に係る法規範】、B
-(3) 【①医療、福祉、介護の制度】【②医薬品と医療の経済性】、B-(4)【①地域における薬局の
役割】【②地域における保健、医療、福祉の連携体制と薬剤師】、F-(5)【①在宅（訪問）医療・介
護への参画】【②地域保健（公衆衛生、学校薬剤師、啓発活動）への参画】【③プライマリケア、
セルフメディケーションの実践】【④災害時医療と薬剤師】

授業到達目標/Goal

教科書を用いて講義形式で行う。授業方法（学習指導法）/Method
薬学部の教育・研究について，医薬品開発，医薬品の使用，医薬品の管理などを中心に講義する。
また，医療倫理やファーマシューティカルケアについても基礎的な理解を深めるための講義を行う
。

授業内容/Class outline/Con

薬剤師として、創薬研究者として、将来の自分のキャリアを意識しながら、教科書を読み込み予習
・復習しておく。薬学教育モデルコアカリキュラム（http://www.ph.nagasaki-
u.ac.jp/student/pdf/H25modelcore.pdf)の基盤となる科目である。

事前、事後学習の内容/Preparation & Review

医薬品，医療と薬剤師，薬と社会キーワード/Key word

薬学概論（南山堂）
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

各系（1－4回、5－8回、9－12回、13－15回）の授業をそれぞれ100点満点で採点し，平均値により
評価する。
100点の内訳は，授業取への取り組み30点，演習20点，考査50点である。レポートにより評価するこ
ともある。

成績評価の方法・基準等/Evaluation

特になし受講要件（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

http://www.ph.nagasaki-u.ac.jp/student/pdf/H25modelcore.pdf備考（URL）/Remarks(URL)
薬学教育モデルコアカリキュラム（上記URL)の基盤となる最も重要な基礎科目である。教科書の対
応する内容について，予習を十分に行うこと。

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

総論（１）-薬学の使命・歴史など- [尾野村　４月６日]第 １回

総論（２）-薬と法律- [田中正一　４月１３日]第 ２回

医薬品とは-薬の知識と作用について学ぶ- [石原　４月２０日]第 ３回

医薬品とは-著名な医薬品について、成分や薬効の発見について学ぶ- [田中 隆 ４月２７日]第 ４回

医薬品の開発研究（１）-スクリーニングから臨床試験まで- [植田 ５月１１日]第 ５回

医薬品の開発研究（２）-投与法と新剤形-　[北里 ５月１８日]第 ６回

医薬品の開発研究（３）-臨床試験から薬価収載まで- [武田 ５月２５日]第 ７回

製造販売後の安全対策 [岩田 ６月１日]第 ８回

医薬分業と薬剤師　[高橋正克 ６月７日]第 ９回

地域と薬剤師　[高橋正克 ６月１５日]第10回

薬剤師の業務と活動（１）[大山 ６月２２日]第11回

薬剤師の業務と活動（２） [川上 ６月２９日]第12回

医療と製薬産業 [柴田 ７月６日]第13回

医療制度と医薬品 [中山 ７月１３日]第14回

社会への薬の貢献 [黒田 ７月２０日]第15回
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学期／Semester
2017年度／Academic Year　前期
／First Semester

曜日・校時／Day・Period木／Thu 2

2017/04/01～2017/09/27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 2.0//

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code3001118020173001118002

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPH 22101_782

授業科目名／Subject 薬品分析化学Ⅰ／Pharmaceutical Analysis I

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

講義科目（必修）／Lecture科目分類／Class type

講義形態／Class Form1 講義／Lecture対象年次／Year

［薬学］本館２F多目的ホール／Multipurpose Hall教室／Class room

薬学科・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
化学の基本である「分析化学」の位置付けを理解し，酸・塩基平衡をはじめとする各種化学平衡と
それらの容量分析法への応用を学ぶ。さらに，日本薬局方収載医薬品分析の実例を通して，各定性
・定量分析法の原理，特徴及び分析データの取り扱い方などを習得する。
【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：(1) 分析の基礎、(2) 溶液中
の化学平衡、(3) 化学物質の定性分析・定量分析

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

・分析データを正しく処理することができる　・各種化学平衡の理論を説明し，その容量分析法へ
の応用を例示することができる　・各種定性分析の特徴を説明できる。
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-(1)【分析の基本】、C2-(2)【酸・塩
基平衡】【各種の化学平衡】、C2-(3)【定性分析】【定量分析（容量分析・重量分析）】

授業到達目標/Goal

授業計画に沿って，板書，液晶プロジェクター等により講義を行う。必要に応じて，プリントを配
布する。理解度を確認する目的で，口頭による質問や国家試験過去問題を課す。

授業方法（学習指導法）/Method

授業の概要
医薬品分析や臨床化学分析等の基礎となる分析化学の位置付け，基本的知識（用語，単位，器具，
データ処理法など）を解説し，分析化学の重要性を認識させる。薬品分析化学Ⅰでは，特に種々の
化学平衡に基づく容量分析法や定性分析法を含む化学的分析法を中心に解説を行う。

授業内容/Class outline/Con

事前：シラバスを参考に教科書を予習しておき、疑問点を整理する。
事後：授業内容に関連する教科書内の練習問題で理解度を確認する。

事前、事後学習の内容/Preparation & Review

化学平衡，定量分析，滴定，定性分析キーワード/Key word
教科書：パートナー分析化学Ⅰ（斎藤　寛，千熊正彦，山口政俊，萩中　淳　編集）南江堂
参考書：薬学の分析化学（財津　潔，山口政俊　編集）廣川書店　　教材：プリント配布（LACS で
も閲覧可能）

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

上記目標に対する達成度を，試験結果（90％），授業中の課題に対する積極的な取り組み状況
（10％）により総合的に評価する。ただし、最終試験で60％未満は不合格とする。

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)

高校で修得した化学平衡や中和反応などを十分に復習しておくこと。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

序論：分析化学とは　[黒田]第1回

定量分析総論　[黒田]第2回

分析データの取り扱い方　[黒田]第3回
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容量分析総論　[黒田]第4回

化学平衡と質量作用の法則　[黒田]第5回

酸・塩基とは，電離平衡，緩衝液　[黒田]第6回

酸・塩基（中和）滴定　[黒田]第7回

非水滴定　[黒田]第8回

錯体化学，キレート滴定　[岸川]第9回

沈殿の生成と溶解，沈殿滴定　[岸川]第10回

酸化と還元，酸化還元滴定　[岸川]第11回

各種滴定法の日本薬局方医薬品への応用　[岸川]第12回

無機定性分析　[岸川]第13回

有機定性分析　[岸川]第14回

講義内容の総括 [黒田]第15回

定期試験第16回
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学期／Semester
2017年度／Academic Year　前期
／First Semester

曜日・校時／Day・Period金／Fri 3

2017/04/01～2017/09/27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 2.0//

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code3050125120173050125105

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHMC 16101_781

授業科目名／Subject ●教養有機化学（基礎化学）／Essential Organic Chemistry

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

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

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

栗山　正巳／Kuriyama Masami

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

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

学部モジュール科目科目分類／Class type

講義形態／Class Form1 講義／Lecture対象年次／Year

［薬学］本館２F多目的ホール／Multipurpose Hall教室／Class room

薬学科・薬科学科対象学生（クラス等）  /Object Student

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

薬学部３階　医薬品合成化学担当教員研究室/Laboratory

095-819-2430担当教員TEL/Tel

月－金：13:00－18:00（要予約）担当教員オフィスアワー/Office hours
大学レベルの有機化学を修得する上で基礎となる原子構造、原子軌道、混成軌道に関する概念を学
ぶ。これに基づいて、種々の化学結合、分子構造を理解し、それを反応に結びつける。また、分子
の立体化学についてもイメージできるようにする。

【薬学教育モデル・コアカリキュラム一般目標】Ｃ１ 物質の物理的性質：（１）物質の構造
，（２）物質のエネルギーと平衡，（３）物質の変化／Ｃ３ 化学物質の性質と反応：（１）化学物
質の基本的性質，（２）有機化合物の基本骨格の構造と反応，（３）官能基の性質と反応

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

（１）電子配置と化学結合の形成、結合開裂と生成の様式、混成軌道と分子の立体構造、分子構造
と相対的反応性、不斉と旋光性を概説できる。
（２）基本的な化合物を命名できる。

薬学教育モデル・コアカリキュラム到達目標を含む項目：Ｃ１－（１）【化学結合】【分子間相互
作用】【原子・分子の挙動】，（２）【エネルギー】【自発的な変化】【化学平衡の原理】
，（３）【反応速度】／Ｃ３－（１）【基本事項】【有機化合物の立体構造】，（２）【アルカン
】，（３）【酸性度・塩基性度】

授業到達目標/Goal

予習、復習の実施を前提として教科書に沿って授業を進める。各現象を単独で理解するのではなく
、体系的に理解できるよう反応機構面からも学ぶ。理解をより深めるために毎回小テストを実施。授業方法（学習指導法）/Method

授業の概要
教科書に沿って、化学結合と分子構造、分子構造と反応性、アルカンの反応、シクロアルカン、立
体異性体について順次講義を進める。

授業内容/Class outline/Con

事前学習：教科書を精読して学習内容を把握すると共に不明な箇所を明らかとする
事後学習：教科書と板書内容を丁寧に復習すると共に演習に取り組み理解を深める事前、事後学習の内容/Preparation & Review

分子構造、化学結合、アルカン、ラジカル、立体化学キーワード/Key word

教科書：現代有機化学（上）、第６版、ボルハルト・ショアー著（化学同人）
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

授業中の課題に対する積極的な取り組み状況および授業への貢献度（３０％）、試験（７０％）成績評価の方法・基準等/Evaluation

高校化学を理解していることを前提とする。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/備考（URL）/Remarks(URL)
高校化学全般をよく復習しておくこと。単に知識を暗記するのではなく、本質的な理解に努めるよ
うにして下さい。また、演習により学習内容を使いこなせるようになることが必要となります。

学生へのメッセージ/Message for students

授業計画詳細／Course Schedule
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回(日時)／Time(date and time)授業内容／Contents

原子構造、電子配置 （栗山）第1回

共鳴構造、原子軌道（栗山）第2回

分子軌道、混成軌道（栗山）第3回

反応速度論、熱力学（栗山）第4回

酸と塩基（栗山）第5回

官能基、アルカンの種類と命名（栗山）第6回

アルカンの構造と性質、立体配座（栗山）第7回

演習（尾野村）第8回

アルキルラジカル、超共役、メタンの塩素化（栗山）第9回

メタンのハロゲン化、ラジカル的ハロゲン化の選択性（栗山）第10回

シクロアルカンの命名と性質、環のひずみと構造（栗山）第11回

シクロヘキサンの構造と立体配座（栗山）第12回

多環アルカン、光学活性体（栗山）第13回

絶対配置、ジアステレオマー（栗山）第14回

化学反応における立体化学、エナンチオマーの分離（栗山）第15回

定期試験 （尾野村）第16回

6



学期／Semester
2017年度／Academic Year　前期
／First Semester

曜日・校時／Day・Period金／Fri 4

2017/04/01～2017/09/27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 2.0//

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code3050125220173050125206

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHMC 16301_783

授業科目名／Subject ●教養生物学／Essential Life Science

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

武田　弘資／Takeda Kohsuke, 城谷　圭朗／Shirotani Keiro, 岩田　修永／Iwata Nobuhisa, 浅井
　将／Asai Masashi

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

武田　弘資／Takeda Kohsuke

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

武田　弘資／Takeda Kohsuke, 城谷　圭朗／Shirotani Keiro, 岩田　修永／Iwata Nobuhisa, 浅井
　将／Asai Masashi

学部モジュール科目科目分類／Class type

講義形態／Class Form1 講義／Lecture対象年次／Year

［薬学］本館２F多目的ホール／Multipurpose Hall教室／Class room

1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
生化学I, II, III, 分子生物学、細胞生物学など生物系科目の基礎を養う。
【薬学教育モデル・コアカリキュラム一般目標】
C4 生体分子・医薬品の化学による理解 (1)医薬品の標的となる生体分子の構造と化学的な性質
C6 生命現象の基礎 (1)細胞の構造と機能、(2)生命現象を担う分子、(3)生命活動を担うタンパク質
、(4)生命情報を担う遺伝子、(5)生体エネルギーと生命活動を支える代謝系、(6)細胞間コミュニケ
ーションと細胞内情報伝達、(7)細胞分裂と死
C7 人体の成り立ちと生体機能の調節 (1)人体の成り立ち、(2)生体機能の調節
C8 生体防御と微生物 (1)身体をまもる
D2 環境 （2）生活環境と健康

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

薬学教育において遺伝子や生体成分の役割、さらに細胞の構造や機能を理解することは必須であり
、以下の能力を持つことが求められる。
・細胞の構造や機能について、オルガネラレベルで説明できる。
・アミノ酸やペプチド、糖質、脂質、タンパク質および酵素の役割について説明できる。
・動物のエネルギー代謝や植物の光合成によるエネルギー産生機構ついて説明できる。
・細胞の分裂・情報伝達、受精と成長など生命体の連続性について説明できる。
・DNA・遺伝子の構造と機能、遺伝子発現の調節機構について、例を挙げて説明できる。
・基本的な遺伝子工学技術について、例を挙げて説明できる。

薬学教育モデル・コアカリキュラム到達目標を含む項目：
C4 (1)【医薬品の標的となる生体高分子の化学構造】【生体内で機能する小分子】
C6 (1)【細胞膜】【細胞小器官】【細胞骨格】(2)【脂質】【糖質】【アミノ酸】【タンパク質】【
ヌクレオチドと核酸】【ビタミン】【微量元素】(3)【タンパク質の構造と機能】【タンパク質の成
熟と分解】【酵素】【酵素以外のタンパク質】(4)【遺伝情報を担う分子】【遺伝子の複製】【転写
・翻訳の過程と調節】【遺伝子の変異・修復】【組換えDNA】(5)【ATPの産生と糖質代謝】【脂質代
謝】(6)【細胞内情報伝達】【細胞間コミュニケーション】(7)【細胞分裂】【細胞死】【がん細胞
】
C7 (1)【遺伝】【発生】【器官系概論】(2)【神経による調節機構】【ホルモン・内分泌による調節
機構】【サイトカイン・増殖因子による調節機構】【血圧の調節機構】【血糖の調節機構】【体液
の調節】【体温の調節】
C8 (1)【生体防御反応】【免疫を担当する組織・細胞】【分子レベルで見た免疫のしくみ】
D2 (2)【地球環境と生態系】【水環境】【大気環境】

授業到達目標/Goal

指定する教科書を中心に、プロジェクターやプリントを使い解説する。授業方法（学習指導法）/Method
教科書に準拠して、高校レベルの生物学の復習から、生化学、分子生物学、細胞生物学につながる
基礎的な内容までを幅広く解説する。

授業内容/Class outline/Con

事前学習：教科書や事前にLACSにアップした講義資料を用いて予習を行う。事後学習：教科書、講
義資料、各自のノート等を用いて授業内容の復習を十分行い、分からない点は早めに担当教員に質
問する。適宜参考書を活用することも重要である。

事前、事後学習の内容/Preparation & Review

生体成分、エネルギー代謝、光合成、細胞分裂、受精、遺伝子の構造と機能、生態系、遺伝子工学キーワード/Key word
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教科書： やさしい基礎生物学第２版 （羊土社）
教材： プリント配布 (LACS でも閲覧可能)
参考書、参考図書： コンパス生化学（南江堂）、デブリン生化学（丸善）、Essential細胞生物学
第４版（南江堂）、細胞の分子生物学(Newton Press)、イラストレイテッド　ハーパー・生化学(丸
善)など

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

上記目標に対する達成度を試験結果（中間試験50％、期末試験50％）により評価する。授業への積
極的な取り組み状況（小テストを含む）についても評価に加える。最終試験で60%未満は不合格とす
る。問題を正しく理解し、答えているか。必要なキーワードを用いているか。思考方法が正しいか
で評価する。生物学の基礎の理解が基準となる。

成績評価の方法・基準等/Evaluation

6回以上の欠席は失格とする。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)
高学年で学習する生物系の科目の基盤になります。高校で生物を履修してこなかった学生は、特に
、高学年で学習するより深い生命現象を理解するために、頑張ってついてきてください。事前に教
科書等で十分に予習し、講義の後は復習をかかさないこと。

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

細胞の構造と生命誕生（１） [武田]第1回　4月7日

細胞の構造と生命誕生（2）  [武田]第2回　4月14日

生命を構成する物質 [武田]第3回　4月21日

生体とエネルギー [武田]第4回　4月28日

光合成と窒素同化 [武田]第5回　5月12日

細胞の分裂・情報伝達・がん化 [武田]第6回　5月19日

生命体の受精と成長 [武田]第7回　5月26日

中間試験 [武田]第8回　6月2日

DNA・遺伝子の構造と機能（１）[岩田]第9回　6月9日

DNA・遺伝子の構造と機能（２）[岩田]第10回　6月16日

遺伝の仕組みと遺伝病 [岩田]第11回　6月23日

多細胞生物の自己維持機構（１） [城谷]第12回　6月30日
多細胞生物の自己維持機構（２） [城谷]
7/7は、第13回(4校時)と第14回(5校時)の2コマを連続で行います。

第13回　7月7日

生物と環境が作る生態系、生物の進化と多様性 [城谷]
第14回　7月7日

遺伝子工学と法律　[浅井]第15回　7月21日

期末試験　[岩田・城谷・浅井]第16回
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学期／Semester
2017年度／Academic Year　後期
／Second Semester

曜日・校時／Day・Period木／Thu 4

2017/09/28～2018/03/31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, 選択／required, elective 2.0//

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code3002113020173002113007

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPH 11001_792

授業科目名／Subject 薬学概論Ⅱ／Pharmaceutical Sciences II

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

田中　隆／Tanaka Takashi, 中嶋　幹郎／Nakashima Mikirou

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, 中嶋　幹郎／Nakashima Mikirou

講義科目（必修）, 講義科目（選択）／Lecture, Lecture科目分類／Class type

講義形態／Class Form1 講義／Lecture対象年次／Year

［薬学］本館２F多目的ホール／Multipurpose Hall教室／Class room

薬学科・薬科学科対象学生（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

2432担当教員TEL/Tel

月-金 10:30-18:00（メールか電話で要予約）担当教員オフィスアワー/Office hours
薬学概論Iで得た薬学全般の基礎知識の上に、各種見学、薬害患者の講演、企業で活躍する研究者と
の話しあいなどを通して、薬学で学ぶ者に課された社会貢献、薬学研究についての知識を身につけ
る。薬学科は薬剤師業務について、薬科学科学生は製薬企業、大学、公的研究機関での研究につい
て知ることで薬学で学び社会貢献するキャリア意識を身に付ける。
【薬学教育モデル・コアカリキュラム一般目標】 Ａ「基本事項」（1）薬剤師の使命、（2）薬剤師
に求められる倫理観、 Ｆ「薬学臨床」（1）薬学臨床の基礎

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

薬学の研究・教育・社会貢献の概略を理解し、それぞれの目標を説明できる。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-(1)【③患者安全と薬害の防止】【④薬学の歴史と未来】、
(2)【③患者の権利】、Ｆ-(1)【①早期臨床体験】

授業到達目標/Goal

詳細な日程は講義開始時に配布、説明する。
（薬学科・薬科学科対象）
研究分野に関する講義は、スライドあるいは資料を用いて行う。製薬工場見学。薬害患者の講演会
。
（薬学科対象）
病院、薬局および研究室見学
（薬科学科対象）
研究所や公設試験研究機関の見学、卒業研究体験、製薬産業についての講演会、若手研究者の講演
会

授業方法（学習指導法）/Method

授業の概要
薬学部の教育・研究について、各研究室の代表者がそれぞれの専門から講義する。また、薬局、工
場、研究所などの見学を行い薬学の理解をさらに深める

授業内容(毎週毎の授業内容を含む)
(薬学科・薬科学科共通)
○ 研究室毎の研究内容や関連研究の講義を聴いて、薬学研究の全体像（医薬品の創製、医薬品の作
用、医薬品の使用と管理）を理解する
○ 製薬工場を見学し、医薬品の製造過程を学ぶ
○ 薬害について学ぶ
(薬学科のみ)
○ 長崎大学附属病院の見学。病院薬局の業務を観察し概略を理解する
○ 地域薬局を見学し、薬局業務の概略を理解する
○ 医療系研究室を見学し体験する
(薬科学科のみ)
○ 基礎系卒業研究を体験する
○ 医薬品産業の健康と経済への寄与を学ぶ
○ 研究所および公設試験研究機関を見学する
○ 製薬企業の第一線で活躍する研究者や若手卒業生のよる講演と、質疑応答を通して研究者として
の心得を学ぶ

授業内容/Class outline/Con
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次回の講義内容を必ず確認する。薬学科・薬科学科で異なる内容となることがあるので注意。見学
や早期体験学習では、きちんとした服装で礼儀正しい態度で行動できるように準備する。薬害に関
する講演、企業研究者による講演、研究所見学などでは質問などができるように、事前に自ら調べ
て考えておくこと。課されたレポートは講演中にメモを取って、それを基にその日のうちに作成し
て指定された期限までに学務係前のボックスに提出する。

事前、事後学習の内容/Preparation & Review

薬学研究，創薬，薬局業務キーワード/Key word

授業担当者が適宜，配布する。
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

積極的な授業への参加40%，レポート40％，テスト20％，それぞれ60％以上が必要。感想文などは講
演された先生や教員にすべて送付するので失礼のないように、きちんと聞いてメモを取り、作文す
ること。

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/student/pdf/syllabus2017/Schedule_PharmSci_2017.pdf備考（URL）/Remarks(URL)
薬学部卒業生として自分の将来を考え、学部での研究や教育の動機づけの機会となる科目である。
見学や講演会などではきちんとした礼儀正しい態度をとることができ、感想文などの作成では相手
に読んでもらう文章を作成することができるように自らを成長させてほしい。

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
（以下、1～15回の日程と内容は変更されることがある。詳細は１回目に配布する日程表で説明）
事前説明会と研究分野紹介（１）

第1回

製薬企業とくすり博物館見学（８時半集合、１日バスで移動）第2回
薬学科：病院見学、薬局見学
薬科学科：企業で活躍する先輩たちによる講演会

第3回

薬学科：病院見学、薬局見学
薬科学科：製薬企業の研究者による講演会

第4回

研究分野紹介（２）第5回

薬害講義第6回

研究分野紹介（３）第7回

（この時間は２回目の見学で行えなかった授業を行う）第8回

研究分野紹介（４）第9回

研究分野紹介（５）第10回
薬学科：医療系研修室体験（レポート作成）
薬科学科：製薬企業研究所、長崎県試験研究機関訪問見学（８時半集合。１日バスで移動）

第11回

研究分野紹介（６）第12回
薬学科：医療系研修室体験
薬科学科：卒業研究体験
レポート作成

第13回

薬学科：医療系研修室体験
薬科学科：卒業研究体験
レポート作成

第14回

薬学科：医療系研修室体験
薬科学科：卒業研究体験
レポート作成

第15回
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学期／Semester
2017年度／Academic Year　後期
／Second Semester

曜日・校時／Day・Period金／Fri 2

2017/09/28～2018/03/31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, 選択／required, elective 2.0/2.0/2.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code3001046020173001046008

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPH 12501_783

授業科目名／Subject 生化学Ⅰ／Biochemistry I

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

武田　弘資／Takeda Kohsuke, 谷村　進／Tanimura Susumu

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

武田　弘資／Takeda Kohsuke

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

武田　弘資／Takeda Kohsuke, 谷村　進／Tanimura Susumu

開放科目, 講義科目（必修）／Lecture科目分類／Class type

講義形態／Class Form1 講義／Lecture対象年次／Year

［薬学］本館２F多目的ホール／Multipurpose Hall教室／Class room

薬学科・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

随時メールにて受付担当教員オフィスアワー/Office hours
生化学とは、生命体の構造単位である「細胞」の化学的構成成分ならびにそれらが示す化学反応と
代謝機序を取り扱う科学である。生化学的機構が正常に働いていることが健康の基礎であり、病気
の根底には必ず生化学的異常があることからも、生化学は生命科学分野における最も重要な基礎学
問の一つであることがわかる。生化学は3つのパートに分けて講義され、生化学Iでは細胞を構成す
る化学的成分の構造と機能を中心に学ぶ。
【薬学教育モデル・コアカリキュラム一般目標】
C6 生命現象の基礎 (2)生命現象を担う分子、(3)生命活動を担うタンパク質、(6)細胞間コミュニケ
ーションと細胞内情報伝達
C7 人体の成り立ちと生体機能の調節

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

細胞を構成する化学的構成分の構造と機能を説明できる。
薬学教育モデル・コアカリキュラム到達目標を含む項目：
C6 (2)【脂質】【糖質】【アミノ酸】【タンパク質】【ヌクレオチドと核酸】 (3)【タンパク質の
構造と機能】【酵素】【酵素以外のタンパク質】 (6)【細胞内情報伝達】　C7 (2)【ホルモン・内
分泌系による調節機構】

授業到達目標/Goal

講義資料（配布プリント）、パワーポイント資料、教科書を用い、各事項を平易に解説する。授業方法（学習指導法）/Method
真核細胞の構造の説明に始まり、生命現象をになう分子であるアミノ酸やヌクレオチドと核酸につ
いて解説し、特にタンパク質の構造と機能については酵素や抗体を例に取り上げて説明する。さら
に、細胞内情報伝達や代謝制御の基礎についても説明する。

授業内容/Class outline/Con

事前学習：教科書や事前にLACSにアップした講義資料を用いて予習を行う。事後学習：教科書、講
義資料、各自のノート等を用いて授業内容の復習を十分行い、分からない点は早めに担当教員に質
問する。適宜参考書を活用することも重要である。

事前、事後学習の内容/Preparation & Review

糖質、アミノ酸、ペプチド、タンパク質、酵素、核酸、ヌクレオチド、脂質、生体膜、細胞内情報
伝達、ホルモン

キーワード/Key word

教科書：コンパス生化学（南江堂）
参考書：デブリン生化学 原書７版（丸善出版）、ヴォート基礎生化学 第４版（東京化学同人）、
Essential細胞生物学 第４版（南江堂）

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

試験（90％）および受講態度（10％）に対する評価を総合して判定する。成績評価の方法・基準等/Evaluation

6回以上の欠席は失格とする。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)

教養生物学の履修内容を十分に復習しておくことが重要である。学生へのメッセージ/Message for students
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授業計画詳細／Course Schedule

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

生体成分（武田）第1回　10月6日（２校時）
糖質（武田）第2回　10月6日（４校時）
アミノ酸・ペプチド（武田）第3回　10月13日

タンパク質（１）（武田）第4回　10月20日

タンパク質（２）（武田）第5回　10月27日

酵素（１）（武田）第6回　11月17日（２校時）
酵素（２）（谷村）第7回　11月17日（４校時）
前半の総括（武田）第8回　11月24日

核酸・ヌクレオチド（武田）第9回　12月1日

脂質（武田）第10回　12月15日（２校時）
生体膜と輸送（１）（武田）第11回　12月15日（４校時）
生体膜と輸送（２）（武田）第12回　12月22日

代謝調節（１）（武田）第13回　1月5日

代謝調節（２）（武田）第14回　1月19日

代謝調節（３）（武田）第15回　1月26日
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学期／Semester 2017年度／Academic Year　後期
／Second Semester曜日・校時／Day・Period木／Thu 3

2017/09/28～2018/03/31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 2.0//

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code3015000120173015000109

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPH 12201_781

授業科目名／Subject 有機化学Ａ／Organic Chemistry A

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

講義科目（必修）／Lecture科目分類／Class type

講義形態／Class Form1 講義／Lecture対象年次／Year

［薬学］本館２F多目的ホール／Multipurpose Hall教室／Class room

薬学科・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

薬学部3 階 薬品製造化学担当教員研究室/Laboratory

819-2426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
有機化学 Aでは、有機化学を体系的に理解する一環として、ハロアルカン、アルコール、エーテル
の構造、性質、反応を学ぶ。
【薬学教育モデル・コアカリキュラム一般目標】C3　化学物質の性質と反応：(1)化学物質の基本的
性質、 (2)有機化合物の基本骨格の構造と反応、(3)官能基の性質と反応、C4  生体分子・医薬品の
化学による理解：（２）生体反応の化学による理解

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

(1) ハロアルカン、アルコール、エーテルそれぞれの特徴的な物理化学的性質を説明できる。　
(2) ハロアルカンを基質とする求核置換反応（SN2、SN1 反応）、脱f離反応（E2、E1 反応）の特徴
と反応機構を説明できる。
薬学教育モデル・コアカリキュラムと到達目標を含む項目：C3 (1)【基本事項】【有機化合物の立
体構造】、(2)【アルカン】、(3)【概説】【有機ハロゲン化合物】【アルコール・フェノール・エ
ーテル】【電子効果】【酸性度・塩基性度】、C4 (2)【生体内で機能するリン、硫黄化合物】

授業到達目標/Goal

理解度を深め、予習、復習の手助けとなるよう教科書に沿って行い、単に個々の現象を単独に理解
するのではなく、より体系的に理解できるよう反応機構面から解説を詳しく行う。なお、理解度を
より深めるため、演習を適時行う。

授業方法（学習指導法）/Method

有機化学の基本的な反応であるハロアルカン、アルコール、エーテルが関係する求核置換反応なら
びに脱離反応について反応機構に重点を置き解説する。
１６回目に定期試験の予定

授業内容/Class outline/Con

授業の進捗状況に応じ、事後学習として課題を課す。各自で練習問題を解き、特に有機化学反応の
規則性を学修する。

事前、事後学習の内容/Preparation & Review

ハロアルカン、アルコール、求核置換反応、脱離反応キーワード/Key word

ボルハルト・ショアー 現代有機化学（上）
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

授業中の課題に対する積極的な取り組み状況（30％），試験（70％）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)

講義後に復習をする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

ハロアルカンの性質と反応（求核置換反応、SN2 反応）について第1回 9/28
ハロアルカンの性質と反応（求核置換反応、SN2 反応）について第2回 10/5
ハロアルカンの反応（求核置換反応、SN1 反応）について第3回 10/12
ハロアルカンの反応（求核置換反応、SN1 反応）について第4回 10/20
ハロアルカンの反応（脱離反応、E1 反応）について第5回 11/2
ハロアルカンの反応（脱離反応、E1 反応）について第6回 11/9
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ハロアルカンの反応（脱離反応、E2 反応）について第7回 11/16
ハロアルカンの反応（脱離反応、E2 反応）について第8回 11/16
SN2、SN1、E2、E1 反応についてのまとめ第9回 11/30
アルコールの性質と合成第10回 12/7
アルコールの性質と合成第11回 12/21
アルコールの反応について第12回 12/21
アルコールの反応について第13回 12/26
エーテルの合成と反応、硫黄類縁体について第14回 1/11
アルコールおよびエーテルについてのまとめ第15回 1/25
定期試験第16回
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学期／Semester
2017年度／Academic Year　後期
／Second Semester

曜日・校時／Day・Period金／Fri 3

2017/09/28～2018/03/31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 2.0//

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code3050125320173050125313

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHMC 16201_782

授業科目名／Subject ●教養物理化学（物理化学Ⅰ） ／Essential Physical Chemistry

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

甲斐　雅亮／Kai Masaaki

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

学部モジュール科目科目分類／Class type

講義形態／Class Form1 講義／Lecture対象年次／Year

［薬学］本館２F多目的ホール／Multipurpose Hall教室／Class room

薬学科・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

金12:00-13:00担当教員オフィスアワー/Office hours
薬学研究では、薬物と生体のかかわり、新薬の創製、生命現象の解明などが探求されている。この
ような研究を進展させるには、物質の状態変化を数値化して、分子レベルで分子の性質および化学
変化を化学的に検証し、かつ論理的に解釈できることが極めて重要である。本講義では、このよう
な論理的思考力を養うことができる。
【薬学教育モデル・コアカリキュラム一般目標】　C1物質の物理的性質：(2)物質のエネルギーと平
衡、C2化学物質の分析：(2)溶液中の化学平衡

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

物理の数量的な扱い方を学習し、物質の性質、物質の状態変化などをエネルギーとして捉える考え
方を理解できることが目標である。
薬学教育モデル・コアカリキュラム到達目標を含む項目：C1-(2)【気体の微視的状態と巨視的状態
】【エネルギー】【自発的な変化】【化学平衡の原理】【相平衡】【溶液の性質】、C2-(2)【酸・
塩基平衡】

授業到達目標/Goal

教科書と演習課題を用いて講義する。授業方法（学習指導法）/Method

下記の項目について、物質の状態とエネルギーとの関係を学習する。授業内容/Class outline/Con

教科書を事前に読んでおくこと。   事後学習では演習問題を必ず解いてみること。事前、事後学習の内容/Preparation & Review

熱力学、酸・塩基、界面キーワード/Key word

教科書：薬学物理化学（第5版）(廣川書店)、参考書：授業中に紹介
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

定期テスト70％、授業に対する積極的な態度30％の総合評価とする。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)

欠席しないように心掛けてください。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

物理力と単位[甲斐]第1回

物質の状態と性質 [甲斐]第2回

エネルギーの概念 甲斐]第3回

理想気体の仕事とエネルギー [甲斐]第4回

内部エネルギー変化と熱力学第一法則 [甲斐]第5回

エンタルピーとエントロピー(1) [甲斐]第6回
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エンタルピーとエントロピー(2) [甲斐]第7回

熱力学第二法則と第三法則 [甲斐]第8回

自由エネルギーの概念 [甲斐]第9回

自由エネルギー変化と化学平衡(1) [甲斐]第10回

自由エネルギー変化と化学平衡(2) [甲斐]第11回

電解質のモル伝導率 [甲斐]第12回

イオンの輸率と移動度 [甲斐]第13回

界面とコロイド [甲斐]第14回

講義内容の総括 [甲斐]第15回

定期試験[甲斐]第16回
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学期／Semester
2017年度／Academic Year　3クォ
ーター／Third Quarter

曜日・校時／Day・Period木／Thu 2

2017/09/28～2017/11/27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)

選択／elective 1.0//

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code3002134020173002134010

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPH 12401_785

授業科目名／Subject 薬用植物学／Medicinal Plants Science

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

講義科目（選択）／Lecture科目分類／Class type

講義形態／Class Form1 講義／Lecture対象年次／Year

［薬学］本館２F多目的ホール／Multipurpose Hall教室／Class room

薬学科・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

薬用植物園担当教員研究室/Laboratory

819-2462担当教員TEL/Tel

メールにて常時受付担当教員オフィスアワー/Office hours
薬用に用いられる天然界の素材のうち、植物を起原とするものは９０％以上を占める。そこで、植
物に対する理解が必須である。本講義では薬用植物の分類、形態、利用法等を習得し、天然薬物資
源としての薬用植物の利用の実際を学ぶ。薬学教育モデル・コアカリキュラムとの対応　　　C５
自然が生み出す薬物（１）薬になる動植鉱物

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

１）代表的な薬用植物の形態を観察する。２）代表的な薬用植物の学名、薬用部位、薬効などを列
挙できる。３）代表的な生薬の産地と基原植物の関係について、具体例を挙げて説明できる。４）
代表的な薬用植物を形態が似ている植物と区別できる。５）代表的な薬用植物に含有されている薬
効成分を説明できる。６）漢方薬と民間薬、代替医療との相違について説明できる。　　
薬学教育モデル・コアカリキュラムとの対応：　C５（１）【①薬用植物】、【②生薬の基原】

授業到達目標/Goal

講義中一コマを使って薬用植物園で実際に薬用植物を観察する。通常はプリントとプロジェクター
を用いて、代表的な薬用植物を中心として講義する。

授業方法（学習指導法）/Method

薬用植物を理解するうえで必要な形態学、分類学、利用部位と利用方法を解説し、薬用資源として
の薬用植物の応用を紹介する。

授業内容/Class outline/Con

事前学習：シラバスにのっとって、各回の講義項目を把握する。
事後学習：講義で不明な点や、出された課題について調査し、理解を深める。

事前、事後学習の内容/Preparation & Review

薬用植物、生合成、天然物、薬用植物園キーワード/Key word
教科書：特になし
教材：プリント配布、パワーポイント
参考書：薬用植物学、改訂第６版、著者名　野呂征男、水野瑞夫、木村孟淳、田中俊弘、出版社名
　南江堂

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

授業中の課題に対する積極的な取り組み２０％、定期試験の成績８０％の総合評価
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)

身近な植物、ハーブに興味を持つことが、この授業の内容の理解を深めるために有用である。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

9/28 薬用植物とは[山田]第1回

10/5 植物の構造[山田]第2回

10/12 植物の分類[山田]第3回

10/26 藍藻植物門・真菌門・シダ植物門植物[山田]第4回
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11/2 裸子植物門植物[山田]第5回

11/9 被子植物門双子葉植物綱植物[山田]第6回

11/16 被子植物門単子葉植物綱植物[山田]第7回

11/30 植物組織培養[山田]第8回

テスト第9回
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学期／Semester 2017年度／Academic Year　3クォ
ーター／Third Quarter曜日・校時／Day・Period木／Thu 5, 金／Fri 5

2017/10/05～2017/10/27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)選択／elective 1.0//

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code3017000120173017000111

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPC 15001_788

授業科目名／Subject 在宅ケア概論Ⅰ／Introduction to Homecare Ⅰ

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

西田　孝洋／Nishida Koyo, 中嶋　幹郎／Nakashima Mikirou

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, 天本　俊太／Syunta Amamoto, 出口　雅浩／Masahiro Deguchi, 松本
　雄一郎／Yuichiro Matsumoto, 中嶋　幹郎／Nakashima Mikirou, 介田　圭／Kaida Kei, 大町　
いづみ／Oomati Idumi, 西内　弥生／Nishiuchi Yayoi ,  永井 美恵／Nagai Mie
講義科目（選択）／Lecture科目分類／Class type

講義形態／Class Form1 講義／Lecture対象年次／Year

［薬学］本館２F多目的ホール／Multipurpose Hall教室／Class room

薬学科対象学生（クラス等）  /Object Student

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

育薬研究教育センター担当教員研究室/Laboratory

 095-819-8570担当教員TEL/Tel

月-金9:00-17:00 ただし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
医療・福祉分野の学生にとっては、在宅ケアに携わるそれぞれの専門職の職能を理解し、多職種連
携協働とチーム医療の在り方を身につけることは必須である。これからの薬剤師は、地域の保健・
医療・福祉に積極的に貢献することが重要である。本科目は「在宅医療・福祉コンソーシアム長崎
」開講する授業科目の一つであり、医師、歯科医師、看護師、薬剤師、介護支援専門員の講義によ
り、学生が緩和医療などの在宅ケアの実際について概説できるようにする。
【薬学教育モデル・コアカリキュラム一般目標】Bイントロダクション（1）薬学への招待

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

患者・生活者本位の視点に立ち、医療の担い手として求められる行動を適切な態度で実践するため
に、在宅ケアで必要な心構えと多職種連携協働とチーム医療の流れを把握する。
【薬学教育モデル・コアカリキュラム到達目標を含む項目】Bイントロダクション（1）薬学への招
待

授業到達目標/Goal

スライドを使った講義と受講者による討論を行う。実際に在宅ケアの現場で活躍中の先生方を講師
陣として招聘し、臨場感あふれる講義を展開する。授業方法（学習指導法）/Method

在宅ケアにおける様々な専門職が、それぞれの領域での実践方法を体系的に解説した後、学生は緩
和医療や終末医療などの学んだ内容に対する理解を深めるための討論を行う。授業内容/Class outline/Con

事前学習:シラバスの内容を十分に確認しておくこと。
事後学習;毎回の授業内容を十分に復習しておくこと。

事前、事後学習の内容/Preparation & Review

在宅ケア、緩和医療、地域包括ケア、多職種連携協働とチーム医療キーワード/Key word
教材：「在宅医療・福祉コンソーシアム長崎」ホームページから自由に視聴可能なWEB講座、配布プ
リント

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

授業中の課題に対する積極的な取組状況（50％）、レポート（50％）により総合的に評価する。成績評価の方法・基準等/Evaluation
2年次以上は履修制限あり。希望者は中嶋幹郎教授（mikirou@nagasaki-u.ac.jp）に事前相談するこ
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)

「NICEキャンパス長崎」登録科目。毎回の授業内容をよく復習しておくこと。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

オリエンテーション、在宅ケアでの多職種連携協働とチーム医療、在宅緩和医療（中嶋幹郎）第1回　10/5 16:30～18:00
在宅ケアにおける医師の役割（天本俊太）第2回　10/6 16:30～18:00
在宅ケアにおける長崎在宅Drネットの役割（出口雅浩）第3回　10/12 17:30～19:00
在宅ケアにおける介護支援専門員の役割（大町いづみ）第4回　10/13 16:30～18:00
在宅ケアにおける看護職の役割（永井美恵）第5回　10/19 17:30～19:00
在宅ケアにおける薬剤師の役割（手嶋無限）第6回　10/20 16:30～18:00
在宅ケアにおける歯科医師の役割（介田　圭）第7回　10/26 16:30～18:00
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在宅ケアにおける地域包括支援センターの役割（松本雄一郎）第8回　10/27 16:30～18:00
最終試験（中嶋幹郎）第9回
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学期／Semester 2017年度／Academic Year　後期
／Second Semester曜日・校時／Day・Period

木／Thu 5, 金／Fri 5
16:30～18:00

2017/11/02～2017/12/07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)選択／elective 1.0//

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code3017000220173017000212

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPC 15011_788

授業科目名／Subject 在宅ケア概論Ⅱ／Introduction to Homecare Ⅱ

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

西田　孝洋／Nishida Koyo, 手嶋　無限／Teshima Mugen, 松坂　誠應／Nobuou Matsusaka, 本田　
憲一／Kenichi Honda, 黒木　一誠／Issei Kuroki, 戸澤　明美／Akemi Tozawa, 大町　由里／Yuri
Omachi, 古川　美和／Miwa Furukawa, 猪野　恵美／Emi Ino, 堀部　和貴／Kazutaka Horibe, 中嶋
　幹郎／Nakashima Mikirou, 西内　弥生／Nishiuchi Yayoi

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, 手嶋　無限／Teshima Mugen, 松坂　誠應／Nobuou Matsusaka, 本田　
憲一／Kenichi Honda, 黒木　一誠／Issei Kuroki, 戸澤　明美／Akemi Tozawa, 大町　由里／Yuri
Omachi, 古川　美和／Miwa Furukawa, 猪野　恵美／Emi Ino, 堀部　和貴／Kazutaka Horibe, 中嶋
　幹郎／Nakashima Mikirou, 西内　弥生／Nishiuchi Yayoi

講義科目（選択）／Lecture科目分類／Class type

講義形態／Class Form1 講義／Lecture対象年次／Year

［薬学］本館２F多目的ホール／Multipurpose Hall教室／Class room

薬学科対象学生（クラス等）  /Object Student

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

育薬研究教育センター担当教員研究室/Laboratory

 095-819-8570担当教員TEL/Tel

月-金9:00-17:00 ただし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
医療・福祉分野の学生にとっては、在宅ケアに携わるそれぞれの専門職の職能を理解し、多職種連
携協働とチーム医療の在り方を身につけることは必須である。これからの薬剤師は、地域の保健・
医療・福祉に積極的に貢献することが重要である。本科目は「在宅医療・福祉コンソーシアム長崎
」開講する授業科目の一つであり、医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支
援専門員、管理栄養士、歯科衛生士、介護福祉士の講義により、学生が緩和医療などの在宅ケアの
実際について概説できるようにする。
【薬学教育モデル・コアカリキュラム一般目標】Bイントロダクション（1）薬学への招待

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

患者・生活者本位の視点に立ち、医療の担い手として求められる行動を適切な態度で実践するため
に、在宅ケアで必要な心構えと多職種連携協働とチーム医療の流れを把握する。
【薬学教育モデル・コアカリキュラム到達目標を含む項目】Bイントロダクション（1）薬学への招
待

授業到達目標/Goal

スライドを使った講義と受講者による討論を行う。実際に在宅ケアの現場で活躍中の先生方を講師
陣として招聘し、臨場感あふれる講義を展開する。授業方法（学習指導法）/Method

在宅ケアにおける様々な専門職が、それぞれの領域での実践方法を体系的に解説した後、学生は緩
和医療や終末医療などの学んだ内容に対する理解を深めるための討論を行う。授業内容/Class outline/Con

事前学習:シラバスの内容を十分に確認しておくこと。
事後学習;毎回の授業内容を十分に復習しておくこと。

事前、事後学習の内容/Preparation & Review

在宅ケア、緩和医療、地域包括ケア、多職種連携協働とチーム医療キーワード/Key word
教材：「在宅医療・福祉コンソーシアム長崎」ホームページから自由に視聴可能なWEB講座、配布プ
リント

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

授業中の課題に対する積極的な取組状況（50％）、レポート（50％）により総合的に評価する。成績評価の方法・基準等/Evaluation
2年次以上は履修制限あり。希望者は中嶋幹郎教授（mikirou@nagasaki-u.ac.jp）に事前相談するこ
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)
2年次以上は履修制限あり。希望者は中嶋幹郎教授（mikirou@nagasaki-u.ac.jp）に事前相談するこ
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

オリエンテーション、地域における多職種連携協働、在宅緩和医療（松坂誠應）第1回　11/2

在宅ケアにおける訪問リハビリの役割（本田憲一）第2回　11/9

在宅ケアにおける訪問リハビリの役割（黒木一誠、戸澤明美）第3回　11/10

在宅ケアにおける薬剤師の役割（手嶋無限）第4回　11/16

21



在宅ケアにおける介護支援専門員の役割（大町由里）第5回　11/24

在宅ケアにおける管理栄養士の役割（古川美和）第6回　11/30

在宅ケアにおける歯科衛生士の役割（猪野恵美）第7回　12/1

在宅ケアにおける介護専門職の役割（堀部和貴）第8回　12/7

最終試験（中嶋幹郎）第9回
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学期／Semester
2017年度／Academic Year　前期
／First Semester

曜日・校時／Day・Period他／Oth. 0

2017/08/23～2017/08/25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)

選択／elective 1.0//

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code3017000320173017000303

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPC 15021_788

授業科目名／Subject 在宅医療・福祉早期体験学習／Early Exposure for Home Healthcare

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

西田　孝洋／Nishida Koyo, 手嶋　無限／Teshima Mugen, 竹嶋　順平／Junpei Takeshima, 中嶋　
幹郎／Nakashima Mikirou, 西内　弥生／Nishiuchi Yayoi

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, 手嶋　無限／Teshima Mugen, 竹嶋　順平／Junpei Takeshima, 中嶋　
幹郎／Nakashima Mikirou, 西内　弥生／Nishiuchi Yayoi

講義科目（選択）／Lecture科目分類／Class type

講義形態／Class Form1 講義／Lecture対象年次／Year

〔薬学〕本館５階研修室／Pharmaceutical School 5th floor seminar room教室／Class room

薬学科対象学生（クラス等）  /Object Student

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

育薬研究教育センター担当教員研究室/Laboratory

095-819-8570担当教員TEL/Tel

月-金9:00-17:00 ただし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
医療・福祉分野の学生にとっては、在宅ケアに携わるそれぞれの専門職の職能を理解し、多職種連
携協働とチーム医療の在り方を身につけることは必須である。これからの薬剤師は、地域の保健・
医療・福祉に積極的に貢献することが重要である。本科目は「在宅医療・福祉コンソーシアム長崎
」開講する授業科目の一つであり、大学・学部間の垣根を越えて、学生が地域の訪問看護ステーシ
ョン、薬局、診療所、歯科診療所、地域包括支援センターの施設担当者とともに在宅療養者宅へ同
行を行うことを通し、緩和医療などの在宅医療・福祉の実際を知ることで、多職種連携協働による
チームアプローチの重要性を考え、自ら説明できるようにする。
【薬学教育モデル・コアカリキュラム一般目標】Bイントロダクション（2）早期体験学習

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

患者・生活者本位の視点に立ち、医療の担い手として求められる行動を適切な態度で実践するため
に、在宅医療・福祉の現場で必要な医療人としての心構えと多職種連携協働とチーム医療の流れを
把握する。
【薬学教育モデル・コアカリキュラム到達目標を含む項目】Bイントロダクション（2）早期体験学
習

授業到達目標/Goal

本科目を大学・学部間の垣根を越えて履修した学生が小グループに分かれて、地域の訪問看護ステ
ーション、薬局、診療所、歯科診療所、地域包括支援センターの施設担当者とともに在宅療養者宅
へ同行する体験学習を行う。大学の指導教員や施設の指導担当者が個々の学生の実習態度や実習項
目の到達度に対して口頭によるフィードバックを行い、学生を個別に形成的評価する。

授業方法（学習指導法）/Method

一日目に長崎大学薬学部にてオリエンテーションを行った後、全員が地域包括支援センターでの体
験学習を行う。二日目は地域の訪問看護ステーション、薬局、診療所、歯科診療所のいずれかで施
設担当者とともに在宅療養者宅へ同行する体験学習を行う。三日目は長崎大学薬学部にてグループ
ワークによる学習報告会を実施することで、各自が体験した学びを共有する。

授業内容/Class outline/Con

事前学習:シラバスの内容を十分に確認しておくこと。
事後学習;毎回の授業内容を十分に復習しておくこと。

事前、事後学習の内容/Preparation & Review

在宅医療・福祉、地域包括支援センター、多職種連携協働によるチームアプローチ、早期体験学習キーワード/Key word
教材：「在宅医療・福祉コンソーシアム長崎」ホームページから自由に視聴可能なWEB講座、配布プ
リント

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

授業中の課題に対する積極的な取組状況（50％）、レポート（50％）により総合的に評価する。成績評価の方法・基準等/Evaluation
臨地実習のため履修制限あり。希望者は中嶋幹郎教授（mikirou@nagasaki-u.ac.jp）に必ず事前相
談すること。履修者多数の場合には選抜を行う。

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)

「NICEキャンパス長崎」登録科目。毎回の授業内容をよく復習しておくこと。学生へのメッセージ/Message for students

授業計画詳細／Course Schedule
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回(日時)／Time(date and time)授業内容／Contents

一日目：薬学部でオリエンテーション（薬学部教員、手嶋無限、竹嶋順平）第1回

一日目：薬学部でミニレクチャー（薬学部教員、手嶋無限、竹嶋順平）第2回

一日目：地域包括支援センターでの体験学習（薬学部教員、手嶋無限、竹嶋順平）第3回
二日目：訪問看護ステーション、薬局、診療所、歯科診療所での体験学習（薬学部教員、手嶋無限
、竹嶋順平）

第4回

二日目：訪問看護ステーション、薬局、診療所、歯科診療所での体験学習（薬学部教員、手嶋無限
、竹嶋順平）

第5回

二日目：訪問看護ステーション、薬局、診療所、歯科診療所での体験学習（薬学部教員、手嶋無限
、竹嶋順平）

第6回

三日目：薬学部でグループワーク（薬学部教員、手嶋無限、竹嶋順平）第7回

三日目：薬学部で学習報告会（薬学部教員、手嶋無限、竹嶋順平）第8回

三日目：レポート評価（薬学部教員、手嶋無限、竹嶋順平）第9回
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学期／Semester
2017年度／Academic Year　前期
／First Semester

曜日・校時／Day・Period他／Oth. 0

2017/04/01～2018/03/31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)

選択／elective 1.0//

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code3017000420173017000404

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPH 17002_793

授業科目名／Subject 医療英語／Pharmaceutical English

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

田中　隆／Tanaka Takashi

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

講義科目（選択）／Lecture科目分類／Class type

講義形態／Class Form1 講義／Lecture対象年次／Year

教室／Class room

薬科学科1年、薬学科1 年（2-3年次生も可）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
天然物化学研究室
先端医育支援センタ－ James Briganti

担当教員研究室/Laboratory

095-819-2432（天然物化学）、095-819-3254（薬学部学務係）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

国際的に活躍できる人材となるために、長崎大学医学部海外インテンシブプログラムの一環として
医学部医学科、保健学科の学生と共にアメリカ・ミシガン州立大学に短期留学する。

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

医療分野に従事する人達との国際的に関係を構築すること、医療分野そのものの専門的能力を開発
すること、これらの両方に直結する英語教育を受けることを目的とする。本プログラムに参加する
学生は、他の将来または現代の医療専門家と交流し、アメリカの大学生活や文化を経験できる。

授業到達目標/Goal

8月頃に３週間集中英語コースの受講。留学先では１室２名利用のアパート形式。経費は受講学生が
負担（学務係に問い合わせること）。

授業方法（学習指導法）/Method

ミシガン州立大学のヒューマンバイオロジー学科でのコア・カリキュラムを同大学（MSU）の語学セ
ンターでの英語教育と共に受講する。ヒューマンバイオロジー学科の教授がこれらの講義を行う。
語学センターが講義の理解に関する包括的なサポートを提供すると共に、国際的な環境の中で学生
の専門的な英語のコミュニケーション能力を開発する。MSUヒューマンバイオロジー講座では、医学
部教授が講義する。

授業内容/Class outline/Con

中級～上級中程度レベルの英語を習得していること。MSU語学センターでのカリキュラムのクラス分
けのため、参加学生は事前に英語レベルの診断テストを受ける。

事前、事後学習の内容/Preparation & Review

英語、短期留学キーワード/Key word

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

医学英語の担当教員が、以下により総合的に判断し、成績を評価する。
(1) 研修終了後のレポート（英文）(50%)
(2) 指導報告の内容(50%)
指導報告については、派遣先の指導教員へ報告書（学修の成果を記載したもの）の作成を依頼し、
直接、派遣先より医学英語の担当教員へ送付される。

成績評価の方法・基準等/Evaluation

受講申し込みについては、前期開始後学務係に問い合わせること。対象学生に対しプログラムの概
要説明会を開催する。なお、参加者の決定については、希望者に対し選考会を実施し、参加が決定
した学生には、研修のための準備講座を開催する。

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)

傷害保険・医療保険が適用される。学生へのメッセージ/Message for students
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