
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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平成2９年度　薬学部開講科目　目次
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必修・選択
開講学期

掲載
ページ

薬理学Ⅳ 4 2 必修 自由 後期 120-121

治療薬剤学Ⅱ 4 2 必修 自由 後期 122-123

薬物治療学Ⅳ 4 2 必修 自由 後期 124-125

薬物治療学Ⅴ 4 2 必修 自由 後期 126-127

薬事関連法規　　 4 2 必修 自由 後期 128-129

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ 4 1 必修 選択 後期 130-131

創薬科学Ⅲ 4 2 必修 後期 132-133

臨床検査学Ⅱ 5 2 選択 前期 134-135

薬物治療実践学 6 1 必修 前期 136-137

医療薬学総合演習 6 2 必修 前期 138-139

140

薬学基礎実習（物理・分析・衛生） 2～3 3 必修 必修 集中 141-144

薬学基礎実習（有機系）（旧：合成系） 2～3 3 必修 必修 集中 145-148

薬学基礎実習（生物・薬理系） 2～3 4 必修 必修 集中 149-153

実務実習（事前実習） 4 4 必修 集中 154-155

実務実習（病院実習） 5 10 必修 集中 156-157

実務実習（薬局実習） 5 10 必修 集中 158-159

高次臨床実務実習Ⅰ 5 2 選択 集中 160-161

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 164-190

実験計画法 4 1 　 必修 通年 191-214

医療実験計画法 5 1 必修 通年 215-250

薬科学特別実習 4 15 必修 通年 251-282

医療薬学特別実習 6 15 必修 通年 283-318

319

320

科学英語 細胞制御学 164
創薬薬理学 165
薬化学 166-167
薬品製造化学 168-169
医薬品合成化学 170
ゲノム創薬学 171-172
天然物化学 173-174
機能性分子化学 175-176
衛生化学 177
薬品分析化学 178
薬物治療学 179
医薬品情報学 180
薬剤学 181
実践薬学 182-183
感染分子薬学 184-185
薬用植物園 186-187
治療薬剤学講座 188-189

薬品構造解析学 190

実習

演習

付録

演習
科目

演習・特別実験　目次

区分 授業科目名
掲載
ページ

専門分野名

特別
実験

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



区分 授業科目名
掲載
ページ

専門分野名

演習・特別実験　目次

演習科目 実験計画法 細胞制御学 191
創薬薬理学 192-193
薬化学 194
薬品製造化学 195
医薬品合成化学 196
ゲノム創薬学 197-198
天然物化学 199
機能性分子化学 200
衛生化学 201-202
薬品分析化学 203-204
薬物治療学 205
医薬品情報学 206-207
薬剤学 28-209
感染分子薬学 210-211
薬用植物園 212-213

薬品構造解析学 214

医療実験計画法 細胞制御学 215-216
創薬薬理学 217-218
薬化学 219-220
薬品製造化学 221-222
医薬品合成化学 223-224
ゲノム創薬学 225-226
天然物化学 227-228
機能性分子化学 229-230
衛生化学 231-232
薬品分析化学 233-234
薬物治療学 235-236
医薬品情報学 237-238
薬剤学 239-240
実践薬学 241-242
感染分子薬学 243-244
薬用植物園 245-246
治療薬剤学講座 247-248

薬品構造解析学 249-250

薬科学特別実習 細胞制御学 251-252
創薬薬理学 253-254
薬化学 255-256
薬品製造化学 257-258
医薬品合成化学 259-260
ゲノム創薬学 261-262
天然物化学 263-264
機能性分子化学 265-266
衛生化学 267-268
薬品分析化学 269-270
薬物治療学 271-272
医薬品情報学 273-274
薬剤学 275-276
感染分子薬学 277-278
薬用植物園 279-280

薬品構造解析学 281-282

医療薬学特別実習 細胞制御学 283-284
創薬薬理学 285-286
薬化学 287-288
薬品製造化学 289-290
医薬品合成化学 291-292
ゲノム創薬学 293-294
天然物化学 295-296
機能性分子化学 297-298
衛生化学 299-300
薬品分析化学 301-302
薬物治療学 303-304
医薬品情報学 305-306
薬剤学 307-308
実践薬学 309-310
感染分子薬学 311-312
薬用植物園 313-314
治療薬剤学講座 315-316

薬品構造解析学 317-318

卒業研究



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)

必修／required 1.0//

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30051203201730051203C0

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：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

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

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，薬学科対象学生（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
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

特になし事前、事後学習の内容/Preparation & Review

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
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)

必修／required 1.0//

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30051203201730051203C1

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：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すること)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

事前学習: 課題にしたがい、関連する回の内容や資料について読んでくる。
事後学習: 課題内容のポイントをノートにまとめ、疑問や調べたことを次回の講義までに明らかに
する。

事前、事後学習の内容/Preparation & Review

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

特になし備考（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
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)

必修／required 1.0//

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30051203201730051203C2

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。
【薬学教育モデル・コアカリキュラム一般目標】
Ｇ　薬学研究（３）研究の実践

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。
薬学教育モデル・コアカリキュラム到達目標を含む項目：
G-(3) 研究の実践

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

事前学習：課題として与えられた書籍あるいは選択した文献を予習する。
事前学習：教員等から指摘された箇所を復習する。

事前、事後学習の内容/Preparation & Review

 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)
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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)

必修／required 1.0//

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30051203201730051203C3

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

進捗状況に応じ、創薬科学に関する有機合成化学について、事前事後学習の課題を設定する。事前、事後学習の内容/Preparation & Review

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
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創薬科学に関する英語学術論の説明（２）第８回

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
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)

必修／required 1.0//

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30051203201730051203C4

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：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, 山本　耕介

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, 山本　耕介

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

報告前には、質問を想定し明確に回答できるように準備する。
報告後には、回答が不明確であった質問に対しては改めて調べ直し質問者に回答する。

事前、事後学習の内容/Preparation & Review

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)
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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)

必修／required 1.0//

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30051203201730051203C5

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：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

事前学習：　どのような英語論文を選択するか、事前に情報収集すること
事後学習：　誤訳や誤解釈を指摘された箇所は、再度調べ直して報告すること。

事前、事後学習の内容/Preparation & Review

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
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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

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
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)

必修／required 1.0//

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30051203201730051203C6

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：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

セミナーの形式で行う。英語論文について発表する場合は、十分な時間をかけて準備すること。発
表を聞く場合は内容を理解し、不明点は積極的に質問をすること。また、終了後に分からなかった
ことを調べて理解すること。

事前、事後学習の内容/Preparation & Review

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。また、分からないことは
積極的に質問できる態度が重要である。

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

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

173



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
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)

必修／required 1.0//

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30051203201730051203C7

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：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

田中　隆／Tanaka Takashi, 柴田　孝之／Shibata Takayuki

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, 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

田中　隆＜t-tanaka@nagasaki-u.ac.jp＞；　柴田　孝之＜tshibata@nagasaki-u.ac.jp＞担当教員Eメールアドレス/E-mail address

薬学部3階　天然物化学; 薬学部4階　機能性分子化学　担当教員研究室/Laboratory

（直通）095-819-2432（田中）、095-819-2440（柴田）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

事前：英語論文を翻訳して内容を把握し、図書等を参考にして内容の理解を深める。
事後：研究の背景、操作法、実験結果など、必要な情報を整理する。

事前、事後学習の内容/Preparation & Review

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
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英語論文等の紹介第8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)

必修／required 1.0//

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30051203201730051203C8

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：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, 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, 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

中山　守雄＜morio@nagasaki-u.ac.jp＞、吉田　さくら <yoshida-s@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

095-819-2441（中山）、095-819-2443（吉田）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

事前学習：文献を検索し，課題となる英語論文を自主的に選択する。
事後学習：読解した論文を紹介する。

事前、事後学習の内容/Preparation & Review

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
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)

必修／required 1.0//

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30051203201730051203C9

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

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

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

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

事前：研究テーマに関連する原著論文を読み、その内容を解説できるようまとめる。
事後：論文の内容を解説することで生じた新たな疑問点についてさらに調査を進める。

事前、事後学習の内容/Preparation & Review

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

178



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)

必修／required 1.0//

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30051203201730051203D0

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
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

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薬学や医療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，自分の研究領域に関わる簡単な英作文ができる。
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，それに関わ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

指導教員のもと設定された課題実験に関して，それに関わ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) 自分の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

英語学術論文等を読むのに必要な語彙を広げ，英文法をマスターする努力を日頃から行うこと。事前、事後学習の内容/Preparation & Review

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

備考（URL）/Remarks(URL)

学生へのメッセージ/Message for students
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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)

必修／required 1.0//

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30051203201730051203D1

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：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／Hagimori Masayori

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／Hagimori Masayori

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

事前に課題となる複数の英語論文やテキストを選択し、内容についてまとめておくこと。演習後に
は教員からの質問などについての回答を整理し、レポートとして提出すること。

事前、事後学習の内容/Preparation & Review

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
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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)

必修／required 1.0//

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30051203201730051203D2

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

事前には次回の該当部分の教科書を読み、事後にはLACSの課題ドリルで復習する。事前、事後学習の内容/Preparation & Review

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
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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)

必修／required 1.0//

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30051203201730051203D3

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：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

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

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
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)

必修／required 1.0//

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30051203201730051203D4

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：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

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

北里　海雄／Kitazato Kaio

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

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

kkholi@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

819-2457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

特になし事前、事後学習の内容/Preparation & Review

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
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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
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)

必修／required 1.0//

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30051203201730051203D5

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。
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【①薬用
植物】、【②生薬の基原】（2）薬の宝庫としての天然物【①生薬由来の生物活性物質の構造と作用
】、【②微生物由来の生物活性物質の構造と作用】、【③天然生物活性物質の取扱い】、【④天然
生物活性物質の利用】G 薬学研究（１）薬学における研究の位置づけ、（２）研究に必要な法規範
と倫理、（３）研究の実践

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。
薬学教育モデル・ コアカリキュラム到達目票を含む項目：C5 自然が生み出す薬物（１）基原、性
状、含有成分、品質評価などに関する基本的事項を修得する、（２）医薬品資源としての天然生物
活性物質を構造によって分類・整理するとともに、天然生物活性物質の利用に関する基本的事項を
修得する。（３）G 薬学研究（１）研究マインドをもって生涯にわたり医療に貢献するために、薬
学における研究の位置づけを理解する、（２）自らが実施する研究に 係る法令、指針を理解し、そ
れらを遵守して研究に取り組む、（３）研究のプロセスを通して、知識や技能を総合的に活用して
問題を解決する能力を培う。

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

事前学習：英語原著論文複数を読んで内容を把握し、セミナーで紹介する原著論文を選択し、熟読
・整理し、発表原稿を作成する。
事後学習：ディスカッションあるいは教員等に指摘された箇所について調査し、理解を深める。ま
た、専攻分野における研究課題との関連性についても考える。事前、事後学習の内容/Preparation & Review
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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
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)

必修／required 1.0//

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30051203201730051203D6

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：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

095-819-7246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

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

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
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)

必修／required 1.0//

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30051203201730051203D7

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

事前、事後学習の内容/Preparation & Review

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

190


	001Syllabus-20173001112001-薬学概論Ⅰ／ja_JP
	002Syllabus-20173001118002-薬品分析化学Ⅰ／ja_JP
	003Syllabus-20173050125105-●教養有機化学／ja_JP
	004Syllabus-20173050125206-●教養生物学／ja_JP
	005Syllabus-20173002113007-薬学概論Ⅱ／ja_JP
	006Syllabus-20173001046008-生化学Ⅰ／ja_JP
	007Syllabus-20173015000109-有機化学Ａ／ja_JP
	008Syllabus-20173050125313-●教養物理化学／ja_JP
	009Syllabus-20173002134010-薬用植物学／ja_JP
	010Syllabus-20173017000111-在宅ケア概論Ⅰ／ja_JP
	011Syllabus-20173017000212-在宅ケア概論Ⅱ／ja_JP
	012Syllabus-20173017000303-在宅医療・福祉早期体験学習／ja_JP
	013Syllabus-20173017000404-医療英語／ja_JP
	014Syllabus-20173001047014-生化学Ⅱ／ja_JP
	015Syllabus-20173015000215-有機化学Ｂ／ja_JP
	016Syllabus-20173001121416-薬品物理化学／ja_JP
	017Syllabus-20173001043017-生薬学／ja_JP
	018 Syllabus-20173001114018-薬剤学Ⅰ／ja_JP
	019Syllabus-20173001135021-薬理学Ⅰ／ja_JP
	020Syllabus-20173011057019-生理・解剖学Ⅰ／ja_JP
	021Syllabus-20173011059020-生理・解剖学Ⅱ／ja_JP
	022Syllabus-20173002152022-臨床漢方学／ja_JP
	023Syllabus-20173050126223-●有機電子論／ja_JP
	024Syllabus-20173050126624-●健康薬科学概論／ja_JP
	025Syllabus-20173001048025-生化学Ⅲ／ja_JP
	026Syllabus-20173015000326-有機化学Ｃ／ja_JP
	027Syllabus-20173001119027-薬品分析化学Ⅱ／ja_JP
	028Syllabus-20173015000428-薬学統計学／ja_JP
	029Syllabus-20173001080029-微生物学／ja_JP
	030Syllabus-20173001011030-衛生薬学Ⅰ／ja_JP
	031Syllabus-20173015000531-臨床医学概論Ⅰ／ja_JP
	032Syllabus-20173011089032-放射化学／ja_JP
	033Syllabus-20173015000633-医療倫理Ⅰ／ja_JP
	034Syllabus-20173002086034-●分子構造解析学／ja_JP
	035Syllabus-20173001142035-有機化学Ⅲ／ja_JP
	035Syllabus-20173015000835-有機化学Ｄ／ja_JP
	036Syllabus-20173001015036-薬剤学Ⅱ／ja_JP
	037Syllabus-20173001012037-衛生薬学Ⅱ／ja_JP
	038Syllabus-20173011040038-細胞生物学／ja_JP
	039Syllabus-20173011123039-薬物治療学Ⅰ／ja_JP
	040Syllabus-20173015000740-臨床医学概論Ⅱ／ja_JP
	041Syllabus-20173011087041-分子生物学／ja_JP
	042Syllabus-20173002053042-生物物理化学／ja_JP
	042Syllabus-20173050126542-●生物物理化学／ja_JP
	43Syllabus-20173015000943-医療倫理Ⅱ／ja_JP
	044Syllabus-20173011020044-化学療法学／ja_JP
	045Syllabus-20173002116045-薬剤学Ⅲ／ja_JP
	046Syllabus-20173011025046-薬物治療学Ⅱ／ja_JP
	047Syllabus-20173011081047-病原微生物学／ja_JP
	048Syllabus-20173001136048-薬理学Ⅱ／ja_JP
	049Syllabus-20173011074049-天然物化学／ja_JP
	050Syllabus-20173050126450-●生物有機化学／ja_JP
	051Syllabus-20173001002051-医薬品情報学／ja_JP
	052Syllabus-20173011100052-免疫学／ja_JP
	054Syllabus-20173011004054-医療統計学／ja_JP
	055Syllabus-20173011137055-薬理学Ⅲ／ja_JP
	056Syllabus-20173011072056-治療薬剤学Ⅰ／ja_JP
	057Syllabus-20173011127057-薬物治療学Ⅲ／ja_JP
	058Syllabus-20173011154058-臨床検査学Ⅰ／ja_JP
	059Syllabus-20173001061059-創薬科学Ⅰ／ja_JP
	060Syllabus-20173001062060-創薬科学Ⅱ／ja_JP
	061Syllabus-20173011138061-薬理学Ⅳ／ja_JP
	062Syllabus-20173011073062-治療薬剤学Ⅱ／ja_JP
	063Syllabus-20173011128063-薬物治療学Ⅳ／ja_JP
	064Syllabus-20173011129064-薬物治療学Ⅴ／ja_JP
	065Syllabus-20173011117065-薬事関連法規／ja_JP
	066Syllabus-20173011029066-コミュニケーションスキル／ja_JP
	067Syllabus-20173001063067-創薬科学Ⅲ／ja_JP
	068Syllabus-20173002155068-臨床検査学Ⅱ／ja_JP
	069Syllabus-20173001130069-薬物治療実践学／ja_JP
	070Syllabus-20173001006070-医療薬学総合演習／ja_JP
	
	071Syllabus-20173007214071-薬学基礎実習（物理・分析・衛生系）／ja_JP
	072Syllabus-20173015001672-薬学基礎実習（有機系）／ja_JP
	073Syllabus-20173007213073-薬学基礎実習（生物・薬理系）／ja_JP
	074Syllabus-20173007180074-実務実習（事前実習）／ja_JP
	075Syllabus-20173007181075-実務実習（病院実習）／ja_JP
	076Syllabus-20173007182076-実務実習（薬局実習）／ja_JP
	077Syllabus-20173008170077-高次臨床実務実習Ⅰ／ja_JP
	078Syllabus-20173008171078-高次臨床実務実習Ⅱ／ja_JP
	079Syllabus-201730051203C0-科学英語：細胞制御学／ja_JP
	080Syllabus-201730051203C1-科学英語：創薬薬理学／ja_JP
	081Syllabus-201730051203C2-科学英語：薬化学／ja_JP
	082Syllabus-201730051203C3-科学英語：薬品製造化学／ja_JP
	083Syllabus-201730051203C4-科学英語：医薬品合成化学／ja_JP
	084Syllabus-201730051203C5-科学英語：ゲノム創薬学／ja_JP
	085Syllabus-201730051203C6-科学英語：天然物化学／ja_JP
	086Syllabus-201730051203C7-科学英語：機能性分子化学／ja_JP
	087Syllabus-201730051203C8-科学英語：衛生化学／ja_JP
	088Syllabus-201730051203C9-科学英語：薬品分析化学／ja_JP
	089Syllabus-201730051203D0-科学英語：薬物治療学／ja_JP
	090Syllabus-201730051203D1-科学英語：医薬品情報学／ja_JP
	091Syllabus-201730051203D2-科学英語：薬剤学／ja_JP
	092Syllabus-201730051203D3-科学英語：実践薬学／ja_JP
	093Syllabus-201730051203D4-科学英語：感染分子薬学／ja_JP
	094Syllabus-201730051203D5-科学英語：薬用植物学／ja_JP
	095Syllabus-201730051203D6-科学英語：治療薬剤学／ja_JP
	096Syllabus-201730051203D7-科学英語：薬品構造解析学／ja_JP
	097Syllabus-201730120002A0-実験計画法：細胞制御学／ja_JP
	098Syllabus-201730120002A1-実験計画法：創薬薬理学／ja_JP
	099Syllabus-201730120002A2-実験計画法：薬化学／ja_JP
	100Syllabus-201730120002A3-実験計画法：薬品製造化学／ja_JP
	101Syllabus-201730120002A4-実験計画法：医薬品合成化学／ja_JP
	102Syllabus-201730120002A5-実験計画法：ゲノム創薬学／ja_JP
	103Syllabus-201730120002A6-実験計画法：天然物化学／ja_JP
	104Syllabus-201730120002A7-実験計画法：機能性分子化学／ja_JP
	105Syllabus-201730120002A8-実験計画法：衛生化学／ja_JP
	106Syllabus-201730120002A9-実験計画法：薬品分析化学／ja_JP
	107Syllabus-201730120002B0-実験計画法：薬物治療学／ja_JP
	108Syllabus-201730120002B1-実験計画法：医薬品情報学／ja_JP
	109Syllabus-201730120002B2-実験計画法：薬剤学／ja_JP
	110Syllabus-201730120002B3-実験計画法：感染分子薬学／ja_JP
	111Syllabus-201730120002B4-実験計画法：薬用植物学／ja_JP
	112Syllabus-201730120002B5-実験計画法：薬品構造解析学／ja_JP
	113Syllabus-201730120001G0-医療実験計画法：細胞制御学／ja_JP
	114Syllabus-201730120001G1-医療実験計画法：創薬薬理学／ja_JP
	115Syllabus-201730120001G2-医療実験計画法：薬化学／ja_JP
	116Syllabus-201730120001G3-医療実験計画法：薬品製造化学／ja_JP
	117Syllabus-201730120001G4-医療実験計画法：医薬品合成化学／ja_JP
	118Syllabus-201730120001G5-医療実験計画法：ゲノム創薬学／ja_JP
	119Syllabus-201730120001G6-医療実験計画法：天然物化学／ja_JP
	120Syllabus-201730120001G7-医療実験計画法：機能性分子化学／ja_JP
	121Syllabus-201730120001G8-医療実験計画法：衛生化学／ja_JP
	122Syllabus-201730120001G9-医療実験計画法：薬品分析化学／ja_JP
	123Syllabus-201730120001H0-医療実験計画法：薬物治療学／ja_JP
	124Syllabus-201730120001H1-医療実験計画法：医薬品情報学／ja_JP
	125Syllabus-201730120001H2-医療実験計画法：薬剤学／ja_JP
	126Syllabus-201730120001H3-医療実験計画法：実践薬学／ja_JP
	127Syllabus-201730120001H4-医療実験計画法：感染分子薬学／ja_JP
	128Syllabus-201730120001H5-医療実験計画法：薬用植物学／ja_JP
	129Syllabus-201730120001H6-医療実験計画法：治療薬剤学／ja_JP
	130Syllabus-201730120001H7-医療実験計画法：薬品構造解析学／ja_JP
	131Syllabus-201730092120K0-薬科学特別実習：細胞制御学／ja_JP
	132Syllabus-201730092120K1-薬科学特別実習：創薬薬理学／ja_JP
	133Syllabus-201730092120K2-薬科学特別実習：薬化学／ja_JP
	134Syllabus-201730092120K3-薬科学特別実習：薬品製造化学／ja_JP
	135Syllabus-201730092120K4-薬科学特別実習：医薬品合成化学／ja_JP
	136Syllabus-201730092120K5-薬科学特別実習：ゲノム創薬学／ja_JP
	137Syllabus-201730092120K6-薬科学特別実習：天然物化学／ja_JP
	138Syllabus-201730092120K7-薬科学特別実習：機能性分子化学／ja_JP
	139Syllabus-201730092120K8-薬科学特別実習：衛生化学／ja_JP
	140Syllabus-201730092120K9-薬科学特別実習：薬品分析化学／ja_JP
	141Syllabus-201730092120L0-薬科学特別実習：薬物治療学／ja_JP
	142Syllabus-201730092120L1-薬科学特別実習：医薬品情報学／ja_JP
	143Syllabus-201730092120L2-薬科学特別実習：薬剤学／ja_JP
	144Syllabus-201730092120L3-薬科学特別実習：感染分子薬学／ja_JP
	145Syllabus-201730092120L4-薬科学特別実習：薬用植物学／ja_JP
	146Syllabus-201730092120L5-薬科学特別実習：薬品構造解析学／ja_JP
	147Syllabus-201730091620I0-医療薬学特別実習：細胞制御学／ja_JP
	148Syllabus-201730091620I1-医療薬学特別実習：創薬薬理学／ja_JP
	149Syllabus-201730091620I2-医療薬学特別実習：薬化学／ja_JP
	150Syllabus-201730091620I3-医療薬学特別実習：薬品製造化学／ja_JP
	151Syllabus-201730091620I4-医療薬学特別実習：医薬品合成化学／ja_JP
	152Syllabus-201730091620I5-医療薬学特別実習：ゲノム創薬学／ja_JP
	153Syllabus-201730091620I6-医療薬学特別実習：天然物化学／ja_JP
	154Syllabus-201730091620I7-医療薬学特別実習：機能性分子化学／ja_JP
	155Syllabus-201730091620I8-医療薬学特別実習：衛生化学／ja_JP
	156Syllabus-201730091620I9-医療薬学特別実習：薬品分析化学／ja_JP
	157Syllabus-201730091620J0-医療薬学特別実習：薬物治療学／ja_JP
	158Syllabus-201730091620J1-医療薬学特別実習：医薬品情報学／ja_JP
	159Syllabus-201730091620J2-医療薬学特別実習：薬剤学／ja_JP
	160Syllabus-201730091620J3-医療薬学特別実習：実践薬学／ja_JP
	161Syllabus-201730091620J4-医療薬学特別実習：感染分子薬学／ja_JP
	162Syllabus-201730091620J5-医療薬学特別実習：薬用植物学／ja_JP
	163Syllabus-201730091620J6-医療薬学特別実習：治療薬剤学／ja_JP
	164Syllabus-201730091620J7-医療薬学特別実習：薬品構造解析学／ja_JP

	空白ページ
	空白ページ



