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日 月 火 水 木 金 土 12/8 5年次生　TOEIC試験

1 2 3 4 5 6 7 12/25 月曜日授業の代替日

8 9 10 11 12 13 14 12/26 金曜日授業の代替日

7月 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 日 月 火 水 木 金 土

29 30 31 ・ ・ ・ ・ 31年 ・ ・ 1 2 3 4 5
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・ ・ ・ 1 2 3 4 1/18 大学入試センター試験場設営（休講）
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N0. 細目

A A 基本事項 D D 衛生薬学

A-(1) （1）薬剤師の使命 D1 D1 健康

A-(2) （2）薬剤師に求められる倫理観 D1-(1) （1）社会・集団と健康

A-(3) （3）信頼関係の構築 D1-(2) （2）疾病の予防

A-(4) （4）多職種連携協働とチーム医療 D1-(3) （3）栄養と健康

A-(5) （5）自己研鑽と次世代を担う人材の育成 D2 D2 環境

B B 薬学と社会 D2-(1) （1）化学物質・放射線の生体への影響

B-(1) （1）人と社会に関わる薬剤師 D2-(2) （2）生活環境と健康

B-(2) （2）薬剤師と医薬品等に係る法規範 E E 医療薬学

B-(3) （3）社会保障制度と医療経済 E1 E1 薬の作用と体の変化

B-(4) （4）地域における薬局と薬剤師 E1-(1) （1）薬の作用

C C 薬学基礎 E1-(2) （2）身体の病的変化を知る

C1 C1 物質の物理的性質 E1-(3) （3）薬物治療の位置づけ

C1-(1) （1）物質の構造 E1-(4) （4）医薬品の安全性

C1-(2) （2）物質のエネルギーと平衡 E2 E2 薬理・病態・薬物治療

C1-(3) （3）物質の変化 E2-(1) （1）神経系の疾患と薬

C2 C2 化学物質の分析 E2-(2) （2）免疫・炎症・アレルギーおよび骨・関節の疾患と薬

C2-(1) （1）分析の基礎 E2-(3) （3）循環器系・血液系・造血器系・泌尿器系・生殖器系の疾患と薬

C2-(2) （2）溶液中の化学平衡 E2-(4) （4）呼吸器系・消化器系の疾患と薬

C2-(3) （3）化学物質の定性分析・定量分析 E2-(5) （5）代謝系・内分泌系の疾患と薬

C2-(4) （4）機器を用いる分析法 E2-(6) （6）感覚器・皮膚の疾患と薬

C2-(5) （5）分離分析法 E2-(7) （7）病原微生物（感染症）・悪性新生物（がん）と薬

C2-(6) （6）臨床現場で用いる分析技術 E2-(8) （8）バイオ・細胞医薬品とゲノム情報

C3 C3 化学物質の性質と反応 E2-(9) （9）要指導医薬品・一般用医薬品とセルフメディケーション

C3-(1) （1）化学物質の基本的性質 E2-(10) （10）医療の中の漢方薬

C3-(2) （2）有機化合物の基本骨格の構造と反応 E2-(11) （11）薬物治療の最適化

C3-(3) （3）官能基の性質と反応 E3 E3 薬物治療に役立つ情報

C3-(4) （4）化学物質の構造決定 E3-(1) （1）医薬品情報

C3-(5) （5）無機化合物・錯体の構造と性質 E3-(2) （2）患者情報

C4 C4 生体分子・医薬品を化学による理解 E3-(3) （3）個別化医療

C4-(1) （1）医薬品の標的となる生体分子の構造と化学的な性質 E4 E4 薬の生体内運命

C4-(2) （2）生体反応の化学による理解 E4-(1) （1）薬物の体内動態

C4-(3) （3）医薬品の化学構造と性質、作用 E4-(2) （2）薬物動態の解析

C5 C5 自然が生み出す薬物 E5 E5 製剤化のサイエンス

C5-(1) （1）薬になる動植鉱物 E5-(1) （1）製剤の性質

C5-(2) （2）薬の宝庫としての天然物 E5-(2) （2）製剤設計

C6 C6 生命現象の基礎 E5-(3) （3）DDS（Drug Delivery System：薬物送達システム）

C6-(1) （1）細胞の構造と機能 F F 薬学臨床

C6-(2) （2）生命現象を担う分子 F-(1) （1）薬学臨床の基礎

C6-(3) （3）生命活動を担うタンパク質 F-(2) （2）処方せんに基づく調剤

C6-(4) （4）生命情報を担う遺伝子 F-(3) （3）薬物療法の実践

C6-(5) （5）生体エネルギーと生命活動を支える代謝系 F-(4) （4）チーム医療への参画

C6-(6) （6）細胞間コミュニケーションと細胞内情報伝達 F-(5) （5）地域の保健・医療・福祉への参画

C6-(7) （7）細胞の分裂と死 G G 薬学研究

C7 C7 人体の成り立ちと生体機能の調節 G-(1) （1）薬学における研究の位置づけ

C7-(1) （1）人体の成り立ち G-(2) （2）研究に必要な法規範と倫理

C7-(2) （2）生体機能の調節 G-(3) （3）研究の実践

C8 C8 生体防御と微生物

C8-(1) （1）身体をまもる

C8-(2) （2）免疫系の制御とその破綻・免疫系の応用

C8-(3) （3）微生物の基本

C8-(4) （4）病原体としての微生物

薬学教育モデルコアカリキュラム-平成25年度改訂版-　



学期／Semester 2018年度／Academic Year　前期
／First Semester 曜日・校時／Day・Period他／Oth. 0

2018/04/01～2020/03/31開講期間／Class period

必修選択／Required/Elective class 単位数(一般/編入/留学)／Credits
(general/admission/overseas)必修／required 15.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30091620201830091620I0

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPC 46021_796

授業科目名／Subject 医療薬学特別実習：細胞制御学／Advanced Experimental Training in Pharmaceutical Health
Care and Sciences

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

武田　弘資／Takeda Kohsuke

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

卒業研究／Experiment科目分類／Class type

講義形態／Class Form5, 6 実習／Practical Training対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬学科対象学生（クラス等）  /Target students

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/Instructor office

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
4年次までに修得した知識や経験を活かして，医薬品の使用に関わる能力を身につける。このプロセ
スを通じて，未解決の問題への解決法を学び，大学院進学や就職への準備を行う。

授業の概要及び位置づけ/Course overview and
relationship to other subjects

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

薬学教育モデル・コアカリキュラムとの対応

C6 生命現象の基礎
(1) 細胞の構造と機構
(2) 生命現象を担う分子
(3) 生命現象を担うタンパク質
(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) 細胞の分裂と死
C7 人体の成り立ちと生体機能の調節
(2) 生体機能の調節

技能、態度を含む内容
A 基本事項
(5) 自己研鑽と次世代を担う人材の育成【①学習の在り方】３）必要な情報を的確に収集し、信憑
性について判断できる。（知識・技能）、４）得られた情報を論理的に統合・整理し、自らの考え
とともに分かりやすく表現できる。（技能）
C6 生命現象の基礎
(2) 生命現象を担う分子【⑧生体分子の定性、定量】１）脂質、糖質、アミノ酸、タンパク質、も
しくは核酸の定性または定量試験を実施できる。（技能）
C8 生体防御と微生物
(2) 免疫系の制御とその破綻・免疫系の応用【②免疫反応の利用】４）抗原抗体反応を利用した検
査方法（ELISA 法、ウエスタンブロット法など）を実施できる。(技能）
(3) 微生物の基礎【⑥検出方法】２）無菌操作を実施できる。（技能）
E1 薬の作用と体の変化
(1) 薬の作用【②動物実験】
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

授業到達目標/Course goals

■主体性／Autonomy　■汎用的能力／Generic Competence　□倫理観／Ethics　□多様性の理解
／Understanding Diversity　□協働性／Cooperativeness　■考えをやり取りする力／Ability to
exchange ideas　□国際・地域社会への関心／Interest in international / local society　

知識・技能以外に、この授業を通して身につけ
て欲しい力（１つ以上３つまで）/Ability
other than knowledge and skills acquired
mainly through lessons（1 to 3）
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□A.授業内容の理解度を確認したり自分で考えさせたりする活動 <br>/ Activities to check  the
degree of comprehension of the contents to the lesson or to think over
■B.多角的に考えるために他者と関わる活動 <br>/ Activities involving others to think from
various perspectives
■C.技能修得のために実践する活動 <br>/ Activities to practice for acquiring skills
■D.問題解決のために知識を総合的に活用する活動 <br>/ Activities that comprehensively
utilize knowledge to solve problems
□E.上記以外の学生の思考の活性化を促す授業手法 <br>/ Teaching methods to stimulate
students' thinking other than the above
□F.教員からの講義のみで構成される <br>/ It consists only of lectures from teachers

学生の思考を活性化させるための授業手法
/Lesson method to stimulate students'
thinking

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

成績評価の方法・基準等/Grading

詳細は授業計画詳細を参照
各回の授業内容・授業方法（学習指導方法
）/Class content and format

特になし
事前、事後学習の内容/Preparation & Review

研究活動，卒業論文，発表会キーワード/Key word

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

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

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 (for
students with disabilities)

備考（URL）/Remarks(URL)

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

授業計画詳細／Course Schedule

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

卒業研究テーマの設定：指導教員と相談の上、研究テーマを設定する。4月
中間発表会：卒業研究テーマの選択背景と研究目的、これまで行った実験方法と結果、及び今後の
方針等に関する発表会を行う。7月̃12月

卒業研究発表会と卒業論文の提出：発表形式による最終試問を行う。また、1年間の研究結果を卒業
論文としてまとめて提出する。1月̃2月
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学期／Semester 2018年度／Academic Year　前期
／First Semester 曜日・校時／Day・Period他／Oth. 0

2018/04/01～2020/03/31開講期間／Class period

必修選択／Required/Elective class 単位数(一般/編入/留学)／Credits
(general/admission/overseas)必修／required 15.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30091620201830091620I1

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPC 46021_796

授業科目名／Subject 医療薬学特別実習：創薬薬理学／Advanced Experimental Training in Pharmaceutical Health
Care and Sciences

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

植田　弘師／Ueda Hiroshi, 塚原　完／Tsukahara Tamotsu

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

植田　弘師／Ueda Hiroshi

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

植田　弘師／Ueda Hiroshi, 塚原　完／Tsukahara Tamotsu

卒業研究／Experiment科目分類／Class type

講義形態／Class Form5, 6 実習／Practical Training対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬学科対象学生（クラス等）  /Target students
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/Instructor office

095-819-2421, 2473担当教員TEL/Tel

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

授業の概要及び位置づけ/Course overview and
relationship to other subjects

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

授業到達目標/Course goals

□主体性／Autonomy　■汎用的能力／Generic Competence　□倫理観／Ethics　□多様性の理解
／Understanding Diversity　■協働性／Cooperativeness　■考えをやり取りする力／Ability to
exchange ideas　□国際・地域社会への関心／Interest in international / local society　

知識・技能以外に、この授業を通して身につけ
て欲しい力（１つ以上３つまで）/Ability
other than knowledge and skills acquired
mainly through lessons（1 to 3）

□A.授業内容の理解度を確認したり自分で考えさせたりする活動 <br>/ Activities to check  the
degree of comprehension of the contents to the lesson or to think over
■B.多角的に考えるために他者と関わる活動 <br>/ Activities involving others to think from
various perspectives
■C.技能修得のために実践する活動 <br>/ Activities to practice for acquiring skills
■D.問題解決のために知識を総合的に活用する活動 <br>/ Activities that comprehensively
utilize knowledge to solve problems
□E.上記以外の学生の思考の活性化を促す授業手法 <br>/ Teaching methods to stimulate
students' thinking other than the above
□F.教員からの講義のみで構成される <br>/ It consists only of lectures from teachers

学生の思考を活性化させるための授業手法
/Lesson method to stimulate students'
thinking

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

詳細は授業計画詳細を参照
各回の授業内容・授業方法（学習指導方法
）/Class content and format

事前学習: 研究を進めていく上で出てくる疑問を自分で明らかにする態度を身につける。
事後学習: 研究結果をわかりやすく発表する技術 (ポスターや論文)を身につける。

事前、事後学習の内容/Preparation & Review

特になしキーワード/Key word

学術雑誌やインターネットなどのデータベースの利用
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

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

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 (for
students with disabilities)

特になし備考（URL）/Remarks(URL)
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研究計画を事前に立て、ディスカッションし、計画的に実験を行うこと。実験のプロトコール、実
験発案、並びに実験結果は、実験ノートに方法に従って正しく記載すること。学生へのメッセージ/Message for students

授業計画詳細／Course Schedule

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

薬理学・創薬分野における研究課題について、実験の立案、実験計画手法、実験の進行法、論理性
について身につけることがねらいである。また、これらの成果を論文・学会発表することで、より
幅深く、広い知識を身につけることも目的としている。薬学教育モデルコアカリキュラムSBOs: G-
(1)-1～4、G-(3)-1～6

年度跨り
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学期／Semester 2018年度／Academic Year　前期
／First Semester 曜日・校時／Day・Period他／Oth. 0

2018/04/01～2020/03/31開講期間／Class period

必修選択／Required/Elective class 単位数(一般/編入/留学)／Credits
(general/admission/overseas)必修／required 15.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30091620201830091620I2

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPC 46021_796

授業科目名／Subject 医療薬学特別実習：薬化学／Advanced Experimental Training in Pharmaceutical Health Care
and Sciences

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

田中　正一／Tanaka Masakazu

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

田中　正一／Tanaka Masakazu

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

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

卒業研究／Experiment科目分類／Class type

講義形態／Class Form5, 6 実習／Practical Training対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬学科対象学生（クラス等）  /Target students

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

薬学部3階　薬化学担当教員研究室/Instructor office

095-819-2423(田中)担当教員TEL/Tel

火曜日16:00～18:00、他の時間の場合は連絡すること（田中）。担当教員オフィスアワー/Office hours
4年次までに修得した知識，経験を活かして，医薬品の使用に関わる能力を身につける。このプロセ
スを通じて，未解決の問題への解決法を学び，大学院進学や就職への準備を行う。
【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
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 overview and
relationship to other subjects

（Ａ）研究活動を通して，研究の社会的背景や意義を説明することができる。
（Ｂ）自然科学や医療情報に関する基礎的知識を研究に応用することができる。
（Ｃ）医薬品の使用に関する専門的知識と技術を研究に応用することができる。
（Ｄ）身につけた知識や経験を統合，利用し，問題解決に取り組むことができる。
（Ｅ）自主的，継続的に研究を進めることができる。
（Ｆ）与えられた条件下で，計画的に研究を進め，結果をまとめることができる。
（Ｇ）日本語による論理的な記述と口頭発表ができ，討議などのコミュニケーションができる。
（Ｈ）和文，英文による学術雑誌を読解し，平易に解説することができる。
（Ｉ）社会及び自然に対する責任を自覚することができる。
薬学教育モデル・コアカリキュラム到達目標を含む項目：
C3-(1)　【①基本事項】【②有機化合物の立体構造】C3-(2) 【①アルカン】【②アルケン・アルキ
ン】C3-(3) 【①概説】【有機ハロゲン化合物】【④アルデヒド・ケトン・カルボン酸・カルボン再
誘導体】C3-(4) 【①核磁気共鳴(NMR)】【②赤外吸収(IR)】【③質量分析】
G-(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

授業到達目標/Course goals

■主体性／Autonomy　□汎用的能力／Generic Competence　■倫理観／Ethics　□多様性の理解
／Understanding Diversity　□協働性／Cooperativeness　■考えをやり取りする力／Ability to
exchange ideas　□国際・地域社会への関心／Interest in international / local society　

知識・技能以外に、この授業を通して身につけ
て欲しい力（１つ以上３つまで）/Ability
other than knowledge and skills acquired
mainly through lessons（1 to 3）

■A.授業内容の理解度を確認したり自分で考えさせたりする活動 <br>/ Activities to check  the
degree of comprehension of the contents to the lesson or to think over
□B.多角的に考えるために他者と関わる活動 <br>/ Activities involving others to think from
various perspectives
■C.技能修得のために実践する活動 <br>/ Activities to practice for acquiring skills
■D.問題解決のために知識を総合的に活用する活動 <br>/ Activities that comprehensively
utilize knowledge to solve problems
□E.上記以外の学生の思考の活性化を促す授業手法 <br>/ Teaching methods to stimulate
students' thinking other than the above
□F.教員からの講義のみで構成される <br>/ It consists only of lectures from teachers

学生の思考を活性化させるための授業手法
/Lesson method to stimulate students'
thinking

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

成績評価の方法・基準等/Grading

詳細は授業計画詳細を参照
各回の授業内容・授業方法（学習指導方法
）/Class content and format

事前学習：未解決の問題を見つけ出すために関連研究の論文を調べる。
事後学習：教員等に指摘された箇所を再考して、次の実習に活かす。

事前、事後学習の内容/Preparation & Review

研究活動，卒業論文，発表会キーワード/Key word
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各種の参考書や英語文献があるが，指導教員の推奨に従って適宜選択する。
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

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

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 (for
students with disabilities)

備考（URL）/Remarks(URL)

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

授業計画詳細／Course Schedule

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

4年次までに修得した知識，経験を活かして，医薬品の使用に関わる能力を身につける。このプロセ
スを通じて，未解決の問題への解決法を学び，大学院進学や就職への準備を行う。1
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学期／Semester 2018年度／Academic Year　前期
／First Semester 曜日・校時／Day・Period他／Oth. 0

2018/04/01～2020/03/31開講期間／Class period

必修選択／Required/Elective class 単位数(一般/編入/留学)／Credits
(general/admission/overseas)必修／required 15.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30091620201830091620I3

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPC 46021_796

授業科目名／Subject 医療薬学特別実習：薬品製造化学／Advanced Experimental Training in Pharmaceutical Health
Care and Sciences

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

石原　淳／Ishihara Jun, 福田　隼／Hayato Fukuda

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, 福田　隼／Hayato Fukuda

卒業研究／Experiment科目分類／Class type

講義形態／Class Form5, 6 実習／Practical Training対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬学科対象学生（クラス等）  /Target students

jishi@nagasaki-u.ac.jp（石原）、hfukuda@nagasaki-u.ac.jp（福田）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/Instructor office

819-2426（石原）、819-2427（福田）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
医療薬学に関わる薬品製造化学研究領域の実験に関して，正確で精度のよい結果を効率的に得られ
るような実験を設計し，得られた結果を解析し，結論を導き出せるようにする。
【薬学教育モデル・コアカリキュラム一般目標】
C2　化学物質の分析、C3　化学物質の性質と反応、G　薬学研究

授業の概要及び位置づけ/Course overview and
relationship to other subjects

本演習によって，医療薬学に関わる薬品製造化学研究領域の実験の設計に必要な知識，考え方を習
得し，得られた結果を解析，考察し，次の実験計画に反映できるようにする。
【薬学教育モデル・コアカリキュラム到達目標を含む項目】
C2化学物質の分析：(5) 分離分析法、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、G (1)薬学における研究の位置づけ
： G-(3)　研究の実践

授業到達目標/Course goals

■主体性／Autonomy　■汎用的能力／Generic Competence　□倫理観／Ethics　□多様性の理解
／Understanding Diversity　□協働性／Cooperativeness　■考えをやり取りする力／Ability to
exchange ideas　□国際・地域社会への関心／Interest in international / local society　

知識・技能以外に、この授業を通して身につけ
て欲しい力（１つ以上３つまで）/Ability
other than knowledge and skills acquired
mainly through lessons（1 to 3）

■A.授業内容の理解度を確認したり自分で考えさせたりする活動 <br>/ Activities to check  the
degree of comprehension of the contents to the lesson or to think over
■B.多角的に考えるために他者と関わる活動 <br>/ Activities involving others to think from
various perspectives
■C.技能修得のために実践する活動 <br>/ Activities to practice for acquiring skills
■D.問題解決のために知識を総合的に活用する活動 <br>/ Activities that comprehensively
utilize knowledge to solve problems
□E.上記以外の学生の思考の活性化を促す授業手法 <br>/ Teaching methods to stimulate
students' thinking other than the above
□F.教員からの講義のみで構成される <br>/ It consists only of lectures from teachers

学生の思考を活性化させるための授業手法
/Lesson method to stimulate students'
thinking

学生の課題に対する積極的な取組状況（40％），実験計画の内容（30％），レポート（30％）成績評価の方法・基準等/Grading

詳細は授業計画詳細を参照
各回の授業内容・授業方法（学習指導方法
）/Class content and format

事前に実験内容について文献・テキストを利用して十分に理解すること。疑問点はTA、指導教員に
質問すること。実験結果の解析に当たってもTA、指導教員と相談すること。

事前、事後学習の内容/Preparation & Review

実験計画、結果解析キーワード/Key word

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

特になし。受講要件（履修条件）/Prerequisites, etc.
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 (for
students with disabilities)

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

卒業研究を効果的に遂行するうえで、基礎となる科目である。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

研究の意義・必要性
C3-(1)-①-1̃9, C3-(1)-②-5̃9, G-(3)-11

問題点の抽出
C3-(2)-①-1̃5, G-(3)-22

問題解決の立案
C3-(3)-①-2, G-(3)-33

実験の遂行
C3-(4)-④-1, G-(3)-34

結果の解析と考察
C3-(4)-①-5, C3-(4)-②-5, C3-(4)-③-2̃4, G-(3)-45

改善実験の実施
C3-(4)-④-1, G-(3)-3̃46

卒業研究論文の作成
G-(3)-67

卒業研究論文の発表
G-(3)-58
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学期／Semester 2018年度／Academic Year　前期
／First Semester 曜日・校時／Day・Period他／Oth. 0

2018/04/01～2020/03/31開講期間／Class period

必修選択／Required/Elective class 単位数(一般/編入/留学)／Credits
(general/admission/overseas)必修／required 15.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30091620201830091620I4

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPC 46021_796

授業科目名／Subject 医療薬学特別実習：医薬品合成化学／Advanced Experimental Training in Pharmaceutical Health
Care and Sciences

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

尾野村　治／Onomura Osamu

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

卒業研究／Experiment科目分類／Class type

講義形態／Class Form5, 6 実習／Practical Training対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬学科対象学生（クラス等）  /Target students

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/Instructor office

095-819-2429担当教員TEL/Tel

9：00-18：00担当教員オフィスアワー/Office hours
創薬科学に関わる医薬品合成化学研究領域の実験に関して，正確で精度のよい結果を効率的に得ら
れるような実験を設計し，得られた結果を解析し，結論を導き出せるようにする。
【薬学教育モデル・コアカリキュラム一般目標】
C3　化学物質の性質と反応
G　薬学研究

授業の概要及び位置づけ/Course overview and
relationship to other subjects

本演習によって，医薬品合成化学に関わる実験の設計に必要な知識，考え方を習得し，得られた結
果を解析，考察し，次の実験計画に反映できるようにする。
【薬学教育モデル・コアカリキュラム到達目標を含む項目】
C3-(3)　官能基の性質と反応、
G-(3)　研究の実践

授業到達目標/Course goals

■主体性／Autonomy　■汎用的能力／Generic Competence　□倫理観／Ethics　□多様性の理解
／Understanding Diversity　□協働性／Cooperativeness　■考えをやり取りする力／Ability to
exchange ideas　□国際・地域社会への関心／Interest in international / local society　

知識・技能以外に、この授業を通して身につけ
て欲しい力（１つ以上３つまで）/Ability
other than knowledge and skills acquired
mainly through lessons（1 to 3）

■A.授業内容の理解度を確認したり自分で考えさせたりする活動 <br>/ Activities to check  the
degree of comprehension of the contents to the lesson or to think over
■B.多角的に考えるために他者と関わる活動 <br>/ Activities involving others to think from
various perspectives
■C.技能修得のために実践する活動 <br>/ Activities to practice for acquiring skills
■D.問題解決のために知識を総合的に活用する活動 <br>/ Activities that comprehensively
utilize knowledge to solve problems
□E.上記以外の学生の思考の活性化を促す授業手法 <br>/ Teaching methods to stimulate
students' thinking other than the above
□F.教員からの講義のみで構成される <br>/ It consists only of lectures from teachers

学生の思考を活性化させるための授業手法
/Lesson method to stimulate students'
thinking

学生の課題に対する積極的な取組状況（40％），実験計画の内容（30％），レポート（30％）成績評価の方法・基準等/Grading

詳細は授業計画詳細を参照
各回の授業内容・授業方法（学習指導方法
）/Class content and format

事前に実験内容について文献・テキストを利用して十分に理解すること。疑問点はTA、指導教員に
質問すること。実験結果の解析に当たってもTA、指導教員と相談すること。

事前、事後学習の内容/Preparation & Review

実験計画、結果解析キーワード/Key word

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

特になし。受講要件（履修条件）/Prerequisites, etc.
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 (for
students with disabilities)

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

卒業研究を効果的に遂行するうえで、基礎となる科目である。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

研究の意義・必要性1

問題点の抽出2

問題解決の立案3

実験の遂行4

結果の解析と考察5

改善実験の実施6

卒業研究論文の作成7

卒業研究論文の発表8
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学期／Semester 2018年度／Academic Year　前期
／First Semester 曜日・校時／Day・Period他／Oth. 0

2018/04/01～2020/03/31開講期間／Class period

必修選択／Required/Elective class 単位数(一般/編入/留学)／Credits
(general/admission/overseas)必修／required 15.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30091620201830091620I5

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPC 46021_796

授業科目名／Subject 医療薬学特別実習：ゲノム創薬学／Advanced Experimental Training in Pharmaceutical Health
Care and Sciences

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

岩田　修永／Iwata Nobuhisa

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

卒業研究／Experiment科目分類／Class type

講義形態／Class Form5, 6 実習／Practical Training対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬学科対象学生（クラス等）  /Target students

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

薬学部 ゲノム創薬学担当教員研究室/Instructor office

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

月～金曜日　午後1時～6時担当教員オフィスアワー/Office hours
4年次までに修得した知識，経験を活かして，医薬品の使用に関わる能力を身につける。このプロセ
スを通じて，未解決の問題への解決法を学び，大学院進学や就職への準備を行う。

授業の概要及び位置づけ/Course overview and
relationship to other subjects

（Ａ）研究活動を通して，研究の社会的背景や意義を説明することができる。
（Ｂ）自然科学や医療情報に関する基礎知識を研究に応用することができる。
（Ｃ）医薬品の使用に関する専門知識と技術を研究に応用することができる。
（Ｄ）身につけた知識や経験を統合，利用し，問題解決に取り組むことができる。
（Ｅ）自主的かつ継続的に研究を進めることができる。
（Ｆ）与えられた条件下で，計画的に研究を進め，結果をまとめることができる。
（Ｇ）日本語による論理的な記述と口頭発表ができ，討議などのコミュニケーションができる。
（Ｈ）和文，英文による学術雑誌を読解し，平易に解説することができる。
（Ｉ）社会及び自然に対する責任など研究倫理を自覚することができる。
【薬学教育モデル・コアカリキュラムとの対応】
本科目は，薬学部薬学科での学習の総仕上げと位置づけられる。薬学教育(新)モデル・コアカリキ
ュラム　G 薬学研究 (1) 薬学における研究の位置づけ　(2) 研究に必要な規則範と倫理 (3) 研究
の実践に対応

授業到達目標/Course goals

■主体性／Autonomy　■汎用的能力／Generic Competence　□倫理観／Ethics　□多様性の理解
／Understanding Diversity　□協働性／Cooperativeness　■考えをやり取りする力／Ability to
exchange ideas　□国際・地域社会への関心／Interest in international / local society　

知識・技能以外に、この授業を通して身につけ
て欲しい力（１つ以上３つまで）/Ability
other than knowledge and skills acquired
mainly through lessons（1 to 3）

□A.授業内容の理解度を確認したり自分で考えさせたりする活動 <br>/ Activities to check  the
degree of comprehension of the contents to the lesson or to think over
■B.多角的に考えるために他者と関わる活動 <br>/ Activities involving others to think from
various perspectives
■C.技能修得のために実践する活動 <br>/ Activities to practice for acquiring skills
■D.問題解決のために知識を総合的に活用する活動 <br>/ Activities that comprehensively
utilize knowledge to solve problems
□E.上記以外の学生の思考の活性化を促す授業手法 <br>/ Teaching methods to stimulate
students' thinking other than the above
□F.教員からの講義のみで構成される <br>/ It consists only of lectures from teachers

学生の思考を活性化させるための授業手法
/Lesson method to stimulate students'
thinking

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

成績評価の方法・基準等/Grading

詳細は授業計画詳細を参照
各回の授業内容・授業方法（学習指導方法
）/Class content and format

実験計画と自身のデータの解釈と考察のため、論文をしっかりと読むこと。
事前、事後学習の内容/Preparation & Review

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

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

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

受講要件（履修条件）/Prerequisites, etc.
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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 (for
students with disabilities)

備考（URL）/Remarks(URL)

本科目は，薬学部薬学科での学習の総仕上げと理解してください。学生へのメッセージ/Message for students

授業計画詳細／Course Schedule

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

4月　研究計画立案（卒業研究テーマの設定）第1回

実験遂行（実験とデータの記録及び考察）第2回

実験遂行（実験とデータの記録及び考察）第3回

実験遂行（実験とデータの記録及び考察）第4回

実験遂行（実験とデータの記録及び考察）第5回

実験遂行（実験とデータの記録及び考察）第6回

実験遂行（実験とデータの記録及び考察）第7回
7月　中間発表会（卒業研究テーマの選択背景と研究目的，これまで行った実験方法と結果，及び今
後の方針等に関する発表を行う。）第8回

実験遂行（実験とデータの記録及び考察）第9回

実験遂行（実験とデータの記録及び考察）第10回

実験遂行（実験とデータの記録及び考察）第11回

実験遂行（実験とデータの記録及び考察）第12回

実験遂行（実験とデータの記録及び考察）第13回

実験遂行（実験とデータの記録及び考察）第14回

実験遂行（実験とデータの記録及び考察）第15回
11月　卒業研究発表会と卒業論文の提出　（発表形式による最終試問を行う。1年間の研究結果を卒
業論文としてまとめて提出する。）第16回
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学期／Semester 2018年度／Academic Year　前期
／First Semester 曜日・校時／Day・Period他／Oth. 0

2018/04/01～2020/03/31開講期間／Class period

必修選択／Required/Elective class 単位数(一般/編入/留学)／Credits
(general/admission/overseas)必修／required 15.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30091620201830091620I6

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPC 46021_796

授業科目名／Subject 医療薬学特別実習：天然物化学／Advanced Experimental Training in Pharmaceutical Health
Care and Sciences

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, 松尾　洋介／Matsuo Yosuke, 齋藤　義紀／Saito Yoshinori

卒業研究／Experiment科目分類／Class type

講義形態／Class Form5, 6 実習／Practical Training対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬学科対象学生（クラス等）  /Target students

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/Instructor office

819-2432担当教員TEL/Tel

面接およびメールで対応担当教員オフィスアワー/Office hours
4年次までに修得した知識，経験を活かして，医薬品に関わる研究能力を身につける。このプロセス
を通じて，未解決の問題への解決法を学び，大学院進学や就職への準備を行う。また、英語による
学術情報の収集と発信を行って、グローバルに活躍する研究者としての素養を身に付ける【薬学教
育モデル・コアカリキュラム一般目標】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；C5 自然が生み出す薬物：（１）薬になる動植鉱物（２）薬の宝
庫としての天然物

授業の概要及び位置づけ/Course overview and
relationship to other subjects

（Ａ）研究活動を通して，研究の社会的背景や意義を説明することができる。
（Ｂ）自然科学や医療情報に関する基礎的知識を研究に応用することができる。
（Ｃ）医薬品の使用に関する専門的知識と技術を研究に応用することができる。
（Ｄ）身につけた知識や経験を統合，利用し，問題解決に取り組むことができる。
（Ｅ）自主的，継続的に研究を進めることができる。
（Ｆ）与えられた条件下で，計画的に研究を進め，結果をまとめることができる。
（Ｇ）日本語と英語による論理的な記述と口頭発表ができ，討議などのコミュニケーションができ
る。
（Ｈ）英文による学術雑誌を読解し，平易に解説することができる。
（Ｉ）社会及び自然に対する責任を自覚することができる。
DP： 薬学・生命科学分野の研究に必要な意欲，問題解決能力（研究能力）、課題発見能力を身に付
け，情報を主体的に収集・活用・発信することができる（情報収集・発信能力） 。また、英語で情
報収集し発信することにより グローバルな視点を持ち，国際社会に医療人として貢献できる能力を
身に付ける。
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；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）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】【
③天然生物活性物質の取扱い】

授業到達目標/Course goals

■主体性／Autonomy　■汎用的能力／Generic Competence　□倫理観／Ethics　□多様性の理解
／Understanding Diversity　□協働性／Cooperativeness　■考えをやり取りする力／Ability to
exchange ideas　□国際・地域社会への関心／Interest in international / local society　

知識・技能以外に、この授業を通して身につけ
て欲しい力（１つ以上３つまで）/Ability
other than knowledge and skills acquired
mainly through lessons（1 to 3）

■A.授業内容の理解度を確認したり自分で考えさせたりする活動 <br>/ Activities to check  the
degree of comprehension of the contents to the lesson or to think over
■B.多角的に考えるために他者と関わる活動 <br>/ Activities involving others to think from
various perspectives
■C.技能修得のために実践する活動 <br>/ Activities to practice for acquiring skills
■D.問題解決のために知識を総合的に活用する活動 <br>/ Activities that comprehensively
utilize knowledge to solve problems
□E.上記以外の学生の思考の活性化を促す授業手法 <br>/ Teaching methods to stimulate
students' thinking other than the above
□F.教員からの講義のみで構成される <br>/ It consists only of lectures from teachers

学生の思考を活性化させるための授業手法
/Lesson method to stimulate students'
thinking

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

成績評価の方法・基準等/Grading

詳細は授業計画詳細を参照
各回の授業内容・授業方法（学習指導方法
）/Class content and format
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実験について目的を理解し、収集した情報を基に自ら論理的に考えて実験計画を立てることができ
るようになるためには、考える時間を授業時間外につくることが重要である。また、できるだけ多
くの論文や記事を読んで、研究に必要な専門英語に習熟し、英語で発信する力をつける。

事前、事後学習の内容/Preparation & Review

研究活動，卒業論文，発表会、問題解決能力、論理的説明、英語キーワード/Key word

生薬学、天然物化学、有機化学、分析化学などの教科書及び必要に応じて植物図鑑など。
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

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

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 (for
students with disabilities)

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

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

授業計画詳細／Course Schedule

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

研究テーマは指導教員と相談の上設定する。研究テーマの遂行にあたっては，各自創意工夫しなが
ら，研究方法の設定，英語学術論文の調査，データの解析，及び考察を繰り返す。また，随時、研
究進捗状況の説明会（英語による発信）， 関連文献の紹介，勉強会などのセミナーを活発に行う。
学部全体でのスケジュール例を以下に示す。
薬学教育モデルコアカリキュラムSBOs：G(1)1～4；G(2)1～3；G(3)1,2；C5 (1)①1～4；②1、③1,2
、④1～5；(2)③1；④1-3

研究室配属時（4月）

卒業研究テーマの設定
　指導教員と相談の上，研究テーマを設定して、実験を開始する。4月

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

7月～10月

卒業研究発表会
口頭発表形式により、薬学全体で最終諮問を行う。11月頃

卒業論文の提出
1年間の研究成果を卒業論文として提出する。卒業論文には英語による要旨を含める。11月～2月
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学期／Semester 2018年度／Academic Year　前期
／First Semester 曜日・校時／Day・Period他／Oth. 0

2018/04/01～2020/03/31開講期間／Class period

必修選択／Required/Elective class 単位数(一般/編入/留学)／Credits
(general/admission/overseas)必修／required 15.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30091620201830091620I7

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPC 46021_796

授業科目名／Subject 医療薬学特別実習：機能性分子化学／Advanced Experimental Training in Pharmaceutical Health
Care and Sciences

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

山吉　麻子／Yamayoshi Asako

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

山吉　麻子／Yamayoshi Asako

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

山吉　麻子／Yamayoshi Asako

卒業研究／Experiment科目分類／Class type

講義形態／Class Form5, 6 実習／Practical Training対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬学科対象学生（クラス等）  /Target students

山吉　麻子＜asakoy@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4階　機能性分子化学　担当教員研究室/Instructor office

（直通）095-819-2438（山吉）、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
4年次までに修得した知識，経験を活かして，医薬品の使用に関わる能力を身につける。このプロセ
スを通じて，未解決の問題への解決法を学び，大学院進学や就職への準備を行う。

授業の概要及び位置づけ/Course overview and
relationship to other subjects

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

授業到達目標/Course goals

■主体性／Autonomy　□汎用的能力／Generic Competence　□倫理観／Ethics　□多様性の理解
／Understanding Diversity　□協働性／Cooperativeness　■考えをやり取りする力／Ability to
exchange ideas　□国際・地域社会への関心／Interest in international / local society　

知識・技能以外に、この授業を通して身につけ
て欲しい力（１つ以上３つまで）/Ability
other than knowledge and skills acquired
mainly through lessons（1 to 3）

■A.授業内容の理解度を確認したり自分で考えさせたりする活動 <br>/ Activities to check  the
degree of comprehension of the contents to the lesson or to think over
■B.多角的に考えるために他者と関わる活動 <br>/ Activities involving others to think from
various perspectives
□C.技能修得のために実践する活動 <br>/ Activities to practice for acquiring skills
□D.問題解決のために知識を総合的に活用する活動 <br>/ Activities that comprehensively
utilize knowledge to solve problems
□E.上記以外の学生の思考の活性化を促す授業手法 <br>/ Teaching methods to stimulate
students' thinking other than the above
□F.教員からの講義のみで構成される <br>/ It consists only of lectures from teachers

学生の思考を活性化させるための授業手法
/Lesson method to stimulate students'
thinking

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

成績評価の方法・基準等/Grading

詳細は授業計画詳細を参照
各回の授業内容・授業方法（学習指導方法
）/Class content and format

事前：研究のバックグラウンドについて知見を広め、実験の遂行に必要な情報を収集する。
事後：得られた結果を解析して問題を提起し、次に行うべきことをまとめる。

事前、事後学習の内容/Preparation & Review

研究活動，卒業論文，発表会キーワード/Key word

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

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

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 (for
students with disabilities)
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備考（URL）/Remarks(URL)

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

授業計画詳細／Course Schedule

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

核酸化学に立脚したケミカルバイオロジー研究について、研究計画の立案と実験手法の提案に関す
る能力を身につけさせることが狙いである。また、これらの研究成果を積極的に学会等で発表させ
ることで、プレゼンテーション能力を習得させるとともに、他の研究者とのコミュニケーション能
力の向上を図る。
薬学教育モデルコアカリキュラムSBOs：C6(2)⑤1), G(1)1), G(3)4), 5), 6)

第１回
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学期／Semester 2018年度／Academic Year　前期
／First Semester 曜日・校時／Day・Period他／Oth. 0

2018/04/01～2020/03/31開講期間／Class period

必修選択／Required/Elective class 単位数(一般/編入/留学)／Credits
(general/admission/overseas)必修／required 15.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30091620201830091620I8

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPC 46021_796

授業科目名／Subject 医療薬学特別実習：衛生化学／Advanced Experimental Training in Pharmaceutical Health Care
and Sciences

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

中山　守雄／Nakayama Morio

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

中山　守雄／Nakayama Morio

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

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

卒業研究／Experiment科目分類／Class type

講義形態／Class Form5, 6 実習／Practical Training対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬学科対象学生（クラス等）  /Target students
中山　守雄＜morio@nagasaki-u.ac.jp＞、淵上　剛志 <t-fuchi@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

薬学部5階　衛生化学研究室担当教員研究室/Instructor office

095-819-2441（中山）、095-819-2442（淵上）、095-819-2443（吉田）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
4年次までに修得した知識や経験を活かして，医薬品の使用に関わる能力を身につける。このプロセ
スを通じて，未解決の問題への解決法を学び，大学院進学や就職への準備を行う。研究テーマは指
導教員と相談の上設定する。研究テーマの遂行にあたっては，各自創意工夫しながら，実験計画の
立案, 研究方法の設定，調査，データの解析，及び考察を繰り返す。また，研究進捗状況の説明，
文献紹介，勉強会などのセミナーを活発に行う。
【（旧）薬学教育モデル・コアカリキュラム一般目標】E１ 「総合薬学研究」(1)研究活動に求めら
れる態度、(2)研究活動を学ぶ、(3)未知との遭遇

授業の概要及び位置づけ/Course overview and
relationship to other subjects

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

（旧）薬学教育モデル・コアカリキュラム到達目標を含む項目：E1-(1)、E1-(2),  E1-(3)

授業到達目標/Course goals

■主体性／Autonomy　■汎用的能力／Generic Competence　□倫理観／Ethics　□多様性の理解
／Understanding Diversity　□協働性／Cooperativeness　■考えをやり取りする力／Ability to
exchange ideas　□国際・地域社会への関心／Interest in international / local society　

知識・技能以外に、この授業を通して身につけ
て欲しい力（１つ以上３つまで）/Ability
other than knowledge and skills acquired
mainly through lessons（1 to 3）

□A.授業内容の理解度を確認したり自分で考えさせたりする活動 <br>/ Activities to check  the
degree of comprehension of the contents to the lesson or to think over
□B.多角的に考えるために他者と関わる活動 <br>/ Activities involving others to think from
various perspectives
□C.技能修得のために実践する活動 <br>/ Activities to practice for acquiring skills
■D.問題解決のために知識を総合的に活用する活動 <br>/ Activities that comprehensively
utilize knowledge to solve problems
□E.上記以外の学生の思考の活性化を促す授業手法 <br>/ Teaching methods to stimulate
students' thinking other than the above
□F.教員からの講義のみで構成される <br>/ It consists only of lectures from teachers

学生の思考を活性化させるための授業手法
/Lesson method to stimulate students'
thinking

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

成績評価の方法・基準等/Grading

詳細は授業計画詳細を参照
各回の授業内容・授業方法（学習指導方法
）/Class content and format

事前学習：実験、発表、論文作成のための技術を習得する。
事後学習：学んだことを実践する。

事前、事後学習の内容/Preparation & Review

研究活動，卒業論文，発表会キーワード/Key word

各種参考書や英語文献の中から指導教員の推奨に従って適宜選択する。
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book
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全学教育科目の最低修得単位数を修得していること。また，講義及び実習科目のうち必要な科目の
単位数を修得していること。受講要件（履修条件）/Prerequisites, etc.

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 (for
students with disabilities)

備考（URL）/Remarks(URL)
薬学科でこれまで習得してきた知識や技能・態度の集大成となる実習である。
なお、研究室内でのマナーとコミュニケーションが大切。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

指導教員と相談の上，卒業研究テーマを設定する。
（旧）薬学教育モデルコアカリキュラムSBOs：E1(1)1～7、E1(3)1～35年次４月

中間発表会 ：
卒業研究テーマの選択背景と研究目的，これまで行った実験方法と結果，および今後の方針等 に関
する中間発表会を行う。
（旧）薬学教育モデルコアカリキュラムSBOs：E1(1)1～7、E1(2)9～11、E1(3)1～3

５年次８月

卒業研究発表会：
口頭発表形式により薬学部全体での最終試問を行う。
（旧）薬学教育モデルコアカリキュラムSBOs：E1(1)1～7、E1(2)9～11、E1(3)1～3

6年次11月

卒業論文の提出：
1年半の研究結果を卒業論文としてまとめて提出する。
（旧）薬学教育モデルコアカリキュラムSBOs：E1(1)1～7、E1(2)12、E1(3)1～3

6年次11月～翌年２月
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学期／Semester 2018年度／Academic Year　前期
／First Semester 曜日・校時／Day・Period他／Oth. 0

2018/04/01～2020/03/31開講期間／Class period

必修選択／Required/Elective class 単位数(一般/編入/留学)／Credits
(general/admission/overseas)必修／required 15.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30091620201830091620I9

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPC 46021_796

授業科目名／Subject 医療薬学特別実習：薬品分析化学／Advanced Experimental Training in Pharmaceutical Health
Care and Sciences

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

黒田　直敬／Naotaka Kuroda, 岸川　直哉／Kishikawa Naoya

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

黒田　直敬／Naotaka Kuroda

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

黒田　直敬／Naotaka Kuroda, 岸川　直哉／Kishikawa Naoya

卒業研究／Experiment科目分類／Class type

講義形態／Class Form5, 6 実習／Practical Training対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬学科対象学生（クラス等）  /Target students

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/Instructor office

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
4年次までに修得した知識，経験を活かして，臨床分析化学や環境衛生に関わる能力を身につける。
このプロセスを通じて，未解決の問題への解決法を学び，大学院進学や就職への準備を行う。
【薬学教育モデル・コアカリキュラム一般目標】C2 化学物質の分析（１）分析の基本；（２）溶液
中の化学平衡；（３）化学物質の定性分析・定量分析；（４）機器を用いる分析法：（５）分離分
析法；（６）臨床現場で用いる分析技術．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 overview and
relationship to other subjects

（Ａ）研究活動を通して，研究の社会的背景や意義を説明することができる。
（Ｂ）自然科学や情報技術に関する基礎的知識を研究に応用することができる。
（Ｃ）臨床分析化学や環境衛生に関する専門的知識と技術を研究に応用することができる。
（Ｄ）身につけた知識や経験を統合，利用し，問題解決に取り組むことができる。
（Ｅ）自主的，継続的に研究を進めることができる。
（Ｆ）与えられた条件下で，計画的に研究を進め，結果をまとめることができる。
（Ｇ）日本語による論理的な記述と口頭発表ができ，討議などのコミュニケーションができる。
（Ｈ）和文，英文による学術雑誌を読解し，平易に解説することができる。
（Ｉ）社会及び自然に対する責任を自覚することができる。
薬学教育モデル・コアカリキュラム到達目標を含む項目：C2(1)【①分析の基本】；C2(2)【①酸・
塩基平衡】【②各種の化学平衡】；C2(3)【①定性分析】【②定量分析（容量分析・重量分析）】
；C2(4)【①分光分析法】【②核磁気共鳴（NMR）スペクトル測定法】【③質量分析法】；C2(5) 【
①クロマトグラフィー】【②電気泳動法】；C2(6)【①分析の準備】【②分析技術】。G(1)薬学にお
ける研究の位置づけ；G(2)研究に必要な法規範と倫理；G(3)研究の実践

授業到達目標/Course goals

■主体性／Autonomy　■汎用的能力／Generic Competence　□倫理観／Ethics　□多様性の理解
／Understanding Diversity　□協働性／Cooperativeness　■考えをやり取りする力／Ability to
exchange ideas　□国際・地域社会への関心／Interest in international / local society　

知識・技能以外に、この授業を通して身につけ
て欲しい力（１つ以上３つまで）/Ability
other than knowledge and skills acquired
mainly through lessons（1 to 3）

□A.授業内容の理解度を確認したり自分で考えさせたりする活動 <br>/ Activities to check  the
degree of comprehension of the contents to the lesson or to think over
□B.多角的に考えるために他者と関わる活動 <br>/ Activities involving others to think from
various perspectives
■C.技能修得のために実践する活動 <br>/ Activities to practice for acquiring skills
□D.問題解決のために知識を総合的に活用する活動 <br>/ Activities that comprehensively
utilize knowledge to solve problems
□E.上記以外の学生の思考の活性化を促す授業手法 <br>/ Teaching methods to stimulate
students' thinking other than the above
□F.教員からの講義のみで構成される <br>/ It consists only of lectures from teachers

学生の思考を活性化させるための授業手法
/Lesson method to stimulate students'
thinking

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

成績評価の方法・基準等/Grading

詳細は授業計画詳細を参照
各回の授業内容・授業方法（学習指導方法
）/Class content and format

事前：研究結果をスライドにまとめ、プレゼンテーションの準備をしておく。
事後：プレゼンテーションの結果を受けて、今後の実験計画を立てる。

事前、事後学習の内容/Preparation & Review

研究活動，卒業論文，発表会キーワード/Key word

各種参考書や英語文献の中から指導教員の推奨に従って適宜選択する。
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book
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全学教育科目の最低修得単位数を修得していること。また，講義及び実習科目のうち必要な科目の
単位数を修得していること。受講要件（履修条件）/Prerequisites, etc.

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 (for
students with disabilities)

備考（URL）/Remarks(URL)

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

授業計画詳細／Course Schedule

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

4月：卒業研究テーマの設定
指導教員と相談の上，研究テーマを設定する。
7月～10月：中間発表会
卒業研究テーマの選択背景と研究目的，これまで行った実験方法と結果，及び今後の方針等に関す
る発表を行い，中間発表会を行う。
11月：卒業研究発表会　
口頭発表形式により、薬学部全体で最終試問を行う
11月～2月：卒業論文の提出　
1 年間の研究結果を卒業論文としてまとめて、提出する

薬学教育モデルコアカリキュラムSBOs：C2(1)①；C2(2)①～②；C2(3)①～②；C2(4)①～
③；C2(5)①～②；C2(6)①～②：G(1)1～4；G(2)1～3；G(3)1～6

研究活動
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学期／Semester 2018年度／Academic Year　前期
／First Semester 曜日・校時／Day・Period他／Oth. 0

2018/04/01～2020/03/31開講期間／Class period

必修選択／Required/Elective class 単位数(一般/編入/留学)／Credits
(general/admission/overseas)必修／required 15.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30091620201830091620J0

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPC 46021_796

授業科目名／Subject 医療薬学特別実習：薬物治療学／Advanced Experimental Training in Pharmaceutical Health
Care and Sciences

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

塚元　和弘／Tsukamoto Kazuhiro, 稲嶺　達夫／Inamine Tatsuo

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, 稲嶺　達夫／Inamine Tatsuo

卒業研究／Experiment科目分類／Class type

講義形態／Class Form5, 6 実習／Practical Training対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬学科対象学生（クラス等）  /Target students

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/Instructor office

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
4年次までに修得した知識や経験を活かして，医薬品の使用に関わる能力を身につける。このプロセ
スを通じて，未解決の問題への解決法を学び，大学院進学や就職への準備を行う。

【薬学教育モデルコア・カリキュラム一般目標】
A 基本事項 -(2) 薬剤師に求められる倫理観
C7 人体の成り立ちと生体機能の調節 -(1) 人体の成り立ち
E1 薬の作用と体の変化 -(1) 薬の作用
E3 薬物治療に役立つ情報 -(1) 医薬品情報
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

授業の概要及び位置づけ/Course overview and
relationship to other subjects

研究活動を通して研究の社会的背景や意義を説明することができる。
自然科学や情報技術に関する基礎的知識を研究に応用することができる。
医薬品の使用に関する専門的知識と技術を研究に応用することができる。
身につけた知識や経験を統合して問題解決に取り組むことができる。
自主的にかつ継続的に研究を進めることができる。
与えられた条件下で，計画的に研究を進め，結果をまとめることができる。
日本語による論理的な記述と口頭発表ができ，討論などのコミュニケーションができる。
和文，英文による学術雑誌を読解し，平易に解説することができる。
社会に対する使命感を自覚することができる。

次の薬学教育モデル・コアカリキュラム到達目標を含む項目：
A 基本事項 -(2) 薬剤師に求められる倫理観 -④研究倫理
C7 人体の成り立ちと生体機能の調節 -(1) 人体の成り立ち -① 遺伝
E1 薬の作用と体の変化� -(1) 薬の作用 -② 動物実験
E3 薬物治療に役立つ情報 -(1) 医薬品情報 -⑤ 生物統計；-⑥ 臨床研究デザインと解析
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

授業到達目標/Course goals

■主体性／Autonomy　■汎用的能力／Generic Competence　□倫理観／Ethics　□多様性の理解
／Understanding Diversity　□協働性／Cooperativeness　■考えをやり取りする力／Ability to
exchange ideas　□国際・地域社会への関心／Interest in international / local society　

知識・技能以外に、この授業を通して身につけ
て欲しい力（１つ以上３つまで）/Ability
other than knowledge and skills acquired
mainly through lessons（1 to 3）

□A.授業内容の理解度を確認したり自分で考えさせたりする活動 <br>/ Activities to check  the
degree of comprehension of the contents to the lesson or to think over
■B.多角的に考えるために他者と関わる活動 <br>/ Activities involving others to think from
various perspectives
■C.技能修得のために実践する活動 <br>/ Activities to practice for acquiring skills
■D.問題解決のために知識を総合的に活用する活動 <br>/ Activities that comprehensively
utilize knowledge to solve problems
□E.上記以外の学生の思考の活性化を促す授業手法 <br>/ Teaching methods to stimulate
students' thinking other than the above
□F.教員からの講義のみで構成される <br>/ It consists only of lectures from teachers

学生の思考を活性化させるための授業手法
/Lesson method to stimulate students'
thinking

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

成績評価の方法・基準等/Grading

詳細は授業計画詳細を参照
各回の授業内容・授業方法（学習指導方法
）/Class content and format

自分の研究課題に関連した研究論文を数多く読むこと。
事前、事後学習の内容/Preparation & Review
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卒業研究，文献調査，実験計画，中間発表，卒業研究発表，卒業論文キーワード/Key word

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

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

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 (for
students with disabilities)

備考（URL）/Remarks(URL)
本科目は卒業研究として薬学部での学習の総仕上げと位置づけられる。学生へのメッセージ/Message for students

授業計画詳細／Course Schedule

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

卒業研究テーマの設定
指導教員と相談の上，研究テーマを設定する。

薬学教育モデルコアカリキュラム
SBOs：A(2)④1̃3；C7(1)①1̃3；E1(1)②1；E3(1)⑤1̃7；E3(1)⑥1̃9；G(1)1̃4；G(2)1̃3；G(3)1,2

～4月

研究の実施
計画に従い実験を遂行し，得られた結果について考察する。

薬学教育モデルコアカリキュラム
SBOs：A(2)④1̃3；C7(1)①1̃3；E1(1)②1；E3(1)⑤1̃7；E3(1)⑥1̃9；G(1)1̃4；G(2)1̃3；G(3)1,3,

～10月

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

薬学教育モデルコアカリキュラム
SBOs：A(2)④1̃3；C7(1)①1̃3；E1(1)②1；E3(1)⑤1̃7；E3(1)⑥1̃9；G(1)1̃4；G(2)1̃3；G(3)1,4,

7月～9月

卒業研究発表会
口頭発表形式により，薬学部全体で最終試問を行う。

薬学教育モデルコアカリキュラム
SBOs：A(2)④1̃3；C7(1)①1̃3；E1(1)②1；E3(1)⑤1̃7；E3(1)⑥1̃9；G(1)1̃4；G(2)1̃3；G(3)1,4,

11月

卒業論文の提出
1年間の研究結果を卒業論文としてまとめて提出する。

薬学教育モデルコアカリキュラム
SBOs：A(2)④1̃3；C7(1)①1̃3；E1(1)②1；E3(1)⑤1̃7；E3(1)⑥1̃9；G(1)1̃4；G(2)1̃3；G(3)1,4,

11月～2月
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学期／Semester 2018年度／Academic Year　前期
／First Semester 曜日・校時／Day・Period他／Oth. 0

2018/04/01～2020/03/31開講期間／Class period

必修選択／Required/Elective class 単位数(一般/編入/留学)／Credits
(general/admission/overseas)必修／required 15.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30091620201830091620J1

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPC 46021_796

授業科目名／Subject 医療薬学特別実習：医薬品情報学／Advanced Experimental Training in Pharmaceutical Health
Care and Sciences

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

川上　茂／Kawakami Shigeru

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, 萩森　政頼／Hagimori Masayori

卒業研究／Experiment科目分類／Class type

講義形態／Class Form5, 6 実習／Practical Training対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬学科対象学生（クラス等）  /Target students

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

歯学部本館7階　医薬品情報学研究室担当教員研究室/Instructor office

095-819-8563担当教員TEL/Tel

月～金　9：00～17：00, メールでも対応可能担当教員オフィスアワー/Office hours
4年次までに習得した知識、経験を活かして、医薬品開発や医薬品適正使用に関わる能力を身につけ
る。このプロセスを通じて、未解決の問題への解決法を学び、大学院進学や就職への準備をおこな
う。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(5)①1̃5; A(5)④1,2; E1(1)②1̃3;
E2(8)1; E5(3)①1,2; E5(3)③1̃3; G(1)1̃4; G(2)1̃3; G(3)1̃6

授業の概要及び位置づけ/Course overview and
relationship to other subjects

（Ａ）研究活動を通して，研究の社会的背景や意義を説明することができる。
（Ｂ）自然科学や医療情報に関する基礎的知識を研究に応用することができる。
（Ｃ）医薬品の使用に関する専門的知識と技術を研究に応用することができる。
（Ｄ）身につけた知識や経験を統合，利用し，問題解決に取り組むことができる。
（Ｅ）自主的，継続的に研究を進めることができる。
（Ｆ）与えられた条件下で，計画的に研究を進め，結果をまとめることができる。
（Ｇ）日本語による論理的な記述と口頭発表ができ，討議などのコミュニケーションができる。
（Ｈ）和文，英文による学術雑誌を読解し，平易に解説することができる。
（Ｉ）社会及び自然に対する責任を自覚することができる。
薬学教育モデル・コアカリキュラム到達目標を含む項目：A(5)①1̃5; A(5)④1,2; E1(1)②1̃3;
E2(8)1; E5(3)①1,2; E5(3)③1̃3; G(1)1̃4; G(2)1̃3; G(3)1̃6

授業到達目標/Course goals

■主体性／Autonomy　■汎用的能力／Generic Competence　□倫理観／Ethics　□多様性の理解
／Understanding Diversity　□協働性／Cooperativeness　■考えをやり取りする力／Ability to
exchange ideas　□国際・地域社会への関心／Interest in international / local society　

知識・技能以外に、この授業を通して身につけ
て欲しい力（１つ以上３つまで）/Ability
other than knowledge and skills acquired
mainly through lessons（1 to 3）

■A.授業内容の理解度を確認したり自分で考えさせたりする活動 <br>/ Activities to check  the
degree of comprehension of the contents to the lesson or to think over
■B.多角的に考えるために他者と関わる活動 <br>/ Activities involving others to think from
various perspectives
■C.技能修得のために実践する活動 <br>/ Activities to practice for acquiring skills
■D.問題解決のために知識を総合的に活用する活動 <br>/ Activities that comprehensively
utilize knowledge to solve problems
□E.上記以外の学生の思考の活性化を促す授業手法 <br>/ Teaching methods to stimulate
students' thinking other than the above
□F.教員からの講義のみで構成される <br>/ It consists only of lectures from teachers

学生の思考を活性化させるための授業手法
/Lesson method to stimulate students'
thinking

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

成績評価の方法・基準等/Grading

詳細は授業計画詳細を参照
各回の授業内容・授業方法（学習指導方法
）/Class content and format

事前に研究目的に適合する研究計画を立案し、その計画に沿って実験を行うこと。実習後には、得
られた結果の妥当性に関して考察し、論文としてまとめ提出すること。また、できるだけ多くの英
語の論文を読んで、研究に必要な専門英語に習熟し、英語で発信する力をつける。

事前、事後学習の内容/Preparation & Review

研究活動、卒業論文、発表会キーワード/Key word

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

全学教育科目の最低習得単位数を習得していること。また、講義および実習科目のうち必要な科目
の単位数を習得していること。受講要件（履修条件）/Prerequisites, etc.
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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、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 (for
students with disabilities)

備考（URL）/Remarks(URL)

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

授業計画詳細／Course Schedule

回(日時)／Time(date and time)授業内容／Contents 授業手法／
Lesson method

4月
卒業研究テーマの設定（共通）：
指導教員と相談の上、研究テーマを設定する。研究テーマに即して文献
や過去のデータを参考にして、研究計画を立てる。

A
B

7～10月
中間発表会（共通）：卒業研究テーマの選択背景と研究目的、これまで
おこなった実験方法と結果、および今後の方針に関する発表について、
中間発表会をおこなう。＜独自科目＞

B
C
D

11～2月

中間発表会（5年次）：卒業研究テーマの選択背景と研究目的、これま
でおこなった実験方法と結果、および今後の方針に関する発表について
、中間発表会をおこなう。＜独自科目＞
卒業研究発表会と卒業論文の提出（6年次）：
発表形式による最終試問をおこなう。また、1年間の研究結果を卒業論
文としてまとめ、提出する。卒業論文には英語による要旨を含める。＜
独自科目＞

B
C
D
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学期／Semester 2018年度／Academic Year　前期
／First Semester 曜日・校時／Day・Period他／Oth. 0

2018/04/01～2020/03/31開講期間／Class period

必修選択／Required/Elective class 単位数(一般/編入/留学)／Credits
(general/admission/overseas)必修／required 15.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30091620201830091620J2

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPC 46021_796

授業科目名／Subject 医療薬学特別実習：薬剤学／Advanced Experimental Training in Pharmaceutical Health Care
and Sciences

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

西田　孝洋／Nishida Koyo

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

西田　孝洋／Nishida Koyo

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

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

卒業研究／Experiment科目分類／Class type

講義形態／Class Form5, 6 実習／Practical Training対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬学科対象学生（クラス等）  /Target students

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

歯学部本館7階　薬剤学教授室担当教員研究室/Instructor office

095-819-8566担当教員TEL/Tel

月～金曜日 16:00-18:00（LACSで予定を確認すること）、メールでも対応。担当教員オフィスアワー/Office hours
4年次までに修得した知識，経験を活かして，医薬品の使用に関わる能力を身につける。このプロセ
スを通じて，未解決の問題への解決法を学び，大学院進学や就職への準備を行う。【薬学教育モデ
ル・コアカリキュラム一般目標】E1　総合薬学研究（１）研究活動に求められる態度（２）研究活
動を学ぶ（３）未知との遭遇

授業の概要及び位置づけ/Course overview and
relationship to other subjects

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

授業到達目標/Course goals

■主体性／Autonomy　■汎用的能力／Generic Competence　■倫理観／Ethics　□多様性の理解
／Understanding Diversity　□協働性／Cooperativeness　□考えをやり取りする力／Ability to
exchange ideas　□国際・地域社会への関心／Interest in international / local society　

知識・技能以外に、この授業を通して身につけ
て欲しい力（１つ以上３つまで）/Ability
other than knowledge and skills acquired
mainly through lessons（1 to 3）

□A.授業内容の理解度を確認したり自分で考えさせたりする活動 <br>/ Activities to check  the
degree of comprehension of the contents to the lesson or to think over
□B.多角的に考えるために他者と関わる活動 <br>/ Activities involving others to think from
various perspectives
□C.技能修得のために実践する活動 <br>/ Activities to practice for acquiring skills
■D.問題解決のために知識を総合的に活用する活動 <br>/ Activities that comprehensively
utilize knowledge to solve problems
□E.上記以外の学生の思考の活性化を促す授業手法 <br>/ Teaching methods to stimulate
students' thinking other than the above
□F.教員からの講義のみで構成される <br>/ It consists only of lectures from teachers

学生の思考を活性化させるための授業手法
/Lesson method to stimulate students'
thinking

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

成績評価の方法・基準等/Grading

詳細は授業計画詳細を参照
各回の授業内容・授業方法（学習指導方法
）/Class content and format

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

レポート、セミナーキーワード/Key word

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

全学教育科目の最低修得単位数を修得していること。また，講義及び実習科目のうち必要な科目の
単位数を修得していること。（長崎大学薬学部規定第19参照）受講要件（履修条件）/Prerequisites, etc.
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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 (for
students with disabilities)

http://www.ph.nagasaki-u.ac.jp/
台風等不測の事態により全学的休講措置が取られた際は、土曜日に補講を行うことがある。
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

備考（URL）/Remarks(URL)

学会や研究会などでの研究発表を目指して下さい。学生へのメッセージ/Message for students

授業計画詳細／Course Schedule

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

イントロダクション
薬学教育モデルコアカリキュラムSBOs：G全般1回

実験研究の遂行
薬学教育モデルコアカリキュラムSBOs：G全般2回

実験研究の遂行
薬学教育モデルコアカリキュラムSBOs：G全般3回

実験研究の遂行
薬学教育モデルコアカリキュラムSBOs：G全般4回

実験研究の遂行
薬学教育モデルコアカリキュラムSBOs：G全般5回

実験研究の遂行
薬学教育モデルコアカリキュラムSBOs：G全般6回

実験研究の遂行
薬学教育モデルコアカリキュラムSBOs：G全般7回

中間報告
薬学教育モデルコアカリキュラムSBOs：G全般8回

実験研究の遂行
薬学教育モデルコアカリキュラムSBOs：G全般9回

実験研究の遂行
薬学教育モデルコアカリキュラムSBOs：G全般10回

実験研究の遂行
薬学教育モデルコアカリキュラムSBOs：G全般11回

実験研究の遂行
薬学教育モデルコアカリキュラムSBOs：G全般12回

実験研究の遂行
薬学教育モデルコアカリキュラムSBOs：G全般13回

実験研究の遂行
薬学教育モデルコアカリキュラムSBOs：G全般14回

最終報告
薬学教育モデルコアカリキュラムSBOs：G全般15回
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学期／Semester 2018年度／Academic Year　前期
／First Semester 曜日・校時／Day・Period他／Oth. 0

2018/04/01～2020/03/31開講期間／Class period

必修選択／Required/Elective class 単位数(一般/編入/留学)／Credits
(general/admission/overseas)必修／required 15.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30091620201830091620J3

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPC 46021_796

授業科目名／Subject 医療薬学特別実習：実践薬学／Advanced Experimental Training in Pharmaceutical Health Care
and Sciences

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

中嶋　幹郎／Nakashima Mikirou

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

卒業研究／Experiment科目分類／Class type

講義形態／Class Form5, 6 実習／Practical Training対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬学科対象学生（クラス等）  /Target students

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

歯学部本館7階 実践薬学研究室担当教員研究室/Instructor office

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
4年次までに修得した知識，経験を活かして，医薬品の使用に関わる能力を身につける。このプロセ
スを通じて，未解決の問題への解決法を学び，大学院進学や就職への準備を行う。
【薬学教育モデル・コアカリキュラム一般目標】G薬学研究

授業の概要及び位置づけ/Course overview and
relationship to other subjects

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

授業到達目標/Course goals

■主体性／Autonomy　■汎用的能力／Generic Competence　□倫理観／Ethics　□多様性の理解
／Understanding Diversity　□協働性／Cooperativeness　■考えをやり取りする力／Ability to
exchange ideas　□国際・地域社会への関心／Interest in international / local society　

知識・技能以外に、この授業を通して身につけ
て欲しい力（１つ以上３つまで）/Ability
other than knowledge and skills acquired
mainly through lessons（1 to 3）

□A.授業内容の理解度を確認したり自分で考えさせたりする活動 <br>/ Activities to check  the
degree of comprehension of the contents to the lesson or to think over
■B.多角的に考えるために他者と関わる活動 <br>/ Activities involving others to think from
various perspectives
□C.技能修得のために実践する活動 <br>/ Activities to practice for acquiring skills
■D.問題解決のために知識を総合的に活用する活動 <br>/ Activities that comprehensively
utilize knowledge to solve problems
□E.上記以外の学生の思考の活性化を促す授業手法 <br>/ Teaching methods to stimulate
students' thinking other than the above
□F.教員からの講義のみで構成される <br>/ It consists only of lectures from teachers

学生の思考を活性化させるための授業手法
/Lesson method to stimulate students'
thinking

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

成績評価の方法・基準等/Grading

詳細は授業計画詳細を参照
各回の授業内容・授業方法（学習指導方法
）/Class content and format

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

研究活動，卒業論文，発表会キーワード/Key word

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

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

330



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 (for
students with disabilities)

備考（URL）/Remarks(URL)

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

授業計画詳細／Course Schedule

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

各研究室に配属され，指導教員の指導のもと研究テーマを設定し，文献調査を行い実験計画を立案
，遂行する。この過程で研究の進め方，発表方法，レポート・論文の書き方を習得する。
研究テーマは指導教員と相談の上設定する。研究テーマの遂行にあたっては，各自創意工夫しなが
ら，研究方法の設定，調査，データの解析および考察を繰り返す。また，研究進捗状況の説明会や
文献紹介などのセミナーを活発に行う。

第1回

5年次4月：卒業研究テーマの設定
指導教員と相談の上，研究テーマを設定する。第2回

5年次5月～3月：卒業研究の実施
文献調査を行い実験計画を立案し，卒業研究を遂行する。第3回

6年次4月：中間発表会
卒業研究テーマの選択背景と研究目的，これまで行った実験方法と結果，及び今後の方針等に関す
る中間発表を行う。

第4回

6年次5月～2月：卒業研究の実施, 卒業研究発表会と卒業論文の提出
卒業研究を遂行し, 発表形式による最終試問を行う。最後に，2年間の研究結果を卒業論文としてま
とめ提出する。

第5回
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学期／Semester 2018年度／Academic Year　前期
／First Semester 曜日・校時／Day・Period他／Oth. 0

2018/04/01～2020/03/31開講期間／Class period

必修選択／Required/Elective class 単位数(一般/編入/留学)／Credits
(general/admission/overseas)必修／required 15.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30091620201830091620J4

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPC 46021_796

授業科目名／Subject 医療薬学特別実習：感染分子薬学／Advanced Experimental Training in Pharmaceutical Health
Care and Sciences

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

北里　海雄／Kitazato Kaio

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

卒業研究／Experiment科目分類／Class type

講義形態／Class Form5, 6 実習／Practical Training対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬学科対象学生（クラス等）  /Target students

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/Instructor office

819-2457担当教員TEL/Tel

面談及びメールにて受け付け担当教員オフィスアワー/Office hours
4 年次までに修得した知識，経験を活かして，医薬品の使用に関わる能力を身につける。このプロ
セスを通じて，未解決の問題への解決法を学び，大学院進学や就職への準備を行う。
【薬学教育モデル・コアカリキュラム一般目標】C8 生命体の成り立ち：(4)小さな生き物たち；C14
薬物治療：(5）病原微生物・悪性新生物と戦う

授業の概要及び位置づけ/Course overview and
relationship to other subjects

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

授業到達目標/Course goals

■主体性／Autonomy　□汎用的能力／Generic Competence　□倫理観／Ethics　□多様性の理解
／Understanding Diversity　■協働性／Cooperativeness　■考えをやり取りする力／Ability to
exchange ideas　□国際・地域社会への関心／Interest in international / local society　

知識・技能以外に、この授業を通して身につけ
て欲しい力（１つ以上３つまで）/Ability
other than knowledge and skills acquired
mainly through lessons（1 to 3）

■A.授業内容の理解度を確認したり自分で考えさせたりする活動 <br>/ Activities to check  the
degree of comprehension of the contents to the lesson or to think over
■B.多角的に考えるために他者と関わる活動 <br>/ Activities involving others to think from
various perspectives
■C.技能修得のために実践する活動 <br>/ Activities to practice for acquiring skills
■D.問題解決のために知識を総合的に活用する活動 <br>/ Activities that comprehensively
utilize knowledge to solve problems
■E.上記以外の学生の思考の活性化を促す授業手法 <br>/ Teaching methods to stimulate
students' thinking other than the above
　C.D
□F.教員からの講義のみで構成される <br>/ It consists only of lectures from teachers

学生の思考を活性化させるための授業手法
/Lesson method to stimulate students'
thinking

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

成績評価の方法・基準等/Grading

詳細は授業計画詳細を参照
各回の授業内容・授業方法（学習指導方法
）/Class content and format

特になし
事前、事後学習の内容/Preparation & Review

研究活動，卒業論文，発表会、問題解決能力、論理的説明キーワード/Key word

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

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

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

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

授業計画詳細／Course Schedule

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

感染の成立（感染源、感染経路、侵入門戸など）と共生（腸内細菌など）について説明できる。
【⑤ 消毒と滅菌】
1. 滅菌、消毒および殺菌、静菌の概念を説明できる。
2. 主な滅菌法および消毒法について説明できる。

1

グラム染色を実施できる。（技能）

2

無菌操作を実施できる。（技能）3

代表的な細菌または真菌の分離培養、純培養を実施できる。（技能）4
炎症の一般的症状、担当細胞および反応機構について説明できる。5

アレルギーを分類し、担当細胞および反応機構について説明できる。6

感染症と免疫応答との関わりについて説明できる。7

薬剤耐性菌および薬剤耐性化機構について概説できる。8
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学期／Semester 2018年度／Academic Year　前期
／First Semester 曜日・校時／Day・Period他／Oth. 0

2018/04/01～2020/03/31開講期間／Class period

必修選択／Required/Elective class 単位数(一般/編入/留学)／Credits
(general/admission/overseas)必修／required 15.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30091620201830091620J5

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPC 46021_796

授業科目名／Subject 医療薬学特別実習：薬用植物学／Advanced Experimental Training in Pharmaceutical Health
Care and Sciences

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

山田　耕史／Yamada Koji

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

山田　耕史／Yamada Koji

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

山田　耕史／Yamada Koji

卒業研究／Experiment科目分類／Class type

講義形態／Class Form5, 6 実習／Practical Training対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬学科対象学生（クラス等）  /Target students

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

附属薬用植物園　1階　薬用植物学担当教員研究室/Instructor office

095-819-2462担当教員TEL/Tel

月-金曜日8:30-17:30担当教員オフィスアワー/Office hours
4年次までに修得した知識，経験を活かして，医薬品の使用に関わる能力を身につける。このプロセ
スを通じて，未解決の問題への解決法を学び，大学院進学や就職への準備を行う。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 overview and
relationship to other subjects

薬学・医療の進歩に寄与するための研究を遂行する意欲，課題発見能力，問題解決能力を有するよ
うになる。（研究能力）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。
（Ａ）研究活動を通して，研究の社会的背景や意義を説明することができるようになる。
（Ｂ）自然科学や医療情報に関する基礎的知識を研究に応用することができるようになる。
（Ｃ）医薬品の使用に関する専門的知識と技術を研究に応用することができるようになる。
（Ｄ）身につけた知識や経験を統合，利用し，問題解決に取り組むことができるようになる。
（Ｅ）自主的，継続的に研究を進めることができるようになる。
（Ｆ）与えられた条件下で，計画的に研究を進め，結果をまとめることができるようになる。
（Ｇ）日本語による論理的な記述と口頭発表ができ，討議などのコミュニケーションができるよう
になる。
（Ｈ）和文，英文による学術雑誌を読解し，平易に解説することができるようになる。
（Ｉ）社会及び自然に対する責任を自覚することができるようになる。
教育モデル・コアカリキュラムとの対応：C5-(1) ①,②、（2）①,②,③,④、Gー（１）、（２）、
（３）

授業到達目標/Course goals

■主体性／Autonomy　■汎用的能力／Generic Competence　□倫理観／Ethics　□多様性の理解
／Understanding Diversity　□協働性／Cooperativeness　■考えをやり取りする力／Ability to
exchange ideas　□国際・地域社会への関心／Interest in international / local society　

知識・技能以外に、この授業を通して身につけ
て欲しい力（１つ以上３つまで）/Ability
other than knowledge and skills acquired
mainly through lessons（1 to 3）

■A.授業内容の理解度を確認したり自分で考えさせたりする活動 <br>/ Activities to check  the
degree of comprehension of the contents to the lesson or to think over
■B.多角的に考えるために他者と関わる活動 <br>/ Activities involving others to think from
various perspectives
■C.技能修得のために実践する活動 <br>/ Activities to practice for acquiring skills
■D.問題解決のために知識を総合的に活用する活動 <br>/ Activities that comprehensively
utilize knowledge to solve problems
□E.上記以外の学生の思考の活性化を促す授業手法 <br>/ Teaching methods to stimulate
students' thinking other than the above
□F.教員からの講義のみで構成される <br>/ It consists only of lectures from teachers

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

成績評価の方法・基準等/Grading

詳細は授業計画詳細を参照
各回の授業内容・授業方法（学習指導方法
）/Class content and format

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

研究活動，卒業論文，発表会キーワード/Key word

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

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

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 (for
students with disabilities)

備考（URL）/Remarks(URL)
薬学科でこれまで習得してきた知識や技能・態度の集大成となる実習である。発表資料は英語で作
成すること。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

卒業研究テーマの設定
指導教員と相談の上，研究テーマを設定する
薬学教育モデルコアカリキュラムSBOs：C5-(1) ①,②、（2）①,②,③,④、Gー（１）、（２）、
（３）

4月

中間発表会
卒業研究テーマの選択背景と研究目的，これまで行った実験方法と結果，及び今後の方針等に関す
る発表を行い，中間発表会を行う。
薬学教育モデルコアカリキュラムSBOs：C5-(1) ①,②、（2）①,②,③,④、Gー（１）、（２）、
（３）

5月̃10月

卒業研究発表会
口頭発表形式により、薬学部全体で最終試問を行う
薬学教育モデルコアカリキュラムSBOs：C5-(1) ①,②、（2）①,②,③,④、Gー（１）、（２）、
（３）

11月

卒業論文の作製
薬学教育モデルコアカリキュラムSBOs：C5-(1) ①,②、（2）①,②,③,④、Gー（１）、（２）、
（３）

12月

卒業論文の提出
1 年間の研究結果を卒業論文としてまとめて、提出する。
薬学教育モデルコアカリキュラムSBOs：C5-(1) ①,②、（2）①,②,③,④、Gー（１）、（２）、
（３）

1月̃2月
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学期／Semester 2018年度／Academic Year　前期
／First Semester 曜日・校時／Day・Period他／Oth. 0

2018/04/01～2020/03/31開講期間／Class period

必修選択／Required/Elective class 単位数(一般/編入/留学)／Credits
(general/admission/overseas)必修／required 15.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30091620201830091620J6

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPC 46021_796

授業科目名／Subject 医療薬学特別実習：治療薬剤学／Advanced Experimental Training in Pharmaceutical Health
Care and Sciences

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

中嶋　幹郎／Nakashima Mikirou

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

卒業研究／Experiment科目分類／Class type

講義形態／Class Form5, 6 実習／Practical Training対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬学科対象学生（クラス等）  /Target students

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

大学病院本館1階薬剤部　治療薬剤学研究室担当教員研究室/Instructor office

095-819-7246担当教員TEL/Tel

随時担当教員オフィスアワー/Office hours
4年次までに修得した知識，経験を活かして，医薬品の使用に関わる能力を身につける。このプロセ
スを通じて，未解決の問題への解決法を学び，大学院進学や就職への準備を行う。
【薬学教育モデル・コアカリキュラム一般目標】G薬学研究

授業の概要及び位置づけ/Course overview and
relationship to other subjects

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

授業到達目標/Course goals

■主体性／Autonomy　■汎用的能力／Generic Competence　□倫理観／Ethics　□多様性の理解
／Understanding Diversity　□協働性／Cooperativeness　■考えをやり取りする力／Ability to
exchange ideas　□国際・地域社会への関心／Interest in international / local society　

知識・技能以外に、この授業を通して身につけ
て欲しい力（１つ以上３つまで）/Ability
other than knowledge and skills acquired
mainly through lessons（1 to 3）

□A.授業内容の理解度を確認したり自分で考えさせたりする活動 <br>/ Activities to check  the
degree of comprehension of the contents to the lesson or to think over
■B.多角的に考えるために他者と関わる活動 <br>/ Activities involving others to think from
various perspectives
□C.技能修得のために実践する活動 <br>/ Activities to practice for acquiring skills
■D.問題解決のために知識を総合的に活用する活動 <br>/ Activities that comprehensively
utilize knowledge to solve problems
□E.上記以外の学生の思考の活性化を促す授業手法 <br>/ Teaching methods to stimulate
students' thinking other than the above
□F.教員からの講義のみで構成される <br>/ It consists only of lectures from teachers

学生の思考を活性化させるための授業手法
/Lesson method to stimulate students'
thinking

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

成績評価の方法・基準等/Grading

詳細は授業計画詳細を参照
各回の授業内容・授業方法（学習指導方法
）/Class content and format

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

研究活動，卒業論文，発表会キーワード/Key word

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

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

備考（URL）/Remarks(URL)

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

授業計画詳細／Course Schedule

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

各研究室に配属され，指導教員の指導のもと研究テーマを設定し，文献調査を行い実験計画を立案
，遂行する。この過程で研究の進め方，発表方法，レポート・論文の書き方を習得する。
研究テーマは指導教員と相談の上設定する。研究テーマの遂行にあたっては，各自創意工夫しなが
ら，研究方法の設定，調査，データの解析および考察を繰り返す。また，研究進捗状況の説明会や
文献紹介などのセミナーを活発に行う。

第1回

5年次4月：卒業研究テーマの設
指導教員と相談の上，研究テーマを設定する。第2回

5年次5月～3月：卒業研究の実施
文献調査を行い実験計画を立案し，卒業研究を遂行する。第3回

6年次4月：中間発表会
卒業研究テーマの選択背景と研究目的，これまで行った実験方法と結果，及び今後の方針等に関す
る中間発表を行う。第4回

6年次5月～2月：卒業研究の実施, 卒業研究発表会と卒業論文の提出
卒業研究を遂行し, 発表形式による最終試問を行う。最後に，2年間の研究結果を卒業論文としてま
とめ提出する。第5回
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学期／Semester 2018年度／Academic Year　前期
／First Semester 曜日・校時／Day・Period他／Oth. 0

2018/04/01～2020/03/31開講期間／Class period

必修選択／Required/Elective class 単位数(一般/編入/留学)／Credits
(general/admission/overseas)必修／required 15.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code30091620201830091620J7

科目ナンバリングコード／Numbering CodePHPC 46021_796

授業科目名／Subject 医療薬学特別実習：薬品構造解析学／Advanced Experimental Training in Pharmaceutical Health
Care and Sciences

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

真木　俊英／Maki Toshihide

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

真木　俊英／Maki Toshihide

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

真木　俊英／Maki Toshihide

卒業研究／Experiment科目分類／Class type

講義形態／Class Form5, 6 実習／Practical Training対象年次／Year

〔薬学〕各担当教員研究室／Laboratory教室／Class room

薬学科対象学生（クラス等）  /Target students

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

薬品構造解析学担当教員研究室/Instructor office

095-819-2465担当教員TEL/Tel

9：00-18：00担当教員オフィスアワー/Office hours
4 年次までに修得した知識，経験を活かして薬品構造解析学に関わる能力を身につける。このプロ
セスを通じて未解決の問題への解決法を学び、大学院進学や就職への準備を行う。
【薬学教育モデル・コアカリキュラム一般目標】
C2　化学物質の分析
C3　化学物質の性質と反応
G　薬学研究

授業の概要及び位置づけ/Course overview and
relationship to other subjects

（Ａ）研究活動を通して、研究の社会的背景や意義を説明することができる。
（Ｂ）自然科学や医薬品合成化学に関する基礎的知識を研究に応用することができる。
（Ｃ）医薬品の創製に関する専門的知識と技術を研究に応用することができる。
（Ｄ）身につけた知識や経験を統合，利用し，問題解決に取り組むことができる。
（Ｅ）自主的，継続的に研究を進めることができる。
（Ｆ）与えられた条件下で，計画的に研究を進め，結果をまとめることができる。
（Ｇ）日本語による論理的な記述と口頭発表ができ，討議などのコミュニケーションができる。
（Ｈ）和文，英文による学術雑誌を読解し，平易に解説することができる。
（Ｉ）社会及び自然に対する責任を自覚することができる。
【薬学教育モデル・コアカリキュラム到達目標を含む項目】
C2-(4)　機器を用いる分析法、C2-(5)　分離分析法
C3-(1)　化学物質の基本的性質、C3-(2)　有機化合物の基本骨格の構造と反応、C3-(3)　官能基の
性質と反応、C3-(4)　化学物質の構造決定
G-(1)　薬学における研究の位置づけ　G-(3)　研究の実践

授業到達目標/Course goals

■主体性／Autonomy　■汎用的能力／Generic Competence　□倫理観／Ethics　□多様性の理解
／Understanding Diversity　□協働性／Cooperativeness　■考えをやり取りする力／Ability to
exchange ideas　□国際・地域社会への関心／Interest in international / local society　

知識・技能以外に、この授業を通して身につけ
て欲しい力（１つ以上３つまで）/Ability
other than knowledge and skills acquired
mainly through lessons（1 to 3）

□A.授業内容の理解度を確認したり自分で考えさせたりする活動 <br>/ Activities to check  the
degree of comprehension of the contents to the lesson or to think over
□B.多角的に考えるために他者と関わる活動 <br>/ Activities involving others to think from
various perspectives
■C.技能修得のために実践する活動 <br>/ Activities to practice for acquiring skills
□D.問題解決のために知識を総合的に活用する活動 <br>/ Activities that comprehensively
utilize knowledge to solve problems
□E.上記以外の学生の思考の活性化を促す授業手法 <br>/ Teaching methods to stimulate
students' thinking other than the above
□F.教員からの講義のみで構成される <br>/ It consists only of lectures from teachers

学生の思考を活性化させるための授業手法
/Lesson method to stimulate students'
thinking

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

成績評価の方法・基準等/Grading

詳細は授業計画詳細を参照
各回の授業内容・授業方法（学習指導方法
）/Class content and format

特になし。
事前、事後学習の内容/Preparation & Review

研究活動、卒業論文、発表会キーワード/Key word

各種参考書や英語文献の中から指導教員の推奨に従って適宜選択する。
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book
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全学教育科目の最低修得単位数を修得していること。また，講義及び実習科目のうち必要
な科目の単位数を修得していること。受講要件（履修条件）/Prerequisites, etc.

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 (for
students with disabilities)

備考（URL）/Remarks(URL)

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

授業計画詳細／Course Schedule

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

研究テーマは指導教員と相談の上設定する。1
研究テーマの遂行にあたっては，各自創意工夫しながら，研究方法の設定，調査，データの解析，
及び考察を繰り返す。2

研究進捗状況の説明会，文献紹介，勉強会，討論，計画策定3

研究進捗状況の説明会，文献紹介，勉強会，討論，計画策定4
卒業研究テーマの選択背景と研究目的，これまで行った実験方法と結果の確認，及び研究成果のと
りまとめの方針等に関する発表、討論5

研究進捗状況の説明会，文献紹介，勉強会，討論，計画策定6

研究進捗状況の説明会，文献紹介，勉強会，討論，計画策定7

卒業研究発表会と卒業論文の提出8
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