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３年生科目

科目名 学年 時期 単位 必修・
選択

授業
形式 一　般　目　標

薬学原書講読Ⅰ 3 前期 1 必修 講義 薬学を中心とした科学分野で必要とされる英語に関する基本的事項を修得する。
患者の安全と薬
害防止 3 前期 1 必修 講義 医薬品の安全とリスクを正しく認識し、医療に関するリスクマネジメントにおける薬剤師の責任と義務を理解する。

構造解析と薬学
応用分析 3 前期 1.5 必修 講義

核磁気共鳴（NMR）、赤外吸収（IR）、質量分析などによる構造
決定法の基本的事項を修得する。薬学領域における応用として、
臨床現場で用いる代表的な分析技術、ならびに日本薬局方にお
ける定性・定量分析に関する試験法の基本的事項を修得する。

薬と化学Ⅰ 3 前期 1.5 必修 講義
医薬品の生体内での作用を化学的に理解できるようになるため
に、医薬品標的及び医薬品の構造と性質、生体反応の化学に関
する基本的事項を修得する。

薬と化学Ⅱ 3 前期 1.5 必修 講義 医薬品に含まれる代表的な構造及びその性質を医薬品の作用と関連づける基本的事項を修得する。

薬と化学Ⅲ 3 後期 1.5 必修 講義 医薬品に含まれる代表的な構造及びその性質を医薬品の作用と関連づける基本的事項を修得する。

漢方薬の基礎と
応用 3 後期 1.5 必修 講義

漢方の考え方、漢方処方（方）、疾患（証）の概念などに関する
基本を修得するとともに、日本薬局方に収載されている代表的
な漢方薬の配合生薬、適応、副作用や注意事項などに関する漢
方の基本的事項を修得する。

バイオ医薬品と
ゲノム情報 3 前期 1.5 必修 講義

医薬品としてのタンパク質、遺伝子、細胞を適正に利用するた
めに、それらを用いる治療に関する基本的知識を修得し、倫理
的態度を身につける。併せて、ゲノム情報の利用に関する基本
的事項を修得する。

食品と健康 3 前期 1.5 必修 講義 食生活が健康に与える影響を科学的に理解するために、食品機能、食品衛生に関する基本的事項を修得する。

社会・集団と健康 3 後期 1.5 必修 講義

人々（集団）の健康と疾病の現状およびその影響要因を把握す
るために、保健統計と疫学に関する基本的事項を修得する。健
康を理解し疾病の予防に貢献できるようになるために、感染症、
生活習慣病、職業病などについての現状とその予防に関する基
本的事項を修得する。

化学物質の生体
影響 3 前期 1.5 必修 講義

化学物質などの生体への有害作用を回避し、適正に使用できる
ようになるために、化学物質の毒性などに関する基本的事項を
修得する。

症候と臨床検査 3 後期 1.5 必修 講義 身体の病的変化から疾患を推測できるようになるために、代表的な症候、病態・臨床検査に関する基本的事項を修得する。　

中枢神経系疾患
と薬 3 前期 1.5 必修 講義

神経系・筋に作用する医薬品の薬理および疾患の病態・薬物治
療に関する基本的知識を習得し、治療に必要な情報収集・解析
および医薬品の適正使用に関する基本的事項を習得する。

免疫・炎症・ア
レルギー及び
骨・関節症患と
薬

3 後期 1.5 必修 講義
免疫・炎症・アレルギーおよび骨・関節に作用する医薬品の薬
理および疾患の病態・薬物治療に関する基本的知識を習得し、
治療に必要な情報収集・解析および医薬品の適正使用に関する
基本的事項を習得する。

循環・泌尿器系
疾患と薬 3 前期 1.5 必修 講義

循環器系・泌尿器系に作用する医薬品の薬理および疾患の病態・
薬物治療に関する基本的知識を習得し、治療に必要な情報収集・
解析および医薬品の適正使用に関する基本的事項を習得する。

代謝系疾患と薬 3 後期 1.5 必修 講義
代謝系に作用する医薬品の薬理および疾患の病態・薬物治療に
関する基本的知識を習得し、治療に必要な情報収集・解析およ
び医薬品の適正使用に関する基本的事項を習得する。

血液・造血器系
疾患と薬 3 後期 1.5 必修 講義

血液・造血器系に作用する医薬品の薬理および疾患の病態・薬
物治療に関する基本的知識を習得し、治療に必要な情報収集・
解析および医薬品の適正使用に関する基本的事項を習得する。

薬物体内動態 3 前期 1.5 必修 講義 吸収、分布、代謝、排泄の各過程および薬物動態学的相互作用に関する基本的事項を修得する。

薬物動態解析 3 後期 1.5 必修 講義 薬物動態の理論的解析ならびに投与設計に関する基本的事項を修得する。
製剤設計 3 前期 1.5 必修 講義 製剤の種類、製造、品質などに関する基本的事項を修得する。

薬物送達法 3 後期 1.5 必修 講義 薬物の投与形態や薬物体内動態の制御法などを工夫したDDSに関する基本的な事項を修得する。

調剤業務の基礎 3 前期 1.5 必修 講義 処方箋に基づいた調剤業務を安全で適正に遂行するために、基本的調剤業務を修得する。
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科目名 学年 時期 単位 必修・
選択

授業
形式 一　般　目　標

実務事前学習 3 後期 1 必修 講義 病院・薬局での実務実習を履修するために必要な薬学臨床の基礎を修得する。

応用薬学実習 3 前期 1 必修 実習
【天然物化学】�天然物から成分を抽出・分離精製できるようにな
るために、関連する基本的知識と技能を修得する。【機器分析】
機器を用いて医薬品を分析できるようになるために、関連する
基本的知識と技能を習得する。

遺伝子・免疫実習 3 後期 1 必修 実習 バイオテクノロジーを薬学領域で応用できるようになるために、遺伝子操作などの基本的知識と技能を修得する。

環境・健康科学
実習 3 前期 1 必修 実習

【環境】生活環境を保全、維持することができるようになるため
に、関連する基本的知識と技能を修得する。【健康】健康維持に
必要な栄養素と食品衛生を理解するために、関連する基本的知
識・技能・態度を修得する。

薬理・薬物治療
実習 3 後期 1 必修 実習

【薬理】薬品が作用する過程を理解するために、関連する基本的
知識・技能・態度を修得する。【薬物治療】最適な薬物治療の実
現に貢献できるようになるために、関連する基本的知識・技能・
態度を修得する。

調剤実習 3 後期 1 必修 実習 調剤を実施できるようになるために、関連する基本的知識・技能・態度を修得する。

統合医療 3 後期 1.5 必修 講義 統合医療の考え方を理解し、その実践のために必要な基本知識を修得する。

薬学特論ⅢA 3 前期 自１ 自由 特論演習
３年次専門科目の円滑な学習のために、２年次専門科目と３年
次専門科目との関連性を理解し、２年次専門科目の知識を定着
させる。

薬学特論ⅢB 3 後期 自１ 自由 特論演習
３年次専門科目の円滑な学習のために、２年次専門科目と３年
次専門科目との関連性を理解し、２年次専門科目の知識を定着
させる。

４年生科目
科目名 学年 時期 単位 必修・

選択
授業
形式 一　般　目　標

薬学原書講読Ⅱ 4 後期 1 必修 講義 国内外の英文学術雑誌を読解し、研究遂行に必要な知識を深める。
臨床における心
構え 4 後期 1 必修 講義 医療の担い手として求められる活動を適切な態度で実践するために、社会、臨床、研究の現場で必要な心構えを理解する。

薬剤師を取りま
く法規 4 前期 1.5 必修 講義

調剤、医薬品等（医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再
生医療機器等製品）の供給、その他薬事衛生に係る任務を薬剤
師として適正に遂行するために必要な法規範とその意義を理解
する。

社会保証制度と
医療経済 4 前期 1.5 必修 講義

社会制度のもとで提供される医療と福祉について、現状と課題
を認識するとともに、薬剤師が担う役割とその意義を理解する。
地域の保健、医療、福祉について、現状と課題を認識するとと
もに、その質を向上させるための薬局及び薬剤師の役割とその
意義を理解する。

医薬品の安全性 4 前期 1.5 必修 講義
医療における医薬品のリスクを回避できるようになるために、
有害事象（副作用、相互作用）、薬害、薬物乱用に関する基本的
事項を修得する。

呼吸・消化器系
疾患と薬 4 前期 1.5 必修 講義

呼吸器系・消化器系に作用する医薬品の薬理および疾患の病態・
薬物治療に関する基本的知識を習得し、治療に必要な情報収集・
解析および医薬品の適正使用に関する基本的事項を習得する。

内分泌・生殖器・
感覚器・皮膚疾
患と薬

4 前期 1.5 必修 講義
内分泌系・生殖器系・感覚器・皮膚に作用する医薬品の薬理お
よび疾患の病態・薬物治療に関する基本的知識を習得し、治療
に必要な情報収集・解析および医薬品の適正使用に関する基本
的事項を習得する。

悪性新生物と薬 4 前期 1.5 必修 講義
悪性新生物に作用する医薬品の薬理および疾病の病態・薬物治
療に関する基本的知識を修得し、治療に必要な情報収集・解析
および医薬品の適正使用に関する基本的事項を修得する。

医薬品情報 4 前期 1.5 必修 講義
医薬品情報の収集・評価・加工・提供・管理・評価、EBMの実践、
生物統計ならびに臨床研究デザイン・解析に関する基本的知識
を修得する。患者からの情報の収集、評価に必要な基本的事項
を修得する。

個別化医療 4 前期 1.5 必修 講義 薬物治療の個別化に関する基本的事項を修得する。
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科目名 学年 時期 単位 必修・
選択

授業
形式 一　般　目　標

一般用医薬品 4 前期 1.5 必修 講義 代表的な症候に対する一般用医薬品の適切な取り扱いと説明ができる。

実務事前実習 4 通年 4 必修 講義 病院・薬局での実務実習を履修するために必要な実践的な薬学臨床の知識・技能・態度を修得する。

薬物動態・製剤
実習 4 前期 1 必修 実習

【薬物動態】個々の患者の投与設計ができるようになるために、
薬物の体内動態およびその解析に関する基本的知識と技能を修
得する。【製剤】製剤化の方法と意義を理解するために、関連す
る基本的知識と技能を修得する。

医薬品情報実習 4 前期 1 必修 実習
薬物治療に必要な情報を提供し、臨床上の問題解決ができるよ
うになるために、医薬品情報の収集・評価・解析などに関する
基本的知識と技能を修得する。

地域と大学 4 後期 1 必修 講義 地域の問題を理解し、薬学者の果たすべき解決への関与を学ぶ

生活習慣病学 4 前期 選１ 選択必修 講義

生活習慣が深く関わっている疾病（生活習慣病）の病態とリス
ク要因を理解し、薬剤師として各種疾病の予防（一次、二次、
三次予防）を通じて、保健（健康維持）を活動を実践すること
ができるようになるために、最新の知見を含めた専門的な知識
と態度を修得する。

臨床栄養学 4 後期 選１ 選択必修 講義
栄養サポートチーム（NST）における薬剤師の役割を理解し、
薬剤師の立場から栄養療法および栄養管理に貢献できるように
なるために、代表的な疾病の栄養管理に関する専門的知識を修
得する。

薬局管理学 4 前期 選１ 選択必修 講義
地域社会に貢献できる薬局を運営できる薬剤師になるために、
薬局管理の基本、地域薬局の役割、医療保険制度、セルフメディ
ケーション、リスクマネージメントなどを修得する。

機能性食品学 4 後期 選１ 選択必修 講義

セルフメディケーションにおける機能性食品の正しい使用法を
理解するために、機能性食品の分類と定義、有効性や安全性を
考慮した適正な使用方法、医薬品との相違いについての理解と
相互作用、消費者に対する適切な情報提供のあり方などを修得
する。

本草学 4 前期 選１ 選択必修 講義
漢方薬学の原点でもある本草書を通して、生薬と漢方の歴史を
学び、古来伝わる基原や性状、生産状況、薬性や薬能に関する
情報（記載）の読み方、活用方法を修得する。

漢方応用薬理学 4 後期 選１ 選択必修 講義
現代医療の中で汎用される漢方処方について、構成生薬の薬性、
薬能、および成分の薬理学的作用機序および、活性評価方法に
ついて修得する。

漢方治療理論 4 前期 選１ 選択必修 講義
漢方における病態のとらえ方（証の診断）の基本について修得
するとともに、疾患・症状別に適応する漢方方剤の選択と用法
について修得する。

漢方処方学 4 後期 選１ 選択必修 講義
臨床における漢方処方の使い方を、古典的観点および現代医学
的観点の両方から説明できることを目標に、疾病領域ごとに使
用される漢方処方について修得する。

実践医療統計学 4 前期 選１ 選択必修 講義
臨床現場で求められる実践的な医療統計手法を修得する。

処方箋解析学 4 後期 選１ 選択必修 講義
適切な薬物療法のための処方箋解析を修得し、処方設計に応用
できる。

医薬品治験学 4 前期 選１ 選択必修 講義
治験関連業務に関する実践的な知識を修得し、治験の推進を図
ることができる。

症例解析学 4 後期 選１ 選択必修 講義
代表的な疾患の病態生理を説明し、薬物治療・処方設計に活か
すことができる。

薬学総合演習ⅠA 4 前期 2 必修 演習 薬剤師として必要な基礎知識を確立するために、基礎知識を確認し補強する。

薬学総合演習１B 4 後期 2 必修 演習 薬剤師として必要な基礎知識を確立するために、基礎知識を確認し補強する。

卒業研究 4 後期 必修 研究
薬学の知識を総合的に理解し、医療社会に貢献するために、研
究課題を通して、新しいことを発見し、科学的根拠に基づいて
問題点を解決する能力を修得し、それを生涯にわたって高め続
ける態度を養う。�
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科目名 学年 時期 単位 必修・
選択

授業
形式 一　般　目　標

５年生科目
科目名 学年 時期 単位 必修・

選択
授業
形式 一　般　目　標

病院実習 5 通年 10 必修 実習 患者本位の視点に立ち、薬物療法の実践とチーム医療への参画に必要な基本的事項を修得する。

薬局実習 5 通年 10 必修 実習 患者本位の視点に立ち、薬物療法の実践と地域保健医療への参画に必要な基本的事項を修得する。

卒業研究 5 通年 必修 研究
薬学の知識を総合的に理解し、医療社会に貢献するために、研
究課題を通して、新しいことを発見し、科学的根拠に基づいて
問題点を解決する能力を修得し、それを生涯にわたって高め続
ける態度を養う。

６年生科目
科目名 学年 時期 単位 必修・

選択
授業
形式 一　般　目　標

卒業研究 6 前期 必修 研究
薬学の知識を総合的に理解し、医療社会に貢献するために、研
究課題を通して、新しいことを発見し、科学的根拠に基づいて
問題点を解決する能力を修得し、それを生涯にわたって高め続
ける態度を養う。�

在宅医療学 6 前期 1 必修 講義 在宅医療の仕組みと意義を理解し、地域医療に貢献する技能を修得する。

緩和医療学 6 前期 1 必修 講義 緩和医療の意義を理解し、個々の患者に合わせた緩和医療の実践に貢献できる。
医薬品食品相互
作用学 6 前期 選１ 選択 講義 医薬品食品相互作用学では、医薬品が作用する過程における食品の影響について知識を修得する。

健康スポーツ薬学 6 前期 選１ 選択 講義
日常生活の中には、軽い身体的な運動（歩行など）が含まれて
いる。日頃の行動を見直し、できるかぎり体を動かすことを通
して、体力の保持・増進する方法を修得する。

漢方処方薬剤学 6 前期 選１ 選択 講義
漢方処方の特徴的な剤形や効能について修得するとともに、適
応症を広げるための基本処方から派生する方剤の組み立て方に
ついて修得する。

臨床漢方中医実
践学 6 前期 選１ 選択 講義

臨床において適応される漢方薬や中医処方を正しく安全に使用
できるために、中薬や日本薬局方収載以外処方を含む処方薬に
ついて、処方の組み立て方や、服用上の注意点、副作用などの
実践的知識を修得する。

実践医療薬学 6 前期 選１ 選択 講義 薬物治療の実践に関して、臨床薬剤師として高いレベルでの貢献が図れる。

臨床腫瘍薬学 6 前期 選１ 選択 講義 腫瘍に対する薬学的・全人的医療を修得し、その実践を講ずることができる。

物理特論 6 前期 1 必修 特論演習

物理系薬学の基本的事項（物質の物理的性質、化学物質の分析
など）について総合的に復習することにより、物理系分野の理
解を深める。さらに、医薬品の物性や分析、臨床分析など、医
療との関連性を考えながら学習することにより、薬剤師に必要
な物理領域の専門知識を修得する。

化学特論 6 前期 1 必修 特論演習

有機化合物としての医薬品Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳおよび薬と化学Ⅰ、Ⅱ、
Ⅲなどの化学系薬学の基本的事項について総合的に復習するこ
とにより、化学分野の理解を深める。本講義では、医療を化学
の目でみることができる薬剤師になるために、化学分野の学問
的基盤を固めることを目的とする。

生物特論 6 前期 1 必修 特論演習

生物系薬学（生命現象の基礎、生命体の成り立ち、生体防御と
微生物など）の基本的事項について総合的に復習することによ
り、生物分野の理解を深める。さらに、医療との関連性を考え
ながら学習することにより、病気を分子・遺伝子・細胞レベル
で深く理解することを目的とする。

衛生特論 6 前期 1 必修 特論演習

健康と環境に関する衛生薬学分野の基本的事項について総合的
に復習することにより理解を深める。さらに、薬剤師の幅広い
職域にも視点をおきながら学習することにより、衛生薬学の見
地から、社会や医療に貢献することを目的とする。

法規・制度・倫
理特論 6 前期 1 必修 特論演習

法規・制度・倫理に関する基本的事項について総合的に復習す
るとともに、５年次の実務実習で経験した事項に関連づけなが
ら学習することにより、薬事に関する法規や制度、医薬品の開
発に関する制度、医療現場における薬剤師の心得や倫理などに
ついて理解を深める。
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選択

授業
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薬剤特論 6 前期 1 必修 特論演習
薬剤（物理薬剤、生物薬剤、薬物動態、製剤など）に関する基
本的事項について総合的に復習することにより、医薬品の適正
使用に貢献するための知識を深める。

薬理・病態・薬
物治療特論 6 前期 1 必修 特論演習

薬理・病態・薬物治療に関する基本的事項について総合的に復
習することにより、薬理・病態および薬物治療の知識を深める。
さらに、実務実習で培った実践的知識を融合させ、医療現場で
医薬品の適正使用に貢献することを目的とする。

実務特論 6 前期 1 必修 特論演習

実務実習における“ふりかえり”を行い、薬剤学、薬理学、病態・
薬物治療学との機能的な融和を修得する。これにより、６年制
薬学教育を受けた薬剤師として、医療現場における実践力を身
につけることを目的とする。

薬学総合演習Ⅱ 6 後期 4 必修 演習
近年の新しい医療技術、あるいは医薬品の創製・適用における
先端科学技術に適応できる薬剤師に必要な薬学の基本的知識を
統合的に修得する。




