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Ⅰ
１

大学薬学部の現況及び特徴
現

況（6 年制薬学教育プログラムと 4 年制教育プログラムがリンクしている場合には、本「現況」欄
に状況を記載してください。）

（１）大学薬学部・薬学科名： 摂南大学薬学部・薬学科（学校法人 常翔学園）

（２）所在地：

大阪府枚方市長尾峠町４５－１

（３）学生数、教員及び職員数：
学生数： 1,021 人（25 人）、

教員数：

75 人（－）、

職員数： 27 人（専任事務職員：11 人、専任研究員・技術職員：6 人、嘱託・派遣事務
職員：10 人）
学生数：（

）内は、休学人数を示す。

職員数：（

）内は、その職種別内訳人数を示す。

２

特

教員数：専任の教授、准教授，講師、助教、助手の合計数を示す。

徴

摂南大学薬学部は、昭和 58(1983) 年に摂南大学〔昭和 50(1975) 年に設置〕の 4 番目の学部
（衛生薬学科、薬学科）として開設された。昭和 62(1987) 年に第 1 期生が卒業して以来、平
成 22(2010)年 3 月の時点で、第 24 期生までを社会に送り出し、これまでの卒業生数は、4,774
人に達している。また、この卒業生の約 99％が薬剤師免許を取得し、現在、病院・薬局等の医
療施設、製薬企業、大学等の様々な分野で活躍している。これは、開設以来、薬学部卒業生に
対する社会のニーズや入学してくる学生、保護者のニーズに応えるために、本学部が継続して
きた教育の成果の一つと自負している。
近年の薬学の進歩は著しく､関連する科学や技術の社会への適用もますます多様化している。
とりわけ、生命科学の進歩に基づく新しい概念の医薬品の創製とその適正使用、化学物質と環
境問題、医療システムの変革への対応等、薬学に関係した課題は山積している。このような時
代の変化に伴って、薬剤師に求められる職責も高度化かつ多様化してきている。本学部では、
平成 18(2006) 年度に、薬学部を改組し、これまでの衛生薬学科と薬学科の 2 学科を、薬学科 1
学科とし、新しい時代に即応した薬剤師を養成することを目的に薬学 6 年制教育課程を導入し
た。その導入に当たっては、本学部の教育理念及び「薬学教育モデル・コアカリキュラム」を
基礎として、従来の教育カリキュラムを大幅に見直し、編成した。そして、この変更に伴い、
本学学則及び本学部の履修規定等も見直した。
まず、本学部の教育カリキュラムの特徴は、従来通り、授業科目を教養科目、基礎科目及び
専門科目に大別してはいるものの、これらを独立して学習するのではなく、『4 つの学習目標』
に横断的に分類し、それぞれの学習目標に含まれる科目を履修することで、科目相互の教育効
果を有機的に連動させることを狙った工夫がなされている。具体的には、1)『ヒューマニズム・
コミュニケーション・医療倫理・教養・語学を身につける』、2)『基礎的な薬学の知識、技能、
態度を身につける』、3)『実践的な臨床能力及び研究能力を身につける』、4)ユニークな科目が
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多数配当されている『本学独自』を実施している。とりわけ、
『本学独自』の学習目標に分類さ
れた科目の中には、例えば、「薬系キャリア形成（2 年次）」では、少人数でのディベート演習
の他、専門職連携教育の一環として、本学部生と看護学校学生とが、将来、チーム医療に携わ
る両者共通の医療課題に対して活発な意見交換を行う小グループ討論等を実施している。また、
6 年制薬剤師に期待される｢未来型薬剤師｣を養成することを念頭に、臨床検査値の評価及び血
圧、心音等のフィジカルアセスメントに関する知識・技能の習得の他、人体模型を使った注射・
採血実習等の、新しい臨床スキルを身につけるための「臨床実務実習(4 年次)」も行っている。
さらに、平成 22(2010)年度からは、5 年次生を対象として 4 つの演習（「臨床薬学演習」、
「クリ
ニカルパス演習」、「EBM 演習」、「臨床研究立案演習」）を開講する。特に、「臨床薬学演習」で
は、セルフメディケーションに積極的に係わる薬剤師になるための問題立脚型演習や電子カル
テシステムを導入して模擬カルテによる具体的な症例理解に関する演習を行う。すなわち、本
学部の「未来型薬剤師教育」は、シラバスに明記している様に、
『本学独自』の薬学専門教育の
一つとして位置付られると共に、この教育プログラムは、最近、厚生労働省がとりまとめた「チ
ーム医療の推進に関する検討会〔平成 22(2010)年 3 月〕」の報告内容と極めて近似し、それは
社会が求める薬学教育への期待そのものである。さらに、この教育プログラムは、その実践に
よって学生の臨床能力や課題発見能力の向上、並びにチーム医療の一員として活躍できる人材
を育成できるものと確信している。
次に、本学部の他の特色ある教育プログラムとしては、全学年を通して「キャリア形成教育」
を展開していることである。これは、本学園の建学の精神、教育の理念・方針及び薬学部の教
育の理念・方針の実現のためのプログラムである。このプログラムは、その多くが「自己研鑽
型・参加型学習」が主体となっており、学生は自ら必要な情報を収集し、様々な実体験等を通
して、自身の資質、適性及び志望に応じた進路を選択できる。具体的には、6 年間の教育期間
を 3 分割して、まず、1・2 年次では、『なりたい自分をさがす』といった模索期間と考え、入
学直後より、薬剤師が活躍している様々な職場の見学型体験学習を行う。さらに、チーム医療
演習の一環として看護学校学生との合同討議等を体験することにより、学生に「薬剤師になり
たい」というモチベーションを向上させる。次の 3・4 年次では、『なりたい自分を決める』と
いった決定期間とした上で、インターンシップ・ボランティア体験学習の他に、キャリア形成
アドバイザー(CDA)の資格を有する本学部専任職員による「キャリア形成演習」を実施し、より
具体的な薬剤師の職業観を熟成させる。最後に、自分の将来の方向性が固まる 5・6 年次では、
『なりたい自分に向かう』といった実行期間と考え、平成 20(2008)年 4 月から本学部に設置さ
れた臨床薬学教育研究センターを中心に、薬剤師としてのより専門かつ実践的な教育カリキュ
ラムを重点的に実施する。すなわち、この「キャリア形成教育」は、学年進行に伴って本学部
生が達成すべき到達目標を定め、医療人に相応しい知識、技能、態度を身につけることを最終
目標とした教育プログラムである。
以上、摂南大学薬学部の特徴の一端について述べてきたが、臨床教育の充実には、何を置い
ても学生の基礎学力の向上を図ることは言うまでもなく、
「リメディアル教育」や「基礎薬学教
育」の充実化には特に重点を置いている。この目的で、リメディアル教育専従の教員を配置し
た教育センターを設置している。また、これら教育活動を円滑に運営するための学生受入、学
生支援、教員・職員組織、学習環境及び社会連携等に関する体制も十分に整備されている。

-2-

Ⅱ 目的（教育上の理念・目標、養成しようとする薬剤師像等について記載してください。）
大学の建学の精神：
摂南大学は、
『理論に裏付けられた実践的技術をもち、現場で活躍できる専門職業人の育成』
を建学の精神とする。
大学の教育の理念：
摂南大学は、
『建学の精神に則り、全人の育成を第一義として、人間力・実践力・統合力を養
い、自らが課題を発見し、そして解決することができる知的専門職業人を育成すること』を教
育の理念とする。
薬学部の教育理念：
摂南大学薬学部は、
『生命の尊厳と生命倫理を基盤とした薬学の教育・研究を推進することに
より、わが国の医療の進化、健康・福祉の増進、生活環境の保全に貢献すること』を教育理念
とする。
薬学部の教育方針(実践目標)：
上記教育理念に従い、
『生命の尊厳と生命倫理を基盤として、高度の専門知識・技能を持つと
ともに、コミュニケーション能力に優れ、教養豊かで、人間性に富んだ、問題解決能力を有す
る薬剤師を育成すること』を教育方針（実践目標）とする。
養成しようとする薬剤師像：
上記の教育理念・目標を踏まえて、本学部では、①チーム医療に貢献できる薬剤師、②地域
医療に貢献できる薬剤師、③国民の健康支援や公衆衛生の向上に貢献できる薬剤師、の 3 タイ
プの薬剤師を養成することを想定している。
上記①は、臨床薬剤師・専門薬剤師として病棟業務におけるチーム医療の一員として、患者
の治療や健康回復に重要な役割を担う人材を養成する。
上記②は、保険薬局等における地域の医療・保健・福祉・介護の中核として、薬物療法の安
全性、有効性に責任をもち、また未病・予防、さらには健康の維持・増進等に貢献する人材を
養成する。
上記③は、製薬企業等における臨床研究開発部門、医薬情報担当者、創薬研究者、臨床試験
受託機関（CRO）、治験施設支援機関（SMO）、薬事・医療行政官、官公庁及び民間の試験・研
究機関等で活躍する薬剤師の観点から、国民の健康支援や公衆衛生の向上を担う人材を養成す
る。
以上、本学部が養成しようとする、それぞれ職種内容が異なる 3 タイプの薬剤師像を概説し
たが、その根底にある本学部が輩出したい薬剤師像は、基本的に同じである。すなわち、薬物
による治療や予防に関する最新の知識と技能を基礎能力として、高い倫理観と豊かな 人
間性を持ち、加えて円滑なコミュニケーション能力と協調精神を発揮して仕事を進めなが
ら、様々な課題を発見し、また、どんな仕事でも最後まで情熱と責任を持って、問題 を
解決していく能力を有する、「質の高い薬剤師」を一人でも多く社会に輩出することが
本学部の最終目的である。
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Ⅲ 総括（全体を通しての優れた点、改善を要する点等について 2,000 字以内で記載してください。）
優れた点：
1)本学部の教育理念が、高い倫理観を持って医療に貢献できる人材の育成にあることは先に述
べた通りであり、これは社会のニーズ及び学生のニーズを的確に反映しているものである。
2)本学部では、授業科目を『4 つの学習目標』に分類し、それぞれの科目を履修することで、
同じ学習目標内の科目相互の教育効果を有機的に連動させることを狙った工夫をしている。
3)本学部教育カリキュラムは、『薬学教育モデル・コアカリキュラム』に完全に適合している
と共に、『本学独自』のバラエティーに富んだ科目も多数配当している。
4)本学部のシラバスには、学生が上記コアカリキュラムの中、教員がどの部分を講義しようと
しているかが、容易に理解できるように一般目標や到達目標を明示・記載している点は評価
できる。
5)キャリア教育の一環として、「薬系キャリア形成」及び「薬系インターンシップ・ボランテ
ィア」等を正課科目として開講していることは、本学部独自の工夫である。
6)障害を持つ患者の置かれた状況等を十分に理解すると共に、将来、医療人と患者との相互信
頼関係を構築するために必要な知識、技能、態度を身につけるため、ハンディキャップ体験
学習を全学生が履修・疑似体験する取り組みの実施は極めて重要である。
7)1～3 年次では各学年に十分な英語教育の科目を設けており、4 年次の「応用薬学実習」、5
年次の「EBM 演習」及び 5・6 年次の「特別研究 I・II」で英語文献の読解・作成等に関する
教育を行っていることから、英語教育が全学年で実施されている。
8)「リメディアル教育」において、教科担当教員と教育センター教員とが緊密に連携しながら、
学生に対して効果的かつきめ細かな学習支援を実施している。
9)6 年制薬剤師に期待される｢未来型薬剤師｣を養成することを念頭に、臨床検査値の評価及び
血圧や心音等のフィジカルアセスメントの習熟の他、人体模型を使った注射・採血実習等の、
新しい臨床スキルを修得できる「臨床実務実習」は、極めて先進的な取り組みである。
10)「プレファーマシー実習」は、指導者 1 人当たり学生 4 人以下で実施していることから、
これらは少人数教育の観点から高く評価できる点である。また、施設面では、臨床薬学教育
研究センターの全実習室には、学生等の手技や技能の確認のための AV 機器が完備されてい
る。
11)実務実習における学生の配属施設先の決定基準に関しては、自宅あるいは下宿先から通学
できる範囲の実習施設へ配属すること等を事前に学生に伝えており、概ね全学生の実習先へ
の移動時間が約 1 時間前後であり、また運賃も片道 600 円程度で収まる結果となったことか
らも、本学部学生の各実習施設への配属は完全に公正に行われている。
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12)本学部では、地域住民等を対象に定期的に「健康」をテーマとした公開講座や住民参加型
の各種行事を実施しており、それらアンケート結果等も好評であり、地域社会との交流も活
発である。
13)本学部では、学生の個人情報を保護するための諸規則のほか、管理者、委員会等を置き、
学習及び学生生活において、個人情報に配慮する体制が整備されている。
14)本学部は、我が国の薬科大学・薬学部に先駆けて、地域の医療機関・薬局等との教育と研
究に関する連携協定を締結し、人材交流や臨床研究の活性化に資する交流体制を整備してい
ることは高く評価できる。
15)自習室には、無線 LAN アンテナが設置されており、ノートパソコンを持込めば文献・資料
の検索、その他の情報検索等も快適にできる利用環境が整備されている。

改善を要する点：
1)平成 21(2009)年度のシラバスの記載事項には、成績評価方法等にまだ曖昧な記述がある科目
が一部あったため、平成 22(2010)年度のシラバスでは、完全なものとする。
2)自己研鑽・問題解決型学習の評価について、学生個々の発表内容、意見聴取、まとめ、リー
ダーシップの有無等の観点を考慮に入れながら、学生の基本的知識、技能及び態度を適切に
評価する制度の構築を検討する。
3)留年学生の上位年次配当専門科目の履修規定については、概ね妥当であるが、履修申請した
学生の単位取得率が必ずしも良好でないことから、今後、教務委員会を中心に具体的な改善
計画を立案する。
4)より効果的な事前学習を実施するために、医療薬学実習とプレファーマシー実習の実習内容
の重複及び分担について実務実習委員会を中心に精査、検討する。講義科目についても教務
委員会を中心に同様な検討を行う。
5)安全教育、健康診断等に関しては問題ないが、学生教育研究災害傷害保険と比較して、学研
災付帯賠償責任保険の加入率は低いため、今後、実務実習前に開催されるガイダンスにおい
て、その必要性を十分に説明し、学生全員を加入させることに努める。
6)全研究室のホームページに、学生や一般市民にも理解できる平易な表現で、担当科目と研究
内容との関係を示す説明資料や概念図の掲載に努める。
7)英文のホームページの改善・充実に向け、薬学部ホームページ委員会を中心に検討し、国際
社会に向けての情報発信をより積極的に行うことに努める。
8) 現行の自己点検・評価を行う組織には、外部委員が含まれていないため、平成 22(2010)年
度以降には、医療機関や他の教育機関等の職員にも外部委員として参画して頂き、新たに学
部教育評価委員会を組織する。
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Ⅳ 自己評価・評価書作成のプロセス
（自己点検・評価をどのような体制で、どのようにして行ったかを簡潔に記述してください。）

本学部においては、平成 19(2007)年度から、学部長（臨床薬学教育研究センター長、教育セ
ンター長兼任）、学科長（教務委員長、予算委員長兼任）と 4 人の教授（それぞれ学部教育評価
委員長、キャリア形成・就職委員長、共用試験委員長、国試対策委員長）及び事務室長を含む
7 人の委員からなる第三者評価ワーキンググループ（平成 21(2009)年度から学部教育評価委員
会として改組）を立ち上げ、本学部の自己点検・評価の進め方や問題点に関する様々な検討を
行ってきた。そして、平成 21(2009)年 1 月と 4 月には、薬学部全体会議を開催し、学部長が、
自己点検・評価の趣旨と意義について説明し、全教職員の理解を促した。続いて学部教育評価
委員長が、
『自己評価実施マニュアル』に従って、学部、本学部各委員会、事務室及び個々の職
員が作成・提出・保管しなければならないエビデンス資料に関して説明した。また、同年 5 月
には、自己評価 21 報告書の作成に当たり、関係する 10 種の委員会委員長と事務室長を招集し、
それぞれの委員会に該当する評価基準毎の内容等について詳細な説明を行い、各委員会活動に
該当する評価基準ページの執筆を依頼した。その後、各委員会において、
『自己評価実施マニュ
アル』に従って、エビデンスの有無も含めた各基準の達成度及び改善案等について、審議、検
討を進めた。検討内容としては、委員会での改善案等の決定事項は、教授会において、各委員
会委員長から改善案等を提案し、審議・承認後、速やかにその改善案の実施に着手するように
努めた。また、その改善案等の詳細な報告のため、平成 21(2009)年 8 月末には、学部教育評価
委員会にて、各委員会活動の評価基準の達成度の確認並びに 1 次報告書の査読作業を実施した。
査読後、学部教育評価委員長が、基準毎の不備な点や更なる改善可能な点等について整理、指
摘し、再度、各委員会で検討することを依頼した。平成 22(2010)年 1 月初旬までに 2 次報告書
の提出を依頼した。再提出後、学部教育評価委員会を開催し、上記と同様、2 次報告書の確認・
査読作業を実施した。指摘した修正事項等を確認後、自己評価マニュアルの別表を用いて委員
各自が自己評定を行い、異なる評価の場合は、基準毎に審議しながら、本学部の自己評定を終
了した。最後に、本報告書の書式規定の確認や文書スタイル等の最終確認を行いながら、摂南
大学薬学部の「自己評価 21 報告書」を完成させた。
なお、本報告書は、平成 22(2010)年 4 月に摂南大学のホームページに掲載して、社会に広く
公表する。

-6-

Ⅴ

基準ごとの自己評価

『理念と目標』
１

理念と目標

基準１－１
各大学独自の工夫により，医療人としての薬剤師に必要な学識及びその応用能力並びに薬剤
師としての倫理観と使命感を身につけるための教育・研究の理念と目標が設定され，公表され
ていること。
【観点

１-１-１】 理念と目標が，医療を取り巻く環境，薬剤師に対する社会のニーズ，学生のニーズ
を適確に反映したものとなっていること。
【観点 １-１-２】理念と目標が，教職員及び学生に周知・理解され，かつ広く社会に公表されている
こと。
【観点 １-１-３】資格試験合格のみを目指した教育に偏重せず，卒業研究等を通じて深い学識及びそ
の応用能力等を身に付けるための取り組みが行われていること。

［現状］
摂南大学薬学部の教育理念は、
『生命の尊厳と生命倫理を基盤とした薬学の教育・研究を推進す
ることにより、わが国の医療の進化、健康・福祉の増進、生活環境の保全に貢献すること』であ
る 1a, 2）。この教育理念に従い、
『生命の尊厳と生命倫理を基盤として、高度の専門知識・技能を持
つと共に、コミュニケーション能力に優れ、教養豊かで、人間性に富んだ、問題解決能力を有す
る薬剤師を育成すること』が本学部の教育方針（実践目標）である 2）。入学希望者向け資料や薬
学部ホームページには、この理念と教育方針に従ったアドミッションポリシーを明記している 3, 4）。
本学部入学者の多くが、将来、薬剤師の職能を生かした職種に就職を希望していることから、
設立以来、上記の教育理念・教育方針を基礎として､高い倫理観と豊かな人間性を有する「質の高
い薬剤師」の養成に努めてきた。その理念・方針は、平成 18(2006)年度から開始した 6 年制教育
カリキュラムにおいても継承されると共に、独自の工夫を加えた教養科目、実習、演習、体験学
習、卒業研究等を実施することにより、より一層充実させたものとなっている 2b）。特筆すべき『本
学独自』の取り組みに、1 年次の「薬剤師になるために（早期体験学習を含む）1b)」、2 年次の「薬
系キャリア形成 1c)」、3 年次の「薬系インターンシップ・ボランティア 1d)」等がある。これらはヒ
ューマニズム、コミュニケーション能力及び医療倫理等を、自己研鑽・体験型学習によって身に
つける柱となっている。さらに、これら科目を常に社会ニーズや学生のニーズを適確に反映した
ものとするために、「薬剤師になるために」及び「薬系インターンシップ・ボランティア」では、
履修終了時に科目内容に関するアンケートを実施し、検討、解析を行っている。
「薬系キャリア形
成」についても、要望等の自由記載を含めたレポートの提出を求め、毎年、実施内容の改善を図
っている。また、上位年次配当科目についても、国家試験対策に偏重することなく、4 年次生に
は「応用薬学実習 1e)」を、5・6 年次生には「特別研究Ⅰ・Ⅱ1f)」を開講し、研究室で濃密かつ長
期間の自己研鑽・体験型学習による個別指導・個別教育を実践する。これらの教育プログラムは、
学生個々の課題発見能力・問題解決能力、コミュニケーション能力及びプレゼンテーション能力
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を身につけさせること目的としている。なお、研究室の配属に際しては、配属希望学生と研究室
責任者が必ず面接等によりマッチングを行い､学生の基礎知識や人間性等を十分に配慮した上で、
履修を許可している。

［エビデンス資料］
1) SYLLABUS（2009：薬学部）a; p9, b; p27, c; p218, d; p219, e; p111, f; p222
2) 2009 年度「CAMPUS GUIDE (学生便覧)」a; p78, b; p80-83
3) 2010 年度 摂南大学 入試ガイド p3
4) 摂南大学ホームページ：
アドミッションポリシー（http://www.setsunan.ac.jp/~pharm/yakugaku/adpol.html）
［点検・評価］
・薬剤師を目指す学生には、基礎的な知識・技術は元より、豊かな人間性、高い倫理観、医療人
としての教養、課題発見能力・問題解決能力、現場で通用する実践力等を身につけることが求
められている。本学部の教育理念が高い倫理観を持って医療に貢献できる人材の育成にあるこ
とは言うまでもなく、これは、医療を取り巻く環境、社会のニーズ及び学生のニーズを適確に
反映している。
・この理念に沿って、激変する社会情勢に応じた教育実践目標を設定することは、質の高い教育
を実現するために不可欠と考えられる。従って、教育目標が適切に設定されており、また、そ
れが学内外にホームページ等を介して広く公表されている。
・国家試験対策等に偏重することなく、4 年次生には「応用薬学実習」を、5・6 年次生には「特
別研究Ⅰ・Ⅱ」を開講し、研究室で濃密かつ長期間の自己研鑽・体験型学習による個別指導・
個別教育により、応用能力等を身につけるためのカリキュラムが編成されている。

［改善計画］
・本基準の「観点 1-1-1」及び「観点 1-1-2」は既に満たされているので、今後必要に応じて修正・
改善はしていくものの、現時点における改善計画はない。
・「観点 1-1-3」は、平成 22(2010)年度及び平成 23(2011)年度から開講される卒業研究としての
「特別研究 I」及び「特別研究 II」をシラバスに従って実施し、6 年制第 1 期生から学生全員
が卒業研究発表を実施できるように、各教員が研究室における指導を徹底する。また、各研究
室責任者は配属学生の卒業論文等のエビデンス資料を保管する。
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基準１－２
理念と目標に合致した教育が具体的に行われていること。
【観点

１-２-１】目標の達成度が，学生の学業成績及び在籍状況並びに卒業者の進路及び活動状況，
その他必要な事項を総合的に勘案して判断されていること。

［現状］
本学部では、平成 18(2006)年度の 6 年制教育課程の開始にあわせて、本学部の教育の理念・目
標と『薬学教育モデル・コアカリキュラム』に基づいたカリキュラムを編成した 1-3）。カリキュラ
ムの目的とプロセス、すなわち１～６年次までの積み上げ式カリキュラムと各科目の概要は、受
4）

験者向け公開資料で分かりやすく説明している

。また、各科目の総括的評価の時期・方法・基

1）

準はシラバスに明記されている 。平成 21(2009)年度現在、6 年制教育が完成年度を迎えていな
いため、教育目標の最終達成度を卒業者の進路及び活動状況等も含めた形で評価することはでき
ないが、現時点での学業成績等から見た目標達成度は、薬学部で前・後期で編集している成績判
定資料から判断できる。この資料中には、各学生の学業成績並びに科目毎の合格率等がまとめら
れており、担任教員による学生指導用資料等として活用されている 5-7）。
表1

本学部カリキュラムにおける学業成績（単位取得率：％）から見た目標達成度

摂大カリキュラムの 4 つの学習目標・コース

１年次

２年次

３年次

４年次

学習目標 1：
「ヒューマニズム・コミュニケーション、医療倫理、教養、語学を身につける」

全学年平均

93.2%

ヒューマニズム・コミュニケーション、医療倫理

93.6% ⑥

86.4% ①

95.1% ②

100%①

93.8%

教養

97.6% ②

88.5% ⑦

－

－

93.1%

語学

93.9% ④

93.4% ④

83.4% ④

100% ①

92.7%

76.0% ②

88.9% ⑥

80.4% ⑤

82.2% ①

81.9%

86.0% ②

86.9% ⑤

78.9% ③

82.5% ①

83.6%

－

－

94.0% ④

87.8% ②

93.8%

学習目標 2：
「基礎的な薬学の知識、技能、態度を身につける」
化学系薬学を学ぶ・物理系薬学を学ぶ a)
生物系薬学を学ぶ

a)

環境と健康
薬と疾病
医薬品をつくる
薬学と社会

89.3%

－

84.1% ④

82.0% ⑪

97.4% ⑦

90.9%

100% ①

93.2% ②

83.0% ②

89.8% ③

93.8%

－

－

－

－

91.5%

学習目標 3：
「実践的な臨床能力及び研究能力を身につける」

97.0%

実務実習事前学習

－

－

89.2% ②

98.6% ③

93.9%

研究活動

－

－

－

100%

100%

学習目標 4：
「本学独自」
リメディアル（基礎学力の補完）
キャリア形成
未来型薬剤師
各年次の目標達成度（平均）

94.4%
88.4% ⑦

－

－

－

88.4%

－

86.4% ①

97.8% ①

100% ①

94.7%
100%

－

－

－

100% ①

90.8%

88.5%

87.1%

93.8%

a)1・2 年次配当の基盤実習及び基礎薬学実習 I・II の単位取得率は、「化学系薬学を学ぶ・物理系薬学を学ぶ」と
「生物系薬学を学ぶ」の両コースに亘って評価されていることより、計算から除外している。 b) ①や②等の丸
で囲った数字は、科目数を表している。

表 1 は、本学部カリキュラムにおける学業成績（単位取得率：%）から見た目標達成度をまとめ
たものである。本学部のカリキュラムの特徴としては、履修全科目を 1) 『ヒューマニズム、コ
ミュニケーション、医療倫理、教養、語学を身につける』
、2)『基礎的な薬学の知識、技能、態度
を身につける』、3)『実践的な臨床能力及び研究能力を身につける』、4) ユニークな科目が多数配
当されている『本学独自』の、4 つの学習目標に大別しコース・科目を分類している点にある 8)。
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従って、各科目の合格率から、学業成績の観点から見た目標達成度を把握できる。この結果から、
本学部カリキュラムの学習目標毎の達成度は概ね良好であるが、基礎薬学系の『化学系薬学を学
ぶ・物理系薬学を学ぶ』と『生物系薬学を学ぶ』のそれは、若干低いことがわかる。表 2 は、在
籍状況を示している。専門科目の定期試験数が増える 2 から 3 年及び 3 から 4 年への進級時にお
ける留年率(11～13%)が高い。とりわけ、平成 19(2007)年度の入学生（第 3 年次生：詳細等は基
準 6-4 で後述）の場合では、母数が多いため 39 人が、2 年生に在籍している。これら成績不振者
に対しては、本人、保護者、担任教員及び教務委員の四者面談による、徹底した個別指導を年 2
回（前・後期）実施しており、良好な教育効果をあげている 9）。
表2

摂南大学薬学部の在籍状況（学籍年次・履修年次別在籍者数：人）
区

在

分

籍

年

次

第 1 年次

第 2 年次

第 3 年次

第 4 年次

計

履

1年

223(5)＊

11(1)

－

－

234(6)

修

2年

－

226(6)

39(6)

2

267(12)

3年

－

－

292(2)

29(3)

321(5)

区
分
＊（

4年

－

－

－

199(2)

199(2)

計

223(5)

237(7)

331(8)

230(5)

1021(25)

）内の数値は、休学者数を示す。本表は、2010 年 2 月 22 日現在のデータを用いて作成。

［エビデンス資料］
1）SYLLABUS（2006：薬学部）p3-5
2）2006 年度「CAMPUS GUIDE (学生便覧)」p74-80
3）摂南大学ホームページ：シラバス（http://www.setsunan.ac.jp/j/kyoiku/syllabus.html#yakugaku）
アドミッションポリシー (http://www.setsunan.ac.jp/~pharm/yakugaku/adpol.html)
4）2010 年度「Campus Guide（受験生用）」p86-93
5）平成 21 年 摂南大学 自己点検・評価報告書 【データ編】p5, 79-82
6) 2009 年度「薬学部進級判定資料」
7）2009 年度第 15 回薬学部教授会・会議資料 7,8
8) SYLLABUS（2009：薬学部）p3-11
9) 成績不振学生修学指導（面談）記録

［点検・評価］
・本学部の理念と目標に合致し、モデル・コアカリキュラムに沿ったカリキュラムが設定され、
その達成度が定期試験等の総括的評価に基づいて評価されている。
・成績不審者等に対しては、上記の四者面談等による徹底した指導を行い、良好な教育効果を上
げている。
［改善計画］
・「観点 1-2-1」の卒業者の進路及び活動状況等に関する目標達成度の評価は、6 年制教育完成後
に速やかに実施する。
・シラバスの記載事項を精査し、成績評価方法等に曖昧な記述がある科目について、各講義担当
者が平成 22(2010)年度から書き改める。
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『教育プログラム』
２

医療人教育の基本的内容

(２-１) ヒューマニズム教育・医療倫理教育
基準２－１－１
医療人としての薬剤師となることを自覚させ，共感的態度及び人との信頼関係を醸成する態
度を身につけさせ，さらにそれらを生涯にわたって向上させるための教育が体系的かつ効果的
に行われていること。
【観点

２-１-１-１】全学年を通して，医療人として生命に関わる薬学専門家に相応しい行動をとるた
めに必要な知識，技能，及び態度を身につけるための教育が行われていること。
【観点 ２-１-１-２】医療全般を概観し，薬剤師の倫理観，使命感，職業観を醸成する教育が行なわれ
ていること。
【観点 ２-１-１-３】医療人として，医療を受ける者，他の医療提供者の心理，立場，環境を理解し，
相互の信頼関係を構築するために必要な知識，技能，及び態度を身につけるため
の教育が行われていること。
【観点 ２-１-１-４】単位数は，(2-2)～(2-5)と合わせて，卒業要件の１／５以上に設定されているこ
とが望ましい。

［現状］
摂南大学薬学部では、
『ヒューマニズム、コミュニケーション、医療倫理、教養、語学を身につ
ける』ための独自の教育プログラムを設けている 1a,2,3）。この教育プログラムは、基礎科目、教養
科目及び専門科目の中で全学年を通して開講されており、本プログラムを修得することにより、
医療人としての薬剤師になることが十分に自覚できると共に、共感的態度及び人との信頼関係を
醸成する態度、さらには生涯に亘って学習していく態度もまた自然と身につけることができる。
以下に、本学部の代表的な教育取り組みの概要を記述する。まず、1 年次履修科目の中、
「薬剤師
になるために（早期体験学習を含む）」は、学びのモチベーションを高めるための講義、早期体験
学習（見学型体験学習）
、小グループ討議、Web 検索、レポート作成等多彩な内容で構成されてい
る

1b, 4）

。とりわけ、早期体験学習では、全ての学生が病院、保険薬局、製薬企業を見学でき、そ

れぞれの現場の実際の業務内容等について学習できる 5）。そして､その体験学習の前後における小
グループ討論には教員が加わり、討論のサポートやレポート作成指導等を行ない、毎年、
「早期体
験学習報告書」を作成し、教員や関係機関等に配付している

6, 7）

。「基礎薬学実習 I（ハンディキ

ャップ体験学習）」では、ブラインド体験、片麻痺体験、車椅子体験をさせ、体験後には再び小グ
ループ討論を行い、障害者に対する理解を深めることに努めている

1c）

。2 年次の「薬系キャリア

形成」では、医療現場で活躍する薬剤師等による講義、外部施設における実習、演習、小グルー
プ討論、看護学校学生との合同での専門職連携教育等を行っている

1d）

。3 年次の「薬系インター

ンシップ・ボランティア」では、講義及びロールプレイの他、外部医療施設等の協力で、病院(看
護実習)、ドラッグストア、保険薬局、臨床試験実施施設等での体験型学習を実施している 1e）。特
に、看護実習では、患者とのコミュニケーションの難しさや喜びを実感できると共に、看護師と
の医療の重要性についても学んでいる。さらに、4 年次の「プレファーマシー講義」は、実務実
習と共に 6 年制教育の根幹として位置づけられており、病院実務実習・薬局実務実習に先立って
学内で調剤、製剤、服薬指導等の薬剤師業務に必要な基本的な知識等を修得させている 1f）。また、
教養科目は、倫理観の高揚や幅広い人格形成の基盤となる「倫理学 1g）」及び「心理学 1h）」を開講
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すると共に、
「医療倫理

1i）

」や「臨床心理学

1j）

」を必修科目とすることにより、学生に生涯に亘

って学習する態度を身につけさせている。さらに、5 年次の「EBM 演習」では、より実践的な演習
形式で実施され、小グループ討論により薬学専門家として必要な問題解決能力を養う、自己研鑽・
参加型の｢問題立脚型学習｣形式で開講する 1k)。最後に、5・6 年次の卒業研究としての「特別研究
I・II1k)」等を含めると、後述の(2-2)～(2-5)に該当する科目の単位数の合計は、本学部の卒業要
件となる 190 単位の 1/5 を超えている〔(59 単位：31%)：表 1，2 参照〕１,3）。
表 2 本基準に該当する科目の総単位数

表１ 卒業に必要な単位数
必修科目

専門

講義科目

9 単位

実習・演習科
目・特別研究

72 単位

選択必修科目

1.5 単位以上

Ａ群選択科目
73.5 単位以上
科目 Ｂ群選択科目（1～4年次） 4.5 単位以上
Ｃ群選択科目 (5～6年次)
基 礎 科 目
教養科目

該当科目
１６５
単位
以上

必修科目

6 単位

選択科目

10 単位以上

〔年次〕

教養科目（人文科学・

１６

基礎科目

９

〔1・2〕

(英語・スポーツ科学)

〔1・2〕

薬剤師になるために

４〔1〕

４〔2〕

薬系キャリア形成

２〔2〕

基礎薬学実習 I
（ハンディキャップ
体験学習）
薬系インターシップ・
ボランティア

薬学英語

1.5〔3〕

応用薬学実習

３〔4〕

プレファーマシー講義

１〔4〕

EBM 演習

1.5〔5〕

特別研究 I

６〔5〕

特別研究 II

９〔6〕

１６ 単位
以上

１９０ 単位以上

単位数

該当科目

自然科学・社会科学等）

4.5 単位以上
９ 単位以上

計

単位数
〔年次〕

＊昭和５９年２月２４日制定、平成２１年２月改正、薬学部・履修規定
【第１章総則】第５条

総単位数（本基準該当率；％）

２〔3〕

５９（３１％）

［エビデンス資料］
1） SYLLABUS（2009：薬学部） a; p3-11, b; p27, c; p59, d; p218, e; p219, f; p112-114, g;
p198, h; p199,i; p200, j; p207, k; p222
2） 2009 年度 薬学部薬学科授業時間割表
3） 2009 年度「CAMPUS GUIDE (学生便覧)」p78-84
4)

2009 年度「薬剤師になるために」履修ガイド

5） 早期体験学習-施設別担当一覧
6） 小グループ討論(SGD)演習 タイムスケジュール
7） 2009 年度「早期体験学習報告書」
［点検・評価］
・社会の要求に適合する薬剤師を育成するため、体系的かつ効率的な独自の教育プログラムが、
全学年を通して実施されており、高く評価できる。
・病院、ドラッグストア、保険薬局等での体験学習や実習が充実していることは、低学年からの
薬剤師の倫理観、使命感、職業観の醸成や、他の医療従事者との信頼関係を構築するために役
立っている。
・障害者の置かれた状況等を十分に理解すると共に、将来、医療人と患者との相互信頼関係を構
築するために必要な知識、技能、態度を身につけるための、ハンディキャップ体験学習を全学
生が履修・疑似体験する取り組みの実施は極めて重要である。
［改善計画］
・既に完成度の高い教育プログラムが設けられているので、これを維持しつつ、各科目担当教員
が必要に応じてレポート作成や自己評価、相互評価等の学習方法に関する改善を検討する。
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(２-２) 教養教育・語学教育
基準２－２－１
見識ある人間としての基礎を築くために，人文科学，社会科学及び自然科学等を広く学び，
物事を多角的にみる能力及び豊かな人間性・知性を養うための教育が体系的かつ効果的に行わ
れていること。

【観点

２-２-１-１】薬学準備教育ガイドラインを参考にする等，幅広い教養教育プログラムが提供さ
れていること。
【観点 ２-２-１-２】学生や社会のニーズに応じた選択科目が用意され，時間割編成における配慮がな
されていること。
【観点 ２-２-１-３】薬学領域の学習と関連付けて履修できるカリキュラム編成が行われていることが
望ましい。

［現状］
本学部では、見識ある人間としての基礎を築くために、1・2 年次を中心に人文科学〔「英語Ⅰ1a）」、
「英語Ⅱ1b）」、「英語Ⅲ1c）」、「哲学 1d）」、「倫理学 1e）」、「心理学 1f）」、「文学 1g）」〕、社会科学〔「日本
「法学入門 1i）」、
「経済学 1j）」、
「コミュニケーション論 1k）」〕、自然科学〔「数学 1l）」、
「物
国憲法 1h）」、
理学

1m）

」、「化学

1n）

」、「生物学

1o）

」、「科学技術史

1p）

」〕、その他〔「スポーツ科学

1q）

」〕等の科目と

共に、上位年次実施の臨床教育への橋渡し的役割を担う「臨床心理学 1r）」や「医療倫理 1s）」も必
修科目として配当している 2,3）。一部の必修科目を除き、これらの科目のほとんどは学生のニーズ
によって選択可能である。また、
「倫理学」や「コミュニケーション論」等は、同時期に開講して
いる「薬剤師になるために

1t）

」の履修目的を学生に十分理解させる上で役立っている。1 年次前

期は、教養科目及び基礎科目を中心にカリキュラムを組むことで、高等学校から大学への移行期
教育が、効果的かつ学生の負担にならないよう配慮している 2,3）。高等学校で「生物学」や「物理
学」を履修していない学生のために、
『本学独自』の工夫として１年次前期に「生物学の基礎」と
「物理学の基礎」を配当し、基礎力の強化に努めている。1 年次後期からは、前期で学んだ科目
から発展させ、
「生化学」、
「有機化学」、
「物理化学」等を開講している。一方、医学・薬学領域の
科目は１年次後期配当の「生理解剖学」に始まり、2 年次に「薬品分析学」、「生薬学」、「微生物
学」等の薬学専門科目へ移行させている。そして 3・4 年次では、より専門性の高い科目へと発展
させている。英語は、1・2 年次に基礎的な内容を学ばせ、3 年次には､その応用・実践科目として、
薬学を中心とした自然科学の分野で必要な「薬学英語 I・II」を学ばせている。これら科目の多
くを、基準 2−1 で述べた倫理観、使命感、職業観を醸成する教育プログラムに組み込んでいる 2,3）。
さらに、高度で専門的・実践的な英語力を身につけさせるために、4 年次には「応用薬学実習」、
5 年次には「特別研究Ⅰ」と「EBM 演習」等を、また、6 年次には「特別研究Ⅱ」を開講する 1）。
最後に、『本学部独自』の教育取り組みの工夫として、「薬系キャリア形成 1u）」と「薬系インター
ンシップ・ボランティア 1v）」を開講し、人間性、倫理観、実践能力等の向上に努めている 2）。

［エビデンス資料］
1） SYLLABUS（2009：薬学部）a; p133-156, b; p163-186, c; p187-188, d; p195, e; p198, f;

- 13 -

p199, g; p204, h; p202, i; p206, j; p205, k; p196-197, l; p33, m; p34, n; p30, o; p32,
p; p203, q; p157-162, r; p207, s; p200, t; p22, u; p218, v; p219
2）2009 年度「CAMPUS GUIDE (学生便覧)」p80〜83
3）2009 年度 薬学部薬学科授業時間割表

［点検・評価］
・薬学準備教育ガイドラインに適合した幅広い教養教育プログラムが準備され、それらは薬学専
門科目と関連付けて学習できる工夫がなされている。また、学生や社会のニーズに対応した多
数の選択科目も用意されている。さらに、時間割編成においても履修生の負担にならないよう
十分に考慮されている。
・教養教育プログラムの科目の中、英語科目に小グループ討論や発表会等の参加型学習法を取り
入れていること､並びにルールの厳守やマナーの向上を目的とした科目として「スポーツ科学」
が開講されていることは重要である。
・キャリア教育の一環として、「薬系キャリア形成」と「薬系インターンシップ・ボランティア」
を正課科目として開講していることは、『本学独自』の工夫として高く評価できる。

［改善計画］
・既に、薬学準備教育ガイドラインに適合した幅広い教養教育プログラムが実施されていること
から、今後は、学生の必修科目の学業成績や選択科目の成績・履修状況及び学生の進路等を十
分に教務委員会等で勘案し、必要に応じて各科目担当者に対して授業方法や学習内容等のさら
なる工夫・改善案を求めていく。
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基準２－２－２
社会のグローバル化に対応するための国際的感覚を養うことを目的とした語学教育が体系的
かつ効果的に行われていること。
【観点
【観点
【観点

２-２-２-１】英語教育には，
「読む」，「書く」
，「聞く」，「話す」の全ての要素を取り入れるよ
う努めていること。
２-２-２-２】医療現場，研究室，学術集会等で必要とされる英語力を身につけるための教育が
行われるよう努めていること。
２-２-２-３】英語力を身につけるための教育が全学年にわたって行われていることが望ましい。

［現状］
本学部の英語教育は、基礎科目（選択）として 11 科目 24 単位、専門科目（選択必修）として、
2 科目 3 単位を設け、1〜3 年次に配当している

1-3)

。また、4 年次には、科学英語文献等に触れ

「読む」
「書く」ことに重点をおい
る機会としての「応用薬学実習（3 単位）」を設けている 1,2)。
「英語 IIa〜IId1b）」を 1・2 年次に、また、
「聞く」
「話す」ことに重点をお
た「英語 Ia〜Id1a）」、
いた「英語 IIIa・IIIｂ1c）」を 3 年次に配当し、これらの科目は外国語学部の教員 12 人（内 2
人は外国人教員）が担当している。さらに、国際感覚の養成並びに異文化理解を可能とするニュ
ージーランド・カンタベリー大学附属クライストチャーチ・カレッジ・オブ・イングリッシュで
の海外語学研修を 2 年次に配当している 2)。
医療現場、研究室及び学術集会等で必要とされる、医療英語及び科学英語の実践力を身につけ
るために、1、2 年次の「英語 Ia〜Id」、「IIa〜IId」では、担当教員に医療関係の題材を講義資
料として使用することを要請し、低学年次から積極的に医療英語に慣れ親しむ教育を行なってい
る。また、薬学を中心とした科学英語を修得するために、
「薬学英語 I・II1d）」を 3 年次に配当
し、薬学部の教員 6 人が担当している 1-3)。さらに、4 年次の「応用薬学実習 1e）」、5 年次の「EBM
演習

1f）

」及び 5・6 年次の「特別研究 I・II1f）」では、より専門性の高い英語力を身につけるた

「EBM 演習」では、医療英語
め、英語論文の読解及び作成能力の向上に努めている 4)。とりわけ、
を理解するための知識と技能を修得するために、文献検索、内容理解、グループワーク及び発表
会を実施する。また、本学部には、学術集会での発表に対して交通・宿泊費を補助する「研究発
表会にかかわる援助金(後援会)」の制度が存在し、学生の学術集会での発表を奨励している 5)。
従って、表 1 に示すように、本学部では、全学年を通して、英語を身につけるための教育が行
われている。
表 1 本学部の全学年を通して展開される英語教育
1 年次
2 年次
3 年次
科 英語 I a・Ib

英語 II a・IIb

英語 I c・Id

英語 II c・IId

4 年次

5 年次

6 年次

薬学英語 I・II

応用薬学実習

EBM 演習

特別研究 II

英語 III a・IIIb

(論文読解・作成)

特別研究 I

(論文読解・作成)

(論文読解・作成)

目

本学部では、英語の習得度を学生自身に把握させること、並びに英語能力の向上を図ることを
目的として、国際コミュニケーション英語能力テスト(TOEIC)の受験を推奨し、TOEIC 団体受験
を行なっている。平成 20(2008)年度は 6 月と 10 月の 2 回実施し、計 142 人が、平成 21(2009)
年度は 6 月に実施し、72 人が受験している 6)。なお、本学部では TOEIC 500 点以上、あるいは実
用英語技能検定（英検）で準 1 級以上であれば、卒業に必要な科目としての英語科目(上限 2 単
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位)を認定する制度を設けている 7)。
［エビデンス資料］
1） SYLLABUS（2009：薬学部）a; p133-156, b; p163-186, c; p187-188, d;p 90-93, e; p111,
f; p222
2）2009 年度「CAMPUS GUIDE (学生便覧)」p82
3）2009 年度 薬学部薬学科授業時間割表
4) 薬学部研究室ホームページ（http://www.setsunan.ac.jp/~pharm/lab-link.htm）
5) 後援会研究発表会に係る援助金について（通知）
6）TOEIC 団体受験結果
7) 2009 年度

履修申請要領（薬学部）

［点検・評価］
・1 年次の「英語 Ia〜Id」及び 2 年次の「英語 IIa〜IId」は、英語を専門とする外国語学部の
教員が 40 人前後の小クラス制で担当し、
「読む」
「書く」を基本とし、
「聞く」については音響
機材を使用し、グローバル化に対応することが可能な濃密な英語教育を行っている。
・英語を母国語とする外国人教員 2 人が 1・2 年次の 8 科目を担当していることは、「生の英語」
と接し、かつ国際感覚を養う上で、学生にとって大きなメリットとなっている。
・「薬学英語 I・II」では、40 人前後の小クラス制を実施し、医療現場や研究室、学術集会で必
要とされる英語力を身につけるための､実践的な教育を行っている。
・学術集会での発表には科学英語力が必須であるが、「研究発表会にかかわる援助金(後援会)」
の制度により、学生の学術集会での発表を促進していることは評価に値する。
・1～3 年次では各学年に十分な英語教育の科目を設けており、4 年次の「応用薬学実習」では､
文献紹介等の英語教育を行っていることから、英語教育が全学年で実施されている。
・TOEIC の結果により、英語科目の単位認定制度を設けていることは評価できる。しかし、TOEIC
を受験した学生の割合が、薬学部全体の 20%未満と少なく、上位年次になるほど減少している。
これは上位年次程、専門科目の割合が増加するため、その勉強時間が確保できないことに起因
しているものと思われる。グローバル化に対応できる薬剤師を育成するためにも、上位年次で
も継続して英語力の向上を意識づけ、全学年で TOEIC 受験をより積極的に推奨する。
［改善計画］
・本学部での英語教育には、「読む」、「書く」、
「聞く」、「話す」の全ての要素が取り入れられて
おり、また、医療現場、研究室、学術集会等で必要とされる英語力を身につけるための教育も
充実しているため、十分な英語教育が行われている。
・e-learningを活用し、医療英語、科学英語を学ぶ教材を学生に提供することにより、いずれの
学年でも、英語能力の向上を図れるように工夫する。
・TOEIC の受験を推奨し、受験者数を増加する。このため TOEIC 団体受験の周知を履修ガイダン
スや英語の講義中に行う。
・6 年制教育が完成する平成 24(2012)年度以降から、より実践的な英語力を養成することを目的
として、「LL 英会話」等の導入を視野に入れて検討する。
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(２-３) 医療安全教育
基準２－３－１
薬害・医療過誤・医療事故防止に関する教育が医薬品の安全使用の観点から行われているこ
と。

【観点

２-３-１-１】薬害，医療過誤，医療事故の概要，背景及びその後の対応に関する教育が行われ
ていること。
【観点 ２-３-１-２】教育の方法として，被害者やその家族，弁護士，医療における安全管理者を講師
とする等，学生が肌で感じる機会提供に努めるとともに，学生の科学的かつ客観
的な視点を養うための教育に努めていること。

［現状］
本学部では、1 年次履修科目の「薬剤師になるために」や、4 年次履修科目の「プレファーマシ
ー講義・実習」等を中心に、医療安全教育に必要な科目を開講している。また、カリキュラム編
成にあたっては、学生が薬の構造や作用等の基本的知識、薬害、薬物乱用、医療事故及び医療倫
理等を効果的に学ぶことができるよう十分に考慮している 1, 2）。まず、1 年次の「薬剤師になるた
めに（早期体験学習を含む）3a）」では、医薬品の取扱いや医療過誤の防止に関する知識・技能・
態度について、薬害エイズ被害者等による講演の聴講と感想レポートの提出、並びに早期体験学
習における見学先の病院や薬局に勤務する現役の薬剤師・医療従事者等のヒヤリハット体験等を
聞くことにより、学生が肌で感じる機会を提供することに努めている。また、早期体験学習の事
前と事後においては、本学教員指導のもと、小グループ討論を実施し、学生に問題点とその解決
策を考えさせることにより、医療安全に関するテーマがより身近に感じられるよう指導している
3a,4,5）

。さらに、学生レポートをまとめた「早期体験学習報告書」からは、学習効果の高さと、こ

の科目で体験し、学んだことが、その後に履修する医療安全に関する科目を学ぶための基盤とな
っていることがわかる 6）。次に、
『本学独自』の工夫として、2 年次の「薬系キャリア形成 3b）」で
は、医療現場で活躍する医療従事者や薬害被害者（例：陣痛促進剤等による被害者）らによる講
演を聴講させると共に、3 年次の「薬系インターンシップ・ボランティア

3c）

」では、病院、薬局

及び老人介護施設の現場でのボランティア活動を行わせている。その他、3 年次の「医療薬学実
習 3d）」では、自己研鑽型の課題調査学習により､過去の医療事故等の事例を学生に自主学習させて
いる。4 年次の「プレファーマシー講義 3e）」においても､薬害や医療事故等における薬剤師の職責
の重さを十分理解させる教育を実施している。この教育内容は、専門的知識を十分に修得してい
るであろう 5・6 年次のカリキュラムでも、再度、薬害、医療過誤，医療事故等に関する確認のた
めの講義・演習を実施する。特に、5 年次に実施する「医療薬学統合講義 3f）」、並びに実際の診療
記録（カルテ）を題材とした，小グループ討論形式の問題立脚型形式で行う「臨床薬学演習 3f）」
でも継続する。従って、本学部においては、医療安全教育は全学年を通して行われることとなる。

［エビデンス資料］
1）2009 年度「Campus Guide(学生便覧)」p80-83
2）2009 年度 薬学部薬学科授業時間割表
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3）SYLLABUS（2009：薬学部）a; p27, b; p218, c; p219, d; p83-85, e; p112-114, f; p222
4）「薬剤師になるために」履修ガイド
5）早期体験学習-施設別担当一覧
6）2009 年度「早期体験学習報告書」

［点検・評価］
・薬害・医療過誤・医療事故の概要、背景及びその後の対応を効果的に学ぶための講義科目と実
習科目が全学年を通してバランス良く編成されている。
・薬害被害者による講演や小グループ討論による主体的な薬害防止策の策定等を通して、薬害等
の実態とその解決策を理解できる教育プログラムを実施している。
・早期体験学習を重視し、その学習成果の報告書を貴重な記録資料として毎年度、作成・保管す
ると共に、本体験学習の全協力機関及び教員に配布していることは評価できる。

［改善計画］
・既に完成度の高い教育プログラムが実施されているので、本基準に関しては現行のプログラム
を維持したい。
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(２-４) 生涯学習の意欲醸成
基準２－４－１
医療人としての社会的責任を果たす上での生涯学習の重要性を認識させる教育が行われて
いること。
【観点

２-４-１-１】医療現場で活躍する薬剤師等により医療の進歩や卒後研修の体験談等に関する教
育が行われていること。

［現状］
本学部では、１年次から医療の担い手として生涯に亘って自ら学習する大切さを認識させるた
めに、
「薬剤師になるために」において早期体験学習を実施し、医療現場の実態を見聞させ、現役
薬剤師等から直接体験談を聞く機会を与えている 1a）。また、正課科目ではないが、ほとんどの学
生が参加する「キャリア形成ガイダンス(通年：6～8 コマ)」においても、
「業界トップリレー講
演」と称して､日本薬剤師会会長を始め、製薬会社、病院・薬局、地域薬剤師会、公務員関係等の
実務・専門家を招いた講演会を実施している 2）。次に、2 年次配当の「薬系キャリア形成」では、
学生に自分に適性の将来の薬剤師像をイメージさせるために､多分野で活躍する卒業生による講
演を実施している 1b）。具体的には「海外で活躍する薬剤師」、「保険薬局での薬剤師業務と医薬分
業の現状と将来」、「大学教員として活躍する薬剤師」、「基幹病院で活躍する薬剤師」の各テーマ
の講演を聴講させ、小グループ討論やレポート作成を通して、情熱と責任ある態度で積極的かつ
協調的に行動できる薬剤師の育成に努めている。さらに、卒後研修を充実させるため、第一線で
活躍する研究者、実務者等を講師に招き、後援会組織との共催で公開講座を定期的に開催してい
る（基準 11－2 で詳細後述）3）。この公開講座は、本学在校生、卒業生だけではなく地域の薬剤師
も参加可能であり、交流機会を得る場としても役立っている。平成 21(2009)年度は『薬剤師基礎
講座』として、関節リウマチ、薬物トランスポーター、メンタルヘルスを『最新知識シリーズ講
座』として「がん」に関する講座を本学のサテライトキャンパスである大阪センターにて開講し
た 4）。
［エビデンス資料］
1）SYLLABUS（2009：薬学部）a; p27, b; p218
2）「キャリア形成ガイダンス」プログラム資料
3）薬学部ホームページ（http://www.setsunan.ac.jp/~pharm/syogai/）
4) 学校法人 常翔学園ホームページ (http://www.josho.ac.jp/osakacenter/koukai.html)
［点検・評価］
・入学時から、生涯学習の重要性を認識させるための教育プログラムが実施されている。
・医療現場等で活躍する薬剤師等を講師として招いた公開講座が定期的に開講されている。
［改善計画］
・卒業後も引き続き本学部が開講する公開講座等を積極的に利用し、薬剤師としての自己研鑽に
努め、生涯に亘って学習を継続する教育体制の構築に努める。
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(２-５) 自己表現能力
基準２－５－１
自分の考えや意見を適切に表現するための基本的知識，技能及び態度を修得するための教
育が行われていること。

【観点

２-５-１-１】聞き手及び自分が必要とする情報を把握し，状況を的確に判断できる能力を醸成
する教育が行われていること。
【観点 ２-５-１-２】個人及び集団の意見を整理して発表できる能力を醸成する教育が行われているこ
と。
【観点 ２-５-１-３】全学年を通して行われていることが望ましい。

［現状］
本学部では、基準 2－1－1～基準 2－4－1 の項で既述したように、優れた薬剤師になるための
基礎となる『ヒューマニズム、コミュニケーション、医療倫理、教養、語学』を本学部教育カリ
キュラムの『4 つの学習目標』の一つとして設定し、実施している

1a)

。とりわけ、学生の自己表

現能力を醸成させるために、直接あるいは間接的にその能力を向上させることが可能な多数のユ
ニークな科目をカリキュラム内に配当している 2-4)。
「薬剤師になるために（早期体験学習を含む）
まず、1 年次の「コミュニケーション論 1b)」の他、
1c)

」における薬学の歴史から現在の医療問題等の多岐に亘る課題に対する小グループ討論とその

ポスター発表会の実施 5)、また、「基礎薬学実習 I（ハンディキャップ体験学習）1d)」では、ハン
ディキャップ体験後に小グループ討論 6）を行うことにより、聞き手及び自分が必要とする情報を
把握し、状況を適切に判断できる能力を醸成する教育を実践している。次に、2 年次の「薬系キ
ャリア形成 1e)」では、少人数でのディベート演習を行うことにより、より高いコミュニケーショ
ンスキルを身につけさせると共に、専門職連携教育の一環として本学部生と看護学校学生と小グ
ループを形成させ、将来、チーム医療に携わる両者共通のテーマ課題に対して活発な意見交換を
行う場を設けている

8)

。3 年次の「薬系インターンシップ・ボランティア

1f)

」においては、学生

が病院や薬局等で経験してきたことに対する発表会を実施している 7)。さらに、4 年次では、「プ
レファーマシー実習 1g)」における模擬患者に対する服薬指導シミュレーション 9)の他、
「臨床実務
実習 1h)」では、フィジカルアセスメントによって得られる患者情報を適確に患者に伝える演習を
実施している。また、
「応用薬学実習 1i)」では、研究室内での研究情報収集・計画立案・解析・発
表 10)を通して、徹底した自己表現能力の向上を図っている。
平成 21(2009)年度の時点では実施されていないが、平成 22(2010)年度以降の 5 年次生全員を対
象に開講する、「クリニカルパス演習」、「EBM 演習」、「臨床研究立案演習」及び「臨床薬学演習」
では、医療現場において即戦力の薬剤師として活躍できる専門性の高い小グループ討論や発表会
を実施することにより、学生個々の自己表現能力に磨きをかける 1j)。その他にもプレゼンテーシ
ョン能力や課題発見・問題解決能力の向上が期待できる、
「特別研究 I・II（I：5 年次・II：6 年
次）」を実施する 1i)。これは、学生全員を研究室に配属し、上記の「応用薬学実習」と同様に、集
団生活の中で教員とのマンツーマン指導の下、長期間の研究体験をさせると共に、その成果を関
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連学会や薬学部主催の発表会等で発表させることにより、実社会に出ても十分に適応可能な自己
表現能力を身につけさせることを目的として実施する。

［エビデンス資料］
1) SYLLABUS（2009：薬学部） a; p3-11, b; p196-197, c; p27, d; p59, e; p218, f; p219, g;
p112-114, i; p115, i; p111, j; p222
2) 2009年度 薬学部薬学科授業時間割表
3) 2009年度「CAMPUS GUIDE (学生便覧)」
4)

薬学部ホームページ（http://www.setsunan.ac.jp/~pharm/）

5) 2009年度「薬剤師になるために」履修ガイド及び2009年度 早期体験学習報告書
6) 2009年度 基礎薬学実習I（ハンディキャップ体験学習）学生配付資料
7) 2009年度 薬系インターンシップ・ボランティア学生配付資料、発表会プログラム
及び学生レポート(雛形)
8) 2009年 度薬系キャリア形成（チーム医療演習）学生配付資料、発表会プログラム、学生レポ
ート(雛形)及びポートフォリオ
9) 2009年度 プレファーマシー実習テキスト、学生配付資料及び学生レポート(雛形)
10) 2008～9年度 応用薬学実習に係る研究室紹介資料及び学生レポート(雛形)

［点検・評価］
・本学部の教育カリキュラムでは、全学年を通して、自分の考えや意見を適切に表現ができる能
力を醸成するための教育が十分に実施されている。
・本基準で既述した科目には、学生達が個人及び集団の意見を整理して発表できる能力を醸成
するための様々な工夫が組み込まれており、とりわけ教員の指導の下で種々の課題に対する
小グループ討論や、自分が経験したことを整理して発表する報告会の場が、カリキュラム内
に多数設定されていることは高く評価できる。

［改善計画］
・新入生の薬学に対するモチベーションを高めることを目的として、
「薬剤師になるために」の新
たな取り組みとして、優秀なポスター発表・報告をした個人やグループを対象として『優秀報
告賞』を授け、学業を奨励するような制度を導入する。
・小グループ討論時における、学生個々の発表内容、意見聴取、まとめ、リーダーシップの有無
等の観点を考慮に入れながら、学生の基本的知識、技能及び態度を適確に評価するシステムに
ついて、教務委員会を中心に検討する。
・演習や実習等の科目を中心に、
「上級生が下級生を教育支援」する学生メンター制度を導入する
ことにより、下級生への指導を通して、上級生に自己表現能力や責任感を身につけさせる教育
取り組みを増やす。
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３

薬学教育カリキュラム

（３－１）薬学教育モデル・コアカリキュラムの達成度

基準３－１－１
教育課程の構成と教育目標が，薬学教育モデル・コアカリキュラムに適合していること。

【観点

３-１-１-１】各科目のシラバスに一般目標と到達目標が明示され，それらが薬学教育モデル・
コアカリキュラムの教育目標に適合していること。

［現状］
『薬学教育モデル・コアカリキュラム』には、これからの薬学生が修得すべき薬学に関する基
礎的な知識・技能の他、豊かな人間性と高い倫理観、医療人としての教養、課題発見能力、問題
解決能力、医療現場で通用する実践力等の多岐に亘る知識・技能・態度を身につける内容が記載
されている。摂南大学薬学部では、この趣旨に従って、
『薬学教育モデル・コアカリキュラム』の
内容を学生に周知徹底させる事を目的として、入学ガイダンス時にモデル・コアカリキュラムを
印刷・製本したものを学生全員に配布し、教務委員長が詳細に説明している 1)。
基準 1－2 で前述したように、本学部のカリキュラムは、上記モデル・コアカリキュラム、及び
本学の教育理念

2)

及び本学並びに本学部の教育目標

3-5)

に基づいて編成している。平成 21(2009)

年度版シラバスの巻頭部分 4a)には、本学部の教育目標及びカリキュラム編成方針並びにその構成
内容を記載している。カリキュラムの構成方法は、まず、授業科目については、一般的な分類形
式で、教養科目、基礎科目及び専門科目に縦割的に大別している 2,6)が、本学部では、これらを独
立して学習するのではなく、さらにこれら科目を『4 つの学習目標』に横断的に分類し、それぞ
れの学習目標に含まれる科目を履修することで、科目相互の教育効果を有機的に連動させること
を狙った工夫がなされている。具体的には、
『4 つの学習目標』として、1)『ヒューマニズム、コ
ミュニケーション、医療倫理、教養、語学を身につける』
、2)『基礎的な薬学の知識、技能、態度
を身につける』、3)『実践的な臨床能力及び研究能力を身につける』、4)『本学独自』を設定して
いる 4a)。次に、シラバス内の各科目の授業計画ページの内容としては、上段の記載欄に、科目名、
配当年次、クラス、学期、履修区分、単位数、担当者の記載欄が、中段にはモデル・コアカリキ
ュラムに従って、コース・ユニット・一般目標を、下段には授業毎の到達目標、学習方法、評価
方法を、最下段には関連科目、教材、担当者の研究室（連絡先）及び評価の時期・方法・基準等
を記載する形式を取っている 4b)。そして、授業担当者はシラバス作成時に上記内容をこれらカラ
ムに記載・明示している。その後、各教員により作成されたシラバスは、全教務委員によって『薬
学教育モデル・コアカリキュラム』に適合しているか否か等を査読し、修正箇所等を各授業担当
者に通知し、修正後、印刷・製本する手順となっている。平成 21(2009)年度は、本学部のカリキ
ュラム内容が、
『薬学教育モデル・コアカリキュラム』の内容を網羅していることを再確認するた
めに、全教員に対して、担当科目の講義している到達目標(SBOs)を自己申告させた。その解析の
結果、本学部のカリキュラムは、
『薬学教育モデル・コアカリキュラム』の内容を完全に網羅して
いることが確認された。
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［エビデンス資料］
1) 入学ガイダンス説明資料(教務委員長保管)
2) 摂南大学ホームページ：教育の理念・目標（http://www.setsunan.ac.jp/j/daigaku/rinen.html）
3) 2009年度「CAMPUS GUIDE (学生便覧)」p78
4) SYLLABUS（2009：薬学部）a; p3-11, b; p27-219
5) 摂南大学薬学部ホームページ：教育目標（http://www.setsunan.ac.jp/~pharm/）
6) 2009年度 薬学部薬学科授業時間割表

［点検・評価］
・本学部教育カリキュラムは、
『薬学教育モデル・コアカリキュラム』に完全に適合していると共
に、
『本学独自』のバラエティーに富んだ科目も多数配当することにより、個性的な教育カリキ
ュラムが構築されている。
・本学部のシラバスには、学生が上記コアカリキュラムの中、教員がどの部分を講義しようとし
ているかが、容易に理解できるように一般目標や到達目標を明示・記載している点は評価でき
る。
・本学部では、授業科目を従来型の教養科目、基礎科目及び専門科目に大別してカリキュラムを
運営するだけではなく、これら科目を『4 つの学習目標』に分類し、それぞれの科目を履修す
ることで、同じ学習目標内の科目相互の教育効果を有機的に連動させることを狙った工夫がな
されている。

［改善計画］
・シラバスの巻頭部分に、上記の 4 つの学習目標別に、各関連科目を整理して表としてまとめて
いる試みは高く評価できるが、学生にカリキュラム全体の概要を視覚的に理解させる工夫とし
て、教務委員会を中心に各コース（教養、基礎、衛生、医療等）間の関連図・体系図、並びに
各系内の関連図等を作成することを検討する。
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基準３－１－２
各到達目標の学習領域に適した学習方略を用いた教育が行われていること。

【観点 ３-１-２-１】講義，演習，実習が有機的に連動していること。
【観点 ３-１-２-２】医療現場と密接に関連付けるため，具体的な症例，医療現場での具体例，製剤上
の工夫等を組み込むよう努めていること。
【観点 ３-１-２-３】患者・薬剤師・他の医療関係者・薬事関係者との交流体制が整備され，教育へ直
接的に関与していることが望ましい。

［現状］
各到達目標の学習領域に適した学習方略を用いた教育の実施に関しては、基準 3－1－1 の項で
シラバスの授業計画ページの内容について既述したように、授業毎の「到達目標」の記載欄の横
に、
「学習方法」と「評価方法」の記載欄を設置し、科目担当教員はシラバス作成時に授業毎の学
習方略 1a)について記載し、その方略に従って講義を行っている。また、講義、演習、実習が有機
的に連動する工夫としては、全科目を履修年次毎に『4 つの学習目標』に分類し、この教育目的・
効果について、教員全員が十分に理解､把握した上で、科目横断的な教育を展開している（基準 1
－2 及び基準 3－1－1 参照）1b)。例えば、1 年次前期には「薬剤師になるために（早期体験学習を
含む）1c,2)」を始めとして、高校生時代に未履修あるいは受験科目として選択しなかった「生物学」、
「物理学」、「数学」及び「化学」の基盤科目を配当し、本学部の講義科目が十分理解できるよ
うな基礎力を養成できるように配慮している。そして、1 年次後期からは、前期で履修した内容
を「基盤実習

3)

」で実体験できるような工夫がなされている。同様に 2 年次以降においても、1

年次後期で履修する「有機化学」や「生化学」等の専門基礎科目の内容を 2 年次前期の「基礎薬
学実習 I1d)」にて実体験できる、といった形で講義、演習、実習を連動させ、配当している。この
形式は 3 年次以降のカリキュラムにおいても同様な方針 4)で編成されている。
医療現場と密接に関連付けるため，具体的な症例、医療現場での具体例、製剤上の工夫に関す
る教育としては、シラバス掲載の表 3『実践的な臨床能力及び研究能力を身につける』の病院・
薬局実務実習関連の専門科目及び実習・演習科目が該当する
析

1b)

。例えば、4 年次後期の「処方解

1e)

」や 5 年次に実務実習派遣期間外の学生を対象にして開講する「臨床薬学演習 1f)」は、病院

や薬局における症例理解、医薬品の適正使用及び医薬品情報活動等に関する知識・技能・態度を
修得することを目的に実施する 5,6)。
患者・薬剤師・他の医療関係者等との交流体制が整備され、教育へ直接的に関与している例と
して、1) 2 年次の「薬系キャリア形成 1f)」では、様々な医療現場で活躍する薬剤師による医療の
進歩や体験談に関する講演会や、チーム医療演習としての本学部学生と看護学校学生との種々の
医療問題に関する合同討議の実施 7)、2) 3 年次の「薬系ボランティア・インターンシップ 1g)」で
は、学生に病院での看護実習や薬局・ドラッグストアでの研修等の体験 8)を、3) 4 年次の「一般
用医薬品概論 1h)」や「漢方処方学 1i)」等の講義では、他機関の医療関係者が全担あるいは本学教
員と共担する講義の実施、4)「プレファーマシー実習 1j)」には、後述する本学部が連携している
施設の薬剤師を講師として招聘、5) 5 年次開講予定の「臨床薬学演習 1k)」では、診療記録を題材
とした問題立脚型演習の発表会に、後述の連携施設の医師をコメンテーターとして招聘する。
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以上のように、本学部においては、出来るだけ現場の「生」の情報が学生に届くような教育を
実践することに努めている。
本学は平成 20(2008)年 9 月と平成 21(2009)年 6 月に、近隣の病院・薬局・ドラッグストアの
12 施設との間で、教育と研究に関する連携協定 9)を締結し、現場で活躍されている医師、看護師、
薬剤師等の医療関係者と本学部教員とが連携・交流を図っている。さらに、平成 22(2010)年度か
ら開講される、5・6 年次の「特別研究 I・II（卒業研究）1k)」においては、臨床研究コースを新
たに設置し、各研究室配属学生の中、臨床研究を希望する学生を対象に上記連携機関に派遣し、
共同研究を実施・展開することにより､将来的には本学部の臨床教育にその成果を還元できる体制
を構築する。

［エビデンス資料］
1) SYLLABUS（2009：薬学部）a; p27-219, b; p3-11, c; p27 ,d; p56-58, e; p106, f; p222, g;
p219, h; p108, i; p103, j; p112-114, k; p222
2) 2007～9 年度「薬剤師になるために」履修ガイド及び 2006～9 年度早期体験学習報告書
3) 2006～9年度 基盤実習テキスト及び学生レポート(雛形)
4) 2006～9年度「CAMPUS GUIDE (学生便覧)」
5) 2009年度 医療薬学実習テキスト
6) 2009年度 プレファーマシー実習テキスト、学生配付資料及び学生レポート(雛形)
7) 薬系キャリア形成学生配布資料及び学生レポート(雛形)
8) 薬系ボランティア・インターンシップ学生配付資料及び学生レポート(雛形)
9) 地域連携協定書

［点検・評価］
・本学部では、シラバス記載の各到達目標の学習領域に適した学習方略を用いた教育が実践され
ていること、また、これら教育には、具体的症例や医療現場の具体例と密接に関連づける様々
な工夫がなされおり、患者・薬剤師・他の医療関係者等との、双方向性の交流体制が十分に整
備されている。とりわけ、本学部の医療系科目の教育においては、多数の現場の薬剤師・医療
関係者等が、その教育に参画して頂くように常に配慮すると共に、学生に対して現場の情報や
雰囲気を直接伝える多数の機会を作り出すことが十分にできている。

［改善計画］
・講義、演習、実習との有機的に連動したカリキュラムが工夫されており、改善を要する点は見
当たらない。
・平成 22(2010)年度より開講予定の「臨床薬学演習(5 年次)」では、電子カルテシステムを導入
して、具体的症例を模擬カルテによって理解させる演習を開講し、後述する「未来型薬剤師」
の養成を目指す。
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基準３－１－３
各ユニットの実施時期が適切に設定されていること。

【観点

３-１-３-１】当該科目と他科目との関連性に配慮した編成を行い，効果的な学習ができるよう
努めていること。

［現状］
『薬学教育モデル・コアカリキュラム』のユニットは、A～G の 7 つに大別されている。本学部
では、これらユニットを教養科目、基礎科目、専門科目に分類する従来型の方式と、基準 3－1－
1 で既述したように、全科目を 1)『ヒューマニズム・コミュニケーション・医療倫理・教養・語
学を身につける；該当コアカリユニット：A、B、F、G』、2)『基礎的な薬学の知識、技能、態度を
身につける；該当コアカリユニット：C』、3)『実践的な臨床能力及び研究能力を身につける該当
コアカリユニット：D、E』、4)『本学独自；該当コアカリユニットなし』の、『4 つの学習目標』
に分類する方式（学生の目標達成度を把握するため；基準 1－2 に既述）を採用し、ユニットや科
目相互の教育効果を有機的かつ緊密に連動させることを目的としたカリキュラム編成を行ってい
る

1a,2)

。また、各ユニットの実施時期に関しても、学生の学習進度や心の成長度を十分に考慮し

たカリキュラム編成を実施している。 具体的には、入学直後から履修する「薬剤師になるために
（早期体験学習を含む）1b)」の他、1・2 年次に「医療倫理」、
「文学」、
「語学（英語）」等の、上記
ユニット A、B、F、G に該当する科目を重点的に配当することで、学生に高い倫理観と教養のある
医療人としての心を芽生えさせることを目的としている。次に、1 年次後期～4 年次にお
いては、上記ユニット C に該当する科目を重点的に配当している。
「有機化学」、
「生化学」、
「機器分析学」等の専門科目の中でも基礎科目に該当するものは、1 年次後期～2 年次に
亘って、また、「薬物治療学」、「病院薬学」、「公衆衛生学」等の専門科目の中でも、より
専門性の高い科目に該当するものは、3 年次～4 年次に亘って重点的に配当している。そ
して、「実務実習」や「特別研究（卒業研究）」等の上記ユニット D と E に該当する科 目
は、5～6 年次に亘って重点的に配当し、学生の心、知識、技能及び態度の成長度に合わ
せて効果的な学習ができるような教育カリキュラム編成をしている

2,3)

。最後に、本学部

シラバスの各科目の授業計画ページの最下段には、当該科目との関連性の高い科目を学生に
対して明示するように努めていることも付記する 1c)。

［エビデンス資料］
1) SYLLABUS（2009：薬学部）a; p3-11, b; p27, c;p27-219
2) 2009年度「CAMPUS GUIDE (学生便覧)」p80-83
3) 2009年度 薬学部薬学科授業時間割表

［点検・評価］
・本学部のカリキュラムでは、学生の心、知識、技能及び態度の成長度に十分考慮しながら、
『薬
学教育モデル・コアカリキュラム』の各ユニットの実施時期を適切に設定している。

- 26 -

［改善計画］
・実施時期は適切であり、効果的な学習ができていることから、特段の改善点は見当たらない。
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基準３－１－４
薬剤師として必要な技能，態度を修得するための実習教育が行われていること。

【観点

３-１-４-１】科学的思考の醸成に役立つ技能及び態度を修得するため，実験実習が十分に行わ
れていること。
【観点 ３-１-４-２】実験実習が，卒業実習や実務実習の準備として適切な内容であること。

［現状］
1～4 年次までに履修する実習科目は、必修科目である「基盤実習（1 年次後期：4 単位；72 コ
マ）1a)」、「基礎薬学実習Ⅰ（2 年次前期：4 単位；72 コマ）1b)」、「基礎薬学実習Ⅱ（2 年次後期：
4 単位；72 コマ）1c)」、
「衛生薬学実習（3 年次前期：4 単位；72 コマ）1d)」、
「医療薬学実習（3 年
「臨床実務実習（4 年次後期：1 単位；20 コマ）1g)」及び 5 年次の
次後期：4 単位；72 コマ）1e)」、
実務実習の事前準備を目的として設定された「プレファーマシー実習（4 年次後期：4 単位；65
コマ）1f)」、の計 25 単位である。その他、5・6 年次の「特別研究 I・II（卒業研究：計 15 単位）」
の事前準備・研究体験を目的として設定された「応用薬学実習（4 年次：3 単位）1h)」が本学部教
育カリキュラムに組み込まれている 2-4)。どの実習においても、課題を与えて自分で調査したもの
をレポート等の形式で報告するといった自己研鑽・参加型学習を実施しており、それに加えて実
地試験や実習試験（筆記試験）を実施することにより、学生の科学的思考に役立つ、知識、技能、
態度の修得を図っている。さらに、
「プレファーマシー実習」においては、『薬学教育モデル・コ
アカリキュラム・薬学教育実務実習』に準拠した実習テキストを作成している。また、本実習に
は医療薬学研究室の実務家教員 6 人と薬学部の若手教員（助教・助手）24 人が担当している 5)。
この時、適宜、問題立脚型学習(PBL)やロールプレイング演習を取り入れながら、実施臨床におい
て薬剤師として必要な知識、技能等を修得させている。さらに、この実習では、本学部との教育
と研究に関する連携協定を結んでいる、病院・薬局等から指導・評価者として薬剤師の人的資源
の提供を受けながら、より現場に近い実習になるように心懸けている。これに加えて、
『本学独自』
の取り組みとして､6 年制薬剤師に期待される「社会のニーズ」を具備した『未来型薬剤師』を養
成することを目的として、臨床検査値やフィジカルアセスメントの習熟等に関する、新しい臨床
スキルを身につけるための「臨床実務（スキル）実習 1i)」も行っている。一方、
「特別研究 I・II1j)」
の事前実習として、
「応用薬学実習」を位置付け、履修希望の 4 年次生を各研究室に配属させて最
先端の研究活動に触れさせながら、5 年次生以降の本格的な研究活動に必要な基本的知識、技能
及び態度の修得させている 2)。

［エビデンス資料］
1) SYLLABUS（2009；薬学部）a; p38-41, b; p56-59, c;p60-62 ,d; p80-82, e;p83-85, f; p112-114,
g; p115, h;p111, i;p103, j;p222
2) 2009年度「CAMPUS GUIDE (学生便覧)」p82
3) 2009年度 薬学部薬学科授業時間割表
4) 2009年度全実習テキスト
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5）2009 年度 第 1 回実務実習小委員会議事録・会議資料 2、3（プレファーマシー実習担当者一覧）

［点検・評価］
・本学部の実習内容は、
『薬学教育モデル・コアカリキュラム』の内容に準拠して実習テキストが
作成されており、また、その実施時期も学生の知識・技能・態度の習熟度を十分に考慮して、
基盤・基礎から専門・実務実習に移行させるカリキュラムを編成している点は評価できる。
・本学部では、学生の科学的思考の醸成に役立つ技能及び態度の他、問題解決能力の養成並びに
5・6 年次生の卒業研究の事前学習として、4 年次学生を対象として「応用薬学実習」を実施し、
学生を研究室に早期に配属し､研究体験させる取り組みは評価できる。
・
『未来型薬剤師』の養成を目的とした「臨床実務（スキル）実習」は、他大学には例が無く評価
できる。

［改善計画］
・科目実習の総括的評価の時期、方法、基準等が各実習で不統一な部分があるため、評価に関す
る「標準作業手順書」を各研究室の実習テキストに掲載可能か否かについて、教務委員会を中
心に検討する。
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基準３－１－５
学生の学習意欲が高まるような早期体験学習が行われていること。

【観点
【観点

３-１-５-１】薬剤師が活躍する現場等を広く見学させていること。
３-１-５-２】学生による発表会，総合討論等，学習効果を高める工夫がなされていること。

［現状］
本学部卒業生（4 年制）の過去 5 年間の進路状況を解析してみると、約 80％の学生が
病院、薬局・ドラッグストア及び製薬企業のいずれかに就職しており、それ以外では約
15%が大学院、残りが公務員・その他業種に就職している

1)

。そして、この傾向は、医療

教育に比重をおいた 6 年制への教育制度の移行に伴って、薬学教育 6 年制における第 1
期卒業生が社会に巣立っていく平成 24(2012)年には、医療関係等への就職を希望する学
生の割合がより顕著に増加するものと推察される。事実、平成 21(2009)年 12 月に本学部
の 6 年制教育課程の学生全てに対して、将来就職したい希望職種に関するアンケート調査を行っ
た結果でも、87.7％の学生（1 年：89.8%、2 年：86.5%、3 年：80.3%、4 年：94.0%）が、将来、
病院（全学生平均：38.8%)、薬局 ・ド ラ ッ グ スト ア （全学生平均：23.1%)及び製薬企業（全学
生平均：19.5%)への就職を希望していることが明らかとなっている

2)

。従って、本学部の「早期

体験学習」においても、学生のニーズに応えること、並びに薬学生としての学習意欲を高めるた
めに、本学部卒業生が、将来、主に活躍する病院、薬局、製薬企業に焦点を絞り、学生自身がこ
れら職場を調査、体験することにより、自分の将来像を明確に意識させることを目的として、様々
な工夫を凝らした教育プログラムを企画・実施している 3-5)。
平成 21(2009)年度の早期体験学習においては、1 年次生 228 人を対象に、病院 30 施設、薬局
17 施設（店舗数）、製薬企業 6 施設で実施した 6)。具体的には、学生に早期体験学習の意義等につ
いて説明した後、各自の見学先の Web 検索による事前調査とそのレポート作成、次に、外部講師
による社会人として最低限必要なマナーガイダンスを実施した。そして、引率教員との事前打ち
合わせを行った後、早期体験学習に学生を引率した。さらに、体験学習後には、学生に感想や反
省等に関する小グループ討論を実施させた後、学生それぞれに体験レポートを提出させた。これ
を引率教員が学生と意見交換しながらレポート内容をブラッシュアップした。そして、本学部教
育センターが全レポートを編集し、
「早期体験学習報告書 7)」を作成・製本し、毎年、上記学習に
協力して頂いた機関・施設及び引率教員等に配布している。また同時に、各施設を訪問したグル
ープ毎に、体験内容をまとめさせて学内でポスター発表会を実施している。

［エビデンス資料］
1) 2004～8 年度 薬学 4 年制卒業生就職動向調査資料
2) 2009 年度 第 10 回教授会・会議資料 8
3) SYLLABUS（2009；薬学部）p27
4) 2009年度「CAMPUS GUIDE (学生便覧)」
5) 2009年度 薬学部薬学科授業時間割表
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6) 2009 年度「薬剤師になるために」履修ガイド
7) 2009 年度 「早期体験学習報告書」

［点検・評価］
・本学部の早期体験学習は、単に学生に病院・薬局・企業等を見学させるだけではなく、見学に
行く前に、十分な見学施設の事前調査及びそれに基づいた小グループ討論を実施して、各自が
それぞれの課題を持って体験学習に参加している。また、体験学習後にも同様な小グループ討
論及び感想レポートを提出させると共に、学内でポスター発表会を実施し学生同士で自主的に
討論させている取り組みは、学生自らが卒業後の自分の将来像を想起させていく上で､非常に工
夫を凝らした新規の教育手法であると高く評価している。

［改善計画］
・今後、時代の要請に応じて、適宜、改善しながら実施していくつもりであるが、現段階では改
善するべき点は見当たらない。
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（３－２）大学独自の薬学専門教育の内容
基準３－２－１
大学独自の薬学専門教育の内容が，理念と目標に基づいてカリキュラムに適確に含まれてい
ること。
【観点

３-２-１-１】大学独自の薬学専門教育として，薬学教育モデル・コアカリキュラム及び実務実
習モデル・コアカリキュラム以外の内容がカリキュラムに含まれていること。
【観点 ３-２-１-２】大学独自の薬学専門教育内容が，科目あるいは科目の一部として構成されており，
シラバス等に示されていること。
【観点 ３-２-１-３】学生のニーズに応じて，大学独自の薬学専門教育の時間割編成が選択可能な構成
になっている等配慮されていることが望ましい。

［現状］
本学園の建学の精神

1)

は「世のため、人のため、地域のために理論に裏付けられた実践的技術

をもち、現場で活躍できる専門職業人の育成」である。また、本学部の教育の目標 2)は、
「生命の
尊厳と生命倫理を基盤として、高度の専門知識・技能を持つと共に、コミュニケーション能力に
優れ、教養豊かで、人間性に富んだ、問題解決能力を有する薬剤師を育成すること」である。
『本学独自』の薬学専門教育は、上記の「建学の精神」と「教育の目標」を基軸に、チーム医
療の一員として安心・安全の医療に貢献できる薬剤師を養成することを企図して編成した 3a)。す
なわち、3 つの薬学専門（関連）教育プログラム（「リメディアル教育」（基礎学力の補完）、｢キ
ャリア形成教育｣及び｢未来型薬剤師教育｣、22 科目、合計 41.5 単位）である 3a)。
特に「未来型薬剤師教育」の学習目標は、厚生労働省がとりまとめた「安心と希望の医療確保
ビジョン〔平成 20(2008)年 6 月〕」及び「チーム医療の推進に関する検討会報告書〔平成 22(2010)
年 3 月〕」の報告内容と下記のように極めて近似し、それは社会が求める薬学教育への期待そのも
のである。従って、本学部の取り組みは、まさにその実践によって学生の臨床能力や課題発見能
力の向上、並びに将来、チーム医療の一員として活躍できる人材を育成するものであると自負し
ている。
1) 4 年次に開講する「臨床実務（スキル）実習 3b)」では、医療安全の確保の観点から薬剤師が主
体的に薬物療法に参加し、副作用のチェックを担えるよう（チーム医療の推進に関する検討会
報告書）、フィジカルアセスメントにかかわる手技と知識を修得させている。
2) さらに、在宅医療を始めとする地域医療に参加し、適切な薬学的管理を実施できるよう（チー
ム医療の推進に関する検討会報告書）、心電図、血圧、血糖値、非観血的酸素飽和度等の患者
状態の判定にかかわる手技と知識を修得させている。なお、この地域医療への貢献は、本学園
の建学の精神「地域のために」を満足するものでもある。
3) 5 年次に開講する、「臨床薬学演習（模擬電子カルテを用いた症例検討）」
、「クリニカルパス演
習」、
「EBM 演習」の教育目標は、他大学に類を見ない。すなわち、安心・安全の医療に貢献し、
主体的に良質な薬物治療計画を立案できる薬剤師（チーム医療の推進に関する検討会報告書）
を養成するため、自己研鑽・参加型の｢問題立脚型演習｣により問題解決能力を涵養する 3c)。な
お、この問題解決能力の涵養は、本学部の教育の目標「問題解決能力を有する薬剤師」を満足
するものでもある。
以上のような「未来型薬剤師教育」プログラムを含めた本学部の学習目標を円滑かつ効果的に
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履修できるように、2 つの『本学独自』の薬学専門教育プログラム（「リメディアル教育」（基礎
学力の補完）及び「キャリア形成教育」）プログラムを配置している。
1） ｢リメディアル教育｣では、基準 3－3－1 と関連した初年次プログラムで入学者の基礎学力
（「物理」
「生物」、
「化学」、
「数学」
）を１年次前期に全員一定レベルまで引上げることを目標
に開講し、担当教員と薬学部教育センター教員がマンツーマン体制できめ細かくサポートし
ている 3d),4)。
2) ｢キャリア形成教育｣では、｢自己研鑽・参加型学習｣を主体として、1・2 年次：『なりたい自
分をさがす』
、3・4 年次：
『なりたい自分を決める』、5・6 年次：
『なりたい自分に向かう』を
学年進行に伴って本学部生が達成すべき到達目標と定め、医療人に相応しい知識、技能、態
度を身につけることを最終目標としたプログラムである
める』は、｢薬系インターンシップ・ボランティア

3a,5)

。3 年次生：『なりたい自分を決

3e)

｣として、薬剤師が活躍する病院・薬局・

企業でのインターンシップやボランティア活動を行い、自分はどの進路に向いているかにつ
いて、実体験によって考えさせるプログラムである。本プログラムの体験学習は、学生の希
望進路（学生ニーズ）に応じて選択が可能である 6)。
［エビデンス資料］
1) ｢摂南大学キャンパスガイド 2009(後援会発行誌)｣ p4-5
2) 2009 年度「CAMPUS GUIDE（学生便覧）p78
3) SYLLABUS（2009：薬学部） a; p3-11, b; p115,c; p222, d; p28-33,e; p219
4)

摂南大学薬学部ホームページ：薬学部教育センター（教育センターだより）
(http://www.setsunan.ac.jp/~p-kyoiku/)

5)

2009 年度「キャリア形成ガイダンス」プログラム資料

6) 摂南大学薬学部ホームページ：薬学部教育センター（活動報告 CD ガイダンス）
(http://www.setsunan.ac.jp/~p-kyoiku/sub1.html)

［点検・評価］
・｢リメディアル教育｣の実施は、高校での履修状況の差異による入学時の基礎学力のバラツキを
是正すると共に、その後の薬学教育が効率的に履修可能となる、ある一定のレベルまで基礎学
力を引上げることができる。
・｢キャリア形成教育｣は、各分野で活躍する薬剤師の講演の聴講やインターンシップ・ボランテ
ィア体験により自分の進路を主体的に考える機会を提供する場となっており、高く評価できる。
・
「未来型薬剤師教育」は、学生の臨床能力や課題発見能力の向上、並びに将来、チーム医療の一
員として活躍できる人材を育成するものである。
［改善計画］
・入学時の基礎学力のバラツキに対して、学生全員の学力を、より円滑に薬学教育を履修できる
レベルまでに引上げさせるために、形成的及び総括的評価を多数回取り入れる等をして、学生
に自学学習させる習慣を身につけさせる施策について、教務委員会を中心に検討する。
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（３－３）薬学教育の実施に向けた準備
基準３－３－１
学生の学力を，薬学教育を効果的に履修できるレベルまで向上させるための教育プログラム
が適切に準備されていること。
【観点

３-３-１-１】個々の学生の入学までの履修状況等を考慮した教育プログラムが適切に準備され
ていること。
【観点 ３-３-１-２】観点３-３-１-１ における授業科目の開講時期と対応する専門科目の開講時期が
連動していること。

［現状］
本学部では、教養科目、基礎科目及び専門科目に大別される授業科目を独立して学習するので
はなく、シラバスの巻頭に｢６年制カリキュラム編成と特徴｣を記述しているように、以下に示す
4 つの教育プログラム（学習目標；基準 1－2 で既述）により効率的に学習できるように編成して
いる 1a)。またこの内容には、基準 3－2－1 の『本学独自』の教育プログラムも記述されている。
まず、薬学専門教育を行う上で、最も問題となるのは、入学者の高等学校等での「物理」、「化
学」、「生物」及び「数学」等の理系科目の履修状況が必ずしも同じではないことである。これら
高等学校での理系科目の履修状況について、毎年度、新入生アンケートを実施、解析し、その状
況を把握することに努めている

2)

。次に、近年の入試選抜方式の多様化に伴い、例えば、推薦入

学選考の場合の様に合格決定から入学までの期間が 5 ヵ月以上にも及ぶ学生も多数在籍しており、
入学後の学習体制が整っていないこともまた懸念されている。その対策として、本学部では、推
薦入学選考入学予定者を対象にして「入学前教育」を実施している。さらに、新入生の学習習慣
や基礎学力を調査することを目的として、新入生アンケートや基礎学力調査テストを実施してい
る。すなわち、この調査は、どの程度の学生が大学の授業に対応できるか等に関して、基礎学力
や学習習慣等を解析し、毎年度の新入生の特徴等を正確に把握するために実施している

2)

。そし

て、その特徴等を全担任教員に周知することにより、担任学生への学習指導や授業方法等の改善
に役立てている。
一方、１年次後期からの薬学専門科目の授業に､全学生が円滑に取り組んでいけるように、１年
次前期に、
「リメディアル教育」のプログラムを準備している。すなわち、本プログラムは、高等
学校で「物理」、「化学」、「生物」及び「数学」を履修していない学生を含めた全学生に対象に、
薬学専門科目を効果的に履修できる一定レベルまで基礎学力を引き上げることを目標に実施して
いる。具体的には、薬学の基礎としての「生物学」及び「物理学」の重要事項の学習や薬学専門
科目履修のために必要な「化学」、「物理」、「生物」及び「数学」の基礎を初年次教育として取り
入れている 1b)。そして、この「リメディアル教育（基礎学力の補完）」の実施によって、学生の基
礎学力がある一定レベルまで引き上げられている効果があるものと自負している。後期からは前
期の「リメディアル教育」に連携して、
『基礎的な薬学知識、技能、態度を身につける』と標した
薬学専門科目の中の、特に基礎的な「有機化学」、「物理化学」、「生化学」及び「生理解剖学」等
の講義科目と、物理系薬学及び生物系薬学の中で薬学教育初期に修得しておくことが必要な基本
的知識、技能、態度を修得するための「基盤実習」を開講し、講義及び実習の両面から薬学専門
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教育科目の履修がより効果的に学習できるような教育プログラムを実施している 1c)。従って、本
学部のカリキュラムは、入学当初の段階で、薬学教育を効果的に履修できるレベルまで達してい
ない学生の基礎学力を一定レベルまで向上させた後、それに続く薬学専門科目等の基礎科目を再
び学習することにより、その後の薬学応用専門科目が十分理解できる学力にまで向上させること
を狙って編成されている

3)

。さらに、この「リメディアル教育」をより効果的なものとするため

に、本学部では、各科目担当者と薬学部教育センター教員とが緊密な連携を保ちながら、マンツ
ーマンの支援体制で学生個々の基礎学力の向上に努めている 4)。

［エビデンス資料］
1）SYLLABUS（2009：薬学部）a; p3-11, b; p28-33, c;p34-41
2）2009 年度 薬学部新入生アンケート結果資料
3）2009 年度 薬学部薬学科授業時間割表
4）摂南大学薬学部ホームページ：薬学部教育センター (http://www.setsunan.ac.jp/~p-kyoiku/)
［点検・評価］
・新入生の学習習慣や基礎学力を把握することにより、その知見を新入生に対する学習指導や授
業方法の改善等に利用している試みは評価できる。
・本学部のカリキュラムは、学生目線に立って基礎から応用まで徐々に段階を踏みながら、薬学
専門科目を理解できるだけの学力に引き上げていくことを十分に配慮して編成されている。
・リメディアル教育において、教科担当教員と教育センター教員とが緊密に連携しながら、学生
に対して効果的かつきめ細かな学習支援を実施していることは評価に値する。

［改善計画］
薬学専門科目の履修がさらに円滑に行われるように、初年次教育については、より教育効果が
高い教授法を開発するための施策について、教務委員会と教育センターが中心となって審議を
継続する。
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４

実務実習

（４－１）実務実習事前学習
基準４－１－１
教育目標が実務実習モデル・コアカリキュラムに適合し，実務実習事前学習が適切に行われ
ていること。
［現状］
『実務実習モデル・コアカリキュラム』の「実務実習事前学習（以下、事前学習）」の一般目標
は「卒業後、医療、健康保険事業に参画できるようになるために、病院実務実習・薬局実務実習
に先立って、大学内で調剤及び製剤、服薬指導等の薬剤師職務に必要な基本的知識、技能、態度
を修得する」ことである。また、同モデル・コアカリキュラムの病院実習及び薬局実習の一般目
標は、いずれも真の医療人としてチーム医療、地域医療に参画できる薬剤師としての知識、技能、
態度を修得することである。一方、摂南大学薬学部の教育方針（教育目標）
『生命の尊厳と生命倫
理を基盤として、高度の専門知識・技能を持つと共に、コミュニケーション能力に優れ、教養豊
かで、人間性に富んだ、問題解決能力を有する薬剤師を育成すること』1a)も同モデル・コアカリ
キュラムの目標と同様に、真の医療人として医療、健康保険事業に参画できる能力の高い薬剤師
を育成することを目標としている。このように、本学部の教育目標は同モデル・コアカリキュラ
ムに極めて適合性の高いものである。
表 1．実務実習事前学習概要
科目名

単位、コマ数

配当年次

SYLLABUS（ページ）

病院薬学

1.5 単位、13 コマ

3 年次前期

75

講義

処方解析

1.5 単位、13 コマ

4 年次後期

106

科目

一般用医薬品概論

1.5 単位、13 コマ

4 年次前期

108

プレファーマシー講義

1 単位、8 コマ

4 年次後期

107

実習

医療薬学実習

4 単位、72 コマ

3 年次後期

83

科目

プレファーマシー実習

4 単位、68 コマ

4 年次後期

112～114

本学部では、同モデル・コアカリキュラムの事前学習のすべての到達目標が効果的に学習でき
るように、3・4 年次に講義科目（5.5 単位、47 コマ）及び実習科目（8 単位、140 コマ）を開講
している（表 1）1b,2)。また、講義科目と実習科目が有機的に連動しながら効果的な学習ができる
ようにバランス良くカリキュラムが編成されている（表 2）。具体的には、まず、3 年次前期から
4 年次前期に座学により実務に関する知識を修得する。また、3 年次後期の「医療薬学実習」では、
基本的な実務の知識と技能を修得する。そして、4 年次後期の「プレファーマシー実習（月～金
曜日、3～5 時限、4 週間）」では、「総論」、「調剤（処方せん鑑査、疑義照会、薬袋作成、計数調
剤、散薬調剤、水剤調剤、外用剤調剤、調剤薬鑑査、オーダリングシステム）」
、
「患者対応・服薬
指導（保険薬局、病院）
」、「注射剤調剤（無菌調製を含む）
」、「医薬品情報管理」、
「治療的薬物モ
ニタリング」
、「薬品管理」、「消毒剤製剤」、「セルフメディケーション」
、「治療的薬物モニタリン
グ(TDM)」等に係わる知識や技能等を修得する。従って、総合的かつ効果的な事前学習が行えるよ
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うに実習内容が策定されている 3)。
表 2．実務実習モデル・コアカリキュラム（実務実習事前学習）の到達目標と科目
病院

処方

一般用医

プレファー

医療薬学

プレファー

実務実習事前学習項目

薬学

解析

薬品概論

マシー講義

実習

マシー実習

事前学習を始めるにあたって

○

処方せんと調剤

○

○

○

○

○

疑義照会

○

○

○

○

医薬品の管理と供給

○

○

○

リスクマネージメント

○

○

○

服薬指導と患者情報

○

○

○

○

○

○

事前学習のまとめ
その他

○
○

○

○

○

○

なお、プレファーマシー実習及びプレファーマシー講義の学習内容、スケジュール、担当者等
はすべて実務実習委員会の議を経て決定している 4)。
［エビデンス資料］
1) 2009 年度「Campus Guide(学生便覧)」a; p78, b; p80～83
2) SYLLABUS（2009：薬学部）p112-114
3) プレファーマシー実習実習書
4) 2009 年度 第 1 回実務実習委員会・会議資料 1-3
［点検・評価］
・本学の教育方針・目標は、
『実務実習モデル・コアカリキュラム』と適合しており、適切な薬学
実務教育が実施されている。
・本学の事前学習では、3、4 年次の 2 年間を通して講義科目及び実習科目で薬剤師実務の知識及
び技能・態度をそれぞれ修得できることは高く評価できる。
・平成 21(2009)年度 OSCE の学生全員合格の事実は、事前学習が効果的かつ有効的に実施されて
いることを示すエビデンスの一部である。
・学習内容に関して、実習科目及び講義科目の間で不要な重複は是正すべきである。例えば、TDM
実習は、
「医療薬学実習」及び「プレファーマシー実習」の両実習で実施しているために、他の
実習項目の学習時間が短くなっている。
［改善計画］
・平成 21(2009)年度シラバスでは、表 1 の一部の科目（「病院薬学」、「一般用医薬品概論」、
「医療薬学実習」）について事前学習の一般目標の記載もれがあったため、平成 22(2010)年度
版では訂正する。
・より効果的な事前学習を実施するために、医療薬学実習とプレファーマシー実習の実習内容の
重複及び分担について、実務実習委員会を中心に精査、検討する。講義科目についても教務委
員会を中心に同様な検討を行う。
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基準４－１－２
学習方法，時間，場所等が実務実習モデル・コアカリキュラムに基づいて設定されているこ
と。

［現状］
本学部の「実務実習事前学習（以下、事前学習）1a)」は、3・4 年次の講義科目（5.5 単位、47
コマ）及び実習科目（8 単位、140 コマ）の、計 187 コマから構成されており（基準 4－1－1 の表
1 参照）2)、文部科学省アドバンストワークショップ等で提案された事前学習の標準コマ数 122 コ
マを大幅に上回っている。また、本学部の事前学習の項目毎の学習時間（コマ数）を『実務実習
モデル・コアカリキュラム（事前学習）』で提案されている方略 3)と比較すると、本学部の事前学
習は「疑義照会」、
「医薬品の管理と供給」、
「リスクマネージメント」については少なく、
「処方せ
んと調剤」、
「服薬指導と患者指導」については多い（図 1）4)。学習時間の少ない「疑義照会」と
「リスクマネージメント」については、
「安心・安全な医療の提供」の観点から、不可欠な項目で
あることより、5 年次に開講する「EBM 演習
1b)

1b)

」、
「クリニカルパス演習

1b)

」及び「臨床薬学演習

」で補完する。一方、その他の項目の学習時間は、ほぼ同程度であった。

図 1．実務実習事前学習の学習時間の比較
モデル・コアカリキュラム

本学部カリキュラム
（１）事前学習を始めるにあたって

（２）処方せんと調剤

（３）疑義照会

（４）医薬品の管理と供給

（５）リスクマネージメント

（６）服薬指導と患者指導

（７）事前学習のまとめ

（８）その他

コマ数

；講義

；講義、演習、実習

コマ数

学習方法についても項目毎に同モデル・コアカリキュラムと本学部の場合とを比較したところ、
講義のみの学習時間についてはほぼ同程度であることから、本学部の事前学習では、実習による
学習時間の充実を図っていることがわかる。事実、実習による学習時間数は講義のそれの約 3 倍
であり、同モデル・コアカリキュラムの場合よりも実習時間が多い。
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実習による学習場所としては、基準 10－1 に後述するように、学生全員が講義、実習、演習で
の学習を行うための十分なスペースと設備・施設を整備している。特に、臨床薬学教育研究セン
ター（6 号館）には、事前実習に必須である「病院薬局実習室」、「保険薬局実習室」、「病棟実習
室」、「調剤実習室」、「無菌製剤実習室」、「医薬品情報実習室」、「注射調剤実習室」、「服薬指導実
習室」、
「臨床演習室（10 室）」の全てが整備されている。さらに、ほとんどの実習室に DVD 撮影、
映写等の AV 機器が整備されており、学生個々の学習到達度の自己評価や第三者による評価に活用
している。このように、本学では学習効果を上げるための十分な設備の導入を行っている。
なお、基準 4－1－1 及び基準 4－1－2 に関する本学部の実施の概要等は、
「薬学教育実務実習事
前学習に関する調査・研究フォーラム

5)

」や「薬学教育協議会フォーラム 20106)」で、既に報告

している。

［エビデンス資料］
1) SYLLABUS（2009：薬学部）a; p112-114, b; 222
2) 2009 年度「Campus Guide(学生便覧)」p80-83
3）実務実習モデル・コアカリキュラム
4) 2009 年度 第 1 回実務実習小委員会議事録・会議資料 1（プレファーマシー実習日程）
5)「薬学教育実務実習事前学習に関する調査・研究フォーラム」報告資料
6)「薬学教育協議会フォーラム 2010」報告資料

［点検・評価］
・本学部の事前学習には、実務実習モデル・コアカリキュラムの内容、学習時間、方略といずれ
にも大きな相違は見当たらない。
・本学部の事前学習は、体験型学習を中心とした実習による学習が多く実施されており、高い学
習効果をあげている。
・実習項目の中で、「服薬指導と患者応対」の学習時間が『実務実習モデル・コアカリキュラム』
よりも多く実施されていることは、コミュニケーション能力の醸成に重要である。
・施設面において、臨床薬学教育研究センターの全実習室には AV 機器が設置されていることは、
学習効率とその有効性を高める上で極めて高く評価できる。

［改善計画］
・本学の事前学習の中で、
「疑義照会」、
「医薬品の管理と供給」、
「リスクマネージメント」の学習
時間が『実務実習モデル・コアカリキュラム』に比べて少ないため、実習計画の改正・改善を
図る。
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基準４－１－３
実務実習事前学習に関わる指導者が，適切な構成と十分な数であること。

［現状］
本学の「実務実習事前学習（以下、事前学習）1a)」は、3・4 年次の講義科目（4 科目、5.5 単位）
及び実習科目（2 科目、8 単位）から構成されており（基準 4－1－1 の表 1 参照）2)、実務家教員
（教授 2 人、准教授 1 人、専任講師 3 人）を中心に表 1 に示すような教員（非常勤指導者を含む）
による指導体制をとっている 3)。
表 1．実務実習事前学習の科目別指導担当者数一覧
職階別指導者数（人）

科目名

教授

准教授・講師

病院薬学

助教・助手

学外薬剤師

1

講義

処方解析

科目

一般用医薬品概論

1

1

a)

合計

1
1b)

1

＊

3

プレファーマシー講義

2

1

実習

医療薬学実習

3

4

5

科目

プレファーマシー実習

2＊

4＊

24

12
120

c)

150c)

a)実務家教員、b)非常勤講師、c)延べ数を示す。

「医療薬学実習

1b)」

及び「プレファーマシー実習

1a)」

は、いずれも 3 クールで行うことから 1

クール当たり学生約 80 人（平成 21(2009)年度は 66～67 人）を対象に実施する。従って、「医療
薬学実習」では教員 1 名当たり 15～16 人の学生を指導する。また、「プレファーマシー実習」で
は教員 1 人当たり約 4 人（平成 21(2009)年度は 3.5 人）の学生を指導する。このように、きめ細
やかな少人数教育を行うことにより、より効果的な事前学習が可能となっている。また、職階別
からみた指導者構成もバランスのとれた指導体制であることは明らかである。特に、
「プレファー
マシー実習」では、専任の実務家教員（6 人）及び助教 19 人と助手 5 人に加えて、連携施設の非
常勤担当者として保険薬局薬剤師が指導にあたっている。これらの大学内外の教員同士の連携強
化のために、実習前に十分な事前打ち合わせを行っている 1)。

［エビデンス資料］
1) SYLLABUS（2009：薬学部）a; p112-114, b; p83-85
2) 2009 年度「Campus Guide(学生便覧)」p80-83
3）2009 年度 第 1 回実務実習小委員会議事録・会議資料 2、3（プレファーマシー実習担当者一覧）

［点検・評価］
・
「プレファーマシー実習」は、指導者 1 人当たり学生 4 人以下で実施しており、きわめてきめ細
やかな実習指導ができている。
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・指導者構成の職階バランスが良好であり、特に「プレファーマシー実習」において若手教員（助
教）が実習指導にあたっている。これらのことは学生に近い目線で指導できるという利点があ
り、学生のニーズにあった適切な指導体制を構築している。
・医療の現場で活躍している学外薬剤師の指導を受けることにより、より医療現場に近い教育が
できている点も評価できる。
［改善計画］
・本学の事前教育は、適切な構成と人数で行われているが、専任の実務家教員数（6 人）が十分
ではない。平成 22(2010)年度から実務家教員の増員計画に着手し、平成 23(2011)年度には 8～
10 人の実務家教員で事前学習を指導していく体制を検討する。
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基準４－１－４
実施時期が適切に設定されていること。

【観点
【観点

４-１-４-１】実務実習における学習効果が高められる時期に設定されていること。
４-１-４-２】実務実習の開始と実務実習事前学習の終了が離れる場合には，実務実習の直前に
実務実習事前学習の到達度が確認されていることが望ましい。

［現状］
本学部の実務実習事前学習（以下、事前学習）は、3 年次前期から講義科目「病院薬学

1a)

」が

開始され、4 年次後期の「プレファーマシー実習 1ｂ)」で終了する（基準 4－1－1、表 1 参照）2)。
とりわけ、
「プレファーマシー実習」が事前学習の中軸を担うことは既に記載した通りである（基
準 4－1－2）。
「プレファーマシー実習」は 4 年次後期に実施され、その時期は 5 年次で実施され
る実務実習における学習効果を高めることは明白である。しかしながら、「実務実習（病院実習、
薬局実習）1ｃ)」の開始時期が 5 年次 5 月であることから、事前学習終了後 5 ヵ月間以上の学習空
白期間があり、4 年次に学習した内容を失念する可能性は十分に想定される。従って、本学では 5
年次 4 月に「医療薬学統合講義 1b)」を開講して、事前学習の復習と実務実習の心構えや準備等の
教育プログラムを実施する 2)。また、5 年次生の実習施設派遣期間外においては、学内で各種臨床
演習（「臨床薬学演習」、
「クリニカルパス演習」
、「EBM 演習」、「臨床研究立案演習
実務実習をより効果的に学習するための事前学習とする

1b)

」を開講し、

2,3)

。

［エビデンス資料］
1) SYLLABUS（2009：薬学部）a; p122, b; p112-114, c; p222
2) 2009 年度「Campus Guide(学生便覧)」p80-83
3) 2009 年度 第 16 回教授会・会議資料 12

［点検・評価］
・事前学習の実施時期が 5 年次進級直前の 4 年次後期であることは評価できる。さらに、実務実
習直前の 5 年次 4 月の「医療薬学統合講義」、並びに 5 年次を通した各種臨床演習の開講は、実
務実習の教育効果をより向上させるために極めて有効である。
・5 年次生が実務実習の直前に学内施設で実習を復習し、修得事項の再確認をすることが望まれ
る。

［改善計画］
・5 年次生が実務実習の直前に、再度、プレファーマシー実習施設（臨床薬学教育研究センター）
での 4 年次の復習学習できるような、年間スケジュールについて実務実習委員会で検討する。
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（４－２）薬学共用試験
基準４－２－１
実務実習を履修する全ての学生が薬学共用試験（CBT及びOSCE）を通じて実務実習を行うため
に必要な一定水準の能力に達していることが確認されていること。
［現状］
本学部は、平成 21(2009)年度の薬学共用試験を、4 年次全学生 197 人を対象に実施した。すな
わち、平成 22(2010)年 1 月 10 日(日)に OSCE 本試験を行い 1)、同年 1 月 28 日(木)及び 29 日(金)
に CBT 本試験を行った

2,3)

。これら本試験で不合格となった者を対象として、平成 22(2010)年 2

月 27 日(土)に OSCE 追再試験を 4)、同年 3 月 5 日(金)に CBT 追再試験を実施した 5)。
まず、CBT については、平成 21(2009)年度薬学共用試験実施要項 5)に基づき、310 問からなる多
肢選択試験形式での客観試験を行い、本試験及び追再試験共に正答率 60％以上(186 問以上の正
解)の者を合格者として判定した。本学部の CBT の結果は、本試験と追再試験で学生全員が合格す
ることができた。
一方、OSCE については、平成 21 年度薬学共用試験実施要項 5)に基づき、5 領域 6 課題からなる
実地試験を行い、本試験において課題毎に細目評価で評価者 2 人の平均点が 70％以上、かつ概略
評価で評価者 2 人の合計点が 5 以上で合格となり、6 課題がすべて合格であれば OSCE 合格者と判
定した。OSCE 追再試験は、本試験当日、病気等の理由で欠席した場合には全課題を、あるいは不
合格となった課題のみを対象として、その領域の類型課題により実施し、本試験と同じ基準で合
格を判定した。本学部の OSCE の結果は、本試験と追再試験で学生全員が合格することができた。
従って、本学部生全員が、CBT 及び OSCE の両試験、すなわち、薬学共用試験に合格となった。

［エビデンス資料］
1）摂南大学薬学部 2009 年度 OSCE 本試験配付資料
2）薬学共用試験 CBT 実施マニュアル Ver.5 平成 21 年度 本試験用用(摂南大学薬学部)
3) 薬学共用試験 CBT 受験生マニュアル Ver.5 平成 21 年度 本試験・追再試験受験用(摂南大学薬
学部)
4) 2009 年度 OSCE 再試験実施概要
5) 2009 年度 CBT 再試験実施概要
6) 平成 21 年度 薬学共用試験実施要項（薬学共用試験センター）

［点検・評価］
・平成 21(2009)年度の薬学共用試験では、4 年次全学生 197 人が受験し、CBT 及び OSCE の両試験
共に、全員合格した。従って、本学部生が、薬学共用試験を通して実務実習を行うために必要
な一定水準の能力に達していることが確認された。
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［改善計画］
・本学部生の一部が、本試験で不合格となった原因について詳細な検討は進めるものの、最終的
には、学生全員が合格したことより、現時点では、特に改善すべき点は見当たらない。
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基準４－２－２
薬学共用試験（CBT及びOSCE）を適正に行う体制が整備されていること。

【観点
【観点
【観点

４-２-２-１】薬学共用試験センターの「実施要綱」（仮）に沿って行われていること。
４-２-２-２】学内のCBT委員会及びOSCE委員会が整備され、機能していること。
４-２-２-３】CBT及びOSCEを適切に行えるよう、学内の施設と設備が充実していること。

［現状］
本学部における平成 21(2009)年度の薬学共用試験の実施は、平成 21(2009)年度薬学共用試験実
施要項 1)を遵守して行った。
平成 20(2008)年度までは、本学部共用試験委員会にて、CBT と OSCE の両者に関する検討を行っ
ていたが、平成 21(2009)年度に上記委員会を CBT 委員会と OSCE 委員会に分割し、それぞれ独立
して活動している。
CBT 委員会は、平成 21(2009)年度に計 4 回の委員会を開催し、それによって CBT を適正に行う
体制を整備した 2)。具体的には、薬学共用試験センターに提出する CBT 問題作成のための各分野
の責任者の選出 3)、CBT 実施のための本学用マニュアル作成 4,5)とテストラン・受験説明会の開催
6)

及び他大学 CBT へのモニター員の派遣 7)等を、さらには次年度の学内 CBT 模擬試験で使用する演

習問題集の作成 8)を行った。
OSCE 委員会は、計 9 回の委員会を開催し、OSCE を適正に行う体制を整備した 9)。具体的な活動
内容は、各課題に対する責任者の選出と課題実施のための準備 10)、模擬患者(SP)の養成 11)、評価
者の訓練 12)、OSCE 事前審査のための書類作成 13)、OSCE 実施のための資料作成 14)、受験生誘導等
を行うティーチングアシスタント(TA)の配備

15)

、受験説明会の開催

16)

及び他大学 OSCE へのモニ

ター員や評価者の派遣 17)を行った。
CBT は、本学部 5 号館の 3 階の情報処理演習室(130 台のパソコンを設置)で行っており、予備パ
ソコンを 5 台とした場合、１日当たり 125 人分の CBT が実施できる。そのため、平成 21(2009)年
度では、全受験者数 197 人を 2 日間で終了した。この時、本学部では学生証及び受験票の確認だ
けでなく写真照合を行うことにより受験生の本人確認をより精度の高いものにしている。また、
試験室への学生証、受験票及び貴重品以外の持ち込みも禁止し、問題漏洩もなく適切に試験が行
うことができた。一方、OSCE は、薬学部 6 号館（臨床薬学教育研究センター）の 1・2 階の模擬
薬局・臨床演習室、5 号館 1・2 階の第 9・10 実習室で実施した。平成 21(2009)年度では、6 レー
ン、33 班構成で 6 課題を順次ローテーションさせた。この際、大きなトラブルもなく、極めて円
滑に進行し OSCE 本試験を 1 日で完了させた。なお、本学部においては、薬学共用試験センターか
らの事前審査においても、「本学部の OSCE が綿密な計画が立てられており、公正かつ厳格な実施
が可能である」というコメントを得ている 18)。

［エビデンス資料］
1）平成 21 年度 薬学共用試験実施要項、平成 21 年 3 月 25 日 発行、薬学共用試験センター
2) 2009 年度第 1 回～第 4 回 CBT 委員会議事録
3)第 4 期 CBT 問題作成の留意事項、分野別問題作成数と責任者
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4）薬学共用試験 CBT 実施マニュアル Ver.5 平成 21 年度本試験用用(摂南大学薬学部)
5) 薬学共用試験 CBT 受験生マニュアル Ver.5 平成 21 年度本試験・追再試験受験用(摂南大学薬
学部)
6) 2009 年度 CBT 演習・模擬試験等 日程・時間割
7) 2010 年度 CBT モニター員についての調査
8) 2010 年度 CBT 演習問題集について
9) 2009 年度第 1 回～第 9 回 OSCE 委員会議事録
10) 2009 年度第 1 回 OSCE 委員会議事録
11) 2009 年度摂南大学 OSCE SP（標準模擬患者）養成講習会スケジュール
12) 2009 年度第 3 回 OSCE 委員会議事録
13) 2009 年度 OSCE 事前調査書
14) 2009 年度 OSCE 本試験配付資料
15) 2009 年度 OSCE 受験生誘導係 TA 用資料
16) 2009 年度 OSCE 受験生マニュアル
17) 2010 年度 OSCE モニター員についての調査
18) 摂南大学事前審査コメント（薬学共用試験センター）

［点検・評価］
・本学部の CBT 及び OSCE に係わる委員会組織、並びに両試験を実施するための施設及び設備は十
分に整備されていると共に、適切に運営されている。

［改善計画］
・実施体制そのものに関しては、現段階では、大きな改善点は見当たらない。
・平成 22(2010)年度の OSCE の実施では、受験生の誘導や医薬品調製等の準備をより円滑に行う
ために、各ステーションに配するティーチングアシスタント(TA)の増員を検討する。
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基準４－２－３
薬学共用試験（CBT及びOSCE）の実施結果が公表されていること。

【観点

４-２-３-１】実施時期、実施方法、受験者数、合格者数及び合格基準が公表されていること。

【観点

４-２-３-２】実習施設に対して、観点４-２-３-１の情報が提供されていること。

［現状］
本学部における平成 21(2009)年度の薬学共用試験の実施時期、実施方法、受験者数、合格者数
及び合格基準は、表 1 と同様なファーマットで薬学部ホームページの関連サイトに公表した。
また、実務実習派遣施設には、実務実習委員会委員等より個々の学生の合否情報等を伝えている。
表 1 平成 21 年度薬学共用試験結果（摂南大学薬学部）
実施日程
CBT

OSCE

受験者数

合格者数

合格基準

197

197

正答率 60%以上

197

197

197

197

本試験：平成 22 年 1 月 28、29 日
追再試験：平成 22 年 3 月 5 日
本試験：平成 22 年 1 月 10 日
追再試験：平成 22 年 2 月 27 日

共用試験

細目評価 70%以上
概略評価 5 以上

［点検・評価］
・本学部は、5 年次生の円滑な実務実習の運営、並びにその教育効果が高まることを念頭に、日
頃より実務実習派遣先とは緊密かつ双方向性の情報共有体制を取っており、薬学共用試験の結
果に関しても、速やかに情報を提供している。また、薬学部ホームページを通して広く社会に
公表している。

［改善計画］
・実務実習派遣先への本学部の薬学共用試験の実施時期、実施方法、受験者数、合格者数及び合
格基準等に関して、実務実習委員会委員等により直接、あるいは薬学部ホームページを通じて
間接的に情報の提供を行っており、特段、改善すべき点はない。
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基準４－２－４
薬学共用試験（CBT及びOSCE）の実施体制の充実に貢献していること。

【観点

４-２-４-１】CBT問題の作成と充実に努めていること。

【観点

４-２-４-２】OSCE 評価者の育成等に努めていること。

［現状］
本学部による薬学共用試験（CBT 及び OSCE）の実施体制の充実化への貢献としては、まず、本
学部長が、
「薬学共用試験統括委員会」に委員として参画し、共用試験の企画、運営及び実施に関
して協力している 1)。
次に、平成 21(2009)年度の第 1 回 CBT 試験の実施に向けて、平成 18(2006)～平成 20(2008)年
度より 3 年間に亘って、薬学共用試験センターから依頼された CBT 問題を薬学部全教員が分担し
作成した。また、西日本地区の薬科大学・薬学部で作成された CBT 問題のブラッシュアップを目
的として設置された「CBT 問題精選委員会」には、本学部教員 3 人（基礎薬学担当 1 人、衛生薬学
担当 2 人）が編集委員として参画している 2)。平成 21(2009)年度では、薬学共用試験センターか
ら大学当たり 20 題程度の CBT の新規問題の作成依頼がなされたため、CBT 委員会において 10 分
野の問題作成責任者を選定し 3)、平成 21(2009)年 7 月末を作成期限として、各分野で 2 題の問題
を作成・登録した。問題内容については、薬学共用試験センターから「普及により代表的あるい
は標準的な内容（または医薬品）として新たに出題対象とするのが適当と考えるもの」及び「こ
れまで各大学で作成している問題とは異なる内容のもの」との要請があったため、各分野責任者
にその旨を通知し、上記要請に添った問題の作成と充実に努めた。
本学部教員に対する OSCE 評価者の育成・訓練として、本学独自の課題による「プレファーマシ
ー実習」に参加することによって OSCE 試験における評価の仕方、その評価ポイント等に関する知
識、技術の向上を図っている。また、平成 21(2009)年 11 月 14 日(土)及び 11 月 21 日(土)には、
学内評価者及び近隣の臨床薬剤師を対象とした OSCE 評価者講習会を 2 回実施し、ビデオ等を用い
た評価ポイントの確認、ティーチングアシスタント(TA)による模擬課題の実施とそれに対する評
価体験等の訓練を実施した 4)。 OSCE の標準模擬患者(SP)については、一般の市民ボランティアを
募集し、SP 養成講習会を OSCE 評価者講習会と同日に 2 回実施し、DVD 観覧、薬局での患者対応を
課題とした模擬演技とロールプレイ、意見交換等を行った 5)。さらに、評価者、SP 共に汎用性の
高い養成講習会を実施するだけでなく、平成 21(2009)年度の OSCE 課題に特化した直前講習会（評
価者：1 月 10 日、SP：12 月 5 日及び 19 日）6）も実施した。そして、47 人の学内教員、51 人の他
大学教員及び 20 人の病院薬剤部あるいは保険薬局の薬剤師が評価者として、本学部の OSCE 本試
験に参画した。また対外的には、共用試験センターの依頼によりモニター員を選定し、対象大学
の OSCE 事前審査を行い、OSCE 本試験及び再試験に派遣すると共に、評価者として養成した 51 人
の教員を他大学の OSCE 本試験に派遣した 6)。

［エビデンス資料］
1)「薬学共用試験統括委員会」名簿資料
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2) 2006～2008 年度 日本薬学会薬学教育改革会議 「ＣＢＴ問題精選委員会」委員委嘱依頼
3) 2009 年度分野別 CBT 問題作成責任者一覧表
4) 2009 年度 OSCE 評価者講習会資料
5) 2009 年度摂南大学 OSCE SP 養成講習会資料
6) 2009 年度 他大学 OSCE 評価者派遣先
イ）2009 年度摂南大学 OSCE SP 直前講習会資料
ロ）2009 年度摂南大学 OSCE 評価者直前講習会資料
［点検・評価］
・上記の通り、本学部が、薬学共用試験（CBT 及び OSCE）の実施体制の充実に貢献していること
は明らかである。

［改善計画］
・より質の高い CBT 問題を作成するために、平成 22(2010)年度では、薬学共用試験センターから
依頼された本学部の CBT 問題ブラッシュアップ担当教員と各分野の問題作成責任者との間で、
ブラッシュアップの現状及び問題作成上の注意点や課題等について意見交換会を実施する。
・OSCE に関しては、今後、他大学への評価者派遣等に対してより柔軟に対応するためにも、1 人
の教員が複数の課題を評価できるようにする。具体的には、「講習会の日程を課題毎にする」、
もしくは、「来年度の担当を今年度とは異なる課題にする」等の措置を講ずる。一方、SP に関
しても、異なる課題にも対応出来る SP の養成を目指した講習会を開催する。
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（４－３）病院・薬局実習
基準４－３－１
実務実習の企画・調整，責任の所在，病院・薬局との緊密な連携等，実務実習を行うために
必要な体制が整備されていること。
【観点

４-３-１-１】実務実習委員会が組織され，機能していること。

【観点

４-３-１-２】薬学部の全教員が積極的に参画していることが望ましい。

［現状］
本学部は、学科長（薬理学研究室教授、教務・予算委員長兼任）、近畿地区調整機構委員(病態
医科学研究室教授)、実務家教員（医療薬学研究室全教員）からなる実務実習小委員会 1）を設置し、
実務実習に関わる計画・整備等を立案している。また、必要に応じて、それら実務実習に関わる
計画・整備等は、各研究室代表者からなる実務実習委員会 2）で審議され、教授会で起案、承認さ
れている。さらに、平成 22(2010)年度 4 月初旬には、薬学部全教員を対象に「実務実習に係わる
FD フォーラム」を開催する。従って、本学部では、実務実習に関わる情報等が全教員に周知され
る体制が十分に整っている。
一方、本学部は、実務実習を行うために必要な体制づくりに力を入れてきている。例えば、
「実
務実習モデル・コアカリキュラムの作成小委員会作成部会」への参画等がそれであるが、これは
実務実習の根幹とも言うべきものであり、本学部長が参画している

3）

。他方、実務実習指導薬剤

師養成には欠かせない、「薬剤師のためのワークショップ」の実施にあたっては、平成 13(2001)
年～平成 21(2009)年の間、56 回中 18 回を本学園施設で開催し、直近の平成 20(2008)年～平成
21(2009)年では、チーフスタッフ（4 回）、ディレクター（5 回）に加え、毎回、タスクフォース
としては計 8 人の教員が輪番制でその実施に協力している 4）。さらに、病院・薬局実務実習近畿
地区調整機構・実務実習ワーキンググループの一員として、本学部の近畿地区調整機構委員 1 人
が実務実習記録、実習施設と大学との連携に関する原案の作成に参画している 5）。一方、
「平成 21
年度第 1 回薬剤師会薬局実務実習担当者全国会議」においても、薬局実務実習に関わる諸問題に
対する検討に同委員が参画している 6）。
以上のように、実務実習の実施に向けた下支えとなる活動に対して、本学部は、人的及び物的
資源を惜しみなく提供している。また、近畿各地で開催されている「病院・薬局実務実習近畿地
区調整機構・地域連絡会」には、実務家教員等が参画し、円滑な実務実習開始に向け、病院・薬
局の指導薬剤師との意見交換を直接行い、緊密な連携を図っているところである 7）。また、
「実務
実習の実習方法」・「個人情報等の保護に関する事項」・「法人機密情報の保護」・「損害賠償」等、
実務実習を委託するに当たって、その責任の所在を明らかにするため、本学－実務実習施設間の
「個人情報及び法人機密情報の保護」
・
「損害
契約締結を進めている 8）。加えて、本学部生からは、
賠償」等に関する誓約書を本学部へ提出させることとしている 9）。
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［エビデンス資料］
1）2009 年度 実務実習小委員会委員名簿、第 1 回実務実習小委員会議事録、第 2 回実務実習小委
員会議事録、第 3 回実務実習小委員会議事録、第 4 回実務実習小委員会議事録
2）2009 年度 実務実習委員会委員名簿、第１回実務実習委員会議事録
3）実務実習モデル・コアカリキュラムの作成に関する小委員会作業部会委員名簿
4）2001～2009 年のワークショップ開催資料
5）病院・薬局実務実習近畿地区調整機構・実務実習ワーキンググループ資料
6）平成 21 年度 第 1 回日本薬剤師会薬局実務実習担当者全国会議 参加者名簿
7）「病院・薬局実務実習近畿地区調整機構・地域連絡会」参加スケジュール（摂南大）
8）学部学生の病院実習に関する委受託契約書及び学部学生の薬局実習に関する委受託契約書
9）摂南大学 病院・薬局等における実習等の誠実な履行並びに個人情報等及び病院・薬局等の法
人機密情報の保護に関する誓約書
10) 2010 年度 実務実習施設担当教員名簿

［点検・評価］
・実務実習小委員会で検討された計画・整備等の内容を、各研究室代表者の参画する実務実習委
員会で審議され、続いて各研究室に所属する全教員へ周知される体制になっている 1-2）。
・実務実習施設への依頼訪問等の担当者は、すべての教員が施設を担当することし、原則、主担
当教員・副担当教員の 2 人で行うこととしている。主担当教員は、できる限り施設毎に固定し
て訪問することとし、一方、副担当教員は、学生が卒業研究生（「特別研究 I・II」）として所
属する研究室の教員が担当することとしている。従って、本学部においては、実習施設との連
携体制の強化が可能なこと、並びに学生への細かいケア等が同時に図ることができる体制が構
築されている 10）。

［改善計画］
・実習を終えた学生、実習施設担当教員及び実習施設指導薬剤師等に対して､毎年、実務実習員会
が中心となってアンケート等を実施し、忌憚のない意見を聴取することにより、次年度に向け
ての改善を図る。加えて、実施に際して問題となったトラブルや課題等の知見を、毎年、集積
していくことにより、実務実習の円滑な運営並びにその教育効果の向上を図る。
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基準４－３－４
学生の病院・薬局への配属が適正になされていること。
【観点
【観点
【観点

４-３-４-１】学生の配属決定の方法と基準が事前に提示され，配属が公正に行われていること。
４-３-４-２】学生の配属決定に際し，通学経路や交通手段への配慮がなされていること。
４-３-４-３】遠隔地における実習が行われる場合は，大学教員が当該学生の実習及び生活の指
導を十分行うように努めていること。

［現状］
本学部をはじめ、近畿地区の薬科大学・薬学部の学生の病院・薬局実務実習における実習施設
への配属等に関しては、薬学教育協議会 病院・薬局実務実習近畿地区調整機構による調整を通じ
て決定される体制となっている。また、自宅もしくは下宿から通学できる範囲（原則、移動時間
2 時間以内）で、実習施設を決定する旨を学生に事前に伝え、自宅住所・下宿住所・最寄り駅等
の情報を学生から提出させ、その情報に基づき配属を行っている 1）。そのため、概ね移動時間は 1
時間前後に収まると予測している。また、学生への経済的な負担も考慮し、運賃も概ね片道 600
円までに収まるような施設を選択している 2）。
平成 22(2010)年度の実務実習に関しては、いわゆる「ふるさと実習」は行わず、近畿圏内（一
部、東海地区（三重県のみ）を含む）で行う。従って、実習施設担当教員の目の届かない遠隔地
での実習という事例は、本学部学生の場合では皆無である。また、担当教員による訪問指導を期
間中に 3 回、登校日を 2 回設定し、面接による指導を十分に行う。このように学生に対する十分
な指導が行える体制となっている

2）

。学生-施設担当教員や実習施設指導薬剤師-施設担当教員と

の間で、電話・電子メール等を利用して、さらに緊密に情報交換を行いながら、学生が安心して
実習できる環境を構築する 3,4）。

［エビデンス資料］
1) 病院・薬局実務実習に関する調査票
2) 2010 年度 長期実務実習 学生配属情報資料
3) 実習施設と大学との連携
4) 実務実習のしおり

［点検・評価］
・実務実習における学生の配属施設先の決定基準に関しては、自宅あるいは下宿先から通学でき
る範囲の実習施設へ配属すること等を事前に学生に伝えている。このように、本学部学生の各
実習施設への配属は完全に公正に行われている。それは、概ね全学生の実習先への移動時間が
約 1 時間前後であり、また運賃も片道 600 円程度で収まる結果となったことからも明らかであ
る。
・平成 22 年(2010)年度については、遠隔地での実務実習はないが、本学部の指導方法として、電
話・電子メール等も利用して緊密かつ双方向性の情報交換を行うことは評価できる。また、そ
の成果や課題は、今後、遠隔地での実務実習における学生指導方法等の場合の試金石となる。
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［改善計画］
・現行の配属方法等には、特段の改善点はない。ただし、実務実習開始後に、実習内容（SBOs の
実施状況等）等を詳細に調べ、問題がある場合には、必要に応じて実習施設の指導薬剤師と協
議する。
・日進月歩の勢いで情報通信手段が発達している現状を鑑みて、今後、学部や担当教員が、学生
や実習施設に対して、よりリアルタイムかつ詳細な情報交換が可能な Web 体制の構築を検討す
る。平成 22(2010)年度では、コンピュータを利用した電子メールによる情報交換体制の構築を
目的として、事前承諾して頂いた実習施設を対象に、学生や教員等が発信する電子メールに「実
務実習記録（仮称）」のエクセルファイルを添付する形式で、本学部担当教員と施設先の学生や
指導薬剤師との間で、双方向かつリアルタイムな情報交換を試みる。
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５

問題解決能力の醸成のための教育

（５－１）自己研鑽・参加型学習

基準５－１－１
全学年を通して，自己研鑽・参加型の学習態度の醸成に配慮した教育が行われていること。

【観点
【観点

５-１-１-１】学生が能動的に学習に参加するよう学習方法に工夫がなされていること。
５-１-１-２】１クラスあたりの人数や演習・実習グループの人数が適正であること。

［現状］
摂南大学薬学部では、
『本学独自』の教育プログラムである「キャリア形成教育」を、全学年を
通して開講している 1a,2-5）。これは「自己研鑽型・参加型学習」が主体となっており、学生は自ら
必要な情報を収集し、実際の就労体験やボランティア体験、創薬研究体験等を通して、自身の資
質、適性及び志望に応じた進路を選択することができる

1）

。具体的には、正課外科目であるが 1

年次の「キャリア形成ガイダンス 6）」並びに 5 年次の「企業インターンシップ 1a）」と「ビジネス
マナー1a）」の他に、正課科目としての 2 年次の「薬系キャリア形成 1b）」、3 年次の「薬系インター
ンシップ・ボランティア 1c）」、4 年次の「応用薬学実習 1d）」及び 6 年次の「薬局経営学 2）」がある。
これらは学生が自らのニーズに合わせて能動的に履修できる科目である 1-5）。それに対して、１年
次の「薬剤師になるために（早期体験学習を含む）1e）」は、本学部における最も重要な自己研鑽
型・参加型学習の１つである。
「早期体験学習」として実施する病院・薬局見学においては、教員
1 人当たりの引率人数を最大 10 人程度としていると共に、本実習の小グループ討論では、1 グル
ープを概ね 5〜6 人に設定している 7, 8）。その他、基準 5－1－2 で後述しているように、本学部で
「EBM 演習 1f）」、
「クリニカルパス演習 1f）」、
「臨
は、
『本学独自』の様々な演習（「臨床薬学演習 1f）」、
床研究立案演習

1f）

」）も開講する 2）。この 4 つの演習は、1 グループ 8 人程度で実施する。一方、

教員と長期間､最先端の研究に参画して、その課題を解決していくための知識、技能及び態度を修
得する「特別研究 I・II1f）」等の、様々な形態の自己研鑽型・参加型学習を取り入れており、それ
は、学生個々の課題発見・問題解決能力の醸成のための教育として、本学部の学生に顕著な教育
効果をもたらすものと自負している 1a,2-5）。

［エビデンス資料］
1）SYLLABUS（2009：薬学部）a; p6-10, b; p218, c; p219, d; p111, e; p27, f; p222
2）2009 年度「CAMPUS GUIDE（学生便覧）」p80-83
3）2009 年度 薬学部薬学科授業時間割表
4）2010 年度「摂南大学 Campus Guide(受験生用)」p86-89
5）2009 年度 薬学部実習・演習日程表
6) 2009 年度「キャリア形成ガイダンス」プログラム資料
7）「薬剤師になるために」履修ガイド
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8）早期体験学習-施設別担当一覧

［点検・評価］
・全学年を通して学生が能動的に学習に参加するよう学習方法に様々な工夫がなされている。
・
「薬剤師になるために」や各種演習科目等の自己研鑽・参加型学習科目では、その教育効果を上
げるために、1 グループ当たりの学生の人数（10 人以内）について十分な配慮がなされている。

［改善計画］
・「キャリア形成教育」のプログラムの一環として、平成 22(2010)年度では、現行の「ビジネス
マナー（正課外科目）」を正課科目として開講する。その他は、完成度の高い教育プログラムが
実施されているので、当面、大幅な改善計画はない。しかし、薬学教育は､薬剤師を取り巻く社
会や時代のニーズに合わせていくべきものであり、今後は、必要に応じて学習目標を見直すこ
とを常に視野に入れる。
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基準５－１－２
充実した自己研鑽・参加型学習を実施するための学習計画が整備されていること。
【観点
【観点

５-１-２-１】自己研鑽・参加型学習が，全学年で実効を持って行われるよう努めていること。
５-１-２-２】自己研鑽・参加型学習の単位数が卒業要件単位数（但し，実務実習の単位は除く）
の１／１０以上となるよう努めていること。
【観点 ５-１-２-３】自己研鑽・参加型学習とは、問題立脚型学習（PBL）や卒業研究等をいう。

［現状］
基準 5－1－1 で述べた通り、本学部では
全学年を通して様々な実習や演習等の、自
己研鑽・参加型学習に重点を置いた科目を

表 1 自己研鑽・参加型学習該当科目の実質単位数
換算一覧表
該当科目

開講している 1a),2-5）。表 1 は、自己研鑽・

正規単位数
[履修年次]

該当コマ

実質

数／実施

単位数

コマ数 a)

参加型学習該当科目における履修年次と

薬剤師になるために〔必修〕

4 [１]

80%

3.2

その実質的に該当している単位数を示し

薬系キャリア形成〔選択〕

2 [２]

13/13

2.0

薬系インターシップ〔選択〕

3 [３]

13/13

3.0

応用薬学実習〔選択〕

3 [４]

100%

3.0

特別研究Ⅰ〔必修〕

6 [５]

80%

4.8

たものである

2）

。その結果、それに該当

す る 実質 の単 位 数を 合算 し た場 合、 計
27.8 単位となり、卒業要件 190 単位の 1/10
以上（本学部：14%；実務実習 20 単位分を

・ボランティア

EBM 演習〔必修〕

1.5 [５・６]

10/13

1.15

クリニカルパス演習〔必修〕

1.5 [５・６]

10/13

1.15

臨床研究立案演習〔必修〕

1.5 [５・６]

10/13

1.15

臨床薬学演習〔必修〕

1.5 [５・６]

10/13

1.15

除く）を十分に満たしている 。表 1 記載
の自己研鑽参加型学習に該当する科目の
中、各科目の正味のコマ数や該当率(%)は、
本学部の学部教育評価委員会で審議、決定
した数値を用いた。すなわち、必修科目で
は必ずしも履修者全員が自ら望んで自己
研鑽を目的に履修を希望しているとは考

特別研究Ⅱ〔必修〕
単位数合計

9 [５・６]
－

80%
－

7.2

27.8

a) 実質単位数の算出法に際して、該当するコマ数やその比率は、本学部の学部

えにくいことから、該当率を約 80%(10 コ

教育評価委員会で審議・決定した数値を用いた。なお、本学部では、専門
科目：13 コマ（1.5 単位）、教養科目：15 コマ（2 単位）で実施。

マ該当／13 コマ実施)として算出し、一方、選択科目のそれは 100% として算出した。従って、上
記の 14%はかなり厳しい見方で評価、算出した値であることを付記する。その様な観点から、表
中に示した科目のほとんどが、自ら出席し、課題を解決するために実験や演習等の学習作業に参
加しなければ、評価されず単位を取得することができない。また、それぞれの科目において、学
習方法に独特の工夫がなされており、そのエビデンスとして本学部オリジナルのテキストが発行
されている

6）

。例えば、「薬剤師になるために

1b)

」では、Excel を用いた種々のデータを入力後、

学生に Word を用いたレポートを作成・提出させると共に、そのレポートに基づいて Power Point
を用いた作図、並びにポスター発表会を実施することにより､低年次生より問題立脚型学習の重要
性を認識させている 7）。同様な取り組みとしては、
「薬系キャリア形成 1c)」や「薬系インターンシ
ップ・ボランティア 1d)」等で課題に対するレポート作成及び発表会等を実施している。そして、
低年次生の時に不慣れであった問題立脚型の学習態度が、その後の多数の実習・演習、さらには
「特別研究Ⅰ・II1e,2)」等の体験を通して、卒業する頃にはその学習態度が自然と身についている
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ことを期待している。このように、本学部はユニークな自己研鑽・参加型学習科目を教育カリキ
ュラムに積極的に取り入れている。

［エビデンス資料］
1）SYLLABUS（2009：薬学部）a; p6-10, b; p27, c; p218, d; p219, e; p222
2）2009 年度「CAMPUS GUIDE（学生便覧」p80-83
3）2009 年度 薬学部薬学科授業時間割表
4）2010 年度「摂南大学 Campus Guide（受験生用）」p86-89
5）2009 年度 薬学部実習・演習日程表
6）表 1 記載の自己研鑽・参加型学習に該当する全実習テキスト
7）「薬剤師になるために」履修ガイド
［点検・評価］
・本学部では、自己研鑽型・参加型学習を全学年で実効性を持って実施するためのカリキュラム
編成がなされており、それらの単位数の合計が卒業要件単位数の 1／10 以上あること、並びに
上記の学習内容には、様々な独自の工夫が盛り込まれて実施されている。

［改善計画］
・全体的には既に完成度の高い教育プログラムが実施されており、本基準に関しては十分に満た
されているため、現段階では、改善点は見当たらない。ただし、薬剤師の社会のニーズの変化
に対応するため、科目毎の学習目標を見直すことを常に視野に入れておく。
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『学

生』

６

学生の受入

基準６－１
教育の理念と目標に照らしてアドミッション・ポリシー（入学者受入方針）が設定され，公
表されていること。

【観点
【観点

６-１-１】アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）を設定するための責任ある体制がと
られていること。
６-１-２】入学志願者に対して，アドミッションポリシー等学生の受入に関する情報が事前に
周知されていること。

［現状］
摂南大学薬学部のアドミッションポリシーは、
『薬学部では、生命尊厳と生命倫理を基盤とした
薬学教育・研究を推進することにより、薬剤師として医療の発展及び健康・福祉の増進に貢献で
きる人材を育成します。このため、高い倫理観を持ち、将来、社会の中で人々の健康増進と医療
活動に貢献したい学生の入学を求めています』である。これは、本学部の教育理念及び教育方針(実
践目標)に基づいて、本学部が受験生に対して「本学部の求めている人材像」を社会に提言、公表
したものである。一方、高校生等にとって大学への入学は、高い専門性、人間性を醸成し、自己
成長することで、自らの夢を実現するための出発点となることから、摂南大学薬学部としても高
い専門性に適合する倫理観を持ち、また将来、人々の健康増進と医療活動に貢献することを希望
する学生を受け入れることが重要と考えている。
このような背景の下、学生の受入れに当たっては、平成 20(2008)年に、本学の部長会議におい
て、上記のようなアドミッションポリシー

1),2)

を定め、公表している。なお、この部長会議は、

3）

学長、各学部長等で組織するものである 。
本学部の教育の理念及び上記アドミッションポリシーを広報するため、次の通り周知に努めて
いる。
・入試ガイド 1)及び本学ホームページ 4)による情報伝達
・オープンキャンパス参加者へのアピール
・大学主催入試説明会に参加する教員への周知
・高校訪問による進路指導教員との意見交換
・進学予備校等との連携による伝達
・新聞・受験雑誌・車内広告・Web の 4 種類のマスメディアによる情報発信
・高校への出張講義による周知

［エビデンス資料］
1）2010 年度 摂南大学 入試ガイド p3
2）摂南大学自己評価報告書・本編（平成 21 年 11 月）p46
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3）摂南大学部長会議規定
4）摂南大学ホームページ（http://www.setsunan.ac.jp/~pharm/）

［点検・評価］
・大学の部長会議という責任ある体制の中で、アドミッションポリシーを設定し、上記した様々
な媒体によって広報、周知している。

［改善計画］
・現在のアドミッションポリシーに関して決定方法、周知方法等には問題点は認められず、引き
続き入学志願者に対して広く周知を図る。
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基準６－２
学生の受入に当たって，入学志願者の適性及び能力が適確かつ客観的に評価されていること。

【観点
【観点
【観点

６-２-１】責任ある体制の下，入学者の適性及び能力の評価等学生の受入に関する業務が行わ
れていること。
６-２-２】入学者選抜に当たって，入学後の教育に求められる基礎学力が適確に評価されてい
ること。
６-２-３】医療人としての適性を評価するため，入学志願者に対する面接が行われていること
が望ましい。

［現状］
学生の受入にかかる入学者選抜の基本方針は、大学全体の最重要項目の 1 つとして位置づけて
いる。このため、入学志願者の適性及び能力を公正かつ適確に評価するため、入試問題作成に当
たっては、薬学部入試委員会（化学担当 8 人、生物担当 4 人）を中心に慎重な審議を重ねている。
具体的には、化学の入試問題の作成では、化学物質の性状及び無機・有機化学の基本反応等が、
一方、生物のそれは、生体の構成成分及び酵素の作用等が最低限理解できるだけの基礎学力を有
していることを､適確かつ客観的に判定できる良問を出題するように十分配慮して作成している。
またこの時、学部長が科目毎に任命する入試委員会委員以外の本学部教員によって構成される､2
～3 人の入試チェッカーにより、入試問題の難易度や不適な問題について客観的にチェックする
体制も整備している。さらに、毎年、各入試選抜の終了後には、実施した入試問題の内容の的確
性等に関して、外部機関による問題の講評を依頼し、次年度の入試問題作成の改善に役立ててい
る 1)。
その他に、入試選抜制度の区分別に入学した学生の成績追跡調査の結果は、入学後の教育方法
や入試制度のあり方等に対する、教務委員会や教育センターの改善計画立案のための重要な検討
資料となっている

2)

。さらに、特別入試（指定校推薦選抜制度）では、入学志願者に対して、学

部長、学科長を含む複数人の教授が、その志望動機や将来の抱負等に関する質問を行う面接を実
施している 3)。
以上、本学部開設以来、第 24 期卒業生までに 13 度の薬剤師国家試験合格率トップの実績があ
ると共に、全卒業生 4,774 人の約 99％が薬剤師免許を取得し 4)、様々な医療現場等で薬剤師とし
て活躍している現状からも、入学後の教育システム及びその成果とあわせて、学生の受入に当た
って、入学者の適性及び能力が適確かつ客観的に評価できているものと考える。

［エビデンス資料］
1) 2009 年度

摂南大学入試問題講評（入試課保管）

2） 第 3 回学術交流会教育センター講演資料：
「入試制度の多様化と新入生の学力格差の現状（2009
年 9 月 19 日）」
3）自己評価報告書・データ編 平成 21(2009)年度 摂南大学 p99
4）摂南大学薬学部ホームページ：（http://www.setsunan.ac.jp/~pharm/）
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［点検・評価］
・学生の受入に当たって、入学者の適性及び能力が適確かつ客観的に評価できる体制が十分に整
備されている。

［改善計画］
・現行の選抜方法において、特段の問題はないと判断されるので、今後、必要に応じて修正・改
善を図っていくものの、現時点ではこのままの体制を踏襲することとする。
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基準６－３
入学者定員が，教育の人的・物的資源の実情に基づいて適正に設定されていること。
【観点

６-３-１】 適正な教育に必要な教職員の数と質が適切に確保されていること（「9．教員組織・
職員組織」参照）。
【観点 ６-３-２】 適正な教育に必要な施設と設備が適切に整備されていること（「10．施設・設備」
参照）。

［現状］
本学部の教育の人的資源の実情は、6 年制薬学教育に対応した拡充計画に基づいた整備を進め
ており，現在、人的資源として 75 人の専任教員（内、教授 22 人）体制 1）を有している。また、
教員組織としては、教授、准教授、講師、助教、助手から構成される専任教員（基準 9－1－1 参
照）75 人の他、研究員、技術職員及び客員教授の 8 人が勤務している。
次に、教員の質の検証に関しては、教員採用では、原則公募による採用

2,3)

と、学長、副学長、

教務部長、学部長、学長室長及び各学部から選出された委員から構成される､本学の教員選考委員
会が、候補者の教員としての総合的な資質等について審議した後、無記名投票を行い、採用の可
否を判断している。
さらに、昇任人事については、学部内で学部長、学科長等が昇任候補者の検討を行い、学長に
申請する。学長は申請のあった候補者について、学部長と協議し、昇任の可否を判断することと
なる。昇任を可とする者については、教員選考委員会で採用候補者と同様に審議、投票を行う 3)。
一方、本学部の物的資源としては、約 15 万 3,000 ㎡の敷地面積に 8 棟の建物 4）を配置している。
教室は 19 室[大教室等 3（302～414 人収容）、中教室 10、小教室 6]、実験室・実習室は 29 室を、
さらに教具 3,990 点、校具 5,207 点、車両 2 点 5）、図書約 7 万 9,000 冊及び学術雑誌約 700 種を
保有している。
このように、本学部は、学生が十分に学習できるだけの施設・設備を有しており、その中、薬
用植物園（基準 10－1－3 参照）は、総面積で約 9,000 ㎡にも及ぶ広い敷地内に、日本薬局方収載
生薬、漢方用薬、民間薬等に用いられている薬用植物の他、香料、食料、染料等の、約 1,500 種
類の有用植物が育種・栽培されている 6,7)。
加えて、平成 20(2008)年 3 月には、最新の設備・機器を備えた臨床薬学教育研究センター（6
号館）が完成した 8)。本施設は、3 階建て、延床面積約 2,398 ㎡に及び、病院・保険薬局での実務
実習に向けて事前学習の施設として利用されている。本施設内には、最先端の医療実習が可能な、
模擬薬局（病院薬局実習室と保険薬局実習室）
、無菌製剤実習室、注射調剤実習室、服薬指導実習
室及び病棟実習室等が完備されている。
以上のように、本学部では、入学者定員に対して適正な教育に必要な教職員の数と質､並びに
施設と設備の、人的・物的資源の両面において十分に担保されているものと確信される。

［エビデンス資料］
1） 2009 年度 摂南大学薬学部研究室等別教員・研究員一覧
1) 摂南大学ホームページ（教員公募情報）（http://www.setsunan.ac.jp/~shomu/koubo/）
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3) 教員選考委員会会議資料
4）枚方第 1 校地平面図
5）摂南大学薬学部備品台帳
6) 摂南大学薬学部ホームページ：：薬用植物園 (http://www.setsunan.ac.jp/~p-yakuso/)
7) 摂南大学付属薬用植物園パンフレット
8) 施設概略図(6 号館 1・2 階)

［点検・評価］
・
『薬学教育モデル・コアカリキュラム』に対応した専門分野毎の教員組織の充実並びに社会に貢
献できる優秀な薬剤師を養成する施設・設備の拡充計画についても、順調に進行している。
［改善計画］
・極めて順調に進行しており、現段階では見直し等の必要はないと考える。
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基準６－４
学生数が所定の定員数と乖離しないこと。
【観点
【観点

６-４-１】 入学者の受入数について，所定の入学定員数を上回っていないこと。
６-４-２】入学者を含む在籍学生数について，収容定員数と乖離しないよう努めていること。

［現状］
最適な学習環境を維持し、6 年制教育の充実化を図ることを念頭に、本学部では入学定員数を
上回らないように細心の注意を払ってきた。
表 1 は、薬学 6 年制教育課程における、入学定員 220 人に対する過去 4 年間の各年度の入学者
数を示している 1)。
表１

摂南大学薬学部における過去 4 年間の各年度の入学者数の推移
平成 18 年度

平成 19 年度

平成 20 年度

平成 21 年度

平均

237 人

361 人

240 人

228 人

267 人

109％

104％

121％

入学者数

比率
108％
164％
本表は、平成 21 年 5 月現在のデータを用いて作成。

平成 19（2007）年度入学者数を除けば、ほぼ定員に近い入学者数となっているが、平成 19（2007）
年度のそれは 361 人となり、定員を大幅に超過する結果となった。その原因としては、当該年度
には、近畿地区の他大学の薬学部の新設が相次いだことに加え、18 歳人口の減少、経済不況や国
公立大学志向、ますます複雑化する入試選抜制度等を斟酌して入学手続率を予想し、合格者数を
算出したところ、予想した目標数をはるかに上回ったためであった。開学部以来、本学部では「薬
学教育の質の保障」に長年、努めてきた結果、現在まで本学部卒業生の薬剤師国家試験の合格率
は、約 99%を維持してきたという自負があることから、これを契機に、受験生の動向に関する更
なる徹底した調査により合格者数を決定している。その結果、平成 20（2008）年度以降の入学者
数の推移は、ほぼ目標数に近い状態となっている。
一方、在籍学生数は、収容定員に対して、表 2 の通りとなっており 2)、平成 19（2007）年度入
学者数が、在籍学生数の比率を押し上げる要因となっていることが分かる。
表 2 摂南大学薬学部における過去 4 年間の各年度の在籍学生数の推移
平成 18 年度

平成 19 年度

平成 20 年度

平成 21 年度

平均

在籍学生数

1,000 人

1,121 人

1,120 人

1,105 人

1,087 人

比率

114％

127％

127％

126％

124％

本表は、平成 21 年 5 月現在のデータを用いて作成。

［エビデンス資料］
1）自己評価報告書・データ編 平成 21（2009）年度 摂南大学 p99
2）自己評価報告書・データ編 平成 21（2009）年度 摂南大学 p105-106
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［点検・評価］
・平成 19（2007）年度の入学者の受入数において例外はあったものの、それ以降は是正に努め、
入学目標数をほぼ達成することができている。

［改善計画］
・平成 19（2007）年度入試における入学者数超過を契機とし、更なる徹底した調査により合格者
数を決定する。
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７

成績評価・修了認定
基準７－１
成績評価が，学生の能力及び資質を正確に反映する客観的かつ厳正なものとして，次に掲げ

る基準に基づいて行われていること。
（１）成績評価の基準が設定され，かつ学生に周知されていること。
（２）当該成績評価基準に従って成績評価が行われていること。
（３）成績評価の結果が，必要な関連情報とともに当事者である学生に告知されている
こと。
［現状］
摂南大学薬学部の成績評価は、4 年制教育課程においても履修規定記載の成績評価基準に基づ
き統一的に行ってきた。まず、総括的評価の点数(100 点満点)に関しては、イ）80 点以上：5、ロ）
70～79 点：4、ハ）60～69 点：3、ニ）40～59 点：2、ホ）39 点以下：1 の 5 段階の評語をもって
表し、評語が 3 以上を合格、2 以下を不合格とし、不合格科目は、次年度以降に再び履修し合格
しなければ単位は与えないとしている

1)

。なお、本学部では、定期試験不合格の学生に対して再

試験を実施しており、その際、再試験合格者の成績は、再試験の点数にかかわらず総括的評価の
点数を 60 点とすることが合意されている 2)。薬学部 6 年制への移行に伴い、より統一的で明確か
つ客観的評価法の構築が求められていることから、本学部では教務委員会を中心に議論を重ね、
その結果を基に新たに定めた評価基準に従い成績評価法を行うことが合意され、平成 21(2009)年
度より、以下の 1)あるいは 2)の成績評価法を用いて、学生の成績評価を行うこととした 2)。
1) 学期末に実施する定期試験の成績で総括的評価を行う。
2) 定期試験の成績の他、小テストやレポート等の評価項目も総合的に考慮して総括的評価を
行う。
何れの評価法においても、総括的評価は 100 点満点とし、1) の場合は、定期試験(100 点満点)
の点数をそのまま総括的評価の点数とし、答案用紙及び成績処理データ(点数分布表)3)を事務室教
務係に提出し、保管する。一方、2) の場合は、定期試験及び小テストやレポート等の合計点(100
点満点)を総括的評価の点数とし、答案用紙及び成績処理データ(点数分布表)の他、その点数を算
出するための、それぞれの評価項目の配点の根拠となる項目別配点表

4)

を、各教員が作成し、薬

学部事務室(教務係)に提出後、事務室が一元的に保管する。従って、本学部における成績評価基
準は、原則、出席状況(加点処理)は評価項目とはせず、上記 1)と 2)の何れかの方法で評価してい
る。その他、本学部では、IC チップ内蔵の学生証を講義開始前に学生が自動カードリーダーにか
ざすことにより、全学生の講義の出席状況を、把握、管理しており、留年あるいは成績不振者に
対する修学指導時に活用している。
それに対して、実習や演習関連の科目は、
「知識」、
「技能」
、
「態度」の 3 要素の評価を実施する
必要があり、
「知識」は実習試験やレポート等で評価可能であるものの、「技能」や「態度」を的
確かつ客観的に評価する必要があるが、その基準に関しては、設定・合意されるまでには至って
おらず、現在、教務委員会を中心に、その評価法等の策定に向けて検討中である。
なお、現時点での合意事項としては、出席点は評価項目とはせず、無断欠席の場合は、「態度」
の評価点の減点処理で対処することとしている。
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次に、成績評価基準等の学生へ周知に関しては、履修ガイダンス時（在学生は前年度 3 月下旬、
新入生は 4 月初旬）に、本学部事務室教務係職員が学生便覧（履修規定や成績評価基準等を明記）
1)

やシラバス（各科目の成績評価の時期・方法・基準等を明記）5)を用いて、これら資料の使用方

法の詳細を説明している 6,7)。また、各教員は第 1 回目の講義時に、シラバスを用いて学生に対し
て担当科目毎の成績評価法の詳細を説明している。
本学部では、講師以上の教員が各学年 5～6 名の学生の担任となり、5 年次卒業研究生として研
究室に配属されるまでの 4 年間、担任学生の修学・生活指導に当っている。成績評価結果は、前・
8)

を各担任が直接学生に配布し、修学

後期定期試験終了後に各科目の成績を整理した学業成績表
状況や評価結果等についてきめ細かな指導を行っている

9)

。学業成績表には、当該年度・開講時

期までの過去の全ての履修結果も含めた成績評価、履修区分、修得単位及び総修得単位数、成績
評価基準等が明記されている 7)。
［エビデンス資料］
1) 2009 年度「CAMPUS GUIDE（学生便覧」 p178-181
2) 2009 年度 第 4 回教授会・会議資料 27（成績評価基準）
3) 定期・追再試試験答案用紙、成績集計表、成績報告書及び点数分布表
4) 項目別配点表（評価項目毎の配点・結果記載)成績集計表
5) SYLLABUS（2009；薬学部）
6) 2009 年度 履修ガイダンス資料
7) 2009 年度 履修申請資料
8) 学業成績表
9) 成績表受け渡し・面談記録（学生相談・助言カード）
［点検・評価］
・教育内容が多岐に亘り成績評価法の統一には難しい面はあるが、座学関連科目の定期試験の多
くは、定期試験の成績に基づく総括的評価を行っており、問題はない。
・薬学部の教育の理念及び方針を基礎とした、医療の進化、健康・福祉の増進、生活環境の保全
に貢献することができる「質の高い薬剤師」の育成には、各学年及び卒業時における学生の質
の検証と確保が必要である。成績評価、進級・卒業要件とその検証方法には、現時点では問題
はない。
・実習や演習の科目においては、
「技能」や「態度」に対する、より客観的かつ統一的な成績評価
法の構築が望まれるが、現行の評価法においても、
『薬学教育及び実務実習モデル・コアカリキ
ュラム』に準じてシラバスやテキストを作成、実施していることより、現時点では大きな問題
はない。
［改善計画］
・科目実習の総括的評価の時期、方法、基準等が各実習で不統一な部分があるため、教務委員会
を中心に、評価に関する「標準作業手順書」を各研究室の実習テキストに掲載することが可能
か否かについて検討する。
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基準７－２
履修成果が一定水準に到達しない学生に対し，原則として上位学年配当の授業科目の履修を
制限する制度が採用されていること。
【観点

７-２-１】進級要件（進級に必要な修得単位数及び成績内容），留年の場合の取り扱い（再履
修を要する科目の範囲）等が決定され，学生に周知されていること。

［現状］
本学部では、履修申請に当たっては、
「学部長が特に許可した場合を除き、1 年間に履修申請で
きる単位数は、年間 55 単位以内」と定めている 1a)。また、年次毎の進級要件を規定し、「履修要
件（進級要件）を充足せず、留年することとなった学生については、未修得科目を再び履修し、
合格しなければ単位は与えられない」と定めている 1a)。すなわち、留年学生はもう一度未修得科
目の講義に出席する必要がある。ただし、
「学部長が修学上必要と認めた場合には、1 つ上の年次
配当の基礎科目及び教養科目の履修を許可することがあること、並びに修学上の効果が特に期待
できる者と認めた場合には、各年次とも、1 年間に 9 単位を上限に上位年次配当の専門科目を履
修させることがある」としている 1b)。なお、
「上位年次配当科目の履修要件を充足した者は、その
履修申請に当たり、新たに履修する科目と前年度不合格科目の開講時間が重複する場合、前年度
不合格科目（受験していない場合を除く）の中、再受験不許可科目と定められていない科目以外
の科目については、再受験科目として申請することができる」と規定しており、留年を減じる救
済措置的な制度も運営している。
次に、上記した履修要件等の一定水準に到達しない学生への周知に関しては、担任教員が学業
成績表受け渡し面談時に該当学生に対して告知する。また、年度末の学業成績表には、当該年度
の異動内容（進級／卒業判定等）が明記されている。上位年次への進級要件は、学生便覧に明記
し、学生に周知している 1b)。そして、次年度履修可能な科目については、学年末に次年度履修年
次毎の履修ガイダンスにより周知している

3)

。その際、留年者には別途ガイダンスを行い、次年

度履修すべき科目（当該年度不合格となった未修得科目）、並びに上位年次配当科目の中で学部長
「同一年次の履
が許可した履修可能な科目について、事務室教務係職員が説明を行う 3,4)。なお、
修要件を 2 年間（休学期間を除く）で充足せず、かつ成業の見込みがないと認められる
者は、学長が除籍する」ことが規定されている。もちろん、留年あるいは成績不振の学生に
は、成績表受け渡し面談時に担任教員による今後の修学指導

5)

､さらに、保護者､担任教員及び教

務委員を交えた四者面談(年 2 回)を行い、ここに至った修学状況の把握と本人の今後の学業成就
に対する決意の確認も含めた指導を実施し、徹底した修学支援体制を敷いている 6)。

［エビデンス資料］
1) 2009 年度「CAMPUS GUIDE（学生便覧）」a; p178-179, b; p180
2) 摂南大学 自己点検・評価報告書(平成 20 年 11 月) p42
3) 2009 年度 履修ガイダンス資料
4) 2009 年度 履修申請資料
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5) 成績表受け渡し面談記録（学生相談・助言カード）
6) 成績不振学生修学指導(面談)記録

［点検・評価］
・進級要件については、現状では無理なく適正に設定、実施され、学生にも周知されている。
・履修成果が一定水準に達せず留年に至った学生に対する上位年次配当の科目の中、1 年間に 9
単位までという履修制限は、現状では無理のない妥当な制度である。

［改善計画］
・留年学生の上位年次配当専門科目の履修制限については、現時点では妥当であるが、履修申請
した学生の単位修得率が必ずしも良好ではないため、せっかく設定した制度が十分び生かされ
ておらず、その方策について教務委員会を中心に検討する。
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８

学生の支援

（８－１）修学支援体制
基準８－１－１
学生が在学期間中に教育課程上の成果を上げられるよう，履修指導の体制がとられているこ
と。
【観点

８-１-１-１】入学者に対して，薬学教育の全体像を俯瞰できるような導入ガイダンスが適切に
行われていること。
【観点 ８-１-１-２】入学前の学習状況に応じて，薬学準備教育科目の学習が適切に行われるように，
履修指導がなされていること。
【観点 ８-１-１-３】履修指導（実務実習を含む）において，適切なガイダンスが行われていること。

［現状］
摂南大学薬学部では、新入生を対象に 4 月初旬に新入生ガイダンス(延べ 4 日間)を、また在学
生を対象に前年度末（3 月下旬）に年次別の履修ガイダンス（実務実習を含む）を開催し、その
際、全学生に対して学生便覧及びシラバスを配付し、十分な説明を行っている 1,2）。両配付物の内
容は本学のホームページにも掲載しているため、学生はいつでもその内容等を確認することがで
きる。
なお、本学部では、新入生ガイダンスで以下の項目について説明すると共に、各種アンケート
及びテストを実施している。
・学科長（教務委員長兼任）が、オリエンテーション「薬学部の概要について」の中で、薬剤師
になるために必要な 6 年間の学習内容を、シラバス、『薬学教育モデル・コアカリキュラム』
、
学生便覧等を基に作成した Power Point を用いて説明している。そこでは、1)薬学教育が 4 年
制から 6 年制教育課程に変更された理由、2) 『薬学教育モデル・コアカリキュラム』を基礎と
する本学部の積み上げ式カリキュラムの構成、3)共用試験、4)長期実務実習、そして 5)進級及
び卒業判定、6)最後に国家試験の概要までを解説している 3）。
・事務室の教務担当職員がガイダンス「学業について」の中で、履修申請に関する注意事項を詳
細に説明している 1-5,6）。
・高校時の理数系科目の修学状況アンケートを実施している 4,7）。
・担任制の説明と担任教員との初懇談を実施している 4,8,9）。
・日本語プレースメントテスト及び基礎学力調査（物理、化学、生物）を実施している

4,10,11）

。

その結果については、後日担任から学生本人に手渡し、不得意科目等を個別に告知することに
より、薬学準備教育科目（物理、化学、生物、数学）履修時、並びにその後の学習指導用資料
として活用している。
・保健室、学生相談室の利用方法を紹介している。
・薬学部教育センターの学習支援活動を紹介し、センターの利用を促している 11）。
次に、本学部では１年次後期からの薬学専門科目の講義に､全学生が円滑に取り組んでいけるよ
うに、１年次前期に、「リメディアル教育」のプログラムを準備している(基準 3－3－1 で前述)。
すなわち、本プログラムは、高等学校で「物理」、「化学」、「生物」及び「数学」を履修していな
い学生を含めた全学生を対象に、薬学専門科目を効果的に履修できる一定レベルまで基礎学力を
引き上げることを目標に、薬学専門科目履修のために必要な基礎的な「化学」、「物理」、「生物」
及び「数学」の講義を初年次教育として取り入れている
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2)

。また、このリメディアル教育をより

効果的なものとするために、本学部では、各科目担当者と薬学部教育センター教員とが緊密な連
携を保ちながら、マンツーマンの支援体制で学生個々の基礎学力の向上に努めている 11)。
在学生に対する履修指導としては、次年度直前（3 月下旬）に、事務室教務係職員が履修ガイ
ダンスを実施している 4-6)。特に、実務実習を履修する 5 年次生を対象として、前年度 3 月末に実
「医療薬学統合講義
務実習に関する履修ガイダンスを実務家教員が実施する 12)と共に、4 月には、
1,2）

」の中で実務実習の詳細について学生に説明している。

さらに、4 年次生に開講される「応用薬学実習」並びに 5，6 年次生に開講される「特別研究 I・
II」の履修については、予め、各研究室から配属受入条件等を提示し、研究室の方針、特徴及び
研究内容等に関する説明会を行っている 13）。
最後に、学生の保護者により組織されている後援会では大学と家庭が連携し、より効果的な学
習支援が行えるように、本学では、保護者に対して後援会発行の「キャンパスガイド」を郵送し
て、大学生活や修学に関する情報を共有している 14）。
［［エビデンス資料］
1） 2009 年度「CAMPUS GUIDE (学生便覧)」
2） SYLLABUS（2009：薬学部）
3） 新入生ガイダンス資料（6 年制薬学部の概要について）
4） オリエンテーション資料（ガイダンス資料）
5） 摂南大学薬学部薬学科授業時間割表
6） 2009 年度 薬学部年間行事予定表
7） 修学状況アンケート結果資料
8） 摂南大学薬学部担任表
9） 日本語プレースメント 問題と結果資料
10）基礎学力調査（物理、化学、生物）

問題と結果

11）薬学部教育センター活動・指導記録
12) 2009 年度 実務実習履修ガイダンス資料
13）応用薬学演習、卒業研究配属説明会資料
14）2009 年度「CAMPUS GUIDE(後援会発行誌)」
［点検・評価］
・新入生ガイダンスを開催し、懇切丁寧な説明を行うことにより、十分な理解が得られている。
また、在学生に対しても、十分な履修ガイダンス（実務実習を含む）が実施されている。
・本学部では、少人数の学生を豊富な教育経験を有する講師以上の教員が受け持つ担任制度を導
入していることにより、新入生の学生生活や就学の支援に極めて高い教育効果を発揮している。
また、本学部には教育センターが設置されていることにより、不得意科目等に対する学習支援
に関しても非常に充実している。
［改善計画］
・現行のガイダンスで、新入生を含む全学生に対する履修指導は、十分なものであると考えられ、
大きな改善点は見当たらない。
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基準８－１－２
教員と学生とのコミュニケーションを十分に図るための学習相談・助言体制が整備されてい
ること。
【観点

８-１-２-１】担任・チューター制度やオフィスアワー等が整備され，有効に活用されている
こと。

［現状］
本学部においては、従来から低年次生の学生生活を順調に送った学生は、将来の目標
設定が明確であるために、その後の勉学や就職活動もまた順調であり、結果として無事
に卒業していく例が多い。特に新入生に関しては、初めての大学生活への不安感や孤独
感に苛まれることケースが多いことから､本学部では入学後出来るだけ早期に、学生自 ら
が教員に気楽に相談できる関係を作り出す工夫として、担任制度を導入している 1）。具体
的には、新入生ガイダンス時に、学生を 5〜6 名程度の少人数グループに分け、講師以上の担
任教員と初懇談を実施し、学部の施設や諸規則及び緊急時の連絡先（学生との連絡手段体制の確
立）の説明、さらには学業、進路及び友人関係の悩み等がある場合には、遠慮無く担任教員に相
談に来ること等を伝えている。そして、この担任制度は、5 年次の卒研配属時に担任教員が変更
（研究室責任者が担任となる）されるものの、入学時より卒業に至るまで継続して実施している。
そして、担任教員は､日頃より学生とのコミュニケーションを十分に図り、学生生活や修学を支援
するために、以下のことを実施している。
・修学指導、特に、前・後期の学業成績表配付時には、成績受け渡し・面談記録に特記事項や指
導内容等を記入、保管している 2）。
・入学後早期に「新入生歓迎会」の行事を開催し、担任教員、事務職員及び担任教員が所属する
研究室配属学生等が参加し、新入生と在学生の交流を図っている 3,4）。
・講義欠席届を学部に提出・報告する場合には、必ず担任教員の押印が必要な制度を設け、学生
の健康状態等について把握することにしている。
・オフィスアワーを設けている 5)。
・定期試験の結果を把握し、必要に応じて学習指導をしている 2,6）。とりわけ、1 年次前期の「基
盤講義（化学、生物、物理、数学）
」の定期試験結果が不良な学生の情報が、教育センターから
担任教員に対して速やかに通知され、修学指導を行う体制が取られている。
・留年学生及び成績不振学生に対して、保護者、担任教員及び教務委員を交えた四者面談を行い、
学生への自己反省を促すとともに、学習への学習意欲を引き上げる指導を実施している 7）。

その他、学生と教員とのコミュニケーションを十分に図るために、学習相談の窓口として、薬
学部教育センターに「講義質問箱」を設置し、学生の質問事項をまとめ、科目担当教員へフィー
ドバックしている。これにより、科目担当教員と受講学生とのコミュニケーションを促している。
また、薬学部教育センターが中心となり、科目担当教員と相談して、講義内容に関する質疑応答
を行う場所と時間を設定し、より多くの学生が参加できる「学びステーション」を実施している。
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実施後にアンケートを行い、その結果について、科目担当教員へフィードバックをしている

6）

。

さらに、新入生に対しては、薬学部教育センター教員による補習、質問会並びに個別対応を実施
している 6）。最後に、学生生活全般に関して、本学部 2 号館 1 階に「意見箱」を設置し、広く学
生からの声を聴き、学生の要望に対応している 8）。

［エビデンス資料］
1）摂南大学薬学部担任表
2）成績受け渡し・面談記録
3）「スポーツフェスタ」プログラム
4）「スポーツフェスタ」参加者名簿
5）勤務割表
6）薬学部教育センター活動・指導記録
7）成績不振学生修学指導(面談)記録
8）2009 年度 事務室相談記録

［点検・評価］
・担任教員は各自オフィスアワーを設定し、学生の対応を行っている。特に、教育センターが中
心となって実施している「学びステーション」は、オフィスアワーの有効利用に役立っている。

［改善計画］
・さらに多くの科目担当教員に「学びステーション」の利用を促し、より多くの教員と学生との
コミュニケーションが取れる場を提供する。
・新入生が入学後早期に気楽に教員や事務職員に相談することできる環境を作り出すことにより、
学生が大学生活に早く馴染めることを目的として、平成 22(2010)年度 4 月 17 日には、新入生
と教職員が半日間一緒に、様々なゲームや飲食を共にする「新入生歓迎会」を開催し、両者の
懇親を深める企画を実施する。
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基準８－１－３
学生が在学期間中に薬学の課程の履修に専念できるよう，学生の経済的支援及び修学や学生
生活に関する相談・助言，支援体制の整備に努めていること。

【観点

【観点

８-１-３-１】学生の健康相談（ヘルスケア，メンタルケア等），生活相談，ハラスメントの相
談等のために，保健センター，学生相談室を設置する等必要な相談助言体制が整
備され，周知されていること。
８-１-３-２】医療系学生としての自覚を持たせ，自己の健康管理のために定期的な健康診断を
実施し，受診するよう適切な指導が行われていること。

［現状］
1)学生の経済的支援に関する相談・助言、支援体制
摂南大学では、近年の世界的な経済不況による失業や倒産で、学費支弁者が急変し、学業が困
難になった学生を助成するため、平成 21(2009)年度から「緊急就学支援制度」を創設している。
これは、1)学費支弁者が失業(または倒産)、2)学費支弁者の家計収入の大幅な落込み、3)外国人
留学生で母国の通貨が日本円に対して為替レートの大幅な落ち込み等、がある場合に、奨学金を
支給する制度である 1）。またそれ以外にも、従来からの本学独自の学生の経済的支援として、
「摂
「日本学生支援機構奨
南大学学内奨学金制度」並びに「学生貸付制度」を設けている 2）。その他、
学金制度」並びに「各地方自治体や民間育英財団等の奨学金制度」について説明を行い、利用者
を募集している 2）。
2)学生の修学や学生生活に関する相談・助言、支援体制
本学部における修学や学生生活の悩み等に関する相談・助言、支援体制としては，以下の方策
を学生に提示・周知している。
・臨床心理士を配した「学生相談室」を設置し、週 3 日間開室し学生の相談に対応している 3）。
相談室の利用方法等は、掲示物及び本学ホームページを通して周知している 4）。
・保健室と薬学部学生委員会が、教職員を対象に「学生の心を理解するためのカウセリング講座」
を開講している 5,6）。
・ハラスメント行為等の人権侵害の防止並びに問題が生じた場合における、被害者の救済及び被
害の回復等の措置を図るため、摂南大学人権侵害防止委員会を設置し、相談員を置いている 7,8）。
・薬学部教育センターに、
「学生相談コーナー」を設置し、主に修学と学生生活についての相談に
対応している

9）

。相談室の利用方法等は、掲示物並びに本学ホームページを通して周知してい

る 9,10）。
・薬学部事務室が学生からの相談窓口となり、学生生活、就学、さらに経済的な相談事項に対応
している 10）。
・キャリア形成アドバイザーの資格を有する教職員 3 人（教員 1 人、職員 2 人）が、学生の就職
相談に対応している 10,11）。
・その他、学生の意見（相談事項）を汲み上げるシステムとして、意見箱、入学時の担任教員と
の懇談 12）、学業成績表配付時の面談 12）、オフィスアワー13）、大学ホームページ「学長の窓」14）、
保護者対象の教育懇談会（年 2 回）15）等を設けている。
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・
「薬剤師になるために」等の科目では、薬物乱用に関する講義並びに講演会を実施し、学生に対
して注意を喚起している 16,17）。
3) 自己の健康管理のために定期的な健康診断の指導と実施
・毎年 4 月に定期健康診断の受診を全学生対象に指導し、実施している 18）。
・5 年次の実務実習を前に、ガイダンスを開催し、学生全員に対して抗体検査を実施している 18）。

［エビデンス資料］
1)

学費にかかる就学支援奨学生募集要項

2） 2009 年度「CAMPUS GUIDE (学生便覧)」p123-124
3） 学生相談室利用記録
4） 学生相談室利用案内
5） 薬学部学生委員会議事録
6） カウンセリング講座 実施案内
6） 摂南大学人権侵害防止委員会規定
8） 摂南大学における人権侵害に関する相談等の流れ
9） 薬学部教育センター学生相談コーナー利用案内
10） 薬学部教育センター活動・指導記録
11）事務室相談記録
12）成績表受け渡し・面談記録（学生相談・助言カード）
13）オフィスアワー実施報告
14) 摂南大学ホームページ：学長の窓 (http://www.setsunan.ac.jp/j/daigaku/gakuchou/index.html)
15）教育懇談会資料
16）SYLLABUS（2009：薬学部）p27
17）「薬剤師になるために」履修ガイド
18）医務室の学生健康診断記録
［点検・評価］
・教職員を対象に、毎年 1 回開講される「学生の心を理解するためのカウセリング講座」には、
多くの教職員（教員 35 人、職員 6 人：平成 21(2009)年度実績）が積極的に参加している。カ
ウンセリング講座は、教員が担任学生とのコミュケーションを取る過程で、メンタルケアが必
要な学生の早期対応に役立っている。
・平成 21(2009)年度は、学生相談室の臨床心理士を 1 人増員し、週 3 回の対応としたことで、学
生が利用しやすくなった。
・キャリア形成アドバイザーの資格を有する教職員 3 人が、学生の就職相談に対して、適確な指
導を行うことで、学生の進路決定が明確になっている。

［改善計画］
・多種多様な支援体制で十分に学生を支援しているが、不安定な社会・経済情勢も踏まえ、入学
間もない新入生と担任教員との懇親を目的として、平成 22(2010)年度から、毎年 4 月中旬に、
学部行事として「新入生歓迎会」を実施する。
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基準８－１－４
学習及び学生生活において，人権に配慮する体制の整備に努めていること。

［現状］
本学部では、すべての学生が個人として尊重され、人権を侵害されることなく安心して就学ま
たは就業ができる環境を整えることを目的として、関連する規定の整備、委員会の設置及び相談
員の選任を行っている。
「職員は、日常の教育研究活動及び業務遂
本学園が定める人権侵害の防止に関する規定 1)では、
行において、人権侵害を行ってはならない。また、人権侵害の防止及び解決に努めなければなら
ない」
「職員は職場において、人権侵害行為がある場合、これらの行為を黙認してはならない」と
しており、さらに「学園(学校法人常翔学園)は、人権侵害に関する苦情・相談の申し出をした者
及び当該申し出に対する事実関係の確認への協力、その他人権侵害に関して正当に対応をした者
に対して、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない」としている。
本学園幹部の人権侵害排除のための体制とその取り組み姿勢としては、まず、理事長は、
「上記
の規定及び関連法令、学園の定める行動規範等 2)の趣旨に則り、人権侵害を学園から一斉排除す
るよう努力し、そのために必要な施策を総合的に策定し、事前に対策を講じると共に、問題が生
じた場合には被害者の救済及び被害の回復等の措置をとる」等の、人権侵害の防止について統括
している。次に、総務部長は、
「理事長の指示の下に、人権侵害の防止に関して、必要な施策を総
合的に策定し講じると共に、委員会を指導し、人権侵害に関する問題が生じた場合には、迅速か
つ適切に対処する。」ものとしている。さらに、学長及び学部長等の職員を指揮監督する立場にあ
る者は、「人権侵害の防止及び解決に努めると共に、禁止行為に起因する問題が生じた場合には、
人権侵害防止委員会 3)と協調して、迅速かつ適切に対処する。」こととしている 4)。加えて、人権
侵害の防止を周知徹底させるため、人権侵害防止委員会委員長から全構成員に対して上記の学園
規定や体制等について通知すると共に、これら情報等をホームページにも掲載 5)し、常時閲覧並
びに被害を受けた場合には速やかに通報できる環境になっている。最後に、本学部を設置してい
る枚方キャンパスにおいても人権侵害防止相談員 2 人を配置し、人権侵害に関する相談に対応す
るとと共に、相談者の意見を最大限に尊重しながら、問題の解決に向けて親身になって解決策を
考えることになっている。

［エビデンス資料］
1) 人権侵害の防止に関する規定
2）学校法人常翔学園行動規範
3）摂南大学人権侵害防止委員会規定
4）摂南大学人権侵害防止に関するガイドライン
5) 摂南大学ホームページ：人権侵害防止 (http://www.setsunan.ac.jp/j/gakusei/jinken.html)
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［点検・評価］
・人権侵害の防止については、既存のセクシュアルハラスメント防止委員会を平成 20（2008）年
4 月に発展的に改組し、新たに摂南大学人権侵害防止委員会を設けて、セクシュアルハラスメ
ント、アカデミックハラスメント及びパワーハラスメントをはじめ、学部内における人権侵害
の防止に関する体制を整備している。

［改善計画］
・人権に配慮する規定及び体制は適切であり、今後ともその維持、運用を図っていく。
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基準８－１－５
学習及び学生生活において，個人情報に配慮する体制が整備されていること。

［現状］
本学の経営母体である学校法人常翔学園では、「学園は、個人情報について、その適切な保護
が非常に重要であるという認識のもと、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めます」と宣言
し、「4 つの基本方針」、すなわち、1)個人情報保護コンプライアンス・プログラムの制定、2)
個人情報の収集、利用及び提供、3)個人情報の安全管理、4)個人情報に関する法令及びその他の
規範の遵守、に従って学園運営を実践していくことを表明している。従って、本学園では、学生
の権利利益を保護することを目的として、個人情報の保護に関する体制が整備されている 1-3)。
次に、摂南大学では、この基本方針等を基に、1)保有している個人データの取扱い、2)保有し
ている個人データの利用目的、3)保有個人データの第三者提供、4)個人情報の開示、訂正等請求
手続き等の内容を明確にすると共に、その運用の詳細を規定している。さらに、個人情報の保護
に関する事項を審議するため、摂南大学個人情報保護委員会 4)を置いている。この委員会は、学
長、副学長、学部長、教務部長、学生部長、学長室長、図書館長、入試部長、就職部長及び情報
メディアセンター長をもって構成している。また、個人情報保護の施策に関する事項や個人情報
保護管理者からの個人情報の収集、利用、提供、開示、訂正、不服申立て等について付議された
事項その他個人情報保護に関する重要な事項等について審議することとなっている。
本学部においても、上記方針及び規定等を基に、学部長を個人情報保護管理者として 1)「個人
情報を取り扱う職員は、法令及び学内の規定を遵守して、個人情報を適正に取り扱うと共に、個
人情報の正確性及び安全性の確保に努めなければならないこと」、並びに「個人情報を取り扱う
職員は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に
利用してはならない。これは、職員がその職を退いた場合にあっても、同様となっていること」
を、薬学部職員全員に対して周知している。事実、本学部においては、定期試験の合否結果発表
に際しては、予め学生に方法を周知の上、合格者の学籍番号のみを掲示していること、並びにポ
ータルシステムを利用して、学生に直接メール配信し通知している 6)。加えて担任教員による修
学指導に際しては、修学指導に不必要な個人情報等に関して学生に質問することの無いような配
慮を実践している。
以上、本学部では、学生が安心して、学習及び学生生活を過ごせるようにするための、個人情
報に配慮する体制が十分に整備されており、本体制の詳細は、摂南大学のホームページでも自由
に閲覧できるようになっている 5)。

［エビデンス資料］
1）学校法人常翔学園個人情報保護方針
2）個人情報の保護に関する規定
3）学校法人常翔学園個人情報の保護に関するガイドライン
4）摂南大学個人情報保護委員会規定
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5) 摂南大学ホームページ：個人情報保護方針 ( http://www.setsunan.ac.jp/j/annai/privacy.html)
6) 「学生ポータルシステムについて(在学生用) 」パンフレット
［点検・評価］
・本学部では、学生の個人情報を保護するための諸規則の他、管理者、委員会等を置き、学習及
び学生生活において、個人情報に配慮する体制が十分に整備されている。

［改善計画］
・本学部の関連規定及び体制は適切なものと考えられることより、今後ともこの体制の維持、運
用を図っていく。また、今後、不備な点等があれば速やかに改善措置を取る。
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基準８－１－６
身体に障害のある者に対して，受験の機会が確保されるとともに，身体に障害のある学生に
ついて，施設・設備上及び学習・生活上の支援体制の整備に努めていること。

［現状］
本学部が学生募集及び入学試験を実施するうえでは、身体の障害の有無による制約は設けてい
ない。ただし、6 年間の薬学教育プログラムの学習過程で修学に支障が発生する可能性がある場
合も想定し、本学部では担任制度を採用し、学生の支援に努めている 1)。
現在、本学部には障害者手帳を保有、または重度疾病の学生が 4 人在籍しているが、現行の制
度、施設の活用により、他の学生と共に学生生活を過ごしており、問題はない。
本学部の施設・設備の整備に関しては、キャンパス内の完全バリアフリー化を念頭に、6 年制
教育に向けた新館建設に当たっては、スロープ、身体障害者用トイレ、点字ブロック、エレベー
ター、手すりの設置等を行うと共に、既存校舎においても、順次整備を進めている。また、本学
部キャンパスは丘陵地帯に設置されていることもあり、従来は、階段の下に配置する 2 号館と他
の建物との移動が車椅子では極めて困難であったが、平成 21(2009)年 10 月に 2 号館に隣接して
完成した新 3 号館に設置された自動ドアとエレベーターによって、この問題点も完全に解消でき
た。
さらに、本学部では、法人が定める「人権侵害の防止に関する規定」2)において、「人権侵害」
の定義に個人の「障害疾病」を理由とした差別的取扱いを含めることを明文化しており、この規
定は、学生が個人として尊重され、人権を侵害されることなく安心して就学ができる環境を整え
ることとなっている。もちろん、上記した学内規定や施設等の整備の面だけではなく、本学部で
は、2 年次の「基礎薬学実習 I(ハンディキャップ体験学習) 3)」において、全学生に片麻痺、ブラ
インド及び車椅子等の疑似体験させることにより、将来、医療人として障害者の置かれている状
況等を十分に理解できる教育を徹底していることも付記する。

［エビデンス資料］
1）2010 年度 摂南大学学生募集要項
2）人権侵害の防止に関する規定
3) SYLLABUS（2009：薬学部）p59

［点検・評価］
・身体に障害のある者に対しても、受験の機会が確保されると共に，身体に障害のある学生につ
いて，施設・設備上及び学習・生活上の支援体制の整備に努めている。現在在籍している学生
も就学上問題ない状況である。
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［改善計画］
・身障者の講義出席のための移動時に問題となる､全建物の完全バリアフリー化（自動ドアの設置
を含む）については、今後とも改修または建替工事計画の中に含めて更なる改善を図る。
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基準８－１－７
学生がその能力及び適性，志望に応じて主体的に進路を選択できるよう，必要な情報の収集・
管理・提供，指導，助言に努めていること。

【観点

８-１-７-１】学生がそれぞれの目指す進路を選択できるよう，適切な相談窓口を設置する等支
援に努めていること。
【観点 ８-１-７-２】学生が進路選択の参考にするための社会活動，ボランティア活動等に関する情報
を提供する体制整備に努めていること。

［現状］
学生の進路選択に当たっては、その能力及び適性、志望に応じて主体的に行われることが望ま
しい。本学部では、将来、医療人としての相応しい「知識・技能・態度」を修得させると
いう、座学だけでは極めて困難な課題を解決するために、入学直後から、他大学では例
のない、特色ある体験学習や実習・演習等を重点的に配当している。具体的には、6 年間
の教育期間を 3 分割して、まず、1・2 年次を、「『なりたい自分をさがす』：薬剤師として活躍で
きる職種を幅広く知り、必要な倫理観を涵養する」といった模索期間と考え、種々のバラエティ
ーに富んだ科目を配して、医療人の心を芽生えさせている。次の 3・4 年次では、
「『なりたい自分
を決める』
：職種の中から『なりたい自分』を決め就業体験等により確認する」といった決定期間
とした上で、ボランティア及びインターンシップ体験学習等を実施し、より具体的な職業観を醸
成させている。最後に、自分の将来の方向性が固まる 5・6 年次では、
「『なりたい自分に向かう』：
『なりたい自分』になるために必要な知識、技能、態度を熟成させる」といった実行期間と考え、
薬剤師としてのより専門かつ実践的なカリキュラムを重点的に実施している 1)。
以下に、本学部における、学生の進路選択に関連するプログラムの概要を記述する。
a) 就職支援システム「薬系サークル」(相談窓口等)
本学部では、求人のある医療機関、薬局、製薬企業等の各施設別の資料を取りそろえた就職資
料室を完備している他、Web による就職支援システム「薬系サークル」を導入し、自宅でインタ
ーネットを通じて求人情報や大学院進学情報等の進路に関する情報が入手できるようにしている。
また、就職資料室及び情報処理演習室のパソコンは学生が自由に利用できるよう開放しており、
これから就職活動を行う学生のみならず、低年次生も世の中の活発な動きをキャッチすることが
できる体制を整えている。
また、病院や企業等へは、本学部の教員が実習の打ち合わせ等のため毎年頻繁に訪問しており、
その情報は常に最新なものとなっている。
本学部では、教職員協働で構成しているキャリア形成・就職委員会を中心に、就職担当職員 3
人（男性 1 人、女性 2 人）のキャリアカウンセラーを配置（うち 1 人は教育センター所属）し、
常時学生の将来の進路、学生生活の相談に応じている。このキャリアカウンセラーはいずれも、
厚生労働省認定のキャリア形成アドバイザー(CDA)の資格を有し、学生の将来のキャリア形成につ
いてカウンセリングを行っている 2)。
この相談窓口システムは、学生に大変好評であり、キャリアカウンセラー面談の来談者数は、
年間通じて 1 ヵ月月当たり約 80 件に達している。
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b) キャリア形成支援(進路選択等)
1 年次生：「キャリア形成ガイダンス（6～8 回）」を実施し、この企画は正課外科目であるが、
毎回、80～90％の出席率をあげている。内容は、
「マナーガイダンス」の他、「医師が薬剤師に期
待すること」
、「医療品の承認等の規制について」
、「製薬会社における薬剤師の活躍」等をテーマ
として、薬局、薬剤師会関係の実務家や製薬会社の専門家を招いている。また、
「早期体験学習」
では、病院、薬局、製薬会社等の医療現場を学生に訪問させ、薬剤師が活躍する現場を実際に見
学している。
2 年次生：「薬系キャリア形成

3a)

」を正課科目として開講している。内容としては、「保険薬局

での薬剤師業務と医薬分業の現状と将来」、「基幹病院で活躍する薬剤師」、「大学教員として活躍
する薬剤師」
、「海外で活躍する薬剤師」等を取り上げ、医療・医薬業界で活躍する卒業生を招い
て薬剤師の様々なキャリアパスについて理解を深めると共に、ボランティア体験学習のコースも
導入している。さらに、ポートフォリオレポートやディベート演習等も含めて成績を評価してい
る。
3 年次生：
「薬系インターンシップ・ボランティア 3b)」を正課科目として開講している。内容と
しては、「マナーガイダンス」の後、
「病院での病棟ボランテイア」、「ドラッグストアでのセルフ
メディケーションインターンシップ」、「保険薬局での地域医療インターンシップ」、「CRO または
病院治験部門での医薬品開発インターンシップと保険薬局での地域医療インターンシップ」（各
10 日間以上）のいずれかに参加するものである。これも観察記録、活動日誌、レポート等で成績
を評価している。また、キャリア形成アドバイザーによる「キャリア形成演習(正課科目)」を実
施し、より具体的な職業観を醸成させている。
4 年次生：「応用薬学実習 3c)」（通年）を開講し、学生を各研究室に配属させ、5・6 年次以降の
卒業研究前に、創薬や臨床研究活動を通して、将来の研究・技術者等の職業観を体感させている。
［エビデンス資料］
1）2010 年度 摂南大学「Campus Guide（受験生用）」p104
2）キャリアカウンセラー相談チラシ
3）SYLLABUS（2009；薬学部）a; p218, b; p219, c; p111
［点検・評価］
・学生がその能力及び適性、志望に応じて主体的に進路を選択できるように、ガイダンスやキャ
リア形成科目を通じて必要な情報を提供している。また、インターンシップ・ボランティア活
動に関する科目も配している。並行して進路、業界に関する情報の収集・管理に努めている他、
キャリア形成アドバイザーの資格取得者 3 人擁する等の十分な指導、助言体制も整えている。
［改善計画］
・本学部では、6 年制の学生が就職活動に入る 5 年次に向けて、就職支援体制の強化、並びに個
別相談対応における施設面の充実を図ることを計画しており、平成 22(2010)年 4 月末の完成を
目途に施設改修を行う。
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基準８－１－８
学生の意見を教育や学生生活に反映するための体制が整備されていること。
【観点

８-１-８-１】在学生及び卒業生に対して，学習環境の整備等に関する意見を聴く機会を設け，
その意見を踏まえた改善に努めていること。
【観点 ８-１-８-２】学習及び学生生活に関連する各種委員会においては，学生からの直接的な意見を
聴く機会を持つことが望ましい。

［現状］
本学ホームページの教育システムの冒頭には、「摂南大学は、豊かな人間性と新時代に対応で
きる実践的能力を育成するため、学生中心の充実した教育システムを展開しています。」という
本学の教育システムの基本方針を明記している 1)。すなわち、この「学生中心の充実した教育シ
ステムの展開」の指針に従い、学生の意見や希望はできるだけ広く聴取し、あらゆる機会を通じ
て、学生の真意を確認するための措置をとることとしている。本学部においても、上記の基本方
針に従って、以下に記述する学生の意見や希望を聴くための、様々な施策の実施・展開に努めて
いる。
具体的には、まず、平成 14（2002）年度から、摂南大学では前・後期の年 2 回、
「学生による
授業アンケート（施設改善等の質問項目を含む）」を実施している。アンケート内容としては、全
学 FD 委員会により審議した全学共通の質問項目と、学部・学科独自の質問項目を設けて実施し、
教育方法や施設等の改善に役立てている。そして、大学、学部及び担当科目教員の授業等に対す
る学生の満足度を解析、把握し、更なる満足度の向上に資する改善策等について、全学・学部 FD
委員会並びに教員個々がそれぞれ検討を行っている 2-4)。また、大学・学部の「教育の理念」の実
現状況、在学生・卒業生に対する教育環境等の質的保証を確保することを目的として、毎年春に
卒業生と在学生（新 3 年次生）を対象に、別途、アンケート調査を実施し、その内容を解析、検
討し、改善策の立案に役立てている。それら結果は、学園内のイントラネットで公開しており、
教職員で情報共有 3,4)を図っている。さらに、本学部においては、FD 委員会が、授業アンケート
の自由記述欄の記載事項を解析、整理し、その結果を全教員にメール配信し、学生の不満の内容
が何なのかを周知させている 5)。次に、本学部の他の取り組みとして、学内の 2 号館 1 階に「意
見箱」を設置し、その意見に対して学部長等が対応・回答する体制もまた構築している 6)。さら
に、1 年次から担任制を導入し、学生とのコミュニケーションを図ることで学生生活や修学上の
悩み等を早期に解決できる体制も整備している。最後に、上記以外の学生等の意見をくみ上げる
システムとして、
「ホームページ・学長の窓 7)」、
「図書館サービス及び利用に関するアンケート 8)」、
「教育懇談会での保護者からの相談 9)」が挙げられる。もちろん、汲み上げられた意見・相談等
の案件は、主管部署で対応策を検討し、改善を図っている。
なお、学生の意見や希望に基づいて、本学部が近年、実施した主な改善策としては、1)快適な
交通アクセスを実現するために、鉄道最寄り駅（京阪樟葉駅、ＪＲ松井山手駅）からキャンパス
までのバスの直通便(朝の通学時間帯)の設置及び通常の定期に比べて割安となるバスの割引運賃
制度の導入、2)ウォシュレットの設置を含めたトイレの改修、3)平成21(2009)年9月に完成した3
号館への女子学生用パウダーコーナー（各階1箇所）の新設、4)学内のコンビニエンスストアの拡
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張、5)談話室の増設、6)自習室の新規増設等が挙げられる。その他、学生食堂のリニューアルや
カフェ（パンコーナー）の新設も学生に大変好評である。

［エビデンス資料］
1) 摂南大学ホームページ：教育システム (http://www.setsunan.ac.jp/j/kyoiku/system.html)
2) 2009 年度 全学 FD 委員会資料：授業アンケ－ト結果解析資料
3) 摂南大学ホームページ：2009 年度 前期授業アンケート公開科目集計結果
(http://internal.setsunan.ac.jp/~kyomu/internal/J_hyoka/index_a.htm)

4) 2007 年度 卒業生 及び 2008 年度在学生の満足度アンケート調査結果：
教職員専用ホームページ

(http://www.josho.ac.jp/inside/keieikikaku/11-gakusei2009.htm)

5) 2009 年度「学生による授業アンケート」の自由記述欄のコメントとその改善案集
6) 学内意見箱の意見書及び学部長による改善等に関する回答書
7）摂南大学ホームページ：学長の窓 (http://www.setsunan.ac.jp/j/daigaku/gakuchou/index.html)
8）図書館サービス及び利用に関するアンケート
9) 教育懇談会面談記録資料

［点検・評価］
・本学部では、在学生及び卒業生に対して、様々な方法により教育方法や学習環境の整備等に関
する意見を聴く機会を設けており、望ましい状態にある。

［改善計画］
・現在でも十分学生の意見を反映できる体制を整備しているものの、さらに体制の充実を図るた
めには、各種アンケートの結果に対して、さらにきめ細かく対応し、より有効に活用できる方
策を検討する。
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（８－２）安全・安心への配慮
基準８－２－１
学生が安全かつ安心して学習に専念するための体制が整備されていること。
【 観 点 ８ -２ -１ -１ 】 実 習 に 必 要 な 安 全 教 育 の 体 制 が 整 備 さ れ て い る こ と 。
【観点 ８-２-１-２】実務実習に先立ち，必要な健康診断，予防接種等が実施されていること。
【観点 ８-２-１-３】各種保険（傷害保険，損害賠償保険等）に関する情報の収集・管理が行われ，学
生に対して加入の必要性等に関する適切な指導が行われていること。
【観点 ８-２-１-４】事故や災害の発生時や被害防止のためのマニュアルが整備され，講習会等の開催
を通じて学生及び教職員へ周知されていること。

［現状］
本学部では、学生が安全かつ安心して学習に専念するための体制を以下のように整備している。
1. 安全教育体制
１年次に行われる基盤実習（化学、生物、臨床）では、安全メガネの着用を義務化すると共に
安全な実験手技等を修得させている。また、各実習前の導入講義時に、各担当者は、安全な実習
を行わせるために、危険な化学薬品の取扱い、廃液処理法、実習動物等の扱い方等を必ず指導す
るようにしている。さらに、各フロアーには、緊急シャワーを設置して、万が一の場合の安全対
策にも配慮している 1)。
2. 健康診断・予防接種等
必要な定期健康診断は毎年度 4 月に学生全員が受診している。また、学外実習に伴う各種抗体
検査・ツベルクリン反応検査に関しては、選択科目である「薬系インターンシップ・ボランティ
ア」の履修を希望する学生の場合は 3 年次に、それ以外の学生の場合は、5 年次の「病院・薬局
実務実習」の履修前の 4 年次に実施している 2-4）。その結果、本学部学生の抗体検査・ツベルクリ
ン反応検査受診率は 100%であった。
3. 傷害保険・賠償保険等
本学では、入学時のガイダンスで「常翔学園学生互助会（医療費の給付事業等）
」、
「学生教育研
究災害傷害保険（学研災保険）」、「学研災付帯賠償責任保険（学研賠保険）」、「学生総合補償制度
（医療費給付、災害・障害見舞金等）」等について説明している。本学部学生の「学生教育研究災
害傷害保険（学研災保険）」もしくは「学生総合補償制度」への加入率は 98.0％であるのに対し
て、「学研災付帯賠償責任保険（学研賠保険）」加入率は 10.2％であった 5)。また、これらの保険
の加入状況については、教授会で報告され教員に周知されている 6)。
4. 自己・災害対策等
地震や火災等の災害時のマニュアル（「災害時行動ハンドブック」と「災害カード」）を学生及
び教職員全員に配布し、災害時の対応を周知するとともに、
「災害カード」については、本人の血
液型、緊急連絡先等を記入して常時携帯するよう指導している他、災害時に帰宅することが困難
な学生・教職員の人数を想定し、飲料水等の備蓄品の整備を進めている

7)

。また、年１回消防署

立会の基に、全教員・院生・卒研生等が参加し、避難訓練や初期消火訓練等も実施している 8)。

- 86 -

［エビデンス資料］
1) 基盤実習実習書・実習スケジュール
2) 2009 年度

定期健康診断受検要領（対象者：学部生、大学院生）

3) 抗体検査・ツベルクリン反応検査説明会資料
4) 4 年次生の「各種抗体、ツベルクリン反応検査について」説明会資料
5)「常翔学園学生互助会（医療費の給付事業等）
」
、
「学生教育研究災害傷害保険」
、
「学研災付帯賠
償責任保険」
、「学生総合補償制度」の加入状況記載資料
6) 2009 年度 第 2 回教授会議事録（2009 年 5 月 11 日）
7)「災害時行動ハンドブック」、「災害カード」
8) 2009 年度 第 7 回薬学部教授会・会議資料 18（消防訓練実施予定）

［点検・評価］
・本学部学生の定期健康診断及び抗体検査・ツベルクリン反応検査受診率は 100%である。
・本学部学生の「学生教育研究災害傷害保険（学研災保険）」もしくは「学生総合補償制度」への
加入率は 98.0％であるのに対して、
「学研災付帯賠償責任保険（学研賠保険）」加入率は 10.2％
と低い。

［改善計画］
・安全教育、健康診断、傷害保険及び災害対策等に関して問題はないが、賠償責任保険に関して
は加入率が低いため、実務実習前に開催されるガイダンスにおいて、その必要性を十分説明し、
加入促進を図る。
・その他、予測不能あるいは緊急時の危機対応（例えば、新型インフルエンザ等）については、
社会情勢も考慮に入れながら、生じる問題に対して適宜、対処して解決を図る。

- 87 -

『教員組織・職員組織』
９ 教員組織・職員組織
（９－１）教員組織
基準９－１－１
理念と目標に応じて必要な教員が置かれていること。
【観点

９-１-１-１】大学設置基準に定められている専任教員（実務家教員を含む）の数及び構成が恒
常的に維持されていること。
【観点 ９-１-１-２】教育の水準の向上をより一層図るために専任教員数（実務家教員を含む）が大学
設置基準に定められている数を大幅に超えるよう努めていること（例えば，１名
の教員（助手等を含む）に対して学生数が１０名以内であることが望ましい）。
【観点 ９-１-１-３】観点９-１-１-２における専任教員は教授，准教授，講師，助教の数と比率が適
切に構成されていることが望ましい。

［現状］
摂南大学薬学部では、理念、目標に応じた教育・研究を実現するために、大学設置基準を大幅
に超える数の教員を表 1 のように恒常的に配置している。
表 1 過去 6 年間の職階別専任教員数の推移

教授

准教授
（助教授）

講師

助教

大学設置基準上の

助教
以上の
小計

助手

全職階
合計

人数（助教以上）

教授

合計

平成１６年度

24

11

6

－

41

26

67

16

31

平成１７年度

24

10

6

－

40

28

68

16

31

平成１８年度

24

10

10

－

44

26

70

18

36

平成１９年度

22

10

11

16

59

13

72

18

36

平成２０年度

22

12

12

18

64

12

76

18

36

67

8

75

18

36

平成２１年度
22
10
16
19
本表は、各年度 4 月現在のデータを用いて作成。

本学部学生の収容定員は 1,320 人であり 1)、大学設置基準上の必要専任教員数（助教以上）は
36 人となる。これに対して、現在の専任教員数は、教授、准教授、講師、助教の合計で 67 人、
助手を含めた全職階合計で 75 人を擁している 2)。
平成 21(2009）年度時点の教員の職階別構成は、教授 22 人（29.3％）、准教授 10 人（13.3％）、
講師 16 人（21.3％）、助教 19 人（25.3％）、助手 8 人（10.7％）となっており、若手からベテラ
ンまでバランスの取れた教員構成となっている（詳細は基準 9－1－3 で後述）。
専任教員の中、教員 6 人（教授 2 人、准教授 1 人、講師 3 人）は、病院薬剤部等で薬剤師とし
て 5 年以上の実務経験を有する実務家教員である。大学設置基準及び文部科学省告示によって必
要とされる実務家教員数は 6 人であることにより、本学部の場合、同数であるので、この基準を
満たしているものの、十分ではない。なお、この実務家教員は主として実務実習事前学習の科目
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（「プレファーマシー講義・実習 3）」）等を担当している。
また、専任教員 75 人（a）、兼担教員 9 人（b）に対して、兼任（非常勤）教員は 29 人（c）で
ある。従って、兼任（非常勤）教員比率（c÷（a+b+c））は 25.7％に過ぎない。兼任（非常勤）
教員の大半は教養科目を担当しているのに対して、多くの専門科目の担当教員は専任教員が占め
ていることからも、本学部の教育の理念と目標の実現に向けて必要な教員が配置されていると判
断される。

［エビデンス資料］
1）2009 年度「CAMPUS GUIDE (学生便覧)」p160
2）2009 年度 摂南大学薬学部研究室等別教育・研究員一覧
3) SYLLABUS（2009：薬学部）p112-114

［点検・評価］
・本学部の専任教員の総数は、大学設置基準上では余裕はあるものの、内訳としての実務家教員
数は基準レベルである。
・教員の職階別構成についても、バランスが取れており、概ね理想的な構成比率を維持できてい
る。
・助手を含む教員 1 人当たりの学生数は、平成 21（2009）年度在学生（1,105 人）に対しては、
14.7 人となっている。これにより、観点 9-1-1-2 に記載の「教員 1 人当たり 10 人以内」の目
標は達成できていないものの、現行の学部運営状況としては、薬学教育の充実の他、修学指導、
進路・就職指導、国家試験対策、生活面等においても、きめ細かく指導できる体制が整備され
ている。

［改善計画］
・専任の実務家教員数（6 人）が十分ではないことから、平成 22(2010)年度から実務家教員の増
員計画に着手し、平成 23(2011)年度には 8～10 人の実務家教員による教育体制の構築を目指す。

- 89 -

基準９－１－２
専任教員として，次の各号のいずれかに該当し，かつ，その担当する専門分野に関する教育
上の指導能力と高い見識があると認められる者が配置されていること。
（１）専門分野について，教育上及び研究上の優れた実績を有する者
（２）専門分野について，優れた知識・経験及び高度の技術・技能を有する者

［現状］
本学部の専任教員に対しては、摂南大学学則第 5 条（各職員の職務）1,2)に高い資質、能力を求
めると定めている。
教員の採用は、任用規定第 6 条により、原則公募による採用 3,4)とし、まず、各学部が応募書類
による書類審査及び面接選考を経て採用候補者を選出、推薦する。次に、学長、副学長、教務部
長、学部長、学長室長及び各学部から選出された委員から構成される､本学の教員選考委員会が、
候補者の教員としての総合的な資質等について審議した後、無記名投票を行い、採用の可否を判
断している。また、教員選考委員会で承認された採用候補者(採用を可とする者)は、採用にかか
る稟議手続きを行い、最終的に理事長の決裁により採用を決定する（基準 9－1－4 で詳細後述）。
また、採用については、任期のない専任教員の他、任期付の助教の採用も行っており、人材流動
化を進めることで教育・研究活動の活性化を図っている。
昇任人事については、学部内で学部長、学科長等が昇任候補者の検討を行い、学長に申請する。
学長は申請のあった候補者について、学部長と協議し、昇任の可否を判断することとなる。昇任
を可とする者については、教員選考委員会で採用候補者と同様に審議、投票を行う。教員選考委
員会で承認された昇任候補者は、昇任にかかる稟議手続きを行い、最終的に理事長の決裁により
昇任を決定する。
採用及び昇任候補者を審査するにあたっては、
「任用規定 3)」、
「特任教員規定 5)」、
「客員教員規
定

6)

」、「摂南大学教員選考基準

7)

」等に基づき厳重な審査をしており、勤務年数や研究業績だけ

でなく教育業績、社会貢献、管理運営面等に加えて、本学の教育の理念、方針、方法に対する考
え方、学生の教育・指導に対する姿勢等を総合的に考慮して判断している。また、現職の教員の
審査についても、それぞれ規定の教育・研究経験を経た、教育上の優れた実績を有する者、博士
の学位を有し、研究論文や発表等がある者等、適切かつ厳格な審査を実施した上で、高い資質、
能力を有する者を配置している。なお、実務家教員の場合は、上記の要件の他に、優れた知識・
経験及び高度の技術・技能を有する者である必要がある。本学部の 6 人（教授 2 人、准教授 1 人、
講師 3 人）の実務家教員すべてが、本学部赴任前に病院薬剤部等で薬剤師として 5 年以上の実務
経験を有し、かつ優れた知識・経験及び高度の技術・技能を有する者であることが、教員選考委
員会の審査結果から明らかとなっている。

［エビデンス資料］
1) 摂南大学学則：摂南大学ホームページ
(http://www.setsunan.ac.jp/j/daigaku/download/gakusoku_daigaku.pdf))
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2) 2009 年度「CAMPUS GUIDE (学生便覧)」p161
3) 任用規定
4) 摂南大学ホームページ：教員公募情報 (http://www.setsunan.ac.jp/~shomu/koubo/)
5) 特任教員規定
6) 客員教員規定
7) 摂南大学教員選考基準

［点検・評価］
・教員の採用は、公募を原則とすることで、実務家教員等を含め広く優秀な人材を採用し、教育
研究の活性化を図っている。昇任については、学部の意見を汲み取りながら協議のうえ候補者
を選定しており、専門分野と年齢構成等のバランスを確保しながら適切に運営している。
・教員の採用及び昇任を審議する教員選考委員会では、委員による無記名投票を行うことにより、
公正な手続きを保障している。なお、採用、昇任の選考については、
「任用規定」2)、
「特任教員
規定」、
「客員教員規定」及び「摂南大学教員選考基準」に基づき適切に運営しているが、今後は、
さらに教員業績評価にかかるシステムを構築し、評価項目と昇任基準を明確にする必要がある。

［改善計画］
・採用に関しては、平成 22(2010)年度採用の教員の採用手続き時から「特任教員規定」、
「客員教
員規定」が新たに施行され、全職階で任期付教員の採用（特任教員の雇用期間は原則 5 年、1
回更新可能、70 歳まで）が可能となったことから、本制度を活用して有能な人材を採用する。
・昇任に関しては、平成 20(2008)年度実績についての新たな教員評価制度を試行したところであ
り、今後、評価項目を見直す等、問題点と課題の検討を行うことで、平成 22(2010)年度から教
員評価制度を本格的に導入する予定である。
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基準９－１－３
理念と目標に応じて専任教員の科目別配置等のバランスが適正であること。
【観点

９-１-３-１】薬学における教育上主要な科目について，専任の教授又は准教授が配置されてい
ること。
【観点 ９-１-３-２】教員の授業担当時間数は，適正な範囲内であること。
【観点 ９-１-３-３】専任教員の年齢構成に著しい偏りがないこと。
【観点 ９-１-３-４】教育上及び研究上の職務を補助するため，必要な資質及び能力を有する補助者が
適切に配置されていることが望ましい。

［現状］
本学部では、薬学における教育上主要な科目については、大学設置基準第 10 条に則り、一部を
除いて原則として専任の教授または准教授が担当することとしている 1)。
専任教員の授業担当時間数について、大学の規定では 1 週当たり 8 時間以上（卒業研究の指導
を担当する場合）、26 時間以下を原則としているが 2)、本学部では，教授で比較すると 1 週当たり
17 時間と最も多い教員と 8 時間の最も少ない教員が混在している（表 1）。この原因の一つは、現
在、6 年制カリキュラムと旧４年制カリキュラム（留年生対応）が同時に運営されていること、
並びに実務家教員の担当科目の開講年次が上位年次配当科目であることによるものである 3）。
表 1 職階別専任教員の授業担当時間数の比較
17 時間以
下
１5 時間
以上

15 時間未
満
13 時間以
上

13 時間未
満
11 時間以
上

11 時間未
満
9 時間以
上

9 時間未
満
7 時間以
上

7 時間未
満
5 時間以
上

教 授

5人

8人

1人

6人

2人

0人

准教授

2人

3人

2人

2人

1人

0人

講 師

1人

6人

1人

2人

6人

0人

助 教

0人

0人

0人

0人

3人

16 人

合 計

8人

17 人

4人

10 人

12 人

16 人

最高

最低

平均

17.0

8.0

12.5

時間

時間

時間

16.2

8.4

12.5

時間

時間

時間

15.2

7.2

11.2

時間

時間

時間

7.4

5.0

5.6

時間

時間

時間

17.0

5.0

10.2

時間

時間

時間

注１: 通年 1 コマ・1 時限（90 分）担当する場合、2 時間となる。
注 2：大学院を担当している場合は、大学院の担当時間を含んでいる。
注 3：本表は、平成 21 年 4 月現在のデータを用いて作成。

専任教員の年齢構成については、表 2 に示している様に、20～60 歳代までの教員を年齢に偏る
ことなく、バランスよく配置している。
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表 2 職階別専任教員の年齢構成の比較
61 歳

～

31 歳

～

41 歳

～

51 歳

～

職位

65 歳

60 歳

50 歳

40 歳

30 歳
以下

計

教授 (人)

9

13

0

0

0

22

(％)

40.9

59.1

0.0

0.0

0.0

100.0

准教授(人)

0

7

2

1

0

10

(％)

0.0

70.0

20.0

10.0

0.0

100.0

講師 (人)

0

2

7

7

0

16

(％)

0.0

12.5

43.8

43.8

0

100.0

助教(人)

0

0

1

10

8

19

(％)

0.0

0.0

5.3

52.6

42.1

100.0

計 (人)

9

22

10

18

8

67

(％)

13.4

32.8

14.9

26.9

11.9

100.0

本表は、平成 21 年 4 月現在のデータを用いて作成。

さらに、教育上及び研究上の職務を補助するための補助者についても、本学部では 8 人の助手、
4 人の技術職員を有する等、適切に配置している。助手は、主として実習科目の他、卒業研究や
プレファーマシー実習を共同担当している 4)。

［エビデンス資料］
1) 大学設置基準
2) 専任教員の授業担当時間に関する規定
3) 所属教員（助教以上）授業担当時間一覧
4) 2009 年度 摂南大学薬学部研究室等教員・研究室一覧

［点検・評価］
・本学部の理念と目標を十分に修得できるように、教育上主要な科目については、原則として専
任の教授または准教授を配置している他、教員の授業担当時間が過度にならないように十分配
慮している。
・若手からベテランまでの教員を均衡の取れた形で配置し、学生が多面的に学習できるように配
慮している。さらに、学生に身近な立場から、卒業研究や実験実習の運営を円滑に進めるため
に必要な助手等の補助者も配置している。

［改善計画］
・専任教員のバランスの取れた配置が本学部の理念と目標の達成に必須の条件であることを認識
し、今後とも維持していく。
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基準９－１－４
教員の採用及び昇任に関し，教員の教育上の指導能力等を適切に評価するための体制が整備
され，機能していること。
【観点

９-１-４-１】教員の採用及び昇任においては，研究業績のみに偏ること無く，教育上の指導能力
等が十分に反映された選考が実施されていること。

［現状］
摂南大学学則第 5 条には、教員の職階別の職務内容について、以下の様に規定している 1,2)。
① 教授は、専攻分野において、教育上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であって、
学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
② 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有
する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
③ 講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。
④ 助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力を有するもので
あって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
このように、本学部で採用される教員には、高い資質、能力を求められており、厳格な採用試
験が実施されている。
教員の採用に関しては、原則として公募制

3)

とし、応募書類を基に適正な書類審査を行って面

接対象者を決定し、プレゼンテーション（教育及び研究に関する実績と考え）と面接選考を経て
採用候補者を選出し、教員選考委員会において同候補者の審議及び無記名投票を行う 4)。この時、
本学においては、研究上の業績もさることながら、教員志願者の人間性はもちろんのこと、過去
の教育指導経験や教育に取り組む姿勢（教育改善のための実践と抱負）等を特に重視することに
している。
一方、教員の昇任に関しては、各教員から年度末に提出される、
「教育研究等にかかる報告書 5)」
と「教育研究等業績書 6)」、担当教員毎の授業アンケート結果 7)及び定期試験結果 8)等を基礎資料
として、学部長、学科長等が昇任候補者の教育及び研究能力を総合的に勘案、検討を行った後、
学長に申請する。学長は申請のあった候補者について、学部長と協議し、昇任候補者としての可
否を判断する。昇任候補者について、教員選考委員会において、上記の採用候補者の場合と同様
な形式で審議、投票が行われる。
なお、教員選考委員会で承認された上記のそれぞれの候補者は、採用あるいは昇任にかかる稟
議手続きを行い、最終的に理事長の決裁により決定がなされる（基準 9－1－2 で概要前述）
。
上記の「教育研究等にかかる報告書」には、授業改善内容、学部運営への貢献、社会貢献等が
各教員の自己申告制で記載されている。その他、平成 22(2010)年度から新たに導入予定の教員評
価制度では、研究業績等の他、上記の報告書の内容と同様な評価項目を、本制度ではポイント制
にして評価し、学部長が、裁量点を加えて最終評価するシステムとなっている。この特徴として
は、従来の研究業績等に比重を置いた教員評価方法を是正して、教員の指導能力等も研究業績と
同等に重視する点にある。従って、本学における教員の採用及び昇任に関しては、教育上の指導
能力等が十分に反映された選考が実施されている。
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［エビデンス資料］
1) 2009 年度「CAMPUS GUIDE (学生便覧)」p161
2) 摂南大学ホームページ：学則
(http://www.setsunan.ac.jp/j/daigaku/download/gakusoku_daigaku.pdf))

3) 摂南大学ホームページ：教員公募情報（http://www.setsunan.ac.jp/~shomu/koubo/）
4) 教員選考委員会会議資料
5) 2009 年度「教育研究等にかかる報告書」
6) 2009 年度「教育研究業績書」
7) 2009 年度 教員毎授業アンケート結果(学部長保管)
8) 2009 年度 進級判定資料

［点検・評価］
・本学の教員の採用並びに昇任に関しては、それぞれに研究上の業績もさることながら、該当者
の人間性はもちろんのこと、過去の教育指導経験や業績並びに教育に取り組む姿勢等を特に重視
している。
・教員の採用及び昇任を審議する教員選考委員会では、学長、副学長、教務部長、学部長、学長
室長及び学部から選出された委員による無記名投票を行うことにより、公正な手続きによる選
考を保障している。

［改善計画］
・採用に関しては、新たに「特任教員規定」、
「客員教員規定」が、平成 22(2010)年度より施行さ
れることに伴い、全職階で任期付教員の採用が可能となり、多様な人材が採用できるよう改善す
る。またその際、現行の面接を重視する方針を維持することで、研究業績に加えて、学生の教育・
指導に対する考え方、姿勢等も重要な評価項目とした、より適切かつ公平な選考方法を検討する。
・昇任に関しては、平成 20(2008)年度より、新たな教員評価制度を試行したところであり、今後、
問題となった評価項目の見直し・修正等を行いながら、教員評価制度の完成度を高め、昇任基準
の明確化に努める。
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（９－２）教育・研究活動
基準９－２－１
理念の達成の基礎となる教育活動が行われており，医療及び薬学の進歩発展に寄与している
こと。

【観点

９-２-１-１】医療及び薬学の進歩発展に寄与するため，時代に即応したカリキュラム変更を速
やかに行うことができる体制が整備され，機能していること。
【観点 ９-２-１-２】時代に即応した医療人教育を押し進めるため，教員の資質向上を図っていること。
【観点 ９-２-１-３】教員の資質向上を目指し，各教員が，その担当する分野について，教育上の経歴
や経験，理論と実務を架橋する薬学専門教育を行うために必要な高度の教育上の
指導能力を有することを示す資料（教員の最近５年間における教育上又は研究上
の業績等）が，自己点検及び自己評価結果の公表等を通じて開示されていること。
【観点 ９-２-１-４】専任教員については，その専門の知識経験を生かした学外での公的活動や社会的
貢献活動も自己点検及び自己評価結果の公表等を通じて開示されていることが
望ましい。

［現状］
本学部の教育カリキュラムは、本学部設置当初から、毎月開催される教務委員会を中心に検討
されており、カリキュラムの変更等の必要性が生じた場合には、本委員会で提案・審議された議
案は、毎月開催の教授会での審議を経て承認されるといった即応型の体制を取っている。これは、
6 年制カリキュラム移行後においても、全開講科目の運営状況等について常に精査を継続してお
り、実際、教育効果改善の観点から、4 年次後期開講の「公衆衛生学 II」を、平成 22(2010)年度
から 4 年次前期に移行させることを決定した。このような教育改善の他、これに社会のニーズ等
の観点も加えて開講時期を変更した科目例として、現在までに「薬学英語 I・II（5・6 年次から
3 年次へ）」、
「一般用医薬品概論（5 年から 4 年次へ）」及び「臨床実務実習（5 年次から 4 年次へ）
」
が該当する。また、現行の 6 年制教育カリキュラムにおいては、編成時から時代に即応した､最先
端の医療人教育を実施していくことを目的として、特徴的な『本学独自』の科目を多数開講して
いる点にある。例えば、現行の薬剤師の職能には無い「未来型薬剤師」の養成を目的として、4
年次後期の「臨床実務実習」では、人体模型を使った注射・採血実習の他、血圧・脈波測定、頸
動脈エコーや心電図測定等のスキル習熟のための先進的取り組み実習を学生に体験させている。
また、5 年次以降では、カルテ読解による病態の理解と薬物治療戦略の立案等を行う「臨床薬学
演習」等、様々な先進的取り組みの科目、演習及び実習が配当されている。
医療人教育を遂行するために、教員の資質向上の取り組みとしては、まず、本学部の臨床薬学
教育研究センターを中心に、地域の病院・薬局と連携をとり、最新の医療現場における情報を積
極的に収集する体制を整えている。とりわけ、平成 20(2008)年 9 月と平成 21(2009)年 6 月に、近
隣の病院・薬局 12 施設と連携協定を締結し、現場で活躍されている医師、看護師、薬剤師の先生
方と本学部教員とが、双方向的な連携と交流を活発に行っている。これらの成果は、日本薬学会、
日本医療教育学会等で発表している。平成 22(2010)年度からは、5・6 年次の「特別研究 I・II」
において、学生が各研究室に配属されて実施する「研究コース」の他に、
「臨床研究コース」を設
置し、臨床研究を希望する学生を上記外部機関に派遣し、本学部教員と上記の連携機関の先生方
とで共同研究を実施する予定となっている。また、その他の教員の資質向上の取り組みとして、
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本学では、授業改善をメインテーマとして、様々な教育問題を討議する、大学単位の FD フォーラ
ムが毎年開催され、活発な議論が展開されている。
本学部教員が、高度の教育上の指導能力を有することを広く社会に開示する手段として、現在、
薬学部のホームページの充実・整備を図っている。また、摂南大学では、教育、研究、学部貢献、
社会貢献等の 4 分野に関して、全教員が、その年度の上記 4 つのカテゴリーの達成度・貢献度を
自己申告・評価する教員評価表（カテゴリー毎に複数の項目があり、その項目毎にポイント制が
導入されている）を作成し、最終的に、学部長が各教員の自己評価点に学部長裁量点を加点し、
最終評価とする制度を、平成 22(2010)年度より導入する予定となっている。そして、平成 20(2008)
年度実績については、そのプレトライアルが実施され、その結果が評価・公開されると共に、そ
の評価法に対する教員のパブリックコメントをベースに必要な修正が加えられて、平成 22(2010)
年度からの実施に向けて検討している段階である。
［点検・評価］
・現行の薬剤師の職能には無い実習や演習等の先進的な取り組みの科目を多数配当している本学
部カリキュラムは、薬学教育の発展に向けた提言・行動として評価できる。
・我が国の薬系大学・薬学部に先駆けて、地域の医療機関・薬局等との人材交流や臨床研究に関
する連携協定を締結した結果、時代に即応した医療人教育を進めるための情報や教員の資質向
上に有効な交流体制が整っていることより、現時点では改善点は見当たらない。
［改善計画］
・本学部の各教員が担当する教育・研究分野の活動が、教育上の経歴や経験、理論と実務を架橋
する薬学専門教育においてどの様に貢献しているかを、社会に対してより明確にアピールする
場として、各研究室のホームページ等を通して担当科目と研究内容との関係を示す概念図や社
会貢献活動等を社会に広く公表していくことを視野に入れて検討する。
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基準９－２－２
教育の目的を達成するための基礎となる研究活動が行われ，医療及び薬学の進歩発展に寄与
していること。
【観点
【観点

９-２-２-１】教員の研究活動が，最近５年間における研究上の業績等で示されていること。
９-２-２-２】最新の研究活動が担当する教育内容に反映されていることが望ましい。

［現状］
本学部では、毎年、全教員に対して研究発表論文等の研究業績を報告する「教育研究業績書 1)」
2)

の提出が義務づけている。また、本報告書と同時に提出する「教育研究等にかかる報告書

」に

は、授業改善等に関する教育業績、大学・学部の運営及び専門知識を生かした社会貢献活動等に
関する報告も行うこととなっている。さらに、各教員の昇任時に大学本部に提出する「履歴・教
育研究業績一覧 3)」にも過去 5 年間の著書、教育・研究業績、大学・学部運営及び社会貢献活動
等を記載することとなっている。
次に、摂南大学では、平成 18(2006)年 4 月に「摂南大学地域連携センター

4)

」を開設した。本

センターは、産・学・公・民の各種連携によって、本学の新しいユニークな教育・研究環境を地
域社会に公開・利用してもらうことを目的としており、その目的の一環として本学の教職員の研
究内容・業績等を記載した「全学シーズ集 5)」を編集・発行し、地域社会(自治体、学校、企業等)
や各種の展示会・イベント等で配布・公開している。このシーズ集には本学部全教員の研究シー
ズが掲載されており、地域社会の医療及び薬学の進歩に貢献している。
このように、本学部教員は、毎年、上記の報告書や出版物等で、自らの研究業績を開示しては
いるものの、その活動内容が十分に社会に認知されているとは言い難い。そこで、本学部の教員
による最新の研究活動内容、並びにその内容が担当する教育内容にどのように反映されているか
等を、学生、保護者並びに社会に広く公表することを念頭に、各研究室のホームページ

6)

上に、

教育・研究業績、研究室教員の担当科目・実習・演習名及び社会貢献活動等を公表していくこと
を検討する。

［エビデンス資料］
1) 2006～9年度 「教育研究業績書」
2) 2006～9年度「教育研究等にかかる報告書」
3) 履歴・教育研究業績一覧
4) 摂南大学地域連携センター ホームページ (http://www.setsunan.ac.jp/j/chiiki/index.html)
5) 2008 年度 常翔学園摂南大学「全学シーズ集」
6) 摂南大学薬学部ホームページ：各研究室 (http://www.setsunan.ac.jp/~pharm/lab-link.htm)

［点検・評価］
・研究業績等の開示に関しては、毎年、本学部全教員に提出が義務づけられている「教育研究等
業績書」において示されている。
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・ほとんどの研究室のホームページには、過去 5 年間の研究業績等の他、最新の研究活動目的や
内容等が、開示、公表されているものの、全ての研究室で実施されているとは言い難い。

［改善計画］
・全研究室のホームページに最近 5 年間の教育・研究業績の他、最新の研究活動が担当する教育
内容にどのように反映されているか等について作成、掲載することに努める。
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基準９－２－３
教育活動及び研究活動を行うための環境（設備，人員，資金等）が整備されていること。

［現状］
本学部の設備の概要に関しては、まず、延床面積 28,606 m2、収容人数 3,648 人の教育・研究棟
1～6 号館を有しており、十分な教育や研究活動が遂行できるだけの設備環境が整備されている。
また、設備の一例として講義室に着目すると、本学部 6 号館には 10 人程度の小グループ討論が可
能な小規模の教室（10 室）が、また、3、4、5 号館には 300 人以上の学生が収容可能な大講義室
等をそれぞれ 1 室ずつ現有している（詳細について基準 10－1－1～10－1－3 で後述）1)。その他、
延床面積 1,282 m2、閲覧室座席数 259 席の図書館、201 席の自習室、最新鋭のパソコン 130 台を
備えた情報処理演習室、さらには、学生と教職員の教育・実習及び研究の実施を目的として、総
面積 約 9,000 m2、栽培植物数が約 1,500 種類の薬用植物園が運営されている。一方、本学部は、
最先端の研究課題を遂行することが可能な共同利用機器の充実化も常に配慮しており、第 1～8 共
同利用機器室には、600 MHz 超伝導核磁気共鳴吸収スペクトル装置、フーリエ変換核磁気共鳴装
置、高分解能タンデム型質量分析装置、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計、細胞形態・機
能解析システム、遺伝子情報解析システム、電子スピン共鳴測定装置等が完備されている 2)。
人員に関しては、基準 9－1－1 の項で詳述したように、教員数は大学設置基準を大幅に超える
数の教員を恒常的に配置している。すなわち、本学部学生の収容定員は 1,320 人 3,4)であり、大学
設置基準に必要な専任教員数は 36 人に対して、現在の本学部の専任教員数は、教授、准教授、講
師及び助教の、計 67 人を擁している。また、教育及び研究の職務を補助するための補助者として、
その他に 8 人の助手と 4 人の技術職員を有する等、適切に配置している 5)。以上のように、本学
部は､人員の面に関しても、十分な教育及び研究活動が実施できる体制を整備している。
資金に関しては、平成 21(2009)年度予算編成基本方針 6)に従って、効率的な教育及び研究予算
が編成・執行されている。現行の予算編成は、大学から配分される予算を「教育研究経費」、「院
生研究費」、
「学部経費」として配分した後、
「教育研究経費」は、まず、医療薬学研究室及び教育
センターを除く 16 研究室に 1,000,000 円を均等配分する。次に、各研究室所属の専任教員に対し
ては、職階に関係なく 1 人当たり 700,000 円を配分し、教育・研究活動を行っている。従って、
本学部では、研究グループ制（1 研究室当たり概ね 3～4 人）を採用していることから、1 研究室
の学部からの教育研究活動費は、年間約 3,000,000～4,000,000 円である。また、別枠の「院生研
究費」から各研究室所属の院生 1 人に対して、年間 200,000 円が配分されている。さらに、上記
配分予算だけでは、定期的に高額備品を購入することができないため、学部内の申し合わせによ
って、毎年度 3 研究室に対して高額備品等購入費（3,060,000 円）を重点配分すると共に、上記
の各研究室の教育研究活動費と合算した形で予算を執行できるように配慮している。また、企業
等の委託研究費も、各研究室予算に計上して、運営されている。一方、申請課題が採択された日
本学術振興会科学研究費補助金

7)

やその他財団や企業等の研究費や委託研究費等の外部資金

8)

に

関しては、大学・学部の会計課及び教員による厳正な管理の下、教育・研究予算として適切かつ
円滑に執行されている。
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［エビデンス資料］
1) 枚方第１校地平面図
2) 摂南大学薬学部備品台帳
3) 摂南大学薬学部研究室等別教員・研究員一覧
4) 2009 年度「CAMPUS GUIDE (学生便覧)」p160
5) 摂南大学ホームページ：教員スタッフ (http://www.setsunan.ac.jp/j/kyoiku/staff/yakugaku.html)
6) 2009 年度 第 5 回薬学部教授会・会議資料 17(予算編成基本方針)
［点検・評価］
・本学部においては、教育活動及び研究活動を行うための環境（設備，人員，資金等）が十分に
整備されている。

［改善計画］
・薬学 6 年制教育が完成する平成 24(2012)年度以降においては、大学院博士課程への進学希望者
が、従来と比較して減少することが予測されることから、より充実した教育・研究活動が実施
できることを念頭に、上記の「院生研究費」を含めた学部予算配分方法の改正の必要性が生じ
ると予想される。このような観点から、本学部の予算委員会を中心に、より円滑かつ効率的な
予算配分方法について検討する。
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基準９－２－４
専任教員は，時代に適応した教育及び研究能力の維持・向上に努めていること。
【観点

９-２-４-１】実務家教員については，その専門の知識経験を生かした医療機関・薬局における
研修等を通して常に新しい医療へ対応するために自己研鑽をしていること。

［現状］
本学部では薬学教育 6 年制が始まった平成 18(2006)年度に 3 人、平成 20(2008)年度にはさらに
3 人の実務家教員を採用し、現在、計 6 人の実務家教員により薬学実務教育の充実を図っている
ところである

1)

。また、実務家教員は、常に新しい医療へ対応するために、医療機関・薬局にお

ける研修会等への参加、医療薬学会・臨床薬理学会・薬学会等の医療薬学・臨床薬学に関連した
学会へ参加している 2)。さらに、平成 21(2009)年度には、本学部の実務家教員 1 人が博士号を取
得したことから、本学部では、この事例を本人の自己研鑽の賜であると高く評価している。
なお、実務家教員が研修等に参加している医療機関・薬局は、平成 20(2008)年 9 月より本学部
との教育・研究に関する連携協定を締結した 12 施設 3)を中心とした医療機関・薬局である。
［エビデンス資料］
1) 平成 21 年度 摂南大学 自己評価報告書【本編】p57
2) 2009 年度「教育研究等にかかる報告書」
3) 連携協定先一覧

［点検・評価］
・実務家教員は、医療機関・薬局における研修だけではなく、医療薬学・臨床薬学に関連した学
会に所属し、参加している。とりわけ、種々の医療機関・薬局・医薬品企業が最新のデータを
報告する学会等への参加は、日進月歩している最新の医療に即応するためには必須であり、評
価できる。また、上記の学位取得の事例は、本学部の実務家教員が日頃より自己研鑽をしてい
る重要なエビデンスとなる。
［改善計画］
・医療機関・薬局における研修等への参加については、現行通り、連携協定を締結した医療機関・
薬局等の研修等への参加を継続して行うが、その記録については、不定形であったものを定型
の書式に記録するように努める。
・自己研鑽の成果の一つの証として、学位(博士)の取得があげられることより、今後もその取得
の奨励を継続すると同時に、時間的・体力的・精神的な余裕が得られるように、実務家教員の
組織拡充について検討する。
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（９－３）職員組織

基準９－３－１
教育活動及び研究活動の実施を支援するための事務体制を有していること。

【観点

９-３-１-１】学部・学科の設置形態及び規模に応じて，職員配置を含む管理運営体制が適切で
あること。
【観点 ９-３-１-２】実務実習の実施を支援する事務体制・組織が整備され，職員が適切に配置されて
いることが望ましい。

［現状］
本学部の教育活動及び研究活動の実施を支援するための事務体制として、薬学部事務室を設置
している 1)。ここには、庶務・会計係、教務係、学生・就職係を置き、15 人の事務職員（派遣職
員等 4 人を含む）を配置している。この組織は、本学部の事務処理及び学生の厚生補導を適切に
行い、教員組織と連携を取りながら学内の教育研究を実施・推進し、また、実験実習や学外での
実務実習に適切に対応するために必要である。その他、本学部のキャンパスには図書館枚方分館
事務室、保健室枚方分室、情報処理演習室・管理室、施設課等の支援組織を整備している 1)。
なお、本大学全体としては、学長室、教務部、学生部、入試部、就職部、図書館、保健室、情
報メディアセンター等の共通組織を有しており、教育活動、研究活動等のバックアップに供して
いる。
さらに、学園本部として総務部、財務部、内部監査室、法人室、経営企画室、渉外室、広報室、
システム室等を設置しており、法人業務を司っている 2)。
実務実習で生じる諸問題に対応し、迅速、適切かつきめ細やかな指導を行うために、本学部内
に「実務実習委員会」を設置している。実務実習委員会は、教務委員長、実務家教員 6 人及び各
研究室(17 研究室)から教員 1 人の、計 24 人によって構成している。加えて、主に実務実習の実
施に関する業務を担当する専任の事務職員 1 人を増員した他、薬学部の事務組織としても担当を
定める等の教職員連携での支援体制を整備している。科学研究費補助金に関する事務を担当する
職員も 1 人増員し、研究助成に努めている。

［エビデンス資料］
1) 2009 年度「CAMPUS GUIDE(学生便覧)」p118-119
2) 組織規定

［点検・評価］
・本学部長の下に、教員組織と連携を取りながら事務を行う薬学部事務室を設けている。また、
本学部のキャンパス並びに大学本部及び学園本部には専門部署を整備しており、本学部の教育
活動及び研究活動の実施を支援する体制が整っている。
・実務実習の実施を支援する体制としては、
「実務実習委員会」を設置すると共に、関連業務を司
る職員を置く等、適切に整備を行っている。
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［改善計画］
・6 年制完成時には、学生数が従来の 1.5 倍になることを想定し、管理運営体制の再構築を検討
している。まず、平成 22（2010）年度には 4 年制時の 1.25 倍になることから、厚生補導にか
かわる環境改善のため、事務室を 1 階（主に教務係、学生・就職係）と 2 階（主に庶務・会計
係）に拡大、分離することとなっている。これにより、教員、学生の利便性が向上するだけで
なく、責任ある体制で効率的な業務運営が可能な事務組織の再構築を実行する。
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（９－４）教育の評価／教職員の研修
基準９－４－１
教育の状況に関する点検・評価及びその結果に基づいた改善・向上を図るための体制が整備
され，機能していること。
【観点

９-４-１-１】教育内容及び方法，教育の成果等の状況について，代表性があるデータや根拠資
料を基にした自己点検・自己評価（現状や問題点の把握）が行われ，その結果に
基づいた改善に努めていること。
【観点 ９-４-１-２】授業評価や満足度評価，学習環境評価等の学生の意見聴取が行われ，学生による
評価結果が教育の状況に関する自己点検・自己評価に反映される等，学生が自己
点検に適切に関与していること。
【観点 ９-４-１-３】教員が，評価結果に基づいて，授業内容，教材及び教授技術等の継続的改善に努
めていること。

［現状］
摂南大学薬学部では、6 年制の教育内容は、日本薬学会が定めている『薬学教育モデル・コア
カリキュラム』に基づいて、編成されている。各教員の担当教科の教育内容及び方法は、毎年更
新するシラバスの中に、一般目標、到達目標、学習方法、評価方法、教材等につき、学生に理解
し易いように記述することにより継続的に改善に努めている 1)。
教育の成果は、前期・後期の年 2 回の期末試験で評価している。期末試験における学生の単位
取得状況は、
「前期期末試験一覧表

2a)

」及び「薬学部進級判定資料

2b)

」として講師以上の教員に

配布・報告されている。本年度から全教員が事務室教務係に提出する期末試験の答案用紙や成績
報告書と共に、点数分布表（10 点ごとの素点と取得学生数の関係を示したグラフ）を付記するこ
ととなった

3)

ので、単位取得状況がより客観的に評価でき、問題点の把握が容易になった。すな

わち、期末試験の成績報告書中の点数分布図は、各教員が作成した試験問題の妥当性、学習者の
学力変化をより客観的に判断するのに有効である他に、このデータは、各教員の授業内容及び教
授スキルの改善を促し、教育の成果を上げるのに極めて有益な資料となっている。
授業評価や満足度評価、学習環境評価等に対する学生の意見は、摂南大学 FD 委員会の「学生に
よる授業アンケート」を前期・後期の年 2 回実施することにより、聴取されている。対象は、実
習・演習(一部実習及び演習科目は、別途アンケートを実施)及び履修者数が 10 人以下の科目を除
く､全開講科目に対して実施している。授業アンケート結果は、全学 FD 委員会が集計、分析し、
各授業担当教員に個別に通知される。また、全体の集計と満足度等を含む解析結果は大学の「FD
NEWS

4)

」に掲載され、教員の授業改善に役立っている。アンケートの評価結果の開示を希望する

授業科目については、担当教員自身の所感を付記した上で、摂南大学ホームページの教職員専用
ページ

5)

に公開している。加えて、薬学部の開講科目の集計結果は、学部長に提供されて本学部

の組織的な FD 活動の推進のための資料として活用されている。
その他、授業アンケートでは、教員に特に伝えたいこと、感想及び教室の設備等についての要
望を自由記述方式により聴取しているので、学生が施設等の学習環境評価並びに改善に適切に関
与している。平成 21(2009)年度は、学生の教員に伝えたいコメントに対する改善案を各担当教員
から提出してもらった。その後、本学部 FD 委員会が改善案を問題点毎に集約した結果を、「改善
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案集 6)」として全教員にメールで配布して、授業内容や教授技術の改善等に役立てている。
本学部 FD 委員会による授業公開を、毎年実施し、教員相互の教授技術等の改善を組織的に行
っている 7)。
また、全教員は、毎年度、提出する「教育研究等にかかる報告書

8)

」の中に、①授業改善、教

授能力向上等のために実施した内容、②学生指導の実施、③授業用教科書、教材等の執筆等、の
報告を行うことになっているため、教員は、授業内容や教材の選択等を含め、自らの授業の継続
的改善に努めている。
さらに、教育センター教員は、1 年次生の「リメディアル教育」に積極的に関与し、期末試験
での学習達成度の低い学生を把握し、その学生の成績状況等を必要に応じて担任教員に通知して
修学指導の実施を促す他、日頃より学生全体の基礎学力の向上に邁進している。

［エビデンス資料］
1) SYLLABUS（2006～2009：薬学部）
2) 2009 年度 a;「前期期末試験一覧表」, b;「薬学部進級判定資料」
3) 2009 年度 定期・追再試験答案用紙、成績報告書、点数分布表及び項目別評価表
4) 2006～2009 年度 摂南大学「FD NEWS」
5) 摂南大学ホームページ：2009 年度 前期授業アンケート公開科目集計結果(教職員専用)
6)「改善案集」：2009 年度「学生による授業アンケート」の自由記述欄のコメントとその改善案
集
7) 2009 年度 薬学部授業公開報告書
8) 2006 年～2008 年度「教育研究等にかかる報告書」
［点検・評価］
・
「学生による授業アンケート」、
「授業公開」及び「教育研究等にかかる報告書」は、本学部の教
育の状況に関する点検・評価並びにその結果に基づいた改善・向上に貢献している。
・平成 21(2009)年度は、薬学部では「学生による授業アンケート」を基に「改善案集」を作成し、
全教員にフィードバックした。このことは、学生の意見が教員の授業内容や教授技術等の改善・
向上に強く反映されることから、高く評価できる。

［改善計画］
・本基準・観点に従って教育の状況を点検・評価してみると、本学部では改善・向上を図るため
の体制が十分に整備されている。しかし、教育現場は時代の変化に伴って刻々と変化すること
から、今後も、継続的な改善に努めていく。
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基準９－４－２
教職員に対する研修（ファカルティ・ディベロップメント等）及びその資質の向上を図るた
めの取り組みが適切に行われていること。
［現状］
本学の FD 活動は、平成 14(2002)年 4 月に「摂南大学 FD 委員会」として設置され､その活動が
始まった。一方、薬学部 FD 委員会は、平成 16(2004)年に設置され、上記の全学 FD 委員会並びに
薬学部教務委員会と連携を図りながら、学部内の FD 活動を推進している。
まず、本学 FD 委員会の活動としては、①教育方法改善のための「学生による授業アンケート」
の実施及び結果の解析、②授業公開・FD フォーラムの実施と授業改善の方策の検討、③FD 活動の
意義を認識し、教員間の理解を得るための情宣活動の展開、④学生の基礎学力解析と教授法開発
等への取り組みについて、毎年、実施している。この実施には、本学部 FD 委員会委員 2 人が参画
すると共に、これら活動状況を薬学部教員に周知している。
一方、本学部の主な FD 活動は、以下の 2 つの取り組みに集約される。
1)本学部教員による授業公開並びに教授力向上のための意見交換会の実施
前・後期毎に全授業公開週間を設けて実施すると共に、薬学部 FD 委員会で選出・依頼した教員
の公開授業を、本学部教員が見学した後、意見交換会を開催している

1)

。この意見交換会では、

参加（見学）教員と授業公開教員の両者が、学生が理解しやすい授業をするための教授スキルや
工夫、さらには注意点等について意見交換を行い、教員間での授業改善のための情報共有を行っ
ている。この授業公開に関する本学部 FD 活動状況は、年 4 回発行される大学の「FD NEWS

2)

」で

報告されている。
2)薬学部 FD フォーラムの開催（本学部教員の教育研修）
本学部の過去の FD フォーラムについて紹介すると、まず、平成 17 (2005) 年に「薬学部にお
ける授業公開の現状と今後の課題」のテーマで実施され、授業公開に積極的に参加して、研修を
受ける重要性が指摘された。平成 18 (2006)年に開催された FD ファーラムのテーマは「6 年制薬
学部における学習支援の在り方」で、本学部の入試の現状及び薬学部教育センターの現状と展望
が報告され、活発な討論が行われた。平成 20(2008)年には、「本音で語り、より良い薬学部を作
ろう」をテーマに、クラス担任制度の在り方、学部の「教育」及び研究室間の共同研究の推進に
関して、本学部教職員に対して実施されたアンケートの解析結果を基に研修が行われた。平成
21(2009)年度においては、新たな取り組みとして、上記した「学生による授業アンケート（無記
名方式）」の自由記述欄に記載された、学生の忌憚のない意見や希望等を、各教員から FD 委員会
に学内メールで提出してもらい、FD 委員会で問題点毎に整理した後、再び全教員にメール配信し、
全教員に効果的な対応策等を提案してもらう手順で進められた。それらの対応策を集約した「改
善案集

3)

」を作成し、本学部教職員にメール配信し、周知した。これは、従来の教員個人の自己

努力だけに委ねられていた改善方法を、薬学部全教員で情報を共有して、解決していくこと狙っ
た興味深い取り組みである。今回作成された「改善案集」は、将来、本学部の「授業改善マニュ
アル」の策定に向けての、貴重な基礎資料となるものと考えられる。もちろん、上記アンケート
で得られた学生による教員毎の授業評価結果は、個人毎に報告され、授業改善のための資料とし
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て活用されている。
その他、本学部教員は、毎年 3 月に開催される全学 FD フォーラムの聴講を行うと共に、また時
には講演者として発表する機会を設けている。これら全学 FD フォーラムの内容は「摂南大学
フォーラム報告集―摂南大学における教育・研究の再構築

FD

5)

」として総括されている。また、本

学部の専任教員は、
「全国薬学教育者ワークショップ」あるいは「実務実習指導薬剤師養成ワーク
ショップ」を受講しているので、今後、臨床技能にかかわる FD を実施した後に、さらに研鑽を積
めば、さらなる教育力の向上が期待される。最後に、平成 21 (2009) 年 8 月には、本学部の実務
実習に係わる助教・助手等の若手教員を対象に、プレファーマシー実習に関する指導のための教
育訓練を実施したことも付記する 6)。
従って、本学部においては教職員の資質向上を図るための組織的な研修が、継続的かつ適切に
実施されている。

［エビデンス資料］
1) 授業公開並びに意見交換会の開催通知
2) 2006 年～2008 年度「FD NEWS」
3)「改善案集」：2009 年度「学生による授業アンケート」の自由記述欄のコメントとその改善案
集
4) 2009 年度「摂南大学 FD フォーラム報告集」
5) 2009 年度教員用「プレファーマシー実習」指導用資料
［点検・評価］
・
「学生による授業アンケート」の自由記述欄の学生の意見等を有効に活用して、薬学部全教員と
情報共有しながら、授業の「改善案集」を作成したことは、FD 活動の新たな取り組みとして評
価できる。
・授業公開並びに意見交換会の取り組みは、教員間での相互の授業方法の改善に対して、非常に
有効に機能していることより、今後も継続して行う必要がある。

［改善計画］
・本学部の教職員の資質向上を図るための取り組みとしては、十分に実施されているものの、今後
も、さらなる教授力の向上を目指して FD 活動を継続して実施する。
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『施設・設備』
１０ 施設・設備
（１０－１）学内の学習環境
基準１０－１－１
薬学教育モデル・コアカリキュラム及び薬学準備教育ガイドラインを円滑かつ効果的に行う
ための施設・設備が整備されていること。
【観点 １０-１-１-１】効果的教育を行う観点から，教室の規模と数が適正であること。
【観点 １０-１-１-２】参加型学習のための少人数教育ができる教室が十分確保されていること。
【観点 １０-１-１-３】演習・実習を行うための施設（実験実習室，情報処理演習室，動物実験施設，
RI 教育研究施設，薬用植物園等）の規模と設備が適切であること。

［現状］
摂南大学薬学部では、6 年制教育課程の完成時を想定し、平成 21（2009）年度に 3 号館を建て
替え、現在キャンパス内には、大教室 3 室、中教室 10 室、小教室 6 室を有する。授業運営に際し
ては、教育効果を高めるために、開講科目により適宜、クラス分割等を行っている。とりわけ、
小教室では可動式の什器を採用することで、小グループ討論やディベート演習等を実施する際に、
出席学生数に応じて教室のレイアウトを自由に変更することが可能となり、学生に最適な学習環
境を提供できるようになった。
また、平成 20(2008)年度に新設された 6 号館には、10 室の臨床演習室が完備されており、これ
は、1 年次開講の「薬剤師になるために」等の自己研鑽・参加型学習時における少人数教育に対
して、極めて高い教育効果を発揮している。
実習室、実験・実習室は合わせて 29 室、3,984 ㎡、収容人数は 1,163 人に及ぶ 1)。実習室、実
験・実習室だけで学部・大学院の在籍学生数（学部 1,105 人、大学院 37 人）2)を超える収容力を
有している。これら施設には、理化学機器を中心に教具 1,315 点、校具 1,143 点の備品を設置し、
利用している。特に、本実習施設の中、共同利用機器室には、最先端の教育や研究を遂行するた
めに必要な高性能かつ高額の機器が多数設置されており（基準 10－1－3 で詳細後述）、
「応用薬学
実習」や「特別研究 I・II」等の学生の教育・研究に活用されている。一方、情報処理演習室、
動物飼育室、RI 実験室、薬用植物園等には、本学部の演習や実習を通して、薬学生に必要な知識
や技能を修得するための、必要かつ十分な設備等が充当されている。
以下に、本学部の上記した施設の概要と用途を示す（基準 10－1－3 で詳細後述）
。
① 第 1・2・4 共同利用機器室(148 ㎡)：高性能の核磁気共鳴(NMR)装置及び質量分析計(LC/MS/MS)
が設置されており、主に、医薬品等の開発（創薬研究）のための、有機合成化合物及び天然
物の分子構造等の化学構造解析に利用されている 3)。
② 第 3 共同利用機器室(51 ㎡)：高性能の質量分析計(GC/MS)が設置されており、低沸点化合物の
構造解析や環境汚染質等の超微量分析に使用されている 3)。
③ 第 8 共同利用機器室(49 ㎡)：生体情報物質の分析、発がん性物質の遺伝子レベルでの解析、
疾病と活性酸素の作用等を解明する教育や研究活動に利用されている 3)。
④ 情報処理演習室(416 ㎡；学生用教室のみ)：最新鋭のパソコン 130 台が常備されており、双方
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向学習システムにより、教員と学生が画面上で教材の提示や課題の解答を行う等のきめ細か
な指導で、インターネットの活用を始めとする情報教育を行っている。また、薬学分野の統
計、計測、分析シミュレーションの他、語学教育においてはマルチメディア・ラーニング・
ラボラトリーシステムを導入し、実践的な外国語能力を養えるようにしている。
⑤ 動物飼育室(289 ㎡)：剖検室、コンベゾーン（ラット・マウス・ウサギ飼育室）、ケミカルハ
ザード室、Specific Pathogen Free(SPF)飼育室、Sterile

Lock(SL)室、洗浄室、無菌室、

更衣室、機材倉庫室等が完備され、種々の動物実験を実施するための十分な規模と施設を有
しており、医療薬学実習及び卒業研究等に繁用されている 4)。
⑥ RI 実験室(279 ㎡)：液体シンチレーシヨンカウンター、放射性有機廃液焼却装置、オートク
ライオトーム、オートウェルガンマシステム、液体シンチレーションシステム、分離用超遠
心機等が完備され、RI 実習及び卒業研究等を遂行するための十分な規模と設備を有している。
⑦ 薬用植物園(9,000 ㎡)：本学部の北側部分、洞ヶ峠に接する緩やかな丘陵地に位置し、総面積
は実に 9,000 ㎡にも及んでいる。そして、この敷地内には、温室のある標本園と樹木園 I 及
び樹木園 II があり、そこには約 1,500 種類の薬用植物等が育種・栽培されている。本施設は、
本学部の学生と教職員の教育・実習並びに卒業研究等に利用されている 5,6)。

［エビデンス資料］
1) 自己評価報告書・データ編 平成 21(2009)年度 摂南大学 p145
2) 自己評価報告書・データ編 平成 21(2009）年度 摂南大学 p5-7
（在籍学生数は、平成 20(2008)年度現在のデータを使用）
3) 2010 年度 摂南大学「Campus Guide（受験生用）」p117
4) 摂南大学動物飼育室 使用マニュアル
5) 摂南大学薬学部ホームページ：薬用植物園 (http://www.setsunan.ac.jp/~p-yakuso/)
6) 摂南大学付属薬用植物園パンフレット

［点検・評価］
・
『薬学教育モデル・コアカリキュラム及び薬学準備教育ガイドライン』を円滑かつ効果的に行う
ためのすべての施設・設備が整備されており、またその規模も十分な状況にある。

［改善計画］
・年次更新は必要となるものの、基本的に万全の状態にあり、現時点で特に改善を図る必要はな
い。
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基準１０－１－２
実務実習事前学習を円滑かつ効果的に行うための施設・設備が適切に整備されていること。

［現状］
平成 20(2008)年 3 月、最新の機器を備えた「臨床薬学教育研究センター（6 号館）1)」が完成し
た。本施設は、3 階建て、延床面積約 2,398 ㎡に及び、病院・保険薬局での実務実習に向けて事
前学習の施設として利用されている。本施設内には、最先端の医療実習が可能な模擬薬局（病院
薬局実習室と保険薬局実習室）、無菌製剤実習室、注射調剤実習室、服薬指導実習室及び病棟実習
室等が完備されている。
以下に、本施設の代表的な実習室の概要を示す。
① 病院薬局実習室：病院の薬局をイメージした実習室であり、処方せんの受付から服薬指導ま
で総合的な実習を行うことが可能である。また、処方入力端末から各調剤機器へデータが送
信され、その受信データによる鑑査実習も行える。
② 無菌製剤実習室：注射薬の無菌調製実習のためのクリーンベンチと注射用抗悪性腫瘍薬の混
合調製実習のための安全キャビネットを配置している。
③ 調剤実習室：錠剤、散剤、水剤、軟膏剤、点眼剤等をマルチに配置できる調剤台が 40 セット
完備されており、調剤の基本的な技術の修得が可能である。
なお、臨床薬学教育研究センターの全実習室内には、学生等の手技や技能の確認のための AV 機
器が完備されている。

［エビデンス資料］
1)施設概略図(6 号館 1・2 階)

［点検・評価］
・実務実習事前学習を円滑かつ効果的に行うための専用の施設・設備として、本学の「臨床薬学
教育研究センター」は、他大学の同様の施設と比較しても規模、内容とも遜色ないものとなっ
ている。ここでは薬剤師の実践的な能力である技能や手技を十分に培うことが可能であり、適
切に整備されている。

［改善計画］
・本学部には、実務実習事前学習の遂行を主な目的として、最新の施設・設備を有する臨床薬学
教育研究センターが新設、運営されており、現在のところ改善を図る必要性はない。
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基準１０－１－３
卒業研究を円滑かつ効果的に行うための施設・設備が適切に整備されていること。

［現状］
本学部では、17 の研究室に卒業研究生を分けて配属させている。研究室の総面積は 4,000 ㎡に
及び、１研究室平均では、235 ㎡になる 1)。
各研究室は、原則としてはそれら 17 の研究室に設置している設備を使用することとなる 2)。基
準 9－2－3 で詳述した様に、各研究室に対する学部からの教育研究活動費は、年間 3,000,000～
4,000,000 円となっており、各研究室は、計画的に予算を執行しながら、機器備品等の設備の充
実に努めている。また、上記配分予算だけでは、定期的に高額備品を購入することができないた
め、学部内の申し合わせによって、毎年度 3 研究室（7 年に一度）を対象に高額備品等購入費
（3,060,000 円）を重点配分している。さらに、本学部では、高性能または高額の施設・設備を
集中させ、研究の高度化と研究財源の有効活用を念頭に、以前から「共同利用機器室」を複数設
け、運営に当たっている。具体的には、基準 10－1－1 でも前述した様に、第 1・2・4 共同利用機
器室には、600MHz 超伝導核磁気共鳴吸収スペクトル装置、フーリエ変換核磁気共鳴装置、高分解
能タンデム型質量分析装置を備え、医薬品等の開発のための、新規有機化合物の合成や有用天然
物の抽出あるいは薬理活性のメカニズム解明等の研究において、有機化合物、天然物の分子構造
（特に 3 次元構造）の解析に利用している 3)。第 3 共同利用機器室には、高感度の高分解能質量
分析による成分の構造解析と超微量の定量分析を行う超高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計
を備え、特に環境汚染物質（ダイオキシン等）の研究に常用している 2)。また、第 8 共同利用機
器室には、細胞形態・機能解析システム、遺伝子情報解析システム、電子スピン共鳴測定装置を
備えており、生体情報物質の分析や発がん性物質の遺伝子レベルでの解析、疾病と活性酸素の作
用の解明等の研究に用いている 2)。
これらの他、卒業研究に必須の施設として動物飼育室 4)や RI 実習室（基準 9－2－3 参照）及び
薬用植物園等がある。とりわけ、薬用植物園は、総面積は約 9,000 ㎡にも及ぶ広い敷地内に、日
本薬局方収載生薬、漢方用薬、民間薬等に用いられている薬用植物の他、香料、食料、染料等の、
約 1,500 種類の有用植物が育種・栽培されている 5,6)。

［エビデンス資料］
1） 枚方第１校地平面図
2） 摂南大学薬学部備品台帳
3) 2010 年度 摂南大学「Campus Guide（受験生用）」p117
4) 摂南大学動物飼育室の使用マニュアル
5) 摂南大学薬学部ホームページ：薬用植物園 (http://www.setsunan.ac.jp/~p-yakuso/)
6) 摂南大学付属薬用植物園パンフレット
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［点検・評価］
・卒業研究では研究室所属の設備と共同利用機器室の設備を共に使用し、円滑かつ効率的に行う
ことができている。また、学部内申し合わせによる高額備品等購入費の重点配分によって、各
研究室の設備・機器等の整備を進めることができ、教育研究のレベルアップにつながっている。

［改善計画］
・限られた財源の中で、有効に施設・設備を整備し、かつ卒業研究等の遂行に関して円滑かつ効
率的に運営されており、現在のところ、改善を図る必要はない。
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基準１０－１－４
快適な学習環境を提供できる規模の図書室や自習室を用意し，教育と研究に必要な図書及び
学習資料の質と数が整備されていること。

【観点
【観点
【観点

１０-１-４-１】図書室は収容定員数に対して適切な規模であること。
１０-１-４-２】常に最新の図書及び学習資料を維持するよう努めていること。
１０-１-４-３】快適な自習が行われるため施設（情報処理端末を備えた自習室等）が適切に整
備され，自習時間を考慮した運営が行われていることが望ましい。

［現状］
本学部図書館の専有面積は 1,283m2、閲覧座席数は 259 席であり、普通図書と参考図書の配架コ
ーナー、視聴覚コーナー、所蔵、情報検索コーナーがある

1)

。床面積と閲覧座席数は、学生収容

定員数 1,368 人に対して、在籍学生数（学部 1,105 人、大学院 37 人）を超える収容力を有してい
る 2)。学術雑誌室には、主に化学、薬学、医学分野等の学術雑誌が配架されており、1 階部分に電
動式書架の保存書庫がある。現状では書架の収容能力には多少余裕はあるが、近い将来、資料の
単純増加のため収容能力を超えると予想される。
蔵書数は、約 90,000 冊、視聴覚資料 1,261 点である。毎年度購入する学習用新規図書は、1,000
～1,500 冊程度で、この中化学、薬学、医学分野の図書が約 700 冊を占める。新規購入図書は、
教職員から推薦のあった図書、シラバスに記載されている教科書と参考書、学生からの希望図書
等を、予算の範囲内で選定、購入している。受入雑誌数は、和文雑誌 126 種（化学系 15 種、生物
系 101 種、その他 10 種）、欧文雑誌 541 種（化学系 159 種、生物系 376 種、その他 6 種）である
1,3,4)

。この中毎年継続購入する和文雑誌は 68 種（化学系 10 種、生物系 52 種、その他 6 種）であ

るのに対して、価格上昇の激しい学術洋雑誌（外国雑誌）については、教員の要望を踏まえ、イ
ンパクトファクター等も考慮しながら、予算内で効率よく購入できるように、図書委員会で調整
しながら購入計画を立案している(表 1)。文献情報検索データベースとして SciFinder(化学情報
協会)が、平成 16(2004)年から導入されており、学内 LAN により各研究室の端末パソコンから常
時利用可能となっている。また電子媒体で契約している学術洋雑誌も、研究室端末パソコンから
常時利用可能である。文献複写依頼への対応は、学内 LAN により研究室端末パソコンから常時申
し込みが可能で、学外図書館と相互連携しながら、迅速に複写依頼ができる体制の整備に努めて
いる。平成 21(2009)年 11 月には、今後一層の図書館サービス及びその利用環境改善を目的とし
て、学生や教職員を対象として大学全体で利用者アンケートを実施した 5)。
表1

過去 4 年間の本学部の受入外国洋雑誌(電子媒体を含む)の推移 （種）

雑誌（種類）
外国洋雑誌
（内訳）化学系
生物系
(

平成 18 年
50(29)
8(0)
42(29)

平成 19 年
46(24)
8(0)
38(24)

平成 20 年
43(23)
8(0)
35(23)

平成 21 年
43(26)
8(3)
35(23)

)：電子媒体を示す。

快適な自習室の整備に関しては、無線 LAN アンテナを備えた 3 室（総計 418 m2、201 席、利用
時間 8:00～22:00）と図書閲覧室の一部（134 m2、57 席、利用時間 9:00～22:00）が用意されてお
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り、多くの学生が利用している。情報処理演習室は、学内 LAN 接続したパソコン(130 台)、カラ
ープリンタ(5 台)が設置されており、授業時間外は自習室として開放されているので、自由に利
用できる（利用時間 9:30-20:00）。
［エビデンス資料］
1) Library Guide 2009
2) 自己評価報告書・データ編 平成 21（2009）年度 摂南大学 p5-7
（在籍学生数は、平成 20(2008)年度現在のデータを使用）
3) 2009 年度版 学術雑誌所蔵目録
4) 摂南大学自己評価報告書・データ編 平成 21(2009)年度 p147-149
5) 2009 年度 摂南大学図書利用者アンケート調査結果資料
［点検・評価］
・床面積(1,283m2)と閲覧座席数(259 席)は、現状では充足している。
・新規資料の導入に対応するため、利用価値が低くなり重複する図書資料等の廃棄を効率的に行
ない、書架スペースの確保と利便性の向上に努めている。
・蔵書数(約 90,000 冊)は、総冊数では十分なものとは言い難いが、教育や研究を進めていくのに
必要な、化学、薬学、医学等の専門書は毎年約 700 冊を新規購入していることから、教育・研
究遂行上、大きな支障はない。
・寝屋川キャンパスの本館図書館に約 50 万冊、他の学園内図書館にも多数の蔵書があり、所蔵検
索システム（OPAC）により学園の全ての資料が検索可能で相互に利用できる利点がある。
・継続購入の外国洋雑誌は、価格高騰及び図書予算の凍結のため、毎年、一部洋雑誌の購読を中
止せざるを得ない状況にある。
・SciFinder は、利用者講習を随時行っており好評である。
・自習室のスペース(自習室 3 室：総計 418 m2、図書閲覧室：134 m2)及び座席数(自習室 3 室：総
計 201 席、図書閲覧室：57 席)共に十分余裕があり、授業の空き時間及び放課後に多くの学生
が利用している。
・自習室には、無線 LAN アンテナが設置されており、ノートパソコンを持込めば学内の文献・資
料の検索、情報検索等も快適にできる利用環境が整備されている。
・情報処理演習室の年間授業外利用時間数は、2,672 時間にも及び、授業の空き時間に情報検索
等に多くの学生が利用している。130 台のパソコンの数も充分であり、印刷もできるので、好
評である。
［改善計画］
・学術洋雑誌は、今後も確実な価格上昇が予想されるが、経費と効率の観点から利用頻度、利用
価値の高いものを選定して購入する。利用者の利便性の点から、さらに冊子体から電子媒体へ
の購入に切り替えていくことを検討する。
・本年度実施した利用者アンケートを参考にして、利用者の要望を反映させた運営に努める。
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『外部対応』
１１ 社会との連携
基準１１－１
医療機関・薬局等との連携の下，医療及び薬学の発展に貢献するよう努めていること。

【観点

【観点
【観点

１１-１-１】地域の薬剤師会，病院薬剤師会，医師会等の関係団体及び行政機関との連携を図
り，医療や薬剤師等に関する課題を明確にし，薬学教育の発展に向けた提言・行
動に努めていること。
１１-１-２】医療界や産業界との共同研究の推進に努めていること。
１１-１-３】医療情報ネットワークへ積極的に参加し，協力していることが望ましい。

［現状］
臨床薬学教育研究センターは、実務実習に備えた事前教育の中心的役割を果たすと同時に、地
域の病院・薬局と連携して医療現場での薬に対する様々な問題の解決に向けて活動している 1, 2）。
平成 20(2008)年に薬学 6 年制教育の一環として、近隣の医療機関 4 施設・保険薬局・ドラッグス
トア 6 社の､計 10 機関との間で包括的な連携協定を締結し、その後、新たに 2 機関を追加し、平
成 21(2009)年 12 月の時点で 12 機関と連携協定を結んでいる 3）。この連携は、他に例を見ない新
たな試みであり、大学、病院、薬局、ドラッグストアとの双方向の人的交流を通じ、ジェネリッ
ク医薬品やサプリメントの有効性等のテーマを設定し、大学のハードやソフトを利用して共同研
究を進めている。その一方で、薬学教育の充実に向けては、連携先医療施設の医師、薬剤師、看
護師や薬局薬剤師が教育に参画する「チーム教育」の体制づくりを推進している。この成果が徐々
に結実しつつあり、共同研究の具体例として、
「統合失調症患者における抗精神病薬と気分安定化
薬の併用実態に関する調査研究（日本薬学会第 130 年会発表）」や「ジェネリック医薬品間の品質
的、効果的相違に関する研究（第 31 回日本病院薬学会近畿学術大会発表）」等がある。また、薬
学教育の充実の具体例として、連携施設の医師、看護師との協働でフィジカルアセスメント等の
新たな臨床技能教育を構築したこと等があげられる「未来型薬剤師の養成を目的とした新しい臨
床技能教育（日本薬学会第 130 年会発表）」。また、薬学部ホームページには関連機関等へのリン
クが掲載され、活用されている

4）

。さらに、医療人養成教育への貢献を目指した「医薬合同教育

ワークショップ」や、「薬-薬連携推進のための研修会」及び「日本薬剤師会薬局実務実習担当者
全国会議」等へも積極的に参加し、研修発表等の活動を行っている 5-7）。卒業研究には、従来型の
研究を行う「研究コース」の他、連携医療機関等との協働での臨床研究の推進とスペシャリスト
養成を目的とした「臨床研究コース」
、並びに主に医薬品等の情報を扱う「医薬品情報研究コース」
の 3 種のコースを設置した 8）。「医薬品情報研究コース」は緒に就いたばかりであるが、薬学部 5
年次生が地域の高等学校に出向き、高校生を対象に「薬物乱用防止」に関する講習会を実施し、
中高生の理解度等を調査する研究していることは特筆すべき活動である。また、医療情報ネット
ワークへの参加については、連携施設が開催する研修会や地域住民を対象とした健康フォーラム
等に積極的に参加している。
以上、医療及び薬学の発展に貢献するための、本学部の試みは、今後、一層実り多き物になり、
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社会に発信できる成果が着々と集積されると確信している。

［エビデンス資料］
1） 摂南大学薬学部・医療薬学研究室ホームページ(http://www.setsunan.ac.jp/~p-iryo/index.html)

2）2009 年度 摂南大学「Campus Guide 2010(受験生用)」p86
3）薬事日報 平成 20（2008）年 10 月 第 10588 号
4) 摂南大学薬学部ホームページ：関連医療機関等へのリンク
(http://www.setsunan.ac.jp/~pharm/link.html)

5）第 1 回 医薬合同ワークショップ参加者名簿
6）平成 20 年度 薬-薬連携推進のための研修会（案）
7）平成 21 年度 第 1 回日本薬剤師会薬局実務実習担当者全国会議 次第
8）2010 年度 卒研配属合同説明会資料（6 年制）
［点検・評価］
・地域の医療機関・薬局等との連携協力関係が構築されており、医療及び薬学の発展に貢献する
よう努めていること、並びに将来に向けての共同研究や大学院生の実務実習・臨床研究等によ
って、医療や薬剤師等に関する課題を明確にし、薬学教育の発展に向けた提言・行動に努めて
いることは評価できる。

［改善計画］
・本基準について、新たに取り組んでいる取り組みや活動等が成果として現れるまでには、まだ
時間がかかるため、現時点での改善計画の立案は時期尚早と判断している。従って、今後、数
年間の実績を慎重に精査した上で、不十分と判断した場合には臨床薬学教育研究センター等が
中心となって改善計画を立案する。
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基準１１－２
薬剤師の卒後研修や生涯教育等の資質向上のための取り組みに努めていること。
【観点

１１-２-１】地域の薬剤師会，病院薬剤師会等の関係団体との連携・協力を図り，薬剤師の資
質向上を図るための教育プログラムの開発・提供及び実施のための環境整備に努
めていること。

［現状］
本学部では、平成 19(2007)年度以降、学部主催の公開講座を運営している（基準 2－4－1 で概
要前述）。学内教員からなる薬学フォーラム委員会を構成し（委員長：1 人、委員：3～4 人）、公
開講座の企画・運営を行っている。以下、本学部の公開講座の現状を箇条書きにする。詳細は、
公開講座ポスター1-3)、並びに本学部ホームページ 4)を参照されたい。
1)公開講座の運営に関わる事項：
・ 本学部主催、薬友会（卒業生の同窓会）共催の形で開催している。
・ 日本薬剤師会研修センター、大阪府薬剤師会及び大阪府病院薬剤師会の認定講座としている。
・「薬剤師基礎講座」と「最新知識シリーズ講座」との2部構成とし、各3回、年6回の開催を基本
としている。1回の講座は2講義としている。「薬剤師基礎講座」では、疾患毎に講座を開講し、
当該疾患に対する理解を深めることを目的としている。一方、「最新知識シリーズ講座」では、
1つのトピックを取り上げ、関連する講座を連続して開講し、当該トピックに対する理解を深め
ることを目的としている。具体的な疾患・トピックは、薬学フォーラム委員会内で協議し、決
定している。参加者が関心を抱く疾患・トピック、さらには、その疾患・トピックの分野で活
躍している演者を選定している。
・年度毎に、最初の講座の2ヶ月前を目処に、京阪神地区の主たる病院及び薬局（約500施設）に
ポスターを郵送し、同時に、本学部ホームページに情報開示している4)。個別案内については、
本学部の公開講座に過去に参加したことがあり、連絡先（メールアドレス）を登録している方
のみ、同時にメール配信している（初年度のみ、本学部卒業生に個別に開催を通知したが、2
年目以降、特に実施していない）。
・参加者の利便性を考慮し、会場として、摂南大学の大阪センターを利用している5)。なお、主た
る参加者の薬剤師の業務を勘案し、土曜日、日曜日の午後に開催している。
・卒後研修であることを勘案し、本学部を含む常翔学園卒業生の参加費は、他大学の卒業生の半
額としている（過去3年間は、1講座あたり卒業生1,000円、その他2,000円）。また、2年目以降、
講義の間に30分の休憩時間を設け、簡単な飲食物を提供し、卒業生や参加者同士の交流の場と
している〔開催初年度の平成19(2007)年度のみ、参加費無料の懇親会を開催した〕
。
2)平成19(2007)及び平成20(2008)年度の実績：
・平成19(2007)年度は、開催した8講座中6講座、平成20(2008)年度は、6講座中5講座において、
事前申し込みで満席となっている。
・卒業生に個別通知した平成19(2007)年度の卒業生比率は、参加者の50%を超えたが、通知しなか
った平成20(2008)年度の卒業生比率は40～50%で推移した。
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［エビデンス資料］
1) 平成 19(2007)年度 摂南大学公開講座ポスター
2) 平成 20(2008)年度 摂南大学公開講座ポスター
3) 平成 21(2009)年度 摂南大学公開講座ポスター
4) 摂南大学薬学部ホームページ：生涯教育 (http://www.setsunan.ac.jp/~pharm/syogai/)
5) 学校法人 常翔学園ホームページ：大阪センター(http://www.josho.ac.jp/osakacenter/koukai.html)
［点検・評価］
・社会人を対象とした有料の卒後研修・生涯教育は、申込者や参加者の数を見ることにより、そ
の評判を容易に推し量ることができる。平成 19（2007）年度は、会場の都合もあり、平成 19(2007)
年 9～12 月に 2 週間に 1 回の高頻度で開催したにも関わらず、上記のように、非常に盛況であ
った。また、毎月 1 回の開催とした平成 20(2008)年度も、1 講座を除き、事前申し込みで満席
となっている。このことから、本学公開講座は、薬剤師の卒後研修・生涯教育として高い評価
を得ていると判断できる。
・参加者に占める本学部出身者の割合は 40%を超え、本学部出身者に対する卒後支援としても一
定の成果を挙げている。また、薬剤師の自己研鑽に係る費用は自己負担となることが多いこと
を勘案し、全国的に見ても低水準に参加費を設定していることは、薬剤師の修学意欲を高める
ことにつながり、大いに評価される社会貢献である。
・講義の間の休憩時間に簡単な飲食物を提供し、卒業生や参加者同士の交流を促す等、薬剤師間
のネットワーク形成に寄与している。

［改善計画］
・人気の高い講座は、申し込み開始後、1 ヵ月程度で満席になっている。締切後も参加希望の連
絡を受け、お断りしているのが現状である。会場の規模（収容定員：約 200 人）の問題もあり、
その改善は容易ではないが、できるだけ多くの方が参加できるように、改善策を講じていく。
以下に、現在、薬学フォーラム委員会が中心となって検討している改善策の一部をあげる。
① キャンセル待ちの参加者(事前承諾済)を対象に当日申し込みの参加を受け入れる。
② 会場で聴講できない旨を予め承諾して頂いている参加者を対象に、大阪センターの別室を
利用して、ビデオ等を用いて聴講をしてもらう。
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基準１１－３
地域社会の保健衛生の保持・向上を目指し，地域社会との交流を活発に行う体制の整備に努
めていること。

【観点
【観点
【観点

１１-３-１】地域住民に対する公開講座を定期的に開催するよう努めていること。
１１-３-２】地域における保健衛生の保持・向上につながる支援活動等を積極的に行っている
ことが望ましい。
１１-３-３】災害時における支援活動体制が整備されていることが望ましい。

[現状]
本学部では、大学の地域連携センターが窓口となり、以下に示す地域住民を対象とした 1)公開
講座の開催と、2)地域活性化への参画・支援等の業務等 1-3)を実施している。
1)地域住民を対象とした公開講座
本学は地域に開かれた大学を目指しており、全 5 学部が協同して地域住民のための公開講座〔月
例セミナー：平成 18(2006)年度より開催、平成 20(2008)年度は計 10 回〕、並びに交野市生涯学習
大学講座〔交野セミナー：平成 19(2007)年度より年 6 回〕を開講している 1,2)。 薬学部において
も、上記公開講座に協力すると共に、平成 20(2008)年度では、薬学部・法学部協同フォーラムを、
また、平成 21(2009)年度では、枚方市民のための公開講座（コミュニティーカレッジ）及び八幡
市高齢者大学における公開講座等を担当した。
2)地域における保健衛生の保持・向上につながる支援活動等
① 「枚方市健康・福祉フェスティバル」への参加協力
本フェスティバルは、一般の人達に健康に対する正しい理解を持ってもらうための市の公式行
事であり、平成 18(2006)年度以降、枚方市薬剤師会の要請により薬学部が正式に協力することに
なった 1,2)。昨今の健康指向を反映して、担当ブースには、毎年 1,000 名前後の市民が入場し、活
況を呈している。
② 薬用植物園の一般公開と見学会の実施
本園では日本薬局方収載の生薬等を中心に約 1,500 種類の植物を育種・栽培しており、その一
般公開と各種生薬の展示や薬草茶の試飲等を組合せた行事（原則年 3 回）を実施している。また、
地域住民（各種 NPO 法人、学校理科教員等）や地域の中学生や高校生を対象とした見学会につい
ても、希望に応じて実施〔平成 20(2008)年度は計 12 回、平成 21(2009)年度は計 15 回〕している。
この他に、薬用植物を使用した「生け花の展示」を薬学部及び近縁の公共諸施設等で行っており、
さらに、植物や食品に関する講演会を平成 21(2009)年度には、2 回開催した。
③ ドラッグショー（メディカルショー）の開催
本学部では「健康」に関するテーマを取り上げ、地域住民・学生を対象とした催しを、平成
19(2007)年度より開催している。当日は、薬剤師による健康診断や食事指導、健康食品、化粧品
の試供や各種模擬店等の催しを実施しており、入場者総数は平成 20(2008)年度は約 3,500 名、平
成 21(2009)年度は約 2,300 名であった。
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3)災害時における支援活動体制の整備
本学部では学園の「保安管理規定」に基づく対策に加え、消防訓練、RI 従事者への安全管理の
徹底と健康診断等を行なっており、さらに災害時における行動に関するハンドブック

4)

がすでに

作成されている。また、平成 21(2009)年度からは、国内外に様々なボランティア活動を行う「学
園ボランティア推進委員会」が学園全体で発足している。現在、本委員会を中心に災害時等の支
援活動についての具体案を検討中であり、一部の内容（開発途上国に対する支援物資の募集）に
ついては、既に実施されている 5)。

［エビデンス資料］
1) 摂南大学ホームページ：地域連携センター (http://www.setsunan.ac.jp/j/chiiki/index.html)
2) 摂南大学地域連携センターニュース
3）常翔学園 摂南大学 2008 年度全学シ−ズ集 -地域連携・産学連携のための研
究者紹介4) 災害時行動ハンドブック【保存版】 摂南大学 〜枚方キャンパス〜編
5) 学園ボランテイア通信 (学園ボランティア推進委員会) Vol.1-3 (2009)
［点検・評価］
・本学部では、地域住民等を対象に定期的に「健康」をテーマとした公開講座や住民参加型の各
種行事を実施しており、それらアンケート結果等も好評であることより、現状では適切なテー
マ及び内容が選択、実施されているものと判断できる。
・災害への対応は学園内で組織化されており、本学部においても適切な活動並びに対策がなされ
ている。一方、地域全体の災害に対する支援活動については今後の課題と思われるが、
「学園ボ
ランティア推進委員会」が学園内ですでに発足しており、今後、具体的な支援活動等について
の検討を行う。

［改善計画］
・高齢化社会を迎え、一般の人達の健康に関する関心が一層高まるものと考えられることより、
今後、「健康」関連の新規テーマも取り入れながら、公開講座等の内容を充実させる。
・地域における保健衛生の保持・向上につながる支援活動を促進させることを目的として、本学
の地域連携センターや本学部のホームページによる広報活動を活性化させる。
・学園ボランティア推進委員会を中心に、学生や教員等が災害時に協力できる具体的な支援活動
内容等について検討する。
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基準１１－４
国際社会における保健衛生の保持・向上の重要性を視野に入れた国際交流に努めていること。

【観点
【観点
【観点

１１-４-１】英文によるホームページ等を開設し，世界への情報の発信と収集が積極的に行わ
れるよう努めていること。
１１-４-２】大学間協定等の措置を積極的に講じ，国際交流の活性化のための活動が行われて
いることが望ましい。
１１-４-３】留学生の受入や教職員・学生の海外研修等を行う体制が整備されていることが望
ましい。

［現状］
本学では、英文によるホームページ

1)

を開設しており、大学及び各学部の概要等について、世

界に向けて情報を発信している。
国際交流に関しては、平成 19(2007)年 8 月にベトナム国立薬用天然物研究所と「学術交流及び
2)

学術提携に関する協定
的協力に関する覚書

」を、一方、ホーチミン医科薬科大学（ベトナム）とは「科学的・教育

3)

」をそれぞれ締結し、教員、研究者及び学生の交流を促進すると共に、共

同研究等の学術交流や学術提携を行う協力関係を構築した。この協定・覚書に基づいて、現在、
ホーチミン医科薬科大学から薬学研究科博士後期課程の学生を、ベトナム国立薬用天然物研究所
からは研究生を受け入れている。そして、両機関の教員が、交互に各々の施設を訪問し、教育・
研究に関する情報交換を行っている。また、諸外国からの研究者の短期受け入れについても積極
的に行っており、実験技術や情報の交換を行っている。
次に、本学部は、外国人留学生を学部学生として受け入れるための入試制度（日本語能力、化
学、面接）を設け、留学生の受け入れを積極的に推進している。また、外国人留学生の大学院学
生としての受け入れについては、人数は少ないが、薬学研究科博士後期課程へ入学、博士号取得
の実績がある

4)

。外国人留学生に対しては、学費減免及び留学生学内奨学金制度により、留学生

活の経済的支援を行っている。学費減免は、毎年、申請者を審査のうえ、授業料の 30%を減免し
ている。奨学金（年間 24 万円、ただし、学園内施設に入寮している学生は 12 万円）は審査を経
て給付しており、平成 21(2009)年度からは、急激な為替レートの変動で経済的苦境に陥った留学
生への特別奨学金給付も行っている。
学生の海外研修に関しては、毎年、夏休み期間中にニュージーランドのカンタベリー大学での
語学研修制度

5)

があり、希望者が参加している。この研修（実習）を修了し、一定の基準を満た

すと単位が認定される。この研修には、本学後援会が研修参加費の貸付制度を設けており、ひと
りでも多くの学生が参加できるように支援している。教職員の海外研修については、最長で１年
間の海外研修制度 6)があり、渡航費・滞在費については大学が全額援助している。

［エビデンス資料］
1) 摂南大学ホームページ （http://www.setsunan.ac.jp/english/index.html）
2) ベトナム国立薬用天然物研究所との「学術交流及び学術提携に関する協定」
3) ホーチミン医科薬科大学（ベトナム）との「科学的・教育的協力に関する覚書」

- 122 -

4) 2004 年度 第 10 回研究科委員会・会議資料 3(外国人留学生受入)及び 2007 年度 第 10 回研究
科委員会・会議資料 1(博士号取得)
5) 語学研修制度の学生案内パンフレット
6) 2006 年度 第 5 回薬学部教授会・議事録(13)(教員海外研修制度)

［点検・評価］
・英文の摂南大学ホームページを開設し、各学部の概要に関する情報を国際社会に向けて発信し
ており評価される。
・ベトナムの大学・施設との大学間協定を締結し、教育・研究の活性化を積極的に行っている点
は評価できる。
・教職員の海外研修制度を利用して、今日までは、ほぼ毎年１名の教員が海外研修を受け、その
成果を教育・研究に生かしている。しかし、今後は６年制教育カリキュラムの過密さの中で、
この制度の維持が困難な状況にある。

［改善計画］
・国際交流を活発に行うことを目的として、平成 22(2010)年に、本学の国際交流センターが設置
された。本センターの主導の基、外国の多くの大学との交流を深めるための具体的な方策を検
討する。
・教職員の海外研修に関しては、より多くの教員が研修を受けられるようなシステムづくりが必
要であり、今後、教育カリキュラムの変更も視野に入れて検討する。
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『点 検』
１２ 自己点検・自己評価
基準１２－１
上記の諸評価基準項目に対して自ら点検・評価し，その結果を公表するとともに，教育・研
究活動の改善等に活用していること。

【観点
【観点
【観点

１２-１-１】自己点検及び評価を行うに当たって，その趣旨に則した適切な項目が設定されて
いること。
１２-１-２】自己点検・評価を行う組織が設置されていること。
１２-１-３】自己点検・評価を行う組織には，外部委員が含まれていることが望ましい。

［現状］
摂南大学においては、平成 21(2009)年度に財団法人日本高等教育評価機構により外部評価を
受けること、並びに本学部においても自己評価 21 報告書を提出する予定となっていたことより、
平成 19(2007)年度より、学部長（臨床薬学教育研究センター長、教育センター長兼任）、学科
長（教務委員長、予算委員長兼任）と 4 人の教授（それぞれ学部教育評価委員長、キャリア形
成・就職委員長、共用試験委員長、国試対策委員長担当）及び事務室長を含む 7 人の委員から
なる第三者評価ワーキンググループ〔平成 21(2009)年度より学部教育評価委員会として改組〕
を立ち上げ、本学部の自己点検・評価の進め方や問題点に関する様々な検討を行ってきた

1)

。

本学部の自己点検・評価の進め方としては、自己点検・評価の基本原則である PDCA サイクル（計
画→実行→評価→改善）に従って活動して行くことを申し合わせた。
まず、平成 21(2009)年 1 月と 4 月に、薬学部全体会議を開催し、学部長が、自己点検・評価
の趣旨と意義について説明し、全職員に周知させた後、学部教育評価委員長が、自己評価実施
マニュアルに従って、学部、本学部各委員会、事務室及び個々の職員が作成・提出・保管しな
ければならないエビデンス資料に関して説明した 2)。また、同年 5 月には、自己評価 21 の各項
目・基準に関係する、学部内の委員会委員長と事務室長を招集し、それぞれの委員会に該当す
る評価基準毎の内容等についての詳細を説明した

3)

。その後、各委員会委員長は、エビデンス

の有無も含めた各基準の達成度及び改善案等について、委員会内で審議、検討を進めた。そし
て、各委員会での改善案等の決定事項は、各委員会委員長から教授会に改善案等を起案させ、
審議・承認後、速やかにその改善案の実施に着手させた。
次に、各委員会の活動における改善案等の詳細な報告の意味も含め、平成 21(2009)年 8 月と
平成 22(2010)年 1 月の 2 度に亘って、各委員会に関係する基準の自己評価報告書を提出させ、
学部教育評価委員会にて、各委員会活動による評価基準の達成度評価の確認作業を実施した 3,4)。
そして、学部教育評価委員長が、基準毎の不備な点や改善可能な点等について整理、指摘し、
各委員会で更なる改善を進めながら、平成 22(2010)年 3 月に、本学部の自己点検・評価作業(自
己評定)を終了した。
なお、上記の自己点検・評価の過程で作成した自己評価 21 報告書は、平成 22(2010)年 4 月
に本学のホームページに掲載して、社会に広く公表する。
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［エビデンス資料］
1) 2009 年度 第 1 回学部教育委員会・会議資料 1,2
2) 2009 年度 薬学部全体会議資料
3) 2009 年度 第 2 回学部教育委員会・会議資料 1,2
4) 2009 年度 自己評価 21 に関係する薬学部委員会委員長会議・会議資料 1,2 (役割・執筆分担)
［点検・評価］
・本学部においては、自己点検・評価を行う項目及び組織等については、十分に整備されている。
・教育・研究に関する改善事項に関しては、速やかに実施に移す体制が取られている。
・本学部の自己点検・評価を行う組織(学部教育評価委員会)には、現在、外部委員が参画してい
ない。

［改善計画］
・現行の自己点検・評価を行う組織には、外部委員が含まれていないことより、平成 22(2010)年
度以降には、医療機関や他の教育機関等の職員にも外部委員として参画して頂き、新たに学部
教育評価委員会を組織し、本学部の運営状況等に対する忌憚のない意見を拝聴し、より良い改
善に繋げていく。
・今後、学部で適切なエビデンス資料を保管していくことを念頭に、学部教育評価委員会が中心
となって、全職員が各エビデンス資料を作成・提出・保管をする時の手引きとなる「エビデン
ス資料作成・提出・保管マニュアル」並びに「エビデンスリスト」を作成し、全職員に対して
周知徹底を図る。
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