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Ⅰ 大学薬学部の現況及び特徴

１ 現況

（１）大学薬学部・薬学科名

徳島文理大学 香川薬学部・薬学科

（２）所在地

〒769-2193

香川県さぬき市志度1314-1

（３）学生数、教員及び職員数（平成 21 年 5 月現在）

①学生数

1年次在籍者数108名、2年次106名、3年次97名、4年次85名：計396名

②教員数

薬学科47名（教授16名、准教授10名、講師3名、助教18名、助手等0名）

（香川薬学部69名（教授22名、准教授12名、講師5名、助教27名、助手等3名））

徳島文理大学は徳島キャンパスと香川キャンパスから成り、それぞれ、5学部、3学

部を有する。徳島文理大学香川薬学部は、香川キャンパス内に、平成16年に開設され、

平成18年に薬学科（6年制）と薬科学科（4年制）を擁する薬学部に改組された。また、

神経科学研究所を併設している。上記の通り、薬学科の専任教員は47名であり、薬科

学科の専任教員は19名、神経科学研究所の専任教員は3名で、香川薬学部全体として

69名の教員を有する。薬学科の6年制教育プログラムは、薬学科教員の他、薬科学科

及び神経科学研究所教員も担当している。

③事務職員数

香川キャンパス事務職員38名（香川薬学部担当職員1名）

本学は、充実した教育研究支援、学生支援の実施のため、平成 19 年度から事務組

織を集中化する改革を行っている。香川キャンパスでも、従来、各学部に配置されて

いた事務を集約し、総務ユニット（庶務・渉外、施設管理等）、教育・研究支援ユニ

ット（教務、入試）、学生支援ユニット（学生、就職）の 3 ユニットに再配置する体

制へと移行した。現在、38 名が新事務組織に配置され、業務にあたっている。また、

各学部固有の業務遂行のため、香川薬学部担当の事務職員 1 名を配置している。

２ 特 徴

徳島文理大学香川薬学部の設置母体である「学校法人 村崎学園」は明治 28（1895）

年、学祖村崎サイが「女も独り立ちできねばならぬ」と唱え、“自立協同”を建学の

精神として私立裁縫専修学校を創立したことに始まる。平成 18 年 4 月に設立された
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香川薬学部薬学科は、“自立協同”の建学精神のもと、「真に実力があり、社会に貢献

できる薬学人を育成する」を理念とする。この理念の中で称する「薬学人」とは、『豊

かな教養と人間性、高い倫理観を兼備した医療人であるとともに、高度な薬学専門知

識を習得し、研究活動を通じて得られる問題解決能力を有する薬のサイエンティス

ト』を指している。本学科では、このような素養を有する「薬学人」の養成を目指し、

以下の 4 点を主眼に置いた教育体制を構築している。

①学生個々に対応したきめ細かな教育体制

ゆとり教育が導入され、また、大学入学試験の形態が多様化した昨今、学生個々に

応じた学習指導の重要性はさらに増している。本学科では、教員一人あたりの学生数

が少ないことを最大限に利用し、以下に記すように、どのような学生にも対応できる、

柔軟で段階的な指導体制を整えている。

本学科では、チューター制度を導入している。チューターは、定期的に面談を行っ

て学生の生活状況の把握に努めるほか、成績表、模擬試験結果などもチューターから

学生に配布されるため、個々の学力、人物像に応じた指導が可能となる。理数系科目

について、入学前教育、及び、1 年次における習熟度別授業を行うことにより、学生

個々に対応している。また、学習意欲を高め、目標達成に向けて自己管理ができる術

を体得させる目的で、学習ポートフォリオを導入している。さらに、学生の希望によ

り、低学年から研究室での研究に従事することができる。

②サイエンティストとしての素養を醸成するためのカリキュラム編成

本学科は、卒業後に医療人として社会で働く際に、薬のサイエンティストとして問

題解決能力を有する薬剤師の養成を目指している。1 年次から基礎専門科目、専門科

目、そして実務系科目が時系列的にカリキュラムに組み込まれ、薬学教育モデル・コ

アカリキュラムに沿った薬学専門教育を受ける。一方で、本学部は、神経科学研究所

が設置されている特徴を活かし、神経系、病理解剖的な実習が組まれている。また、

3 年次には研究室に配属され、4～6 年次の「特別実習」、「卒業実習」において、課題

研究、セミナー、卒業実験により、問題解決能力を身に付け、「真に実力があり、社

会に貢献できる薬学人を育成する」ことを目指している。また、その実力を医療の現

場で役立てるため、プレゼンテーション能力や問題解決能力も醸成するカリキュラム

が編成されている。

③学内・地域連携を生かした医療人教育

質の高い医療人となるには、薬学的な知識だけでなく、医療全般の素養も必要であ

ることは明らかである。香川薬学部は、香川大学医学部、香川県立保健医療大学と連

携し、「高度な医療人養成のための地域連携型総合医療教育研究コンソーシアム」を

組織している（文部科学省の戦略的大学連携支援事業に採択）。この事業の中で、学

生は、香川大学医学部の講義やセミナー、実習に参加することができ、香川県立保健

医療大学の看護学、臨床検査学の講義を聴講する機会を得ることができる。さらに、

徳島文理大学は、薬学以外の医療系学部学科を多数擁しており（徳島キャンパスの保

健福祉学部に看護学科、理学療法学科、人間福祉学科が、人間生活学部に食物栄養学
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科、心理学科が、香川キャンパスの理工学部に臨床工学科が設置されている）、大学

内で連携してチーム医療を担うことのできる医療人（薬剤師、看護師、保健師、助産

師、理学療法士、精神保健福祉士、管理栄養士、臨床心理士、臨床工学技士）の養成

を目指している。

④教育研究設備・機器の充実

香川薬学部は、香川キャンパス 3 学部（香川薬学部、理工学部、文学部）共用の講

義棟の他、8 階建ての研究棟、5 階建ての実習棟からなる。各研究室、実習室には最

新の機器が設置され、特に、中央機器室には、最新鋭の実験機器が多く備わっており、

教育及び研究に活用されている。模擬薬局は、薬剤・製剤系実習や事前学習、さらに、

薬学共用試験（OSCE）に対応できる充分な設備･機器を備えている。また、香川キャ

ンパスの図書館（リサーチアンドメディアライブラリー）は全国有数の規模を誇る。

これらの充実した設備・機器を利用できることは、本学科の特徴の一つである。

Ⅱ 目的

人間教育を基盤として、研究に基づく教育と教育に刺激された研究を通じて、社会

的要請に対応する専門職業人の養成と、基礎科学の振興に貢献する人材の育成に努め

ることが大学薬学部に課せられた第一の使命である。近年の医療に目を転じると、病

気の診断・治療、医薬品の創製（創薬）など医療技術の急速な進展により、医療は新

しい時代に入ったことは明白である。そこで、徳島文理大学 香川薬学部 薬学科は教

育理念として、「真に実力があり、社会に貢献できる薬学人を育成する」ことを掲げ

た。この「薬学人」とは、「豊かな教養と人間性、高い倫理観を兼備した医療人であ

るとともに、高度な薬学専門知識を習得し、研究活動を通じて得られる問題解決能力

を有する薬のサイエンティスト」を意味している。したがって、この理念に基づき、

本学部薬学科の目標を「基礎及び専門教育をとおして、薬にかかわる科学を教授研究

し、病院・薬局での臨床実習を通して、医療人としての自覚と技量を養い、探究心と

人間性を兼備した質の高い薬剤師を養成する」としている。患者とのコミュニケーシ

ョン技能を体得し、患者の立場にたった医療人としての薬剤師にとって、人間性が重

要であることは疑問の余地がない。加えて、患者にとって最適の薬物療法を提供する

ためには、常に化学物質としての薬、それを投与される患者の病態生理、及び、薬の

効能･効果と安全性を科学的に捉え、課題を発見し、解決に向けて努力する探究心が

必要と考えている。

薬剤師は、以前に比べ、チーム医療を担う医療専門職として患者と接する機会が飛

躍的に増大しつつある。患者への対応はヒューマニズムを基本とするため、人間関係

論、医療コミュニケーション入門、医療倫理学などの講義に加えて、本学に設置され

ている文学部などの他学部と連携した教育により、医療の担い手としての心構えを教

育し、人間性・社会性に富み、教養豊かな人格を備え、倫理観・使命感に溢れた薬剤

師を育成する。
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細胞生物学、分子生物学、分子遺伝学の進歩は、生物製剤の増加、及び、遺伝子治

療や再生医療等の高度な医療への扉を開いた。薬剤師は卒業後も生涯を通じて、これ

ら生命科学、医療技術の進捗をフォローし、最新の知識・技術を体得・活用できる力

量を備えている必要がある。この観点から、これらの分野において原理的理解を重視

した教育・研究を充実させている。また、上記の素養を基にして、薬の作用機序につ

いて分子レベルで理解し、薬物治療に関して、実際の医療現場で全ての医療従事者と

コミュニュケーションのとれる能力を有した薬剤師の養成を目指す。

また、医療現場では様々な課題が生じてくる。それらの課題の原因は千差万別であ

り、対処の方法も課題毎に異なる。マニュアルに記載のない新しい問題の解決能力を

身につけなければ、質の高い薬剤師とは言いがたい。問題解決能力は、従来、自ら苦

労して、多くの経験から身につけるものとされてきたが、最近では、問題解決能力を

醸成する学習方法が開発されてきた。それらの学習に加えて、研究遂行も問題解決能

力の醸成に役立つと考えられることから、比較的早い段階で研究室に配属し、研究を

遂行する中で探究心を養うことにより、課題を発見し、解決する能力を有する薬剤師

を育成する。

Ⅲ 総括

薬学科の目標は“探究心と人間性を兼備した薬剤師の養成”である。この目標に照

らし、「自己評価 21」対象基準毎の自己評価をもとに、全体を通して優れた点、改善

を要する点について記載する。

1）優れた点

①探究心ある薬剤師の養成

“探究心”は、学生一人一人が問題意識をもって課題に取り組む“自立”した人間

でなければ持ち得ない。“探究心”ある薬剤師養成には、専門分野における教育・研

究で優れた実績を有した教員が、教育を担当することが必要である。本学科教員の 9

割以上は博士号を有しており、各教員平均では毎年、学会発表は 3 回、英文学術雑誌

に 2 報以上報告していることから、本学科教員は“探究心”ある薬剤師養成に必要な

要件を満たしている。さらに、探究心ある薬剤師養成には低学年からの実習が不可欠

であり、実験操作の習熟の他、実験結果の考察法及びプレゼンテーション等について

重点的に指導している。また、学生は希望すれば初年時から、通常は 3 年次前期より、

研究室に配属され、研究テーマを遂行する過程で、問題解決能力を向上させることが

出来る。実験に必要な設備・機器類は世界最高水準であり、卒業研究のみならず、薬

学実習でも利用され、学生の探究心を向上させている。これら低学年からの実習を重

視した教育は、問題解決能力の醸成に適している。

②人間性を備えた薬剤師の養成

チーム医療を担う薬剤師にとって、医療スタッフや患者とのコミュニュケーション

は重要である。その際、患者の状況・要望を把握し、患者情報を医療スタッフに正確
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に伝達することが要求される。そのためには、高度な知識、技術に加えて、薬剤師の

人間性が必要とされる。本学科では、香川キャンパス内の文学部と連携し、ヒューマ

ニズムに関する講義を充実させることにより、人間性に溢れた薬剤師養成のための教

育を行っている。また、医療現場では医療スタッフと自由闊達なコミュニュケーショ

ンが要求される。そのため、本学科では、実務実習に加えて、「香川総合医療教育研

究コンソーシアム」等を利用し、医療の現場と関連づけた教育を行っている。同コン

ソーシアムは、本学科と香川大学医学部、香川県立保健医療大学の間に締結された協

定であり、薬剤師以外の医療従事者（医師、看護師、検査技師など）養成コースへの

参加・見学の他、卒業研究で相互に学生を受け入れている。

③初年次教育

ゆとり教育や大学入試の多様化などにより、薬学教育に必要な科目の習熟度が低い、

または修得していない学生が増加している。そこで、本学科では、大学入学試験合格

直後から、高校での履修科目の内、薬学教育に必要な科目の入学前教育を行っている。

また、初年次には、理数系科目を中心に、習熟度別授業を行うことにより専門科目へ

の橋渡しをしている。さらに、新入生に目標達成に向けて自己管理能力を高める目的

で、学習ポートフォリオを導入している他、入学直後の放課後学習の習慣づけに取り

組んでいる。また、チューター制を活用し、習熟度が低い学生にはチューターが個別

指導を行っている。結果として、初年次における基礎科目の習熟度は高まり、2 年次

以降の専門科目履修の大きな一助となっている。

2）改善を要する点

①入学定員数の確保

本学科は平成 19 年より、入学者定員を満たしておらず、社会的責務を十分には果

たせていない。しかし、平成 21 年度は定員を満たさなかったものの（入学定員の 0.94

倍）、平成 19 年、20 年度と比較して、入学者数、定員充足率も改善された。これは平

成 19 年度より、高大連携、オープンキャンパス等の機会を利用して入試広報活動を

精力的に行い、また、平成 20 年度より AO 入試、社会人入試を導入し、加えて、指定

校推薦入試枠の増加等を行った結果であると思われる。そこで、様々な立場の薬剤師

希望者のニーズに答えるべく、更なる広報活動を通じて、定員充足を図る計画である。

②卒後教育と生涯学習

日々の医療の進歩を鑑みると、薬剤師にとって、生涯にわたって新たな知識を修得

し、業務に生かすことは極めて重要である。本学科では、現場の薬剤師の体験談や薬

剤師を取り巻く環境に関する講義を通して、生涯学習の重要性を説き、生涯学習に対

する意欲の醸成を行っている。また、実際の生涯教育プログラムとして、全国の現職・

離退職薬剤師を対象とした「副作用診断教育プログラム」を e-learning 方式で提供

している。さらに、香川県薬剤師会との共催、香川県後援で、「薬用植物講演会」等

を開催し、生薬資源についての生涯教育を実施している。これらのプログラムは好評

であるが、卒後教育プログラム総体としては不十分であり、早急に一層の充実を図る
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必要がある。

③実務実習実施体制の整備

実務実習に関しては、平成 21 年度は準備段階であり、実務家教員 5 名及び本学部

教員全員で対応した。しかし、平成 22 年以降は、本学部と実習実施施設間の連携体

制の強化が必須であり、更なる、実務実習実施体制の充実が必要である。

Ⅳ 自己評価・評価書作成のプロセス

徳島文理大学 香川薬学部は、平成 16 年に開設され、平成 18 年に薬学科（6 年制）

と薬科学科（4 年制）を擁する薬学部に改組された。広義の FD 活動は平成 16 年の開

設以降、学部内の各委員会、及び、各科目担当教員により、個々に行われていた。平

成 19 年度に、6 年制薬学部における自己評価 21 の実施が決定されたことを契機に、

自己評価と FD 活動を担当する評価・FD 委員会が平成 20 年 4 月に発足した。委員会は

5 名の委員（教務、年報、及び、入試の各委員会より各１名、旧 FD 委員会から 2 名）

で構成され、香川薬学部教授会より、「自己評価 21」報告書案の作成を付託された。

香川薬学部長や他の教員の意見を基に、評価・FD 委員会で協議を重ね、平成 20 年

7 月、自己評価 21 報告書の作成方針を以下のように決定した。

① 点検･評価が必要とされる 62 基準を評価・FD 委員会で検討し、各基準の評価を適

切に実施できる香川薬学部各委員会へ原案作成を依頼する。

② 基準毎に評価・FD 委員会内で担当責任者を決め、担当責任者が各委員会と協議す

る。

③ 評価・FD 委員会にて協議し、原案を取り纏める。

④ 香川薬学部教授会に諮り、「自己評価 21」報告書最終案の承認を得る。

上記方針に従い、平成 20 年 9 月の教授会において、自己評価 21 の「実施目的」「概

要」「実施時期」「実施方法」等を詳しく説明し、理解を得た後、原案作成及び資料収

集・保存を各委員会へ依頼した。必要な資料収集は各委員会が事務と協力して行うこ

とが確認された。その後、平成 21 年度 5 月版として配布されたマニュアルに則り、

原案を作成するよう各委員会に再依頼した。報告書作成に関して、評価・FD 委員会と

各委員会との間で、随時協議を行い、平成 21 年 9 月に原案の第一稿が完成した。評

価・FD 委員会で第一稿を検討し、特に、資料の収集に注力して、加筆・修正を行うよ

う各委員会へ要請した。その時点で、教務関連事項の幅広い内容と量的問題に適切に

対処する必要性が生じたため、教務委員会より、評価・FD 委員として 1 名を増員し、

体制を強化した。その後、第二稿は 10 月末、第三稿は 12 月末に、評価・FD 委員会に

て取り纏めた。その間、評価・FD 委員会と各委員会で細部に亘り協議を繰り返した。

平成 22 年 1 月より 2 月末まで、第三稿について各委員会と担当 FD・評価委員との間

で、緊密に協議を重ね、最終案が 3 月初旬に完成した。香川薬学部教授会より最終案

の承認を得て、3 月中旬に提出報告書の作成が完了した。結果として、報告書提出ま

でに 19 回の評価・FD 委員会が開催された。
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Ⅴ 基準ごとの自己評価

『理念と目標』

１ 理念と目標

注）基準ごとの自己評価では、特に注記のない限り、香川薬学部や本学部とは香

川薬学部薬学科のことである。

【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組が行われてい

ること。

［現状］

科学・医療技術のめざましい進歩によって、医療に従事する医師・薬剤師・看護師

などの医療従事者が理解し、取得すべき知識・技能が年々増加している今日、薬剤師

には、病棟業務においてはチーム医療の一員として薬の専門家の立場から積極的に治

療方針に関与し、薬局においては地域医療・介護の中核として国民の健康増進に貢献

することが社会的に求められている。本学部は教育理念として「真に実力があり、社

会に貢献できる薬学人を育成する」ことを謳っている。この「薬学人」とは、豊かな

教養と人間性、高い倫理観を兼備した医療人であるとともに、高度な薬学専門知識を

習得し、研究活動を通じて得られる問題解決能力を有する薬のサイエンティストを意

味している。したがって、この理念に基づき、本学部の目標を、「薬学及び薬科学に

関する教育プログラムに基づき、薬の科学者としての技量・学識と医療倫理観を兼備

した薬剤師及び探究心を有した薬の科学者を養成する」とし、さらに「薬学科は、基

礎及び専門教育をとおして、薬にかかわる科学を教授研究し、病院・薬局での臨床実

習を通して、医療人としての自覚と技量を養い、探究心と人間性を兼備した質の高い

薬剤師を養成する」と規定している。どのような職種に就いても活躍できる人材を輩

出することを目指して教育を行っており、社会のニーズにも学生のニーズにも応えて

いる（資料 2：キャンパスガイド、資料 3：香川薬学部ホームページ資料）。

本学部の理念及び目標は、新入生に対しては、入学式後に行われる薬学部長の挨拶、

新入生ガイダンスでの学科長からの説明、1 年次生対象の「薬学概論」、及び、本学の

歴史や建学精神・教育理念・教育目標等を詳細に講義する「文理学」において繰り返

し周知されている。在学生に対しては、各学期のはじめに実施されるガイダンスにお

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。
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いて学科長が説明している。また、教職員も、入学式出席時などに本学部の理念を聴

く機会がある。さらに、本学部の理念は、本学部のホームページや大学案内にも記載

されており、教職員による高校訪問や進学ガイダンス時、さらにオープンキャンパス

など多くの広報活動時に聴講者に対して説明がなされる。毎年発刊される本学部の教

育・研究年報は、全国の大学や一部の高校に発送しているが、これらの刊行物にも、

理念と目標について、詳細かつ具体的な内容を記載している（資料 4：香川薬学部要

覧、資料 5：教育・研究年報）。

本学部学生は、特別実習（4、5 年次、選択）及び卒業実習（5、6 年次、必修）で

卒業研究に取り組む。教員とリサーチアシスタントとしての大学院生による指導と、

共通機器センター及び講座の設備･機器も活用できる研究環境は非常に恵まれており、

薬学科の学生は、3 年次の夏休みから研究室に配属され、この環境のもとで卒業研究

を開始する。さらに、6 年次に卒業研究発表会を実施することが決まっている（資料

6：教授会資料･議事録）。卒業研究は、研究活動を通じて問題解決能力やコミュニケ

ーション能力を養い、本学部が目指す教育目標を達成する重要な要素である。

［点検・評価］

①本学部の理念「真に実力があり、社会に貢献できる薬学人を育成する」は、表現は

単純であるが社会のニーズや学生のニーズに合致している。本学部の目標も理念に沿

った適切なものである。ただ、大学案内と学部ホームページでの記載が必ずしも一致

した表現になっていない。また、大学案内にある「社会の要請にこたえ得る」という

表現は、具体性に欠けている。

②学生に対して、入学時及び各学期開始のガイダンス、さらに 2 つの講義科目の中で、

理念・目標に関する十分な説明が行われている。教職員にも、定期的に理念・目標が

周知されている。また、社会に対しては、大学案内や学部ホームページ、または、広

報活動を通して周知されている。

③本学部のカリキュラムでは卒業研究を必修としており、成果発表会も行う。資格試

験合格は目標の一つではあるが、それのみに偏重しているわけではないと評価できる。

以上より、適確な教育理念・目標が公開されており、この理念・目標に適合した教

育がなされていると判断できる。

［改善計画］

大学案内にある「教育理念」は、「社会の要請にこたえ得る」のような具体性に欠

けているので、明確なメッセージを発信するため、表現及び構成を工夫する。また、

ホームページもレイアウト・表現を改善する。「教育理念」の実現には、より良い「教

育目標」が必要であるが、入学してくる学生に適合するか常に検証する必要がある。

この点について、教員全員で検討する機会を定期的にもつ計画である。
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【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］

「真に実力があり、社会に貢献できる薬学人を育成する」理念に向かって、1 年次

には、大学の理念と目標を「文理学」において理解し、「薬学概論」において薬学人

としての心構えが身につくことをめざした教育がなされている。また、ポートフォリ

オを取り入れ、自己の目標に向かっての道標を明確にし、その目標に向かっての自己

点検やチューターからのアドバイスが得られる仕組みにしている。

豊かな教養と人間性、高い倫理観を兼備した医療人としての「薬学人」は、総合大

学である利点を活かした一般総合科目の人文系、社会系の科目の修得や、2 年次まで

の「人間関係論」「医療コミュニケーション入門」｢医療倫理学｣の受講によって訓練

される（資料 4：香川薬学部要覧）。

同時に高度な薬学専門知識を有する「薬学人」を育成するために、1 年次前期より

4 年後期まで専門教育が行われている。基礎的専門科目に始まって、段階的に進行し

ていく専門科目の教育が行われている（表 1-2）。また、5、6 年次に予定されている

アドバンスト教育において、学生一人一人の進路に見合った高度専門科目とアドバン

スト実習によって、4 年次までに獲得できた能力をさらに伸ばし、また新たな能力の

獲得に向けた教育が準備されている。

一方、学生の学習をサポートするため、チューターによって、つねに不得意な科目

への対策が個別指導されているが、専門科目の修得すべき知識・技能が飛躍的に増え

ていることなどの要因から、各科目における到達目標に達していない学生も増えてい

る。したがって、留年する学生も少なくない。

その対策として、1 年次においては、短時間でできる課題やテストを毎回実施する

など、自ら学習できる態度を身につけさせる工夫がなされている。（資料 4：香川薬学

部要覧）その結果、評価全体の優の割合が多く、留年生も 1 割以下である。しかし、

専門科目数が飛躍的に多くなる 2 年次には、評価全体の優の割合が少なく、留年する

学生が増加する。本学部は、これらの留年した学生に対して、数を制限した上で先行

学年の科目の取得を認め、留年中にモチベーションが低下しないよう、配慮している

（資料 6：教授会資料･議事録）。その成果として、専門領域の科目をあるレベルまで

修得して進級した 3 年次では、学力が向上した薬学生に成長し、留年者は少なくなっ

ている。また、4 年次の薬学共用試験、CBT、OSCE でその実力が発揮された成果が得

られている。

さらに、研究活動を通じて得られる問題解決能力を有する薬のサイエンティストで

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。
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ある「薬学人」をめざして、卒業研究を行うことになる講座へ配属が 3 年次前期末に

決まり、早期に研究活動を行って、問題解決能力やコミュニケーション能力の修得が

なされ、総合的に薬学人として成長している。

その結果が就職への成果として明らかになるのは、2 年後であるが、旧課程（4 年

制）H21 年度卒業生の就職先は企業・公務員 11.8%、病院・調剤薬局 56.7%で、本学・

他大学大学院への進学率は 24.3%であった（資料 9：卒業生に関する資料）。

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

1

2

3

4 薬事関係法規１ 薬事関係法規２

5 医薬品情報学 医療品開発特講

6 医薬品安全性学 臨床薬剤学 医薬品・医療ビ 医薬経済学

7 英語A 英語A 英語C／独語 英語C／独語 生体分析学 特許法

8 英語B 英語B 製剤学１ 製剤学２

9 健康スポーツA 健康スポーツB 薬剤学１ 薬剤学２ 薬物動態学

10 基礎有機化学１ 有機化学１

11 基礎有機化学２ 有機化学２ 有機化学３ 反応有機化学 医薬化学１ 医薬化学２ 品質管理学 医薬化学特講

12 薬用資源学 生薬学 天然物化学 東洋医学概論

13 物理学Ａ 物理化学１ 物理化学２ 物理化学３ 放射線科学 薬理遺伝学

14 物理学Ｂ 分析化学１ 分析化学２ 生物製剤学

15 応用生物学Ａ 生物科学１ 生物科学２ 生物物理学１ 生物物理学２ 生物統計学 生命科学特講

16 応用生物学Ｂ 細胞生物学１ 細胞生物学２ 臨床生化学

17 化学A 化学B 微生物学１ 微生物学２ 化学療法学 臨床医学概論

18 数学A 数学B 機能形態学１ 機能形態学２ 病態生理学１ 病態生理学２ 薬物治療学１ 薬物治療学２

19 薬理学A 薬理学B 薬理学C 薬理学D

20 衛生化学１ 衛生化学２ 医療科学１ 薬品代謝化学

21 文理学 衛生化学３ 免疫学 医療科学２

22 薬学概論 人間関係論
医療コミュニ
ケーション入

門
医療倫理学

医療社会薬学
コミュニケー

ション学

生物実習 薬学実習１A 薬学実習１C 薬学実習２C・３A 事前学習講義 事前学習講義

（機能生
物・生物物

理）

（有機物
理・解析化

学）

（分子生
物・生理化

学）

（薬理・薬
物治療）
（病態・神

経）
化学実習 薬学実習１B 薬学実習２A・２B 薬学実習３B・３C 総合薬学演習

（医薬化
学・放射化

学）

（生薬・天
然物）

（生体防
御・薬事科
学・衛生薬

学）

（製剤）
（薬物動
態）

ＣＢＴ・ＯＳＣＥ

(資料9：委員会資料）

実習

特別実習

表1-2 新6年制 学年別科目配当表 平成21年4月1日版

１年 ２年 ３年 ６年４年 ５年

卒業実習

アドバンスト教育プログラム

人文・社会 人文・社会

病院・薬局実習
事前学習実習

（医療薬学ほか）

［点検・評価］

①理念と目標に合致した教育が行われている。現状分析に示したように、「真に実力

があり、社会に貢献できる薬学人を育成する」理念に向けて、さらに建学の精神であ

る｢自立協同｣できる社会人になる目的で、豊かな人間性と高い倫理観を獲得できる教

育、問題解決能力を育む教育、薬のサイエンティストなるにふさわしい知識、技能、

態度が修得できる教育が実践されている。6 年制の重点である薬剤師実務教育は、香

川県薬剤師会及び同病院薬剤師会の協力のもと、実務家教員と一般教員全員が協力す

ることによって、理念と目標実現へ向けた教育が行われている。

その成果の一つの判断材料である薬学共用試験において、十分に実力が発揮され、

また、旧制度での薬剤師国家試験の合格率でも、平成 20 年及び 21 年度の新卒平均で

約 80％であり、多くの薬剤師を社会へ送り出している。このことから、理念と目標実

現へ向けた教育の成果は上がっている（資料 8：国家試験対策に関する資料）。
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②理念と目標に合致した教育を実践するため、香川薬学部進級規定に基づき、必要な

単位を取得していない学生は進級を認めていない。一方で、留年生を出さないため、

ホームワークによる学力向上の取り組みを実践し、留年生が減少したことは評価でき

る。また、留年生に対して、ある制限のもとに上位学年配当科目の受講を認めている

ことは、留年生のモチベーションを高めている。

まだ 6 年制課程の卒業生がでていない状況であり、卒業生の進路や活動状況から、

理念と目標に合致した教育の実施状況を評価することはできない。しかし、既に薬学

共用試験の結果が判明し、また、旧制度での卒業生の就職・大学院進学率などから、

薬学人としての実力がある卒業生を出すという理念と目標は達成され、本基準は満た

しているものと評価できる。

［改善計画］

理念と目標に合致する教育を行うためには、効果的なカリキュラム編成であること

が重要であると考える。それは入学してくる学生のレベル・ニーズにあった柔軟なカ

リキュラムであることが望まれる。そのために、教育内容を常に検証するシステムが

必要である。日常的な教務に追われる教務委員会というよりも、薬学部長を中心に、

薬学教育全体を見据えてじっくりと討論できる委員会組織を構築し、コアカリキュラ

ムを補う柔軟に対応できるカリキュラムにしていく計画である。
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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

【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］

１年次に開講される「薬学概論」おいて、入学早期（4-5 月）に、「病院」「調剤薬

局」「製薬企業」「老人介護施設」への訪問・見学、及び、消防士による「救急医療（AED）

デモンストレーション」を早期体験学習として実施している（資料 10：早期体験学習

に関する資料）。目的は、医療人としての各種職業を見学・体験することにより、今

後、薬剤師としての教育を受ける意義付けと心構え、薬剤師と医療を受ける者、また

は、他の医療人との関わりの重要性を認識させることにある。加えて、医療人も社会

の一員であることから、社会との関わりも「薬学概論」で教育している。1 年次後期、

2 年次前期においては「人間関係論」及び「医療コミュニュケーション」の 2 科目に

より、チーム医療の重要性、また、その基盤である、患者を含めた他人の気持ちに配

慮することの重要性を講義している。医療人あるいは薬学人である前に、人間として

「生」と「死」に対して、どのように向き合うかについては、2 年次後期に開講され

る「医療倫理学」で考察させる。3 年次では、医療人としてはもちろんであるが、薬

剤師という職業に焦点を当て、薬の作用・副作用について、「薬理学」、「製剤学」、「医

薬品安全性学」を学ぶことにより、薬剤師としての専門性を深化させる。4 年次では、

3 年次で深めた専門性を基盤として、実際の臨床の場において、医療チームの一員と

しての職務を遂行できる実力及びチームのメンバーから信頼される力量を身につけ

させ、事前教育へと繋げる。5 年次には「医療社会薬学コミュニケーション学」にお

いて、医療における倫理の重要性について認識を深め、さらに 5、6 年次のアドバン

スト教育において、倫理面に重点を置いた、より実務に近い教育が予定されている（資

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。
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料 4：香川薬学部要覧）。

「早期体験学習」において、現役の薬剤師により生涯学習の重要性が説明され、さ

らに、「医薬品安全性学」において、医薬品の情報を生涯に亘り入手・評価し続ける

ことの必要性が講義されている。また、事前学習では卒後の薬剤師研修の重要性を講

義し、質の高い薬剤師として、「認定薬剤師」「専門薬剤師」取得のための生涯学習の

必要性を教育している。

［点検・評価］

①全学年を通して、医療人に必要な生命観、倫理観が養われ、医療チームの一員とし

ての信頼関係が構築できる教育が行われている。医療人として生命に携わる薬学専門

家に相応しい行動をとるためのプログラムとして、まず、大学入学早期に医療人とし

ての薬剤師の職業を実感させることにより、薬剤師になることの動機を確固たるもの

とさせ、学年を経るに従い薬学専門家として成長を推進させ、高学年では実際の臨床

の場で、医療チームの一員として、その実力（知識･技能・態度）を発揮させる時系

列プログラムとなっている。また、薬剤師の倫理観、使命感、職業観が醸成され、医

療従事者相互、または、医療従事者と医療を受けるものとの信頼関係を構築するため

の知識・技能を身につけるための教育もなされている。

②共感的態度、及び、人との信頼関係を醸成する態度を生涯に亘って向上させる教育

は、主として、「早期体験学習」「医薬品安全性学」「事前学習」で対応しているが、

時系列薬剤師養成プログラムと比較すると、生涯にわたって学び続ける意欲を持たせ

るような生涯教育プログラムは、内容的にやや不足していると思われる。

③ヒューマニズム・医療倫理教育に関連する単位は、卒業要件の 1/5 以上設定されて

いる。教養教育 16 単位、語学教育 6 単位、医療安全教育・生涯学習・自己表現能力

醸成教育として専門科目 14 単位と事前学習（12.5 単位）の一部を合計して、約 40

単位程度となる。卒業要件は 186 単位以上であることから、卒業要件の 1/5 以上であ

る（資料 4：香川薬学部要覧）。

以上より、ヒューマニズム・医療倫理教育については、時系列プログラムが組まれ、

学生は、共感的態度及び人との信頼関係を身につけることができると評価できる。

［改善計画］

現状では、「早期体験学習」は主として薬学概論の中で行われているが、現状のま

までは時間的に制約されている。そこで、導入教育としての早期体験学習を独立した

科目とし、早期体験学習前後には、スモールグループディスカッションを通じて当該

実習を充実させる。その一環として、現在、医療の現場で必ずしも必須ではない生涯

教育について、事前講義の中でその重要性を講義する予定である。また、文科省採択

課題「副作用診断教育プログラム」を医薬品安全性学の授業で学生に体験させ、さら

に「臨床薬剤学」の講義の中で、共感的態度及び信頼関係の構築に関して、生涯に亘

る新薬、新技術などの研修の必要性を説くことを計画している。
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(２-２) 教養教育・語学教育

【観点 ２-２-１-１】薬学準備教育ガイドラインを参考にするなど，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］

香川薬学部では、人文系、社会系、自然系より 24 単位以上（ただし、人文系、社

会系、自然系は、それぞれ 2 単位以上含むこと）、体育・スポーツ科目 2 単位以上、

外国語科目英語 4 単位を含め 6 単位以上の修得を卒業要件としており、物事を多角的

に見る能力及び豊かな人間性・知性を養う目的で一般総合科目の教育が実施されてい

る（資料 2：キャンパスガイド、資料 4：香川薬学部要覧）。

本学部のカリキュラムでは、人と文化の領域では、「哲学 A」、「心理学 A」、「文学 A」、

「法学 A」及び「経済学 A」の各科目が開講されている。同じキャンパスには文学部、

理工学部が存在していることから、他の科目も選択が可能である。英語は、少人数教

育で実施され、科学、医療関連の英語も教授されている。さらに、希望者を対象に、

ランガナ大学（カナダ）夏期英語研修が準備されている（資料 11：自己研鑽学習支援

に関する資料）。物理学、生物学、化学の領域は専門科目教育とも連携するもので、

それぞれ 2 科目が講義され、薬学準備教育ガイドラインの項目を満たしている。数学

も、薬学を学ぶ上で必要となる領域を中心に 2 科目が提供され、専門科目の「生物統

計学」の準備科目としての位置づけでもある。IT の分野では、「情報処理学」で基本

的な PC ソフトウェアの使用法を学ぶ他、薬学実習 1A、薬学実習 3A 及び卒業実習でよ

り高度な PC ソフトウェアの使用法を学ぶ機会が提供されている。プレゼンテーショ

ンに関しては、｢薬学概論｣の中で、早期体験学習において訪問した病院・薬局で学ん

だ内容を発表し、また、与えられた課題について、日本薬局方等を用いて調べ、自分

の意見をまとめ、発表するプログラムが用意されている。さらに、優れたプレゼンテ

ーションを行ったグループに関しては、全学的に実施される学生プレゼンテーション

大会へ参加する機会が与えられている（資料 11：自己研鑽学習支援に関する資料）。

香川薬学部で開講される人文系の科目では、薬学領域の話題を織りまぜ、薬学領域

の学習に可能な限り関連させて講義が行われている。時間割についても、提供されて

いる科目が受講できるように編成されている。

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など

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。
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［点検・評価］

①人文・社会科学系ではあらゆる分野の科目が開講されているわけではないが、選択

可能な範囲で幅のある教養科目が開講されている。薬学教育において修得すべき項目

が増加しているため、現実的に人文系科目を数多く取る学生が少ない中で、幅広く人

文系科目を提供するのは難しい。しかし、総合大学の利点を生かし、他学部で開講さ

れている科目を修得できる制度で補われている。

②英語、自然科学の領域は、薬学専門科目へ発展する科目であり、薬学準備教育ガイ

ドラインに沿って、基礎的知識の獲得に向けて体系的かつ効果的に教育されている。

英語、数学、物理学、化学、生物学はいずれも複数の科目が提供され、薬学専門科目

に発展する領域を中心に体系的な教育が実施されていると評価できる。

③IT を利用できる力、プレゼンテーション力を養う教育が実施されている。「情報処

理学」で IT に慣れ親しみ、大学独自の教科である｢文理学｣においてもデータベース

検索や日常的な書類の作成法などを学習している。早期体験学習のまとめとして、ス

モールグループディスカッションを行い、その結果をまとめプレゼンテーションする

ことによりプレゼンテーション力を養う訓練が実施されている。

④学生は、薬学部学生に対して開講されている一般教養科目いずれの科目も選択が可

能なようにカリキュラム編成がなされている。学生が多くの教養科目を選択できるよ

うにするため、１年次には実習科目を配当していない。また、平成 21 年度から、帰

国子女や外国人を受け入れやすくするために、今まで通年科目であった語学を半期の

講義に分割し、秋期入学生へ対応した。

⑤学生や社会のニーズに応じた選択科目を用意している。大学独自の科目である｢文

理学｣は理系学生が欠けているといわれる国語力を養う内容も含め、学習法やコミュ

ニケーション力養成のための方法を学ぶ科目である。英語においても、ネイティブス

ピーカーによる英会話中心の講義も準備されている。

以上より、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と評価する。

［改善計画］

総合大学の利点を生かし、より広く人文社会系教養科目を学生が選択できるように

各学部のカリキュラムの整理と統合を行う予定である。徳島キャンパスには音楽学部

があるので、新たに音楽を取り入れ、芸術領域の科目も選択可能とすることを検討し

ている。
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【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。

【観点 ２-２-２-２】医療現場，研究室，学術集会など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。

【観点 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］

1 年前期に英語 A①、英語 B①、後期に英語 A②、英語 B②を必修科目（各 1 単位）

として配当し、また 2 年前期に英語 C①、後期に英語 C②を、それぞれ独語 A①、独語

A②との選択必修科目（各１単位）として配当している（資料 4：香川薬学部要覧）。

このうち英語 A①、②では文法、「音読」、「聞き取り」を中心に学び、科学や医療に関

する内容も含め基礎的な英語力の修得を行っている。また英語 B①、②、英語 C①、

②の講義はネイティブスピーカーにより行われ、医療現場、研究室、学会等で用いら

れる英語表現を題材に、「音読」、「聞き取り」、「書く」、「話す」の各項目についてス

キルの向上に取り組んでいる。3 年次から学生は講座配属され、卒業研究の一環とし

て、各講座において研究に関連する英語論文、雑誌等の輪読を行うことにより、研究

に必要な英語の読解力を高める取り組みが行われている。また、5、6 年次には、アド

バンスト教育の医学英語を選択することが可能であり、医療現場で用いられる医学英

語、薬学英語、日常的な英会話などを学ぶコースの開講が予定されている。

さらに、希望者を対象に、ランガラ大学（カナダ）夏期英語研修、及び、グリフィ

ス大学（オーストラリア）冬期英語研修が準備されている。また、毎年、英語スピー

チコンテスト、及び、英語暗誦コンテストが学内で行われ、優勝者と準優勝者には、

この語学研修の参加費相当の賞金が給付される特典があり、学生が語学を通じて、国

際感覚を養う努力がなされている。（資料 11：自己研鑽学習支援に関する資料）

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。
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［点検・評価］

①1、2 年次に配当した英語科目については、4 単位以上（90 分授業が 15 回で１単位）

最大で 6 単位まで修得することができ、講義時間は十分である。内容においても、単

なる英語を学ぶのではなく、薬学人として将来役に立つであろう科学英語、医療英語

も取り入れられている。ネイティブスピーカーによる講義も実施され、読む・書く・

聞く・話すという語学学習の要素が入っている。従って、講義時間、内容ともに十分

な取り組みがなされている。

②3 年次以降は配属講座で卒業研究が開始され、専門分野により内容が異なるものの、

研究室、学術集会など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。

5、6 年次には、アドバンスト教育での医学英語が実施され、全学年にわたって英語を

学習している。従って、医療現場、研究室、学会等で必要な英語力を身につける機会

が用意されている。

③3 年次以降の英語学習の取り込みは、カリキュラムや評価が明確になってはいない

点がある。

④優勝者・準優勝者に特典がある英語スピーチコンテスト、及び、英語暗誦コンテス

トは、学生の語学を学習する励みとなる。また、海外の大学と連携した語学研修は、

単に語学の研修だけに留まらず、研修する大学の学生との交流を通じた貴重な体験を

得ることができる機会である。

以上より、3 年次からの英語教育に改善すべき点があるものの、総合的に判断する

と、語学教育が体系的かつ効果的に行われていると評価できる。

［改善計画］

3 年次からの英語教育は、配属講座での取組みに依存している。今後、研究内容に

沿った講座単独でのセミナーだけではなく、化学系、生物系、医療系といったグルー

プ内での英語セミナーの実施に加えて、英会話に関する講義の開講など、講座内のみ

ならず学部としての英語教育を充実させることを検討したい。
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(２-３) 医療安全教育

【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など，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］

薬害・医療過誤・医療事故防止に関する教育は、1 年次から行われている。「薬学概

論」（1 年次）では、早期体験学習として病院及び調剤薬局の訪問を行い、医療過誤や

医療事故の事例、安全対策について、薬剤師から臨床現場で指導が行われている。「医

療倫理学」（2 年次）では、生命の尊さを認識した後、医薬品使用に関する医療事故の

重大さを学び、その原因を考察し、医療事故の回避について学習する。薬害について

は、年代別に薬害の例を挙げ、背景を理解し、薬害を防ぐための副作用情報の重要性

を教育するとともに薬害被害者からの体験に基づいた講義を実施している。財団法人

いしずえは、サリドマイド被害者の薬害防止等に関する事業に取り組んでいるが、平

成 21 年度は、財団法人いしずえに所属し、サリドマイド薬害の被害者である講師が、

その体験を学生に講義した。また、自らもサリドマイド被害者である薬害研究者が、

薬害事件に関連した講義を行った。このような講義を通じて、医療事故の背景やその

後の行政側の対応など直接聞く機会を設け、学生の医薬品の安全性に関する意識を高

める教育、多様な視点での安全教育を行っている（資料 4：香川薬学部要覧）。3 年次

の「医薬品安全性学」では、医薬品の安全性を評価し、その適正使用に参画できる薬

剤師を目指した教育が行われ、その中で、医療過誤、リスクマネージメントにおける

薬剤師の責任と義務が教育される。「医薬品情報学」においても過去の薬害事件の経

緯とそこから学ぶ医療安全マネージメントを取り上げた講義が実施されている。さら

に、これらの講義では、病院薬剤師（薬剤部長・安全管理責任者）、保険薬局薬剤師

（管理薬剤師）を非常勤講師として招聘し、現場での安全に対する考え方、実際の対

策などについて講義している（資料 4：香川薬学部要覧）。

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。
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［点検・評価］

①医薬品の安全性の観点から、1 年次から 3 年次まで継続して薬害・医療過誤・医療

事故防止に関する教育が実施されている。「薬学概論」（1 年次）、「医療倫理学」（2 年

次）、「医薬品安全性学」（3 年次）、「医薬品情報学」（3 年次）により、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実施されている。

②医薬品の安全性に関する教育が、サリドマイド薬害被害者の生の声による講義を通

して実施されており、学生の講義に対するレポートより、薬害を肌で感じていること

が確かめられた。

③ 医療における安全管理者を講師とした講義により、安全性への意識を高める教育

が実施されている。3 年次の「医薬品安全性学」、「医薬品情報学」において、医療過

誤や医療事故については、新聞記事の抜粋等を紹介することにより具体的な事例を提

示している。さらに、病院薬剤師（薬剤部長・安全管理責任者）、保険薬局薬剤師（管

理薬剤師）を外部講師として、安全性の観点からの医薬品の取扱いに関する講義が実

施されている。

以上のことから、医薬品の安全性に関して、サリドマイド被害者の講演や専門科目

の講義の中で、学生が科学的かつ客観的な視点を養うことができる教育が実施されて

いると評価できる。

［改善計画］

5 年次配当科目「医薬品・医療ビジネス」（5 年次）では、外部講師（病院薬剤師や

保健薬局薬剤師）を招聘し、医薬品の流通や医療環境を通じて医薬品の安全使用の観

点から講義を行う予定である。今年度から弁護士資格を有する非常勤講師を招聘し、

薬事関係法規の一部を講義しているが、薬害・医療過誤・医療事故防止に関する教育

にも参画できるよう計画している。また、病院や保健薬局で安全管理の業務に従事し

ている薬剤師を講師として招聘し、講義を得る機会を準備している。
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(２-４) 生涯学習の意欲醸成

【観点 ２-４-１-１】医療現場で活躍する薬剤師などにより医療の進歩や卒後研修の体

験談などに関する教育が行われていること。

［現状］

1 年次に履修する「薬学概論」の中で早期体験学習が行われるが、早期体験学習に

おいて、学生は、病院・調剤薬局で活躍している現役薬剤師から薬剤師の職務に関す

る説明を受ける。その中で、常に最新の情報を得るために薬剤師が自ら勉強し、研修

会へ参加していることを学ぶ。早期体験学習のまとめとして、学生が小グループで討

議し、発表する時間を設けているが、この討議や発表を通して学生自らが生涯学習の

重要性を認識している（資料 4：香川薬学部要覧）。

また、4 年次の事前学習において、医療の現状に即した講義・演習などを行ってい

る。その中で、急速に変化している医療の実態や薬剤師の職能の変化に伴う職責の重

さを学生に理解させ、生涯学習の重要性を認識させる教育が行われている。

さらに、１年次の「薬学概論」や「文理学」では、医療に関係する外部講師の講義

により、学生は医療の世界を多面的に学習している。「薬学概論」では厚生労働省麻

薬取締官の経歴がある薬剤師による「現代社会と薬学—薬物乱用」、外資系製薬企業の

市販後調査グループに従事している講師による「製薬企業における薬の開発」、薬局

経営者による「保険庁剤薬局と薬剤師の役割」等の講演が行われ、経験談を通して、

生涯教育の重要性を認識させる機会を設けている。大学主催の公開講座（「文理学」

の講義の一環でもある）では、著名人による講演「進路を見つめて」の中で、どの進

路に進もうとその職業のなかで常に学ぶ姿勢が重要であることが話されている（資料

28：授業資料）。

実際の生涯教育プログラムとして、全国の現職・離退職薬剤師を対象とした「副作

用診断教育プログラム」を e-learning 方式を中心に提供している。このプログラム

は、文部科学省・社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラムに平成 20 年度に

採択されている。これまでに、全国から 300 名余の受講登録者を得ていて、現在も受

講者は増大の傾向を示している。このプログラムの案内は本学部のホームページにリ

ンクしているので、学部学生も眼にすることが多く、現実に生涯学習が行われている

状況を知ることによって、生涯学習の重要性を認識するよい機会となっている（資料

51：生涯教育に関する資料）。

また、香川県薬剤師会との共催、香川県後援で、「薬用植物講演会」と「薬用植物

観察会」を開催し、生薬資源についての生涯教育を実施している（資料 14：地域連携

に関する資料）。

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。
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［点検・評価］

①1 年次の「薬学概論」の中での早期体験学習において、医療現場で活躍している薬

剤師の体験談を聞く機会を設け、まとめの討論時に学生に生涯学習の重要性に気づか

せる教育がなされている。さらに、学年進行後の｢事前学習｣においても重要性を認識

する科目設計になっており、大学在籍中から生涯学習への意識を醸成できるようにし

ている。また、スモールグループディスカッション後の発表や、講師と学生との質疑

応答を通して、その重要性を深く認識させている。

②薬剤師として活躍する方々だけではなく、薬学と異なる分野で活躍する著名人の体

験談を聞く機会が設定されている。すなわち、毎年数回、薬剤師はもとより、企業経

営者や企業コンサルタントなどによる体験談に基づき、生涯教育の重要性を学生が認

識する機会が設けられている。

③「副作用診断教育プログラム」の実施により、学生は、生涯学習の重要性を認識し

ている。

④卒業生を 2 回出しているにも係わらず、卒後間もない薬剤師を対象とした卒後教育

講座が実施されていないことから、できるだけ速やかに卒後教育全体のあり方と実施

の体制を検討するため、学部内に「生涯学習委員会」を設置したところである。

以上、卒後研修プログラムの全体計画が未だ不十分であるが、医療現場で活躍する

薬剤師などによる体験談による教育や、現職・離退職薬剤師を対象とした実際の生涯

学習教育に触れさせることにより、生涯学習の重要性を認識させる教育が行われてい

ると評価できる。

［改善計画］

本学部は、卒後教育講座が実施されていないことから、「生涯学習委員会」を中心

に卒業生、及び、香川県内の薬剤師を対象とした卒後教育講座を実施する計画である。

この卒後教育講座へは、学生が参加可能な内容であれば、本学部在学生にも参加を促

していく予定である。また、同窓会において、多くの学生が薬剤師の体験談を聞ける

ように、学生と卒業生との懇談会を行うことを計画している。
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(２-５) 自己表現能力

【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］

1 年次 5 月、6 月の入学後間もない時期には、「薬学概論」の一環として早期体験学

習が実施され、患者の気持ちや保健衛生に関する討議、保健・福祉、医療スタッフや

病院・開局薬剤師の業務についてのグループディスカッション（SGD）やプレゼンテ

ーションが行われる（資料 10：早期体験学習に関する資料）。

学年が進行した 2 年次や 3 年次では、専門科目の授業や薬学実習の中でトレーニン

グが行われる。例えば、2 年次では、生物実習において一般的なレポートの書き方を

学ぶ。また、医療倫理学では、人の生死と医療の関わりについて討議する。3 年次の

薬学専門科目でも、病態生理学 1、病態生理学 2 において、少人数による学習とプレ

ゼンテーションが組込まれている。さらに、薬学実習 2C において、より専門的な報

告書の書き方を学び、薬学実習 3A、薬学実習 3C の実習報告会や総合討論では、SGD

を通して得られた成果をプレゼンテーションで発表するが、この際のコンピューター

による情報収集や代表的なソフトを用いた資料作成は、自分の意見を適切に表現する

訓練となる。

4 年次では、事前学習が前期 84 コマ、後期 38 コマ実施されるが、講義・演習の他、

SGD やロールプレイが重要な位置を占めている。すなわち、薬剤師業務イントロダク

ション、チーム医療でそれぞれ 2 コマ、調剤入門（処方せん鑑査）で 3 コマの他、疑

義照会の講義 17 コマのうち、14 コマは SGD を交えて実施され、自分の考えを適切に

表現する知識・技能・態度を修得し、薬剤師業務において、リスク回避や事故への対

処の具体案を提案できる薬剤師教育が実施されている（資料 4：香川薬学部要覧）。

5 年次の病院実習・薬局実習の合間に実施される医療社会薬学コミュニケーション

学では、医療現場に即した知識・技能・態度・コミュニケーション能力を修得するた

め、討議やプレゼンテーションが予定されている。また、5 年次、6 年次にまたがっ

て実施されるアドバンスト教育プログラム（3 講義 1 実習：3 単位）でも SGD が重視

される。さらに、6 年間の教育による学力を確認するため、主として 6 年次で卒業実

習を実施する。卒業実習には、教員全員が参加し、薬剤師としての学力のみならず、

課題解決、調査・研究、環境への配慮などに対する態度が評価されることになる。

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。
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［点検・評価］

①1 年次の「早期体験学習」時に病院・薬局・製薬企業などでの体験について、SGD

で討議し、また、その成果のプレゼンテーションで発表することや、2、3 年次の「薬

学実習」、｢医療倫理学｣「病態生理学」において、実習報告会や総合討論を通じて自

分の考えや意見を述べる機会が設けられ、また、それに必要な情報収集やコンピュー

ター用いて資料を作成する技能を学んでいることは、医療の担い手である薬学生にふ

さわしい態度の醸成に役立つと考えられる。

②「早期体験学習」「薬学実習」、｢医療倫理学｣「病態生理学」や 4 年次の「事前学習」

において、異なった意見を持つ集団の中で自分の意見を発表する機会、集団の意見を

整理し発表する機会が用意されている。さらに、大学の行事として「英語プレゼンテ

ーション・コンテスト」及び「ポスターセッションコンテストがあり、早期体験学習

や事前学習でのプレゼンテーション力の成果発表に利用されている。

③全学年を通して自分の考えや意見を表現するための知識、技術、態度を修得するた

めの教育が実施されている。1 年次〜4 年次までに実施されている上記の科目の他、5

年次の「医療社会薬学コミュニケーション学」5、6 年次のアドバンスト教育でさらに

発展的な教育が準備されている。

以上、早期体験学習が単位化されていないが、全学年を通じて、自分の考えや意見

を適切に表現する教育が行われていると評価できる。

［改善計画］

早期体験学習については、平成 21 年度より、従来の病院、薬局、製薬企業に加え、

保健衛生・健康に携わる行政機関、さらに保健・福祉施設での早期体験が追加され、

また、救急講習も実施されるなど、内容が充実した。これに伴い、情報の把握や意見

発表の機会が増え、技術が向上すると考えられる。ただ、現在、「薬学概論」の一部

として早期体験学習を実施しているので、新たに「早期体験学習」として単位化する

計画である。また、この科目この学習での SGD、プレゼンテーションをより充実させ

るため、ファシリテーターとなる教員を養成する予定である。

2 年生、3 年生の薬学専門科目授業・薬学実習については、平成 19 年度、平成 20

年度にカリキュラムの一部が薬学教育モデル・コアカリキュラムに沿って見直され、

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

の教育が充実された。現在、その成果を検討中である。

4 年生事前学習、さらに 5 年生、6 年生の授業、実習は、現行の改正カリキュラム

による授業・実習内容を検証し、自己の意見発表に関する見直しの必要があれば、カ

リキュラムを検討する予定である。
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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

【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］

現行の香川薬学部の教育カリキュラムが全国の薬科大学・薬学部における 6 年制薬

学教育のガイドラインとなる「薬学教育モデル・コアカリキュラム」に適合している

かどうか精査し、さらに香川薬学部独自の教育理念を実現するために、教育内容の見

直しを行った。

精査にあたり、初期の目標を社団法人日本薬学会の提唱するモデル・コアカリキュ

ラムの網羅におき、各科目の教育内容の調整を平成 19 年度から 20 年度にかけて教務

委員会主導のもと実施した。最初に、薬学教育モデル・コアカリキュラムについて、

それまでの各科目の一般目標（GIO）とカバーしているモデル・コアカリキュラムの

到達目標（SBOs）を調査してエクセルファイルを作成し、SBOs の欠落や過度の重複を

把握した。次に、教員に調査結果を周知し、欠落している SBOs に関連する科目担当

者間の調整によって欠落数を減らし、それでも埋まらない SBOs については、教務委

員の方から担当することがふさわしいと思われる科目の担当者に依頼することによ

って、全 SBOs を漏れることなく割振った。また、単に SBOs を網羅するだけでなく、

教務委員会において、香川薬学部独自の教育理念に照らして、薬学教育モデルカリキ

ュラムの中でより重要と思われる SBOs に関しては、複眼的視野で多様な角度から教

育がおこなわれるように、より多くの科目で担当するよう配置した。技能に関する

SBOs については、それまで各講座に一任されていた実習内容をあらためて精査し、モ

デル・コアカリキュラムを漏らさない内容への変換を図った。さらに、薬学教育モデ

ル・コアカリキュラムを有効に実践していくため、実習や講義を通して多様な手段が

とられるように科目間での調整を行った。一方、この過程で、過度の重複のある項目

についても整理統合し、教育効率を向上することができた。学生への周知に関しては、

平成 21 年度より、各科目に GIO 及び SBOs が明示されたシラバスを学生に配布する香

川薬学部要覧に掲載し、また香川薬学部のホームページにおいて閲覧可能とした。以

上の作業を経てシラバスに基づいた教育、すなわち「薬学教育モデル・コアカリキュ

ラム」を満たし、さらに香川薬学部独自の教育理念を実現するためにふさわしい教育

カリキュラムが作成され、実践されることになった。

香川薬学部独自のホームページにおいては、「薬学教育モデル・コアカリキュラム」

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。
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に準拠した一般目標ならびに到達目標が掲載され、各科目とモデル・コアカリキュラ

ムとの関連性が学生に理解できるように示している（資料 4：香川薬学部要覧、資料

12：香川薬学部 Web シラバス資料）。

［点検・評価］

①学生は、徳島文理大学の香川薬学部のホームページから各科目の GIO と対応 SBOs

を容易に把握できるシラバスを閲覧できるよう配慮されている。また、学生一人一人

に配布される香川薬学部要覧の中にも GIO と対応 SBOs が明示されたシラバスを掲載

している。

②今回シラバス改訂にあたり、全科目の GIO 及び SBOs への対応状況を教務委員会が

中心となり、科目担当教員とともに総点検することで、各科目の内容が薬学教育モデ

ル・コアカリキュラムに適合するように修正、及び SBOs の過度の重複、講義漏れを

是正した。実習内容についても、適合するよう見直された（資料 13:授業科目-SBO 対

応表）。

③作成された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準拠するだけ

でなく、香川薬学部の教育理念を実現するためにふさわしいカリキュラムとなるよう

設計された。

以上より、教育課程を構成する各科目と教育目標が、薬学教育モデル・コアカリキ

ュラムに適合しているものと判断できる。

［改善計画］

各科目における講義において、対応 GIO 及び SBOs を示し、モデル・コアカリキュ

ラムとの関連性を学生に周知するよう努めているが、実際に学生の学習に有効に利用

されているかについて今後検証していく予定である。具体的には、教員各自が常に講

義内容が GIO 及び SBOs 到達に適応したものであることを意識した上で、講義を行う

よう努めるとともに、学生からの評価アンケートの結果や、アンケートに対する教員

側のフィードバックを通して、また教員間による相互評価などの FD 活動と連携して、

講義内容をモデル・コアカリキュラム達成により適したものになるよう充実させてい

く計画である。
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【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，製剤上の工夫など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］

各科目の授業内容、到達目標とモデル・コアカリキュラム SBO コード、評価方法は

シラバスに記載され、学習方略に添った教育が提供されている。講義・演習・実習は

学年進行に合わせ段階的に専門化されており、学習内容はシラバスから把握すること

ができる。たとえば、化学系科目において、1 年次の基礎有機化学 1、2 から 2 年次の

有機化学 1、2、3 さらに 3 年次には反応有機化学、医薬化学 1 へと基礎から専門、そ

して応用へと連動し、その中で、化学系実習が 2 年次に実施されている。生物系、薬

理系においても同様である。実務実習に向けた「事前学習」では、薬学教育協議会か

ら公表されている学習方略に添った教育が実践されている。シラバスは、製本された

香川薬学部要覧として提供されているとともに、学生ポータル、大学ホームページか

らも閲覧可能である。薬学教育モデル・コアカリキュラムも学生向けに公開し、シラ

バスから各学年配当科目とモデル・コアカリキュラムの関連がわかるように工夫して

いる（資料 4：香川薬学部要覧、資料 7：委員会資料･議事録、資料 12：香川薬学部

Web シラバス資料）。

医療現場との関連に関しては、薬理学、薬物治療学を再編成し、具体的な症例から

薬物治療を学習する授業が取り入れられている。「事前学習」では、みなし実務家教

員の講義により具体的な症例や病院・薬局での具体例が紹介されている。

医療関係者・薬学関係者との交流体制の面では、教員の中で薬剤師免許を有する者

（の大多数）が香川県薬剤師会に所属しており、また、医療薬学担当教員は香川県病

院薬剤師会に所属しているので、日常的に交流が図られている。中でも、実務家教員

が香川県病院薬剤師会の理事を務めており、理事会に出席することで、大学教育に対

する意見の交換ができている。そのような人間関係の中で、医療従事者を非常勤講師

として招聘し、特別講演を開催している。また、患者ボランティア団体「香川がん患

者おしゃべり会」の意見交換会にも出席し、医療従事者や患者及び家族の方との交流

が取られており、現場の声を講義に組み入れる体制ができている。さらに、香川県下

の医療系大学による連携事業を展開している（資料 14：地域連携に関する資料）。参

加大学（学部）は、香川薬学部、香川大学医学部、香川県立医療保健大学（看護学科、

臨床検査学科）である。教員による共同学習会の開催や香川薬学部生が連携大学に赴

き、直接実験指導を受ける体制や、香川大学の学生が香川薬学部において研究体験を

受ける体制が構築されてきており、チーム医療のメンバーとしての協力体制へ活かさ

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。
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れようとしている。

［点検・評価］

①シラバスの記載項目、「授業の目的・概要」欄、「評価する上での学生への要望」欄、

及び「備考」欄に関連科目や関連するモデル・コアカリキュラムの到達目標と SBO コ

ードを示し他の講義、演習、実習との関連が示されていること、実務実習に向けた「事

前学習」でも、薬学教育協議会から公表された学習方略に添った教育が実践されてい

ることから、講義、演習、実習が有機的に連動していると判断される。

②講義において具体的な症例，医療現場での具体例，製剤上の工夫などを組み込んで

いる。薬理学、薬物治療学を再編成し、具体的な症例から薬物治療を学習する授業が

取り入れられている。また、｢事前学習｣においても、みなし実務家教員が講義の一部

を担当することで具体的な症例や病院・薬局での具体例、薬局製剤や院内製剤の紹介、

使用方法が工夫された新規な製剤の紹介されている。従って、教育現場と医療現場と

を密接に関連付けるための工夫を盛り込んだ教育が実践できている。

③香川県下の医療系大学による連携事業を展開している。平成 20 年度より香川薬学

部、香川大学医学部、香川県立医療保健大学（看護学科、臨床検査学科）の間での大

学間連携が実施され、相互の教育・研究面での交流体制がすでに整備されている。香

川大学医学部とは学生の研究面での相互受け入れ態勢が平成 21 年度に確立している。

また、実務家教員による香川県病院薬剤師会との意見交換や患者ボランティア団体

「香川がん患者おしゃべり会」での意見交換を通して、医療従事者や患者及び家族の

方と交流が進んでいる。

④医療関係者・薬事関係者との交流による現場の声を講義に反映させている。

以上より、到達目標に応じて、学習法が工夫され、実行されていると判断できる。

［改善計画］

学習領域の全体像を学生に説明することは、各科目間の総合的な理解に繋がると考

えられる。この点を踏まえ、講義、演習、実習が体系的に組み立てられおり、全学年

を通し実施されていることを表す関連図の作成と香川薬学部要覧（シラバス）への掲

載を予定している。また、患者・薬剤師・他の医療関係者・薬事関係者との交流は実

務家教員などの一部の教員に限られているが、講演会を開催するなどして香川薬学部

全教員が一層積極的に、患者、或いは、医療関係者との交流を進める予定である。
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【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］

全国の薬科大学・薬学部における6年制薬学教育のガイドラインとなる「薬学教育

モデル・コアカリキュラム」に準拠した香川薬学部のカリキュラムでは、学生にとっ

て効果的な学習ができることを目標に、コアカリキュラムの各ユニットを基礎的な内

容から徐々に専門性の高い内容になるように科目を配当している（資料4：香川薬学

部要覧、資料12：香川薬学部Webシラバス資料）。

入試制度の多様化、少子化などにより、入学生の学力低下がみられるため、その対

策として、1年次から薬学導入科目や基礎薬学科目を配置し、速やかに大学での学習

に取り組めるよう配慮している。コアカリキュラム（A）ヒューマニズムについて学

ぶ、及び（B）イントロダクションは、１年次前期の「薬学概論」に該当する。「薬

学概論」では、薬学の発展の経緯を学び、さらに、早期体験学習（現段階では、「薬

学概論」の一貫として組み入れられている）を通して，薬学生としてのモチベーショ

ンを高めることを目的とする。さらに、1年次後期の「人間関係論」、2年次の「医療

コミュニケーション入門」「医療倫理学」と、学年進行とともに高度な内容の講義が

開講され、確固とした医療人としての自覚を喚起できるよう努めている。5、6年次に

おいても「医療社会学コミュニケーション学」で発展的に学ぶことができる編成にな

っている。

薬学専門科目（C）においても、1年次前期に有機化学の入門にあたる｢基礎有機化

学1｣が開講され、2年次の「有機化学3」まで、段階的に、高度な内容を学習する。さ

らに、有機化学の理解に必要な「分析化学」や「物理化学」も並行して学習すること

ができる、効果的な編成である。生物系・医療系の科目においても、生体を構成する

分子や細胞の機能を学ぶ「生物科学1」「細胞生物学1」を1年次に学習し、2年次にお

いて人体の構造と機能を学ぶ「機能形態学」を履修して、化学物質が人体へ及ぼす作

用を理解する「薬理学」へと繋げる配置となっている。3年次の「病態生理学」、4年

次の「薬物治療学」は、さらに高度で複合的な内容となる。これらの科目の開講と同

時期の3年次から4年次に薬物の体内動態や剤型に関する｢薬剤学｣、｢製剤学｣を学ぶこ

とで、薬物の作用と剤形、及び体内動態との関連性を理解できる編成としている。衛

生系の科目も、基礎生物を学んだ後に、免疫や環境の維持について学習する配当とな

っている。

実務実習教育（D）のための事前学習は、3 年次までの薬学専門科目により修得され

る基礎的技術をふまえて 4 年次に配当され、4 年次後期に実施される薬学共用試験

OSCE、及び、CBT へ向けての準備学習として位置づけられている（表 1-2）。

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。
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［点検・評価］

①効果的な学習ができるように、各ユニットは適切な時期に設定されている。

②入試制度の多様化、少子化などにより、入学生の学力低下がみられるが、その対策

として、1年次から薬学導入科目や基礎薬学科目を配置し、入学生が大学における講

義に速やかに取り組むことができるよう配慮している。

③科目の関連性を考慮して、カリキュラムが編成されている。

④コアカリキュラムの実践に際して、科目毎にすでに作成しているGIO, SBOsのリス

トを参照し、コアカリキュラムの履修実践に最適な科目配置が行われている。また、

関連する科目群の学年配当を図解した資料が作成され、入学時のガイダンスなどで学

生への周知が図られている。

⑤香川薬学部の進級に際しては、年次ごとの必要履修単位数が規定されており、必要

単位が取得できない場合は進級が認められない。また、香川薬学部では、基本的に単

位の先取りは認められず、年次ごとに配置されたカリキュラムの習得は段階的に進む

ように学習進度進行が担保されている（資料4：香川薬学部要覧、資料27：初年次教

育に関する資料）。

以上より、各ユニットの実施時期は適切に設定されていると評価できる。

［改善計画］

今後さらに効果的に学習ができるように、科目間相互の関係を詳細に分析し、カリ

キュラムに反映させていくことが重要である。そこで、常に時代に即した教育ができ

るよう、平成 22 年度からカリキュラム検討委員会を常設する予定である。また、学

生の意見が反映されている授業評価アンケートの結果を考慮しながら、学生にとって

効果的に学習ができるようカリキュラムを改善していく計画である。
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【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］

香川薬学部では、薬学教育のモデル・コアカリキュラムに準拠しつつ、香川薬学部

に特徴的な内容も包含したカリキュラムを編成して、医療人に相応しい質の高さを備

え、患者から信頼される学識と応用能力、倫理観、使命感を身に付けた薬剤師を養成

するための教育を実施している（資料 4：香川薬学部要覧、資料 12：香川薬学部 Web

シラバス資料）。その一環として実施している実習教育科目は、科学的思考に基づい

て問題を解決できる能力の醸成に役立つ技能と態度を修得するために、下記のように

専門講義科目で学んだ知識の理解度や習熟度を考慮しながら 2 年生前期から 6 年生後

期にかけて、体系的に編成されている。実習教育には月曜日から木曜日まで、週当た

り 4 日間、3 講時から 5 講時までが充当され、各実習科目のシラバスには一般目標と

到達目標、及び到達度の評価方法が明記されている。この中には薬学教育モデル・コ

アカリキュラムの到達目標（技能・態度）がすべて網羅されている（資料 15：薬学実

習実習書）。これらの実習のうち 3 年次までの薬学実習は、香川薬学部実習棟の 3 階

から 6 階の各階に設置されたそれぞれ約 468m2 の実習室(それぞれ 160 人分以上の実習

用ベンチ)の充実した実験実習室で行われる。一方、事前学習のためには別に 893m2

の調剤室、医薬品情報室、無菌調剤室を含む模擬薬局を設備してある。これらの実習

室には実習を行うのに十分な最新機器が設備されている。

2 年生前期：①生物実習、②化学実習：実習教育の導入実習に相当し、生化学実験・

物理化学実験・有機化学実験に必要とされる一般的注意や基本操作を学ぶ。

2 年生後期：③薬学実習 1（A）：機器分析の原理を学び、実習で合成した有機化合物

の分析を行い、分子構造の理論的解釈に役立つ技能・態度を修得する。④薬学実

習 1（B）：漢方薬、生薬学及び天然物科学に必要とされる技能・態度を修得する。

3 年生前期：⑤薬学実習 1（C）：生物の基本単位である細胞の機能や生命現象を担う

遺伝子の複製、タンパク質が発現するしくみについて理解を深める上で必要とさ

れる技能・態度を修得する。⑥薬学実習 2（A）：疾患の予防と治療の理解を深め

る上で必要とされる技能・態度を修得する。⑦薬学実習 2（B）：健康を維持し、

疾患を予防する上で必要とされる保健衛生、食品衛生、環境衛生に関する理解を

深めるための技能・態度を修得する。

3 年生後期：⑧薬学実習 2（C）：機能形態学及び薬理学、薬物治療学を学習した内容

を理解する上で役立つ技能・態度を修得する。⑨薬学実習 3（A）：疾病の発症機

構や治療法を学ぶ上で役立つ技能・態度を修得する。⑩薬学実習 3（B）：製剤化

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。
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された医薬品が有効性及び安全性を保つための科学的背景を理解する上で役立つ

技能・態度を修得する。⑪薬学実習 3（C）：薬物動態の理論的解析に関する基本

的知識と技能・態度を修得する。

4 年生前期〜後期（通年）：⑫事前学習：薬剤師職務に必要な調剤及び製剤、服薬指導、

医療現場でのコミュニケーションなどの実践的な基本的知識や実務実習を実施す

る上で必要とされる技能、態度を修得する（資料 16：事前学習に関する資料）。

4年生前期〜5年生後期：⑬特別実習：3年次に配属した講座における課題研究やセミ

ナーに参加して、将来必要とされる研究能力の基礎を修得すると共に、コミュニ

ケーション能力、問題解決能力、プレゼンテーション能力を養成する。

［点検・評価］

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に十分な実験実習が実施

されている。香川薬学部における実験実習科目は上述のように、体系的に編成され、

内容的、時間的に十分且つ適切に実施されている。科学的思考の醸成に役立つ技能及

び態度の修得が可能と判断できる。

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。香川薬学部にお

ける実験実習科目は体系的に編成し、薬学教育モデル・コアカリキュラムの到達目標

（技能・態度）がすべて網羅されている。その内容は、卒業実習や実務実習の準備教

育としても適切であると考える。

③実習科目は必修 32.5 単位（事前学習講義を含む）、選択 10 単位であり、2 年次〜5

年次の午後の大部分を割いて実施している。

以上より、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

ると判断できる。

［改善計画］

現在の実験実習体系は、従来の科目中心的な薬学教育体系を踏襲しており、より実

践的な医療人として相応しい薬剤師養成のための教育を目指すためには、さらに科目

横断的で学習者中心的な体系に整備する必要があると考える。そのために、薬剤師経

験のある実務家教員の立場からの実習内容の見直しも必要であり、平成 22 年度から

常設予定のカリキュラム検討委員会で検討する計画である。
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【観点 ３-１-５-１】薬剤師が活躍する現場などを広く見学させていること。

【観点 ３-１-５-２】学生による発表会，総合討論など，学習効果を高める工夫がなさ

れていること。

［現状］

香川薬学部 6 年制がスタートして以来、早期体験学習は「薬学概論」の一環として、

配当されている。1 年次前期の間、薬剤師業務の内容の理解を深める目的で、病院薬

剤部見学、薬局見学、製薬工場見学を実施している。平成 21 年度からは、さらに生

命介護の重要性を認識する目的で、老人介護施設の見学及び救急講習を実施している

（表 3-1-5）。

1 年次前期に行う早期体験学習では、薬剤師の業務を理解することを主目的として

いる。まず、講義によって薬剤師業務の紹介を行う。次いで、実際の病院薬剤部、調

剤薬局を訪れ、その業務内容を見学する。学生は病院、調剤薬局を 1 カ所ずつ、1〜3

名単位の少人数で見学し、薬剤師業務に接する。その際に学生と説明にあたる薬剤師

との質疑応答を行うことで、業務に関連する現場の体験談や薬剤師としての責任の重

大さを学ぶことになる。さらに、病院薬剤部、調剤薬局での業務の違いについても認

識することになる。また、製薬工場の見学を通して、医薬品の品質管理が如何に厳密

に行なわれているかを学ぶ。更に、直接的には薬剤師業務とは係らないが、人命重視

の観点から、老人介護施設への訪問、及び、消防署員による救急講習を受ける。本学

部の早期体験学習は、多くの現場を体験することを通して、薬剤師としての医療行為

の重要性を認識することを目的にしており、さらに学生に、明確な目標を早期に設定

させ、学習のモチベーションを高めることに役立てている。

病院薬剤部及び調剤薬局見学後には、実習報告書の作成を課すことによって、より

集中的に見学する意識を高めている（資料 10：早期体験学習に関する資料）。さらに、

製薬工場見学、老人介護施設見学、救急講習を含めた早期体験学習のまとめとして、

スモールグループディスカッション（SGD）も導入して、総合討論が行われ、命の大

切さ、薬物の果たす役割、薬剤師の業務などの重要性について自分の意見をまとめ、

発表する機会を学生に与えている（資料 11：自己研鑽学習支援に関する資料）。

入学者数 救急講習
参加人数 施設数 参加人数 施設数 参加人数 施設数 参加人数 施設数 学生数

平成18年度 143 143 26 143 64 143 2 -
平成19年度 80 80 27 80 36 80 1 -

平成20年度 85 85 24 85 40 85 1 -
平成21年度 103 103 26 101 65 103 1 103 6 103

（資料10：早期体験学習に関する資料）

表3-1-5 年度別早期体験学習

-
-

-

病院見学 薬局見学 製薬工場見学 介護施設見学

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。
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［点検・評価］

①薬剤師が活躍している、病院薬剤部、調剤薬局、製薬工場の見学を１年生全員に課

している。特に、学生が見学することになる施設数はかなり多くはなるが、病院薬剤

部、調剤薬局には学生少人数で見学させることで、より真剣に現場を実感する配慮が

なされている。

②スモールグループディスカッション形式を取り入れ、自分の意見を発表しやすい環

境の学習方法に心がけており、従って、学生による発表会、総合討論によって早期体

験学習で学んだことをまとめている。

以上より、本学部で実施されている早期体験学習は、学生の学習意欲を高めるもの

であると判断される。

［改善計画］

現カリキュラムでは、早期体験学習が「薬学概論」の一環として実施されている。

時間数は十分であるが、完成年次を経た際には、独立した科目「早期体験学習」とし

て設けることを計画している。独立した科目の中で、薬剤師が活躍している現場をさ

らに広く体験させる内容を組み込む計画である。また、見学に行く事前学習として、

薬剤師業務の紹介にあてる講義は既に行っているが、今後、一般常識としての挨拶や

薬剤師をめざす者としての身だしなみが身につくような内容も盛り込んでいく予定

である。
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（３－２）大学独自の薬学専門教育の内容

【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など配慮されていることが望まし

い。

［現状］

薬学教育モデル・コアカリキュラム及び実務実習モデル・コアカリキュラムの内容

は、現行のシラバスにおいて、香川薬学部で開講されている薬学専門科目にすべて割

振られている。さらに、どの科目においてもコアカリキュラムの内容を超えた大学独

自の内容がある（資料 4：香川薬学部要覧）。

大学独自の科目として、4 年次に開講される「生命科学特別講義」がある。香川薬

学部が神経科学研究所を併設し、中枢神経系を研究している教員が多いことを活かし

て、神経科学の最新情報を複数の教員が講義する科目である。現代社会において、脳

と心の病気は重大な課題であり、この知識は将来の実力ある薬剤師養成につながるも

のと考えている。

2、3 年次に実施される薬学実習では、香川薬学部には生物系の講座が多いことから、

神経系の実習並びに病理解剖的な実習も行われている。さらに、4 年次から 5 年次に

またがる「特別実習」は、卒業実習の準備として位置づけられ、配属された講座にお

いて課題研究やセミナーに参加し、将来必要とされる研究能力の基礎を修得するとと

もに、コミュニケーション能力、問題解決能力、プレゼンテーション能力を養成する

大学独自の科目である。

また、5 年次の「医療社会薬学コミュニケーション学」は、実際に医療現場で活躍

している人を講師として招き、医療の担い手の一員である薬学専門家としての心構え、

患者や同僚との信頼関係に築き方を、講師との議論を通して修得するという大学独自

のアドバンスト教育科目である。さらに、5 年次から 6 年前期の「アドバンスト教育

プログラム」は、高度化する医療において、高い資質を持つ薬剤師、疾病の予防およ

び治療に貢献できる薬剤師を養成するために、医療の場で活躍する専門の講師陣によ

り、スモールグループディスカッション（SGD）、参加型実務実習及び体験学習を通し

て、生命科学を基盤とする薬学的思考力と倫理観、豊かな人間性と柔軟な社会性を備

えた薬学人の養成をめざす独自のプログラムである。さらに、本プログラムは、病院

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。
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薬剤師や企業での研究開発、薬学研究者など将来の進路に合わせて様々なコースが設

定され、学生のニーズに応じて選択できるプログラムである。また、香川県下の医療

系大学による連携事業を展開しており（資料 14：地域連携に関する資料）卒業論文の

指導において大学間で卒業論文指導時の学生の交換などを行っている。また、香川大

学医学部の人体解剖学の見学での参加などが行われている。

［点検・評価］

①4 年次の神経科学分野の講義を実施する「生命科学特別講義」、講座配属によって講

座独自の研究に触れる「特別実習」、医療現場の雰囲気を感じ取ることができる「医

療社会薬学コミュニケーション学」、さらに、複数のコースが設定された「アドバン

スト教育プログラム」は、薬学教育モデル・コアカリキュラム及び実務実習モデル・

コアカリキュラムを含んでいるものの、内容的にさらに高度な専門性をもつ科目であ

り、神経科学研究所やを 4 年制学科を併設している香川薬学部ならではの内容を多分

に含んでいる。

②上記科目は、現在のシラバスには、大学独自の薬学専門教育内容であるとは明記さ

れてはいないが、香川薬学部の特色から構成された講義であることが分かる。

③5、6 年次の「アドバンスト教育プログラム」は、学生の希望進路に見合ったコース

を選択することができ、その専門性をさらに高めた内容のカリキュラムである。従っ

て、学生のニーズに応じ、選択可能な大学独自の薬学専門教育がカリキュラムに盛り

込まれている。

④実力のある薬学人の養成を目標とした「アドバンスト教育プログラム」がカリキュ

ラムに盛り込まれている。各コースにおいて、薬学の知識を活かせる現場を体験し、

または、現場で活躍している薬剤師を始めとした講師陣と直接接することで、現場で

の問題意識を高めることにも役立てられるカリキュラムである。

以上、「アドバンスト教育プログラム」は、大学独自のカリキュラムとして本格的

に運用されるのは、5、6 年次であり、今後、実施状況を評価していくものであるもの

の、現段階において、総合的に判断して、大学独自の薬学専門教育の内容が，カリキ

ュラムに適確に含まれていると判断できる。

［改善計画］

薬学部が 6 年制に移行し、これまで手探りに進めていた薬学教育も学年が進行する

につれて、コアカリキュラムと科目配当のバランスと取れていない部分が明らかにな

りつつある。この点から、完成年度後に香川薬学部のカリキュラムを変更する必要が

生じている。完成年度までに、教務委員会や設置が計画されているカリキュラム検討

委員会を中心にカリキュラムの抜本的な見直しをする計画である。その際には、教育

理念に基づき、実力のある薬剤師養成のための大学独自の科目を、複数追加する計画

である。
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（３－３）薬学教育の実施に向けた準備

【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］

薬学教育の修業年度が6年に延長された平成18年度以降の入学生は、平成11年に策

定された学習指導要領（いわゆる「ゆとり教育」）のもとで教育を受けた学生である。

さらに、香川薬学部においても入試形態が多様となり、平成20年度からはAO入試が行

われるとともに、一般入試においても一科目での受験が実施され、理科や数学を試験

科目として選択しなくても受験することが可能となった。したがって、薬学専門教育

を履修するにあたって必要な「化学」，「生物」，「物理」を未履修の学生、あるいは数

学を含めたこれらの理科科目の基礎学力が不足している学生も入学しているのが現

状である。

このような入学生の基礎学力を把握し、個々の学生のレベルに応じた学習指導を行

う目的で、平成19年度から入学時テストを行っている。特に未履修者が多く、学力の

差が大きい物理については、「スタンダードコース」と「アドバンスト」コースの2つ

のコースに分けて能力別に講義を開講している。「スタンダードコース」では通常の

講義のほかに、補講講義を行い、物理のみならず数学の理解不足も補うように努めた。

高校で「生物」や「物理」を未履修の学生が、1年次後期から開講される「生物科

学1」、「細胞生物学1」、「物理化学1」の基礎薬学科目を十分に理解できる能力を養う

ために、一般教養科目の「生物」と「物理」は1年次前期に集中的に講義を行ってい

る（資料4：香川薬学部要覧）。

また、1年次学力の向上を図る目的で、毎回の講義においてミニテストあるいはホ

ームワークを課して講義内容のポイントを提示し、学生の理解度を深めるように努め

るとともに、中間テストを実施して講義内容の理解度を確認しながら講義を進める取

り組みを1年次の自然科学系一般総合科目と専門科目のすべての科目について学部全

体で実施した（資料4：香川薬学部要覧）。

さらに、自然科学系一般教養科目について学力不足の学生に対しては、香川キャン

パスに設置されている「全学共通教育センター」において、希望者を対象に時間外の

補習講義の形で個別指導を行っている。

また、本学では初年次教育のコア科目として、一般総合科目の中に「文理学」を開

設しており、この科目の中で大学での学習が円滑に進み薬学専門科目への移行がスム

ーズに行えるように、大学教育を受けるためのスタディースキルズを修得させる試み

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。
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も行っている（資料 4：香川薬学部要覧）。

［点検・評価］

①入学時基礎力診断テストにより一般教養科目の「物理学」に達成度別クラスによる

講義を実施している。高校時に未履修が多かった科目について導入した。

②学生が「自ら学ぶ」姿勢を身に付けさせるため 1 年次の多くの科目で毎講義ごとの

ミニテストあるいはホームワークを課している。この実施が、学生に学習する習慣を

身に付けさせるきっかけとなるとともに、これらを繰り返すことで講義内容のポイン

ト・勉強のポイントを段階的に教えることができたものと思われる。また、「全学共

通教育センター」担当の教員、学生のチューター、さらにチューターが同じである先

輩などによる勉強の手助けもあり、きめ細やかな指導によって学生の成績を向上させ

る体制が整っていると評価できる。

③専門科目への準備科目としての「物理学」「応用生物学」は、1 年次前期に集中させ

ている。それぞれ、1 年次後期の「物理化学 1」「生物科学 1」「細胞生物学 1」に連動

している。

④大学教育を受けるためのスタディースキルズを修得させる「文理学」を 1 年次前期

に開講している。

以上、個々の学生の入学までの履修状況を考慮した教育プログラムが、一般教養科

目として適切に準備されていおり、さらに、薬学教育を効果的に履修できるレベルま

で引き上げる独自の学習方法に取り組んでいると評価される。また、これらの科目は

対応する専門科目と開講時期は連動していると判断される。

［改善計画］

1 年生講義科目における取り組みでは一定の成果を得ることができたが、すべての

学生の学力向上には至らなかった。特に、1 年次後期から開講される基礎薬学専門科

目の講義内容を十分理解することが出来ず、複数科目の単位を取得出来なかった学生

は 1 割を超えている。これらの学生の学力を向上させるプログラムを施行するにあた

っては多くのマンパワーが必要になるであろうが、理解不足の学生を対象とした補講

講義及び個人指導を行う計画である。

また、学生の入学時における学力低下も大きな問題である。従って、特に、特別推

薦や AO 入試で入学する学生に対しては、学生の学力を一定レベル以上に引き上げる

ために、入学するまでの期間に課題を課したりスクーリングを実施したりする「入学

前教育プログラム」を、さらに各個人のレベルに見合った内容に充実させていく計画

である。
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４ 実務実習

（４－１）実務実習事前学習

［現状］

実務実習事前学習の一般目標は、「卒業後、医療、健康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

導などの薬剤師職務に必要な基本的知識、技能、態度を修得する。」である。この目

標に到達するために（1）事前学習を始めるにあたって「事前学習に積極的に取り組

むために、病院と薬局での薬剤師業務の概要と社会的使命を理解する。」を習得する

ためのための到達目標（SBO）7 個、（2）処方せんと調剤「医療チームの一員として調

剤を正確に実施できるようになるために、処方せん授受から服薬指導までの流れに関

連する基本的知識、技能、態度を修得する。」に 17 個の SBO、（3）疑義照会「処方せ

ん上の問題点が指摘できるようになるために、用法・用量、禁忌、相互作用などを含

む調剤上注意すべき事項に関する基本的知識、技能、態度を修得する。」に 10 個の SBO、

（4）医薬品の管理と供給「病院・薬局における医薬品の管理と供給を正しく行うた

めに、内服薬、注射剤などの取扱い、及び院内製剤・薬局製剤に関する基本的知識と

技能を修得する。」に 22 個の SBO、（5）リスクマネージメント「薬剤師業務が人命に

かかわる仕事であることを認識し、患者が被る危険を回避できるようになるために、

医薬品の副作用、調剤上の危険因子とその対策、院内感染などに関する基本的知識、

技能、態度を修得する。」に 7 個の SBO、（6）服薬指導と患者情報「患者の安全確保と

QOL 向上に貢献できるようになるために、服薬指導などに関する基本的知識、技能、

態度を修得する。」に 14 個の SBO、（7）事前学習のまとめ「病院実務実習、薬局実務

実習に先立って大学内で行った事前学習の効果を高めるために、調剤及び服薬指導な

どの薬剤師職務を総合的に実習する。」など合計 77 個の SBO がある。学習方法は、実

務実習モデル・コアカリキュラムの学習方略に添って講義、演習、SGD、ロールプレ

イ及び調剤実習で構成し、1 コマずつの到達目標と該当 SBO 番号が対応できるよう配

慮した（資料 16：事前学習に関する資料）。前期は講義、講義･演習、演習（SGD）の

SBO を 90 分 84 コマ、後期は演習（ロールプレイ）、実習を中心に技能・態度の SBO

を 90 分 38 コマ実施し、合計 90 分 122 コマの事前学習で、実務実習モデル・コアカ

リキュラムの到達目標をすべて網羅した。また、夏季休暇を挟むため、後期の実技実

習の 1 週目は調剤室業務入門、製剤化の基礎（無菌操作）、服薬指導と患者情報の SBO

を 1 コマずつ組むことにより、前期に習得した SBO を復習し、態度・技能の SBO の習

得に関連付けが出来るよう配慮した。

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。
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事前学習の一般目標と到達目標をシラバスに掲げ、実務実習モデル・コアカリキュ

ラムの到達目標に到達できるよう、講義、演習、実習の開始時に学習する SBO を示し

た。SBO に準拠した実務実習事前学習に関する教科書を使用し、適宜資料を配布し不

足分を補った。態度・技能の SBO についても教科書を用いるとともに、服薬指導のシ

ナリオや処方内容は別途実習書を作成した（資料 16：事前学習に関する資料）。

［点検・評価］

①実務実習モデル・コアカリキュラムの学習方略を参考に、前期 10 週間、後期 5 週

間に分けて 90 分 122 コマの実務実習事前学習のスケジュールアップを行った。

②前期は講義とスモールグループディスカション中心の SBO を行い、後期は実技中心

の SBO を行った。夏季休暇を挟むため、前期の復習を兼ねた SBO を後期の間に適切に

盛り込んだ。

③SBO に準拠した教科書を採用し、適宜、資料を配布して不足分を補うことで事前学

習はモデル・コアカリキュラムに添って実施することができ、全ての SBO を網羅する

ことができた。

④前後期合わせて 15 週間で 77 個の SBO を実施し、各 SBO に到達することで、（1）か

ら（7）の７つの一般目標に到達でき、事前学習の一般目標に到達することができた。

⑤学習方略の進行順は異なるが、122 コマ終了時には、モデル・コアカリキュラムの

すべての学習方略を実施し、教育目標に到達することができた。

以上より、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と判断される。

［改善計画］

実務実習モデル・コアカリキュラムの教育目標に添って 90 分 122 コマの事前学習

を実施した。5 週間分の SBO を前期・後期に分割して実施したが、その内容について

事前学習委員会で検証する予定である。

事前学習は、各大学で特色ある目標を追加して実施することが可能である。薬剤師

に期待される業務として副作用モニタリングが重要であるが、問診だけでなく、触診

を併用することで副作用の初期症状の発見が可能になる。また、糖尿病患者の服薬指

導では、インスリン自己注射の指導時には皮下注射の手技の取得が必要である。臨床

工学科には模擬手術室とシミュレーターが整備されており、バイタルサインモニタ実

習、皮下注射実習など臨床工学科と共同してできる実習について、事前学習委員会で

独自の SBO を策定する予定である。
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［現状］

平成 21 年度は 4 年次生 85 名が事前学習を受講した。学習方略（LS）（S101）「医療

における薬剤師の使命や倫理などについて概説できる」(講義 90 分)などは、香川キ

ャンパス講義棟の講義室で実施した。LS（S103）「薬剤師が行う業務が患者本位のフ

ァーマシューティカルケアの概念にそったものであることについて討議する」（演習

SGD180 分）などのスモールグループディスカッション（SGD）は、講義棟 5 階の模擬

薬局内の医薬品情報（DI）室（272 ㎡収容人数 110 名）を使用した。DI 室は、11 人掛

けのテーブル 10 台をパーティションやホワイトボードで仕切り、班ごとに SGD を行

なうことができるよう設計され、ネット環境を整備し、ノート型パソコン 80 台、薬

剤・薬物治療関係の書籍を揃え医療情報の検索が可能である。LS（S202）「処方せん

の種類、特徴、必要記載事項について説明できる。」（講義・演習 90 分）、LS（603）「イ

ンフォームド・コンセント、守秘義務などに配慮する。適切な言葉を選び、適切な手

順を経て服薬指導する。医薬品に不安、抵抗感を持つ理由を理解し、それを除く努力

をする。」（演習ロールプレイ 180 分）など演習、ロールプレイも DI 室で行った。LS

（S210）「代表的な処方せん例の鑑査をシミュレートできる。処方せん例に従って、

計数調剤をシミュレートできる。処方せん例に従って、計量調剤をシミュレートでき

る。調剤された医薬品の鑑査をシミュレートできる。」（実習 900 分）などの実習は、

模擬薬局内の病院調剤室（130 ㎡収容人数 20 名）、薬局調剤室（135 ㎡収容人数 20 名）

で約 35 名ずつのローテーションを組み調剤技能実習を行った。病院・薬局調剤室は

錠剤調剤台 4 台、散薬調剤台 4 台、水薬台 4 台、外用台 4 台を備え、錠剤計数調剤、

散薬・水剤・軟膏計量調剤、調剤鑑査をグループ分けして効率よく実習できた。実習

時間は各班とも 900 分を確保した。LS（S411）「無菌操作の原理を説明し、基本的な

無菌操作を実施できる。抗悪性腫瘍剤などの取扱いにおけるケミカルハザード回避の

基本的手技を実施できる。」（実習 540 分）の無菌操作は、模擬薬局内の無菌製剤室（96

㎡収容人数 20 名）で行った。クリーンベンチ 4 台、安全キャビネット 4 台を備え、

約 20 名ずつのローテーションを組み効率よく無菌操作実習を行うことができた。ま

た、前室には自動水洗 4 機を備え、手洗い、ガウンテクニック実習を実施できた。LS

（S606）「代表的な医薬品について、適切な服薬指導ができる。共感的態度で患者イ

ンタビューを行う。患者背景に配慮した服薬指導ができる。代表的な症例についての

服薬指導の内容を適切に記録できる。」（演習 SGD、ロールプレイ 540 分）などのコミ

ュニケーション系の実習は、DI 室、病院・薬局調剤室に整備した病室、お薬受け渡し

カウンター、薬局カウンターで約 35 名ずつのローテーションを組み効率よく実施で

きた。

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。
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事前学習で行った学習方法は、実務実習モデル・コアカリキュラムの学習方略で示

されている講義、演習、SGD、ロールプレイ及び実習で構成し、各 LS の時間数で実施

し、総時間数は実務実習モデル・コアカリキュラムの学習方略に添った実習時間、90

分 122 コマを確保した。実施場所は、本校に整備した模擬薬局と講義室を利用し、学

習方略に示された実習施設で行った。実務実習モデル・コアカリキュラムの学習方略

に示された教室は講義室を、セミナー室は模擬薬局に設置した DI 室、実習室は模擬

薬局内の調剤室、無菌製剤室を利用した（資料 16：事前学習に関する資料）。

［点検・評価］

①4 年次学年 85 名を 10 班に編成した班分けを行い、ローテーションにより実務実習

モデル・コアカリキュラムとおりに実習課題を実施した。

②学習方法は、講義、演習、実習を学習方略に添って実施した。

事前学習時間数は 90 分 122 コマをとり学習方略に添った時間数を確保した。

③場所は、香川キャンパスの講義室と講義棟に整備した模擬薬局を利用した。

④模擬薬局のスペースは、病院・薬局調剤室（130、135 ㎡）、無菌製剤室（96 ㎡）、

DI 室（272 ㎡）を確保し、スペースに見合った人数の班分けで事前学習を実施できた。

⑤病院・薬局調剤室には、錠剤調剤台４台、散薬調剤台 4 台、水薬台 4 台、外用台 4

台を備え、錠剤計数調剤、散薬・水剤・軟膏計量調剤、調剤鑑査をグループ分けして

効率よく実習できた。

⑥コミュニケーション系実習は、DI 室、病室、お薬受け渡しカウンター、薬局カウン

ターを利用してローテーションにより効率よく実施できた。

以上から、学習方法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

いると評価できる。

［改善計画］

平成 21 年度は 85 名が事前学習を行い、香川薬学部に整備した模擬薬局で実務実習

モデル・コアカリキュラムに基づいた学習方法、時間、場所を設定できた。薬学科は

110 名で学生募集を行っているため、85 名以上でも同様の事前学習を行わなければな

らないが、学生数が 100 名を越えた場合でも、班分けを流動的に行うことで現在の学

習方法、時間、場所で実習が可能となるように、効率の良いスケジュールを作成する。
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［現状］

実務実習事前学習の指導者は、実務家教員 2 名、博士（臨床薬学）1 名、みなし実

務家教員(教授)3 名が主教員として担当している（資料 16：事前学習に関する資料）。

その他、専門講義は各教科担当の教員が行った。学習方略（LS）(S206、S402)「患者

に適した剤形を選択できる。」「代表的な剤形の安定性、保存性について説明できる。」

（講義・演習 180 分、講義 90 分）は製剤学講座教員（担当科目；製剤学）、LS(S207、

S208)「患者の特性（新生児、小児、高齢者、妊婦など）に適した用法・用量につい

て説明できる。患者の特性に適した用量を計算できる。」「病態（腎、肝疾患など）に

適した用量設定について説明できる。」（講義・演習 360 分）は薬物動態学講座教員（担

当科目：薬物動態学）、LS（S305）「代表的な医薬品について効能・効果、用法・用量

を列挙できる。代表的な医薬品について警告、禁忌、副作用を列挙できる。代表的な

医薬品について相互作用を列挙できる。疑義照会の流れを説明できる。」(講義 180 分)

は、薬物治療学講座教員(担当科目；薬物治療学)、薬理学講座教員（担当科目；薬理

学）、LS（S403）「毒薬・劇薬の管理および取扱いについて説明できる。麻薬、向精神

薬などの管理と取扱い（投薬、廃棄など）について説明できる。」（講義 90 分）は薬

事科学教員（担当科目：薬事法規）、LS(S404、S405)「血漿分画製剤の管理および取

扱いについて説明できる。輸血用血液製剤の管理及び取扱いについて説明できる。」

「代表的な生物製剤の種類と適応を説明できる。生物製剤の管理と取扱い（投薬、廃

棄など）について説明できる。」（講義 180 分）は分子生物学講座教員（担当科目；化

学療法学）、LS(S407)「代表的な放射性医薬品の種類と用途を説明できる。放射性医

薬品の管理と取扱い（投薬、廃棄など）について説明できる。」(講義 90 分)は、放射

化学講座教員（担当科目；放射線科学）、LS（S414）「代表的な消毒薬の用途、使用濃

度を説明できる。消毒薬調製時の注意点を説明できる。」（講義 90 分）は、薬事科学

講座教員(担当科目；微生物学)、LS(S412)「注射剤の代表的な配合変化を列挙し、そ

の原因を説明できる。代表的な配合変化を検出できる。」（実習 270 分）は解析化学講

座教員（担当科目；分析化学）、LS（S602 の一部）「代表的な疾患において注意すべき

生活指導項目を列挙できる」（講義 90 分）は神経科学研究室教員（医師）、がそれぞ

れ該当する SBO を担当した。

LS（S210）「代表的な処方せん例の鑑査をシミュレートできる。処方せん例に従っ

て、計数調剤をシミュレートできる。処方せん例に従って、計量調剤をシミュレート

できる。調剤された医薬品の鑑査をシミュレートできる。」、LS（S606）「代表的な医

薬品について、適切な服薬指導ができる。共感的態度で患者インタビューを行う。患

者背景に配慮した服薬指導ができる。代表的な症例についての服薬指導の内容を適切

に記録できる。」など、調剤実習や服薬指導実習では、客員教授（薬剤師）及び非常

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。
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勤講師を招聘した。コミュニケーション系実習では、標準模擬患者（SP）研究会（香

川大学医学部模擬患者研究会）から非常勤講師 1 名を招聘した（資料 16：事前学習に

関する資料）。また、病院薬剤師、薬局薬剤師を非常勤講師として招聘し、調剤実習

や患者対応実習を担当した。実務実習修了生の参加は、平成 21 年度では不可能なた

め、薬剤師免許証を取得している大学院修士課程の学生が実習補助者として参画した。

LS（S106）「自分の能力や責任範囲の限界と他の医療従事者との連携について討議

する。」（SGD180 分）では、医師の資格を有する教員がタスクとして参加した。

［点検・評価］

①指導者は、実務家教員 5 名(内 みなし実務家教員 3 名)が主教員として担当してい

る。

②演習・実習では、博士（臨床薬学）1 名、客員教授（薬剤師）1 名、非常勤講師 3

名（病院薬剤師 2 名、薬局薬剤師 1 名）も指導者として携わった。

③服薬指導実習では、SP 研究会非常勤講師 1 名を招聘し服薬指導ロールプレイの質を

向上することができた。

④専門講義は各教科担当の教員 10 名で行った。しかし、事前学習の目的から本来は

実務家教員が行うことが望ましい。そのため、あらかじめテキストを選定し、講義、

演習内容を実務家教員と事前に確認したうえ行うことで教育目標を達成できた。

⑤モデル･コアカリキュラムに記載のある医師の参加は、医師免許を有する 2 名の教

員が参加することにより補った。

⑥法律家、看護師、CRC の招聘は行わなかったが実務経験が豊富である、みなし実務

家教員(教授)が担当することで到達目標に達することができた。

以上から、事前学習指導者は、適切な数、構成であると判断できる。

［改善計画］

現状の指導者体制で実務実習モデル・コアカリキュラムの学習方略を満たし、到達

目標に達することができた。今後さらに教育効果を高めるため、みなし実務家教員を

増員し、教育体制を充実させていく予定である。その後、みなし実務家教員や薬剤師

非常勤講師を常勤教員に移行し、教育体制を充実させていく予定である。

スモールグループディスカッションのタスク及び技能項目の SBO の評価を行う教員

は、病院や薬局で臨床研修を行うことが望ましいため、実務実習施設で教員の臨床研

修を行う体制の整備を進める。
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【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。

【観点 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］

平成 21 年度の実務実習事前学習は、前期 10 週間（4 月 6 日～6 月 22 日）で 90 分

84 コマ、後期 5 週間（10 月 19 日～12 月 1 日）で 90 分 38 コマと、前後期に分けて

合計 90 分 122 コマの実習を行い、OSCE 直前の 12 月第１週に事前学習が終了した（資

料 16：事前学習に関する資料）。事前学習の評価は、筆記試験、観察記録、レポート

等から総括的に行った。OSCE は 12 月 6 日に行い、事前学習の SBO の一部分が試験さ

れるため、修得度を確認することができた。

前期は、学習方略（LS）（S101 講義 90 分)、LS（S103 演習 SGD180 分）など講義と

スモールグループディスカッション（SGD）を 90 分 84 コマで構成した。後期は技能

系、コニュミケーション系の SBO を 90 分 38 コマで実施した。夏季休暇を挟んでいる

ため、後期の第一週目に、LS（S210）、LS（S411）、LS（S603）、LS（S604）、LS（S605）

について前期の復習を盛り込みながら講義、演習、実習を 2～3 コマずつ実施した。

これにより、技能系、コニュミケーション系の SBO をスムーズに導入できた。

22 年度の病院・薬局実務実習は、1 期(22 年 5 月 17 日～7 月 30 日)、2 期（9 月 6

日～11 月 19 日）、3 期（23 年 1 月 11 日～3 月 25 日）に病院実習 11 週間、薬局実習

11 週間を実施する（資料 17：実務実習の実施に必要な書類）。例として、1 期はさぬ

き市民病院で病院実習、2 期は香川県薬剤師会営薬局で薬局実習の学生、1 期は香川

県薬剤師会営薬局で薬局実習、2 期は香川大学医学部附属病院で病院実習の学生のよ

うに、病院と薬局の履修の順番は施設の状況により決定し、どちらを先に履修しても

同様の教育効果が得られるよう実務実習委員会が履修内容を調整する。薬学科 85 名

のうち、1 期と 2 期で実習をする学生は 76 名、1 期と 3 期で実習をする学生は 3 名、

2 期と 3 期で実習をする学生は 6 名である。第 3 期から初めて実習を開始する、また

は 23 年度から実習を開始する学生はいない。第 1 期から実務実習を開始する学生で 5

ヶ月、第 2 期から開始する学生で、9 ヶ月の間隔が開いているが、この期間は卒業研

究を行い、更に実務実習に際してのオリエンテーションを 1 週間行う。オリエンテー

ションではポートフォリオ（実習記録）の作成方法や事前学習と実務実習の SBO の関

連性を理解するために当てられ、事前学習の到達度を自己評価し、実務実習に係る自

分の目標を設定することで実務実習の目的を確認できる。事前学習と実務実習の間に

十分なオリエンテーションの期間を設けることで、実務実習における学習効果を高め

ることができるため、事前学習が 4 年次の 12 月に終了することは有効である。薬学

共用試験に合格しなかった学生は、実務実習の開始が 1 年遅れることになるが、香川

基準４－１－４

実施時期が適切に設定されていること。
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薬学部では、事前学習の再履修を教授会で決定している（資料 6：教授会資料･議事録）。

事前学習を再履修後、薬学共用試験を受験し、合格後に実務実習を開始するため、事

前学習と実務実習の間隔は同様になる。

［点検・評価］

①実務実習事前学習は、4 年次前期 10 週間、後期 5 週間に分けて実習を行い、OSCE

直前の 12 月第 1 週に事前学習が終了するスケジュールアップを行った。

②前期、後期の間に夏季休暇を挟むスケジュールのため、後期の第一週目は前期の復

習を含めた内容で実施し、教育効果を高めた。

③1 学年 85 名のうち 79 名の学生は 5 年次進級時の第１期 5 月から実務実習を開始す

る。第 2 期から実務実習を開始する学生 6 名は、9 ヶ月間隔が空くが、この期間は、

実務実習に際してのオリエンテーションと卒業研究を行う。オリエンテーションでは

ポートフォリオ（実習記録）の作成方法及び事前学習と実務実習の SBO の関連性を理

解するために当てられ、事前学習の到達度を自己評価し、実務実習に係る自分の目標

を設定することで実務実習の目的を確認することができる。

④事前学習と実務実習開始までの期間にオリエンテーションを設けることで、事前学

習、オリエンテーション、実務実習という流れが形成され、事前学習は実務実習にお

ける学習効果が高められる時期に設定されている。

⑤第 3 期から初めて実務実習を開始する学生、平成 23 年度から開始する学生はいな

い。

⑥薬学共用試験の不合格者は、事前学習を再履修し翌年の薬学共用試験に合格後実務

実習を行う。

以上より、実務実習の実施時期は適切に設定されていると判断できる。

［改善計画］

ほとんどの学生は第 1 期から実務実習を開始し、遅くとも第 2 期から実務実習を開

始できるよう施設配属を行っている。何らかの事情で病院・薬局実務実習の開始が第

3 期にずれ込む場合は、事前学習と実務実習の間隔が 12 ヶ月になるため、実務実習の

直前に事前学習の到達度を再確認するプログラムを行うことを計画している。また、

平成 22 年度内に実務実習を開始できなかった場合、例えば病気等不可避な事情が生

じた場合は、薬学共用試験合格の資格を 1 年間延長できることを共用試験センターが

決定している。このような学生では、アドバンスト OSCE として、課題症例について、

処方せん鑑査から始まり、疑義照会、調剤薬取り揃え、調剤鑑査、服薬指導まで薬剤

師業務の一連の流れをシミュレーションし、到達度を確認する。このプログラムは、

第 1 期または第 2 期から実務実習を開始する学生についても行うことを計画しており、

第 1 期から開始する学生では 4 月に、第 2 期から開始する学生では 8 月にオリエンテ

ーションとアドバンスト OSCE を実施する。
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（４－２）薬学共用試験

［現状］

本学部では、学生が「学内で必要且つ十分な基礎的知識や技能・態度などが培われ

てきたことを保証する」薬学共用試験を受験するにあたって、以下のように基礎的知

識、技能、態度を培っている。

CBT で評価される基礎学力については、各学年で修得すべき一般総合科目、語学、

専門科目が進級規定で決められており、4 年次では、基礎的な知識が身に付いている

（資料 4：香川薬学部要覧）。その上で、3 年次 12 月に 1 回、及び 4 年次には月１回、

CBT で要求される内容、形式にて試験（WebTest）を行うことによって、学生の理解の

進捗を定期的に確認しながら、チューター制度を利用して各学生の状況に応じた指導

を行っている(資料 6：教授会資料･議事録)。基準に満たない学生に対しては、4 年次

に各分野の基礎的な内容を復習する講義及び演習（週 4 コマ）を行っている。

OSCE では、実務実習で必要な臨床能力（技能・態度）が評価されるが、これを修得

する重要な科目は、4 年前期・後期の事前学習（必修、12.5 単位）である。本実習は、

病院・薬局の実務実習を円滑に行うために、調剤及び製剤、服薬指導などの薬剤師職

務に必要な基本的知識、技能、態度を修得することを目的に実施される。その講義形

態は、講義、演習、スモールグループディスカッション（SGD）及び調剤実習で構成

される。この事前学習には、「薬学共用試験 OSCE 学習・評価項目及び医薬品リスト」

に記載されている 5 つの領域も含まれていることから、事前学習の単位を修得するこ

とにより、OSCE に必要な実技を学ぶことができる（資料 18：共用試験（OSCE)実施に

関する資料）。これらの技能は、事前学習のみで学べるものではなく、1 年次の早期体

験学習での病院・薬局等で薬剤師業務の見学に始まり、2 年次、3 年次おける様々な

薬学実習（11 実習、22 単位）を通して、薬学教育モデル・コアカリキュラムの技能・

態度に関係した SBO を確認することが基礎となる（資料 4：香川薬学部要覧）。OSCE

を受ける学生は、すべての薬学実習の単位を修得し、事前学習の講義・実習を終えて

いることから、OSCE を受験し、実務実習に臨む能力を有すると考えられる（資料 19：

成績簿）。以上のトレーニングの成果は、OSCE 本試験、追・再試験で発揮される。

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および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。
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［点検・評価］

①CBT に関しては、これまでに行った 3 回の WebTest で平均点及び合格基準を超えた

学生の人数は順調に増加している（資料 6：教授会資料･議事録）。

②OSCE に関しては、4 年次までに、薬学実習の単位をすべて修得し、事前学習を学習

中である。事前学習では、薬学共用試験 OSCE 学習・評価項目及び医薬品リストにお

ける学習・評価項目を実習するだけでなく、学生自らが繰り返し復習している。これ

らの実習において、挨拶、礼儀を身に付け、教育目標（Ｉ）実務実習事前教育：事前

学習、の各項目を学び、実技の訓練を受けたことから、OSCE に合格し、実務実習に臨

む能力を備えることが出来た。その結果、平成 21 年 12 月 6 日の OSCE 本試験でその

学習した成果が発揮された。また、平成 22 年 2 月 21 日の再試験で、不合格者も基準

以上の評価を得ると考えている。

以上のことから、本学部学生は、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と評価する。

［改善計画］

CBT については、出題が予定されている問題の難易度に関しては、1 ヶ月以上の特

別な準備学習をしなくても正答率が 70～80%、とあるが、実際に CBT トライアルの結

果をみると、受験学年の違いはあれ、示された難易度と実際の難易度に大きな開きが

あると考えられる。したがって、学内で定期的に行う WebTest の結果をみながら、適

切な対策講義を適切な対象者に行う予定である。

OSCE については、学科の試験と異なり、実技の到達度を見極めるのは難しい。学習

の指導では、一人一人の到達度を細かくチェックし、それを完全に身につけるよう、

指導する予定である。また、評価者による違いを最小限にするため、指導者が評価ポ

イントについて、繰り返し、すり合わせをする予定である。
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【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。

【観点 ４-２-２-２】学内のCBT委員会およびOSCE委員会が整備され，機能しているこ

と。

【観点 ４-２-２-３】CBTおよび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］

薬学共用試験は、「平成 21 年度共用試験実施要領」、さらに OSCE は、「平成 21 年度

共用試験 OSCE 実施マニュアル」に正確に従って実施した。

CBT については、CBT 委員会を組織し、CBT 実施に向けた学生に対する教育プログラ

ムおよびスケジュールを検討すると同時に、委員会下部組織として CBT 実施小委員会

を組織し、実施に必要な人員配備の決定、準備及び実施当日の作業を含む実施マニュ

アルの作成、中継サーバや受験用クライアント PC の設置等実施環境の整備を行った

（資料 7：委員会資料･議事録、資料 50：共用試験（CBT)に関する資料）。クライアン

ト PC については受験予定学生数 85 名に対して、予備を含めて 95 台を配備している。

またクライアント PC に対しては、プログラムの一斉配信及び一斉消去を行う制御ソ

フトを導入し、試験におけるセキュリティおよび動作の安定性を確保している。また

学生の受験環境の向上のため、PC 間の仕切板、ゾーンパスワード開示のためのホワイ

トボード（複数）を導入した。

OSCE については、OSCE 委員会を組織し、実施計画を作成した（資料 20：共用試験

（OSCE)事前準備に関する資料）。OSCE 委員会で作成した教員用実施マニュアルは、教

授会で説明し、また、助教・助手に対する説明会を開催した。学生には、OSCE 委員会

が作成した資料を用い、2 回の説明会を実施して OSCE に関する注意事項を伝えた。モ

ニター委員とは、本試験の前日（12 月 5 日）午後に打合せをし、また、会場の視察を

行った。守秘義務については、すべての OSCE 評価者・スタッフ、さらに、学生全員

から守秘義務に関する誓約書の提出を受けた（資料 18：共用試験（OSCE)実施に関す

る資料）。実施の中核となる OSCE 委員会は、実施責任者のもと、連絡担当者、実施委

員会大学委員、モニター委員、6 ステーションの責任者、評価者・SP 講習会担当責任

者が決められ、また、運営担当委員が庶務（受付、外部評価者依頼等、プログラム作

成）、設営、待機・誘導、スケジュール作成などを主導した（資料 6：教授会資料･議

事録）。OSCE 本試験の実施にあたっては、香川薬学部全教員、香川キャンパス全事務

職員、徳島キャンパス薬学部教員（15 名）、病院・薬局薬剤師（44 名）を確保した（資

料 20：共用試験（OSCE)事前準備に関する資料）。模擬患者（SP）は、一般人である香

川大学 SP 研究会の会員及び徳島文理大学香川キャンパス事務員の協力のもと、SP 講

習会を適時開催し、21 名を養成した。OSCE の実施に必要な施設は、第二回 OSCE トラ

基準４－２－２

薬学共用試験（CBTおよびOSCE）を適正に行う体制が整備されていること。
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イアルで使用したのと同じ施設を用いた（資料 21：共用試験（OSCE トライアル）に

関する資料）。

［点検・評価］

①CBT については、CBT 委員会の基で組織された CBT 実施小委員会により適切に人員

が配備され、また、「平成 21 年度共用試験実施要領」に沿って作成された実施マニュ

アルに沿って実施された。また、中継サーバや受験用クライアント PC の設置等、実

施環境が整備された（資料 50：共用試験（CBT)に関する資料）。

②OSCE については、OSCE 委員会の主導のもと、平成 19 年度の第一回及び第二回 OSCE

トライアル、さらに平成 20 年度の OSCE シミュレーション等で随時確認しながら、OSCE

実施体制を構築した（資料 20：共用試験（OSCE)事前準備に関する資料、資料 21：共

用試験（OSCE トライアル）に関する資料）。これらの経験を基に、OSCE 本試験（5 領

域 6 課題 3 レーン）は、薬学部全教員、徳島キャンパス薬学部教員、薬学部香川キャ

ンパス事務職員、外部評価者（就実大学、香川県薬剤師会・病院薬剤師会）、香川大

学医学部 SP 研究会、大学院生を評価者、リカバリー、SP、運営スタッフ等を適切に

配置して実施した（資料 18：共用試験（OSCE）実施に関する資料）。

以上のことから、薬学共用試験（CBT および OSCE）を適正に行う体制が整備されて

いると評価する。

［改善計画］

CBT については、災害などの非常時における行動マニュアルの作成、体調不良者が

出た場合の救護体制に関する準備を一層充実したものとする予定である。

OSCE については、5 領域 6 課題を 3 レーンで実施するための設備、実施体制とも問

題はないが、評価者については、本試験実施前の評価者講習会で各課題の評価者マニ

ュアルの徹底、解釈の統一などを徹底し、評価者予定者の OSCE 実施能力をより確実

なものとする予定である。また、SP 講習会も開催し、マニュアルの解釈を統一する努

力を継続し、SP の技能の向上を図る計画である。また、OSCE 本試験後の反省をもと

に、各ステーション、待機室、移動の細かな点について、改善する予定である。
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【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］

CBT の実施時期は、平成 21 年 2 月 9 日の教授会において、体験受験が 9 月 12 日、本

試験が 1 月 13 日、追・再試験が 3 月 2 日であることが報告された。学生への実施時期

の説明は、２月 20 日の CBT 全体説明会で周知した。また、パソコン操作法については、

3 年次後期から繰り返し WebTest を実施することにより、修得させた。9 月 12 日の CBT

体験受験において、正答率は全国平均を上回っており、学生が CBT に対応できているこ

とが確認された（資料 6：教授会資料･議事録）。平成 22 年 1 月 13 日の CBT 本試験の結

果は、それを証明する内容であった。合否の結果は、学生個人ごとの CBT 本試験の合否

通知書を作成・配布して連絡した。不合格の学生を対象に、本試験の場合と同じ要領で

CBT 再試験を実施した（資料 50：共用試験（CBT）に関する資料）。

OSCE の実施時期は、平成 21 年 5 月 13 日の教授会で本試験が平成 21 年 12 月 6 日、

追・再試験が平成 22 年 2 月 21 日であることが報告され、その際、OSCE の概要及び実

施要員等に関する連絡もなされた（資料 6：教授会資料･議事録）。評価者へは、「薬学

共用試験 OSCE 直前評価者講習会，及び薬学共用試験 OSCE 本試験への参加依頼」の文中

で上記の予定日が正式に連絡された。学生への周知は、平成 21 年 10 月 19 日に「薬学

共用試験 OSCE 学習・評価項目（参加型実習を実施する学生に必要とされる技能と態度）

および医薬品リスト（第 2 班）」及び「薬学共用試験 OSCE を受験する皆さんへ」を配布

するとともに、OSCE の日程等を伝えた。11 月 15 日の OSCE 直前評価者講習会において、

ステーションごとに実施マニュアルに沿った評価に関する打合せを行った。平成 21 年

12 月 6 日に本試験の結果は、共用試験センターに送付され、返送された合格者名簿に

従い、個人ごとの OSCE 本試験の合否通知書を作成・配布して連絡した。不合格の学生

には、本試験の場合と同じ要領で OSCE 再試験を実施した（資料 18：共用試験（OSCE）

実施に関する資料）。

CBT 及び OSCE の結果は、以下の通りである。CBT は、合格基準 60％で判定したところ、

受験者数 85 名に対し、合格者数は 84 名であった。一方、OSCE は、評価者２名による細

目評価の平均が 70％以上、概略評価の合計点が５以上で判定したところ、受験者 85 名

が全員合格した。結果として薬学共用試験には 85名が受験し、84名が合格した（表 4-2-3）。

その結果を受け、受験者数、合格者数ならびに合格基準を薬学部ホームページに公

開し、共用試験センターに連絡する手はずである。また、実習施設に対しては、受け

入れの依頼あるいは受け入れ後の連絡時に上記 URL を書面にて通知する予定である。

基準４－２－３

薬学共用試験（CBTおよびOSCE）の実施結果が公表されていること。
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実施日程 受験者数 合格者数 合格基準

本試験平成22年1月１3日
追再試験平成22年3月2日

本試験平成21年12月6日 細目評価70％以上
追再試験平成22年2月21日 概略評価 5 以上

共用試験 85 84

(資料18, 50：共用試験に関する資料）

OSCE 85 85

表4-2-3 平成21年度薬学共用試験結果

CBT 85 84 正答率60％以上

［点検・評価］

①CBT の実施時期は、教員、学生に実施時期、実施方法が適切且つ確実に通知された。

②OSCE の実施時期についても、教員、学生、評価者となる薬剤師等に適切な時期に実施

時期、実施方法が通知された。

③薬学共用試験（CBT 及び OSCE）の受験者数、合格者数及び合格基準の公表は、共用試

験のすべての結果が判明した時点で速やかに公表され、実習施設にも、URL を書面にて

通知する手はずである。

以上のことから、薬学共用試験（CBT 及び OSCE）は、実施時期，実施方法が適切に

公表されており、また、受験者数，合格者数及び合格基準が公表されると評価できる。

［改善計画］

特に改善点はない。
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【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］

本学部は、薬学共用試験の実施体制充実のため、以下のように CBT 問題の作成と充

実に努め、OSCE 評価者の育成に努めている。

CBT については、平成 17 年度より行われた CBT 作題の依頼に対し、講義担当教員全

員で分担し作題を行った。作題に先立ち、CBT 委員により出題範囲や問題形式に関す

る講習会を行い、また出題作業の際に生じた問題点に関しては、CBT 委員が出題分野

ごとに作題取りまとめの分野担当者を置き、問題形式、問題内容の精査を行った後に

作題者が中継サーバへの登録を行った（資料 50：共用試験（CBT)に関する資料）。CBT

委員が問題登録を確認し、最終的に CBT システム担当者が出題問題のセンターサーバ

への送信作業を行った。第一期、第二期の問題については第 1 ステップ、第 2 ステッ

プの精選委員として 3 名、第三期については 2 名が精選作業に参加した。

OSCE については、薬学共用試験の一環であり、その結果によって合否判定が行われ

るとの認識のもと、評価者の育成に努めている。平成 19 年度には、9 月に第一回 OSCE

トライアルを実施し、香川県薬剤師会から 10 名、病院薬剤師会から 12 名、他大学薬

学部教員 6 名及び香川薬学部教員 20 名が評価者として参加した。また、同年 12 月に

行った第二回 OSCE トライアルでは、香川県薬剤師会から 20 名、病院薬剤師会から 17

名、他大学薬学部教員 3 名及び香川薬学部教員 29 名と徳島キャンパス薬学部教員 15

名が評価者として参加した。（資料 21：共用試験（OSCE トライアル）に関する資料）

これらの OSCE トライアルでは、OSCE の概略を説明の後、担当するステーションごと

に評価のポイントについての説明がなされ、また、テストランを 2 回実施し、評価法

の確認を行った。平成 20 年度には、香川薬学部にて評価者養成講習会を行い、香川

薬学部教員 62 名の他、薬剤師 85 名（香川県薬剤師会 50 名、病院薬剤師会 35 名）が

参加した。この評価者講習会において、5 領域 6 課題（患者応対、服薬指導、散剤の

調製、水剤の調製、調剤鑑査、無菌調剤の調製）の評価ポイントについて、ビデオを

用いて説明した。また、参加者は上記 6 課題について、ビデオを利用して実際に評価

を行った。平成 21 年度にも評価者養成講習会を開催し、評価者の確保に努めた（資

料 20：共用試験（OSCE)事前準備に関する資料）。以上の評価者養成講習会及び OSCE

トライアルの実施により、OSCE の評価者の育成に努めた結果、OSCE 本試験において、

香川県薬剤師会及び同病院薬剤師会から 44 名の外部評価者を確保できた。平成 21 年

11 月 15 日には香川薬学部直前評価者講習会を実施し、課題での評価マニュアルに従

って評価することを徹底した（資料 18：共用試験（OSCE)実施に関する資料）。

基準４－２－４

薬学共用試験（CBTおよびOSCE）の実施体制の充実に貢献していること。



- 53 -- 53 -

［点検・評価］

①CBT については、平成 17 年度より行われた CBT 作題の依頼に対し、講義担当教員全

員で分担し作題している。また、第一期、第二期の問題については第 1 ステップ、第

2 ステップの精選委員として 3 名、第三期については 2 名が精選作業に参加した。

②OSCE については、OSCE 評価者講習会及び２回の OSCE トライアル、さらに OSCE 直

前評価者講習会を通じて、評価者となる教員及び病院・薬局薬剤師の技能の向上を図

った。また、SP についても、講習会を繰り返し行い（合計時間：10 時間）、SP の養成

に努めた。

以上より、薬学共用試験の実施体制の充実に貢献していると判断する。

［改善計画］

CBT 作題に関しては、次期作題依頼時に、共用試験センターより示された不適問題

例やその改善例を作題者に示し、適切な問題の作成が円滑に行われるよう取り組む予

定である。

OSCE については、SP が関与する領域 1、5 は、マニュアルの徹底が難しい分野であ

る。SP 講習会、評価者との合同 SP 講習会を通じて、マニュアルを一層徹底し、さら

に、評価者についても、大学関係者評価者と病院・薬局薬剤師評価者との間の意志統

一に取り組む計画である。



- 54 -- 54 -

（４－３）病院・薬局実習

【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］

香川薬学部内の実務実習委員会は実務家教員と基礎系教員の 6 名で構成し、年 3 回、

定期的に委員会を開催し実務実習に関する企画と調整を行った（資料 7：委員会資料・

議事録）。委員会の審議事項は教授会で公表し、薬学部全教員に通知している。香川

薬学部学生の実務実習施設はすべて病院・薬局実務実習中国・四国地区調整機構会議

が実習施設の配属を行っており、本学独自に実習施設を確保している実例はない。そ

のため、実務実習の施設調整を担っている病院・薬局実務実習中国・四国地区調整機

構会議の大学委員会及び合同委員会は実務実習委員長が責任者となり両委員会へ委

員を派遣している。また、近畿地区実務実習調整機構にはオブザーバーとして参加し、

近畿地方からの実務実習生の受け入れがスムーズに行えるよう配慮した。病院・薬局

との連携では、香川県病院薬剤師会、香川県薬剤師会の実務実習委員と年 2 回定期的

に合同実習委員会を開催し、企画・調整を行った(資料 22：病院・薬局実務実習中国･

四国地区調整機構に関する資料)。各委員会は、香川県病院薬剤師会長、香川県薬剤

師会長が責任を持って取り組んでおり、緊急連絡事項や問題点が発生した場合は、E-

メールで至急連絡が取れる体制を作った。実務実習の評価のための施設訪問は薬学部

の全教員が担当することを原則として施設訪問のスケジュールを作成した（資料 23：

実務実習に関する資料）。実務実習と指導薬剤師の間で問題が発生した場合には適切

な対処が取れるよう、第 3 者委員会を病院・薬局実務実習中国・四国地区調整機構会

議と香川薬学部内に設置し、実務実習委員長が責任者となりハラスメント対策のため

のシステムを構築した。実務実習委員会の審議事項は、教授会で報告、審議した後、

議事録を全職員に配布し賛同を得ている。

香川薬学部に認定実務実習指導薬剤師の養成ワークショップ委員会を組織し、香川

県薬剤師会及び香川県病院薬剤師会と連携をとり、香川薬学部において「薬剤師のた

めのワークショップ」を計画的に開催し、確実な成果を挙げている（資料 24：実務実

習実施準備に関する資料）。その結果、実務実習を実施するための人的資源である認

定実務実習指導薬剤師の養成は着実に進められ、香川県では「薬剤師のためのワーク

ショップ」に参加した薬剤師は 176 名（22 年 2 月末現在：病院薬剤師 51 名、薬局薬

剤師 125 名）、認定実務実習指導薬剤師は 109 名（21 年 12 月末現在、病院薬剤師 32

名、薬局薬剤師 77 名）になり、充分な認定者数を確保している（資料 24：実務実習

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。
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実施準備に関する資料）。

［点検・評価］

①実務実習委員会を組織し、年 3 回委員会を開催して企画・調整を行うことができた。

審議事項は教授会で公表し、香川薬学部全教員に通知した。

②香川県病院薬剤師会、香川県薬剤師会の実務実習委員とも年 2 回合同委員会を開催

し、企画・調整を行った。

③第 3 者委員会を病院・薬局実務実習中国・四国地区調整機構会議と香川薬学部内に

設置し、ハラスメント対策のためのシステムを構築し、実務実習委員長が責任者とな

り機能している。

④実務実習の評価のための施設訪問は薬学部の全教員が担当し、施設訪問を行うスケ

ジュールを作成した。

⑤実務実習の円滑な実施のために、「薬剤師のためのワークショップ」を定期的かつ

計画的に開催し、認定実務実習指導薬剤師の養成を積極的に推し進め、22 年度の実務

実習施設にはそれぞれ 1 名以上の認定実務実習指導薬剤師が養成されている（資料

24：実務実習実施準備に関する資料）。

⑥本学教員を含め香川県内のタスクフォースはスキルアップ集会に積極的に参加し、

タスクとしてのスキルアップにも努めている（資料 24：実務実習実施準備に関する資

料）。

以上、実務実習委員会が組織され、機能しており、且つ、薬学部の全教員が積極的

に参画していることから、実務実習を行う体制が整っていると判断される。

［改善計画］

資質の高い薬剤師を育成するための実務実習を構築するには、人的資源の確保は最

も重要な課題である。現在、認定実務実習指導薬剤師数は確保されているが、より質

の高い実務実習を行なうため、また薬剤師の卒後・生涯教育も兼ねて、1 施設 1 人の

認定実務実習指導薬剤師から、全員が認定実務実習指導薬剤師となるよう平成 22 年

度以降も「薬剤師のためのワークショップ」の継続的な実施を計画している。さらに、

平成 23 年度以降は「薬剤師のためのワークショップ」の内容を改良し、ステップア

ップした「薬剤師のためのワークショップ」を企画し、それに参加することにより教

育スキルを向上させることを計画している。これにより、高度な医療や地域医療にお

いて質の高い実務実習の構築を目指している。

一方、連携体制では各施設の指導薬剤師と学生の担当教員が緊密な連携を取れるよ

うな連絡網の整備を計画した。
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【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。

【観点 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。

【観点 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］

香川薬学部生の平成 22 年度病院・薬局実務実習では、病院・薬局実務実習中国・

四国地区調整機構会議が配属施設を調整し決定している。香川薬学部生に対し事前に、

現住所（下宿先、帰省先）と最寄りの公共交通機関を調査した（資料 23：実務実習に

関する資料）。次に、6 年制実務実習の受け入れを表明している病院施設の所在地と最

寄りの公共交通機関を公表し、実習を行う地域と病院について希望調査を行った。い

わゆる古里実習については、中国・四国地方出身者は中国・四国地域内で実務実習を

行うこと、鹿児島県、沖縄県、島根県及び鳥取県の出身者はそれぞれの県で、それ以

外の地域の出身者は香川県内で実務実習を行うことを指示した。この原則は病院・薬

局実務実習中国・四国地区調整機構会議から提示されたもので、元来薬学生が少ない

鹿児島、沖縄、島根及び鳥取県の実情と、なるべく中国・四国地域内で実務実習を行

うという中四調整機構会議の方針から導かれたものである。学生の希望地域と病院施

設を基に、香川薬学部実務実習委員会で、最寄りの公共交通機関を用いた通学経路を

考慮して配属施設の原案を作成した。この原案を病院・薬局実務実習中国・四国地区

調整機構会議に上げ、最終的な調整を行った。薬局実習については、中国・四国の各

県薬剤師会が学生の住所と最寄りの公共交通機関を考慮したうえで、病院実習の時期

と連続し、同一の地域となる配属施設案を作成し、病院・薬局実務実習中国・四国地

区調整機構会議が調整し決定した。香川県内の施設では、JR、私鉄、バスの公共機関

を利用して片道 1 時間 30 分以内を目安に配属施設を決定した。

平成 22 年度の実習は、1 期(22 年 5 月 17 日～7 月 30 日)、2 期（9 月 6 日～11 月 19

日）、3 期（23 年 1 月 11 日～3 月 25 日）で実施し、隣県では愛媛県 1 期 4 名 2 期 4

名、徳島県 1 期 2 名 3 期 2 名、高知県 1 期 1 名、2 期 1 名、遠隔地では鹿児島県 1 期

1 名 2 期 1 名、沖縄県 1 期 2 名 2 期 1 名、鳥取県 1 期 1 名 2 期 1 名、広島県 1 期 1 名

3 期 1 名が香川県外で病院実習または薬局実習を行う（表 4-3-4）。また、学生担当教

員を予め決め、実習前から学生の生活指導を行い、実習中は E-mail により日々連絡

を取り問題点がないか対応し、また、教員は実習中に 3～4 週に 1 回の頻度で 11 週間

に 3 回定期的に施設訪問を行い、学生と面談しながら実習進捗状況の確認や生活の指

導を行えるよう調整した。実務実習委員会では学生担当教員の決定、訪問指導に要す

る交通費の確保、訪問指導時の対応を記したマニュアルの整備を行った（資料 23：実

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。
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務実習に関する資料）。

表4-3-4 平成22年度各期別実務実習配属

施設数 配属学生数 施設数 配属学生数

香川県 12 34 29 33

その他 8 8 3 3

計 20 42名 32 36名

香川県 15 30 40 43

その他 3 3 6 6

計 18 33名 46 49名

香川県 3 7 0 0

その他 3 3 0 0

計 6 10名 0 0

香川県 30 71 69 76

その他 14 14 9 9

計 44(34 *) 85名 78(61 **) 85名

* 病院は、1～3期のべ44施設、年間34施設で実習を実施

** 薬局は、1～3期のべ78施設、年間61施設で実習を実施
（資料17：実務実習の実施に必要な書類）

1期

2期

3期

年間

期 所在地
病 院 薬 局

［点検・評価］

①薬学生実務実習調書により学生の現住所(下宿先、帰省先)、実習希望施設調査を実

施している。

②学生の配属施設は、病院・薬局とも中国四国実務実習調整機構が調整しているが、

最終的に学生の住所から最寄りの公共交通機関を用いた通学経路を考慮して決定さ

れている。香川県内の施設では、JR、私鉄、バスの公共機関を利用して片道 1 時間 30

分以内を目安にした。

③事前に学生調査を行い、現住所（下宿先、帰省先）と最寄りの公共交通機関を把握

している。

④いわゆる古里実習については配属の原則を公開した。中国・四国地方出身者は中

国・四国地域内で実務実習を行うこと、鹿児島県、沖縄県の出身者はそれぞれの県で、

それ以外の地域の出身者は香川県内で実務実習を行うことを指示した。

⑤古里実習を希望した学生で希望した地域に実習施設がなかった場合は通学に支障

をきたすため、学生に事情を説明し香川県の下宿先から最寄りの公共交通機関を利用

して通学できる香川県内の施設に配属した。

⑥遠隔地での実習は、平成 22 年度では、鹿児島県、沖縄県、鳥取県が該当するが、

教員が実習中に施設訪問を行えるよう、交通費等の予算を確保した。学生の実習及び

生活指導は E-mail を用いて行い問題点に対応できる体制を整備した。訪問指導に際

しては、訪問指導マニュアルを作成した。

以上より、学生の病院・薬局への配属は適正になされていると判断できる。

［改善計画］

香川県内の施設では、JR、私鉄、バスの公共機関を利用して片道 1 時間 30 分以内
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を目安にして施設配属を行ったが、通学時間帯の乗り継ぎ等の連携や実習時間の設定

（原則 9:00～17:00）の妥当性を評価できる体制を構築する。

いわゆる古里実習については、学生が希望する地域に実習受け入れ施設がなく希望

通りに調整がつかない場合があったため、あらかじめ実習施設がない地域を提示して

からふるさと実習の希望調査を行う。

遠隔地での実習では、学生の実習や生活の指導が十分行えるよう施設訪問のみなら

ず、学生から出席状況、進行中の実習内容、理解度について 100～200 文字のメール

を受信し、この内容を実務実習委員会に報告後、問題点があれば協議し対応する。メ

ールサーバー等を用い、学生が直接テンプレートに入力できるシステムを導入するこ

とで学生の問題点について学生担当教員と実務実習委員会で問題点を共有し、すばや

く対応できるようシステムを２年以内に導入する計画である。
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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

【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。

【観点 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］

1 年次の｢文理学｣では、大学の建学の精神や薬学部の役割と共に、大学での学習法

に関する講義が実施され、大学では能動的な学習が重要であることの周知がなされて

いる。近年のゆとり教育に起因する入学生の知識レベルの低下や自主性の欠如に対応

し、学習意欲を高める目的で、ポートフォリオ導入による指導も始めた。また、自己

研鑽・参加型の科目として、「薬学概論」には病院、薬局、製薬会社等を見学する早

期体験学習が含まれている。見学後にスモールグループによる討論が行われている。

初年時教育は、6 年間の薬学教育の中での学生のモチベーションを高める意味で重要

であるので、薬学専門科目につながる一般総合科目の｢物理学｣｢数学｣ではクラスを 2

つにして、学習達成度に応じたは少人数教育が行われている。さらに、一般総合科目

や薬学専門科目の多くで、その日の講義内容を問うミニテストや課題を与えている。

これらの手法を、能動的に参加していこうという意欲を醸成していく方法の一つとし

て採用している。

2 年次、3 年次に実施される実習科目の「薬学実習」では、2〜4 人程度のグループ

で実習が実施されている(資料 15：薬学実習実習書)。実験した内容についてグループ

ごとに結果をまとめ、発表、討論を行う実習もカリキュラムに配当されている（薬学

実習 3A）。3 年次の講義科目である「病態生理学」では、学んだ疾患の病態生理と治

療法がスモールグループにより討議される。また、3 年次夏休みより「特別実習」と

して、学生は講座に所属し、卒業研究に向けた独自の課題に取組み、講座教員との討

論や講座セミナーへ参加を通して自主性の向上が図られている。さらに、4 年次に実

施される「事前学習」においても、スモールグループディスカッション、及び、プレ

ゼンテーションが積極的に取り入れられ、能動的に学習に参加する学習態度の醸成が

図られている。

3 年次後期から講座配属を行い、「特別実習」「卒業実習」として実施されている卒

業論文研究では、文献・情報検索の手法、基礎的な実験方法の習得、実験データの解

析方法、考察の仕方等を学び、研究成果は、ポスター発表、口頭発表、報告書、論文

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。
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として発表する。これらを通じて、自己研鑽・参加型の学習態度が醸成される。

5、6 年次には学生の希望進路によって選択できるアドバンスト教育科目が予定され

ている。実際の医療現場や行政現場において問題になっている事柄を、その担当者を

交えスモールグループで討論し、体験するプログラムとなっている（資料 4：香川薬

学部要覧）。

［点検・評価］

①１年次の早期体験学習、2、3 年次の「薬学実習」、3 年次の「病態生理学」、4 年次

の「事前学習」等により、全学年を通じて自己研鑽・参加型の学習態度の醸成に配慮

した教育が実施されている。

②平成 21 年の 1 年次よりポートフォリオを導入し、各学生に目標を設定させ、目標

到達に向けた戦略を計画することで、より積極的に学習に参加させるよう工夫を施し

ている。さらに、1 年次あるいは科目によっては 2 年次の科目において、ミニテスト

あるいは課題を課すことで、学習する習慣を身につけさせ、能動的に学習できる力を

付けさせるよう指導している。

③香川薬学部薬学科の定員は 110 名である。講義受講者は、大半の講義で 100 名前後

であり、適正規模と評価できる。また、「英語」｢物理学｣｢数学｣｢応用生物学｣では受

講者を 2 グループに分けた少人数クラス編成で実施している。実習科目についても、

実習施設が充実していることから、2〜4 人で一グループという少人数編成で実施され

ている。

以上より、学生の自主性を養う教育プログラムが整備されており、自己研鑽・参加

型の学習態度の醸成に配慮した教育が実施されていると判断できる。

［改善計画］

1 年次に行われる病院・薬局、その他薬学関連施設への見学を行う「早期体験学習」

という科目は存在していない。現在は「薬学概論」の中で実施しているが、完成年度

を待って、「早期体験学習」を 1 つの科目として単位化し、より充実させ、初年時教

育におけるさらなる自己研鑽型、参加型の学習態度の醸成を図る計画でいる。また、

薬学専門科目に通じる生物系・化学系・物理系一般総合科目での自己研鑽・参加型の

少人数教育に関して、新たな選択科目の導入を含め、検討する予定である。

学生が能動的に学習に参加するよう学習方法に関しては、教員側からの一方的な押

しつけではなく、学生側からの要望も取り入れながら、常に改善を重ねる必要がある。

そのためには、教務委員会単独ではなく、学生側からの要望の窓口である学生委員会

との協力の基で、学生が自己研鑽・参加型の学習態度を醸成できるよう、改善を図る

予定である。
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【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。

【観点 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）や卒業研究な

どをいう。

［現状］

自己研鑽・参加型学習を取り入れている配当科目としては、以下の科目がある。

「薬学概論」（1 年次）では、早期体験学習を取り入れ、施設訪問により得た知識・

知見をスモールグループディスカッションによりまとめ、発表を行っている。2 年次

の｢医療倫理学｣では、薬剤師としての倫理観を養う目的で薬害被害者や医療関係者を

外部講師とした講義を行っており、さらに、講義内容をスモールグループディスカッ

ションにより最後のまとめとして発表する機会を設けている。3 年次の｢病態生理学

1｣および｢病態生理学 2｣では、学習した疾患における病態生理と治療法についてスモ

ールグループで学習し、発表する時間を設けている。さらに「薬学実習 3A」「薬学実

習 3C」（3 年次）では、単にプロトコール通りに実験を進めるのではなく、結果及び

考察を各班で討論してまとめさせ、発表するという形式がとられている。「臨床医学

概論」（4 年次）では、内科学、外科学などを通じて基礎的な医療知識を習得すると共

に、香川大学医学部の協力により解剖学実習の見学を行っている。「実務実習事前学

習」（4 年次）では、スモールグループディスカッションによる参加型の学習体制が取

られている（資料 4：香川薬学部要覧）。

学生・教員が参加できる公開講座を年 3 回キャンパス内で開催している。公開講座

は、｢文理学｣（1 年次）の中に組み込まれているが、全学年の学生が参加することが

できる。公開講座の内容は、薬学部卒業後の進路について考えることができるよう、

経済分野など幅広いテーマが採択されている（資料 42：研修会、講演会,セミナー開

催･参加記録）。

3 年次後期から講座配属を行い、「特別実習」「卒業実習」として、自己研鑽・参加

型学習が提供されている。文献・情報検索の手法、基礎的な実験方法の習得、実験デ

ータの解析方法、考察の仕方等を学び、研究成果は、ポスター発表、口頭発表、報告

書、論文として発表する。

5～6 年次配当予定の「医療社会薬学コニュニケーション学」「アドバンスト教育プ

ログラム」は、スモールグループディスカッションや臨床実習から構成される計画で

ある。

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。
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［点検・評価］

①自己研鑽・参加型学習として、1 年次の早期体験学習と「文理学」、2 年次の｢医療

倫理学｣、3 年次の「病態生理学」｢薬学実習 3A｣「薬学実習 3C」、4 年次の｢臨床医学

概論｣「実務実習事前学習」が開講され、さらに卒業研究を行う「特別実習」「卒業実

習」も行われている。今後アドバンスト教育の中でも自己研鑽・参加型学習が実施さ

れる予定であり、自己研鑽・参加型学習は全学年で実効を持って行われている。

②自己研鑽・参加型学習が含まれる講義が 4 科目で、それぞれ 1 コマずつを当ててい

ることから 0.1×4×1.5 単位、早期体験学習は「薬学概論」（1.5 単位）の 0.75 単位、

実習（各 2 単位）2×1/15 が 2 科目で、4/15 単位、さらに公開講座を含む「文理学」

が 2 コマで、0.2 単位である。一方、卒業研究として講座配属による「特別実習」と

して 10 単位、「卒業実習」として 12 単位を自己研鑽・参加型学習として実施あるい

は予定されている。さらに、5、6 年次のアドバンスト教育で 3 単位を予定している。

以上合計すると、約 23.8 単位となる。卒業要件単位数は、一般総合科目 32 単位、専

門教育単位 154 単位が必要であるが、実務実習の単位を除くと（事前学習 12.5 単位、

病院実習 10 単位、薬局実習 10 単位）、153.5 単位となる。この 1/10 である 15.35 単

位が自己研鑽・参加型学習の単位であることが求められているが、本学部は、全学年

で 23.8 単位であり、15.35 単位を超えている。

以上、自己研鑽・参加型学習が，全学年で実効を持って行われ、特別実習及び卒業

実習での卒論研究が重視されているカリキュラムは、学生の意欲を引き出し、問題解

決能力を培うと判断される。

［改善計画］

自己研鑽・参加型学習の科目は、高学年において多く開講され、低学年では比較的

少ないので、初年度時から学生の学習に対するモチベーションを向上させる目的で、

低学年に履修する科目における授業形態を再検討する予定である。

5、6 年次に予定されている科目に、自己研鑽・参加型学習を積極的に取り入れるこ

とを検討している。例えば、「医療社会薬学コニュニケーション学」（5 年次）におい

て、医師、看護師、臨床心理士を外部講師として招聘し、スモールグループディスカ

ッション、ロールプレイにより薬剤師という医療の担い手としての心構えをコニュニ

ケーションスキルとして習得させる計画である。アドバンスト教育プログラムとして

行われる 7 種類のコースの中で「臨床治療学」等について、問題立脚型学習（PBL）

による学習方略を計画している。
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『学 生』

６ 学生の受入

【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。

【観点 ６-１-２】入学志願者に対して，アドミッション・ポリシーなど学生の受入に

関する情報が事前に周知されていること。

［現状］

薬学とは、化学をはじめとして生物学や物理学などの基礎科学から最新のバイオテ

クノロジーなどの応用科学までも含んだ総合生命科学の学問領域であり、人間の生

命・生活にとって有益な「薬」を開発、製造、適正使用するための科学技術の基本を

なす分野である。平成 18 年度からスタートした新しい薬学教育制度のもとで、本学

部は、薬剤師養成課程である 6 年制の薬学科と、薬の科学を軸とした幅広い人材養成

課程である 4 年制の薬科学科との 2 学科体制となった。

薬学科のアドミッション・ポリシーは、「薬と医療のエキスパートである「薬剤師」

を養成します。そのため、社会で医療人（薬剤師）として活躍したいという意欲のあ

る人を募集します。」である（資料 25：入試要項）。

さらに求める学生像として、「薬剤師」養成の目的を達成するために必要と考えら

れる次の 2 点を掲げて、学生募集並びに入学者の選抜を行っている。

1．将来、医療人としてどのように社会に貢献したいのか、自分の将来像が描けてい

る人。

2．現代社会に必要とされる医療に関し、自己の考えを持つ人。

これらのアドミッション・ポリシーや求める学生像は、当初は学部長を中心に検討

され、その後学部教授会に諮られて時間をかけ種々協議の結果定められたものである。

入学志願者に対しては、アドミッション・ポリシーと同様に、学部・学科の目的や

教育理念、教育内容を「大学案内」や「学部ホームページ」などを通して公表すると

ともに、入学試験の実施方針は「入学試験要項」として配布している（資料 1：大学

案内、資料 3：香川薬学部ホームページ資料、資料 25：入試要項）。さらに進学相談

会を通して、本学部に進学を希望する生徒に直接説明することはもとより、高等学校

などの進路担当者に対しても、新薬学教育制度における本学部の考え方や姿勢を明確

に伝えることに力を注いでいる。また、オープンキャンパスの参加者に対しては、全

体説明をはじめとして、個別進学相談、各種の体験学習、在校生との意見交換会など

を通して、本学部において何を学べるのかを具体的に理解してもらえるようにしてい

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。
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る（資料 1：大学案内）。

［点検・評価］

①薬学教育を意欲的に受け、得られた知識・技能を将来にわたって発揮できる能力を

備えた人物を適正な方法で選抜するため、平成 18 年度の入試より求める入学者をア

ドミッション・ポリシーとして掲げている。

②本学部の AO 入試では、明確な目的意識をもって自らの能力や特性を発揮する人材

の発掘を目的としており、学びの目標を自ら見出して社会の進展に寄与しようとする

意欲を重視している。したがって AO 入試の評価基準では自分の考えをしっかり持っ

ているかを視点にしており、これにふさわしい選考方式として、課題発表及び体験実

習を課した面談を実施している。

③アドミッション・ポリシーや求める学生像が、学部長を中心に検討され、学部教授

会で協議のうえ決定された。

④アドミッション・ポリシーと同様に、学部・学科の目的や教育内容は、「大学案内」

や「学部ホームページ」などを通して公表、周知されている。

以上より、アドミッション・ポリシーが設定され、公表、周知されていると判断で

きる。

［改善計画］

平成 21 年 3 月 31 日付の文部科学省高等教育局大学振興課長からの通知「平成 23

年度大学入学者選抜実施要項の変更予定について」では、「入学者受入方針（アドミ

ッション・ポリシー）の明確化」として、高校で履修しておくべき科目や取得が望ま

しい資格等を列挙するなど「何をどの程度学んできてほしいか」を、高校教育の内容・

水準に十分配慮したうえ、できるだけ具体的に明示することを求めている。

本学では平成 23 年度の入試要項から、すべての学部でアドミッション・ポリシー

が記載される予定だが、本学部のアドミッション・ポリシーも更なる見直しと周知が

求められており、今後も全学的な動きに合わせ、あるいはそれを先取りして、より適

切なアドミッション・ポリシーへと見直し作業を進めるとともに、入試要項以外にも

学部のホームページや各種案内パンフレットなどで、学生の受入れに関する情報を周

知する。
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【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など学生の受入に

関する業務が行われていること。

【観点 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。

【観点 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］

本学部では，全学の入試委員会の下に学部としての入試委員会が形成されており，

かつその入試委員会は学長・学部長の指導の下，または学部教授会の最終決定の下で

運営されている。そして本学部ならびに全学の入試委員会は、アドミッション・ポリ

シーに基づいて、入学試験の基本方針や運営方法を定めた入学試験要項を作成し、入

学試験問題作成者ならびに試験監督者等に対して十分な事前打合せを行い、入学試験

を実施している。入学者の選考に関しては、下記の通り、厳正かつ公正に行っている。

すなわち、入学試験要項で公表している選考方法に沿って、問題を作成、試験を実施、

採点し、本学部入試委員会でデータをとりまとめ、合否判定案を作成し、最終的に学

部教授会において審議の上，合否を判定している。このように，責任ある体制の下で

入試業務が遂行されている。

入学者選抜は，薬学に必要な多様な人材を育成すべく、以下の 8 通りの方法で実施

されている。（1）指定校制推薦入試、（2）公募制推薦入試、（3）一般入試、（4）大学

入試センター試験利用入試、（5）AO 入試、（6）帰国生入試、（7）社会人入試、（8）編

入学試験（資料 25：入試要項）。

（1）指定校制推薦入試では，高校の評定平均値を評価することによって，基礎学力

の担保を図っている。また、面接も課されている。

（2）公募制推薦入試のⅠ期ならびにⅡ期では、『英語Ⅰ・Ⅱ』、『化学Ⅰ・Ⅱ』、『生物

Ⅰ・Ⅱ』のうちから１科目選択，ならびに『面接』が課されている。

（3）一般入試のⅠ期 A ならびにⅡ期 A では、『化学Ⅰ・Ⅱ』に加えて、『英語Ⅰ・Ⅱ』

または『数学Ⅰ・A・Ⅱ・B』のうちから選択の１科目が課されている。Ⅰ期Ｂならび

にⅡ期Ｂでは、『化学Ⅰ・Ⅱ』または『生物Ⅰ・Ⅱ』のうちから選択の１科目、なら

びに『英語Ⅰ・Ⅱ』が課されている。

（4）大学入試センター試験利用入試の I 期・Ⅱ期・Ⅲ期では、解答指定科目はすべ

て同一で、『国語』（近代以降の文章）、『数学Ⅰ・A 及び数学Ⅱ・B』、『物理Ⅰ』、『化学

Ⅰ』、『生物Ⅰ』、『英語』（リスニングを除く）から，高得点の 2 科目により合否判定

を行っている。

（5）AO 入試は 2 部構成になっている。1 部では事前に与えられた課題について調査・

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。
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研究し発表する。その際に、質疑応答に加えて薬学部への志望動機なども問われる。

2 部では生物や化学の知識・技能を問う実験を行ってもらい、実験に臨む姿勢，結果

考察の能力などを総合的に判断している。

（6 と 7）帰国生入試と社会人入試では、小論文と面接が課されている。

（8）新入生対象ではないが、編入学試験も行っている。この試験では、前の大学で

の単位取得状況を評価することによる基礎学力の担保に加え、小論文と面接を課して

いる。

上述したように、面接は（1）指定校制推薦入試、（2）公募制推薦入試、（5）AO 入

試，（6）帰国生入試、（7）社会人入試、ならびに（8）編入学試験で行われている（資

料 26：面接実施要領）。

［点検・評価］

①本学部では、高いレベルの理数系科目を履修できない高校に通っている高校生にも

薬学部の門戸を閉ざすべきではないと考えて、試験科目として化学・生物・数学とい

う理数系科目に加えて、国語と英語を取り入れている。その結果、理数系科目を履修

していない入学者も散見される。そこで、理数系科目の入学前教育を充実させており

（資料 27：初年次教育に関する資料）、かつ 1 年次の理数系科目は入学直後の基礎力

診断テストによって習熟度別クラス分けを行い，きめ細やかな対応をしている。さら

に、全学共通教育センターなど教育支援体制も完備している。

②国語と英語を試験科目とすることにより、薬剤師にとって重要なコミュニケーショ

ン能力・読解力を評価できると考えている。薬学部においては国語の勉強はほとんど

行われないので、高校までの国語の能力を重要視すべきであり、また英語は通常の学

生にとって中学・高校の 6 年間で学ぶものであり、この 6 年間の努力の跡がはっきり

とわかるので、試験科目として適切と考える。

以上、本学部の入試では、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。

［改善計画］

面接をすべての入試制度、すなわち一般入試と大学入試センター試験利用入試にも

取り入れる必要があると考えている。そこで、これらは全学的なコンセンサスを得て、

時間を掛けて入試制度を改変していく予定である。また、入学試験において、基礎学

力が適確に評価されていることは、当然重要なことである。そこで、AO 入試において

も、基礎学力を担保するために、高校の評定平均値を加味した形で判定するように改

善する計画である。
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【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］

本学香川薬学部は、平成 16 年 4 月に香川薬学部創薬学科（入学定員 130 人）を設

置し、平成 18 年 4 月からは 6 年制の香川薬学部薬学科（入学定員 130 名；平成 21 年

4 月からは 110 名）、4 年制の香川薬学部薬科学科（入学定員 20 名；平成 21 年 4 月か

らは 10 名）を開設した（資料 2：キャンパスガイド）。6 年制香川薬学部は専門系研

究室 18 教室(+神経科学研究所)（教授 17 名、准教授 10 名、講師 3 名、助教・助手等

20 名）から構成されている（平成 21 年 5 月 1 日現在）（表 9-1-1、資料 30：教職員組

織表）。50 名の専任教員数は、薬学部に必要な大学設置基準を上回っており、教授、

准教授、講師、助教・助手等の数と比率は適切に構成されている。4 年制薬科学科の

専任教員、全員が 6 年制薬学教育プログラムを共同で担当していることを考慮すると、

実質上の教員数は教授 22 名、准教授 12 名、講師 5 名、助教･助手等 30 名の計 69 名

となる（表 9-1-1、資料 30：教職員組織表）。完成時の収容定員は 720 名であり、専

任教員 1 人あたりの学生数は 14.4 名(実質教員 1 人あたりの学生数は 10.4 名)である。

香川キャンパス 3 学部（文学部、理工学部、香川薬学部）の大学院生を含めた学生数

は 1259 名であり、職員 38 名が配置されている。校地・校舎の延床面積は実習棟(4,285

㎡)、研究棟(10,103 ㎡)、模擬薬局(893 ㎡)、講義棟(13,074 ㎡)、図書館(12,935 ㎡)

を有しており、大学設置基準を満たしている（資料 4：香川薬学部要覧、資料 5：教

育・研究年報）。講義用の教室は 55 教室（～49 席：16 教室、50～99 席：15 教室、100

～500 席：24 教室）である。演習・実習を行うための施設として、実験実習室（216

人収容 3 教室）、情報処理演習室（100 人収容 1 教室）、動物実験施設、RI 教育研究施

設、薬用植物園(土地面積：2,222 ㎡）を有している。各講座あたりの規模は 4 室（259.2

㎡）、中央機器室は 2 室(648 ㎡)であり、最先端の設備を備え、卒業研究を行うのに適

切な施設と設備である。図書館（蔵書数 300,710 冊：香川薬学部分 7,932 冊、和雑誌：

384、洋雑誌：268,884 席）にはグループ学習室（24 名収容 1 部屋）、AV ホール（162

名収容 1 部屋）、研究棟には自習室（54 人収容 6 部屋）を有し、快適な学習環境を提

供でき、また、教育と研究に必要な図書および学習資料の質と数が整備されている。

参加型学習のための少人数教育ができる教室は 1 教室（90 人収容）を確保している。

実務実習事前学習を行うための施設・設備として、模擬薬局（160 名収容）：血中濃度

測定室（20 名収容）、薬局（20 名収容）、病院（20 名収容）、DI 室（80 名収容）、無菌

製剤室（16 名収容）を有する。

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。

http://kp.bunri-u.ac.jp/kagawa_pharmacy_college/drug_discovery_department.html
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［点検・評価］

①教務委員会の中に、シラバスとコアカリの対応をチェックするワーキンググループ

を編成し、各教員にシラバスとコアカリとの対応を記した資料の提出をお願いした。

この資料を取り纏め、コアカリに記載された教育目標に対して、教員数が適切に確保

されていることを確認した（資料 4：香川薬学部要覧）。

②「教育・研究」年報を平成 18 年より出版し、各講座の教育、研究の活動度を記載

させている（資料 5：教育・研究年報）。この年報には特に記載上の制限を厳しく設け

ていないが、各教員が各自の教育・研究活動を同僚に見せられるように記載すること

で質の担保に関する相互評価の機能を果たしている。

③教員の採用については徳島文理大学教員等選考規程があり、規程に従い、助教の採

用の場合は講座の主任教授が将来の人員計画を教授会に諮ること、准教授、教授の欠

員の場合は速やかに補充し教育活動に支障がないように取り決められている。

④業務の集中化、IT 化により 38 名の事務職員により香川キャンパスの業務は効率的

に遂行されている。

⑤設備に関しては、中央機器室に設置し共同で管理するものは、生物系、化学系のそ

れぞれの管理委員会を設け、適切に管理に当たっている。

以上、入学者定員が教育に必要な人的・物的資源に基づいて適正に設定されている

と判断される。

［改善計画］

教員の人的・質的な確保に関しては、学部創設以来、ほぼ満たされており、問題は

その維持になると思われる。設備に関しても、学部創設時の設備に関しては十分確保

されているので、今後はその円滑な保守の経費捻出が問題と考えられる。どちらも予

算措置を要する難しい問題であるが、対策案を多角的に検討していく予定である。
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【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。

【観点 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］

香川薬学部は平成 16 年度に開設され、薬学部の 6 年制移行に伴い、平成 18 年度に

6 年制の薬学科（入学定員 130 名；平成 21 年度からは 110 名）及び 4 年制の薬科学科

（入学定員 20 名；平成 21 年度からは 10 名）に改組された。薬学科への入学者は、

平成 18 年度に 143 名（入学定員の 1.10 倍）と定員をやや上回ったものの、続く平成

19 年度は 80 名（同 0.62 倍）、平成 20 年度は 85 名（同 0.65 倍）と、入学者数が入学

定員を大きく下回り、入学定員と入学者数に大きな乖離が認められた。そのため、高

大連携やオープンキャンパス等の機会を利用して入試広報活動を精力的に行い、入学

志願者の増加に努めた。

さらに平成 20 年度より、高い学修意欲や目的意識を持つ学生の入学機会の拡大を

目的とした AO 入試制度を新たに導入し、本学アドミッションズ・オフィスおよび香

川薬学部広報委員会を通じて高等学校及び予備校を中心に情報提供を行った。また社

会人として働いているが薬剤師になりたいと希望する人に門戸を開くため、社会人入

試も導入した。その結果、AO 入試制度により、平成 20 年度には 11 名、平成 21 年度

には 24 名が入学し、社会人入試により、平成 20 年度には 7 名、平成 21 年度には 2

名が入学した。さらに、指定校制推薦入試についても、指定する高校の地域と数を拡

充し、志願者増を図った。

平成 21 年度の入学者受け入れにおいては、中四国の高等学校を中心に、本学部の

AO 入試をはじめとする入試制度改革が広く認知されたことと、薬学科の入学定員を

20 名削減したこともあり、薬学科入学者は 103 名（入学定員の 0.94 倍）と、入学者

数、定員充足率ともに大きく改善され、入学定員と入学者数の大きな乖離はひとまず

解消された（資料 29：入試総括表）。

以上の入学動向による平成 21 年 5 月現在の香川薬学部薬学科の在籍者数は、1 年次

108 名（収容定員の 0.98 倍）、2 年次 106 名（同 0.82 倍）、3 年次 97 名（同 0.75 倍）、

4 年次 85 名（同 0.65 倍）であり、各学年とも収容定員とは乖離していない(表 6-4)。

平成 21 年度より、在籍者数に対し収容定員に余裕のある各学年では、多様な入試

制度整備の一環として大学、高専及び専門学校からの薬学科 2～4 年への編入学試験

を実施した結果、2 年次に 4 名、3 年次に 1 名及び 4 年次に 1 名が入学した。22 年度

も既に 7 名の編入学（2 年次へ 4 名、3 年次へ 1 名および 4 年次へ 2 名）が決まって

いる。

基準６－４

学生数が所定の定員数と乖離しないこと。
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表6-4 年度別入学者および在籍学生数 (5月1日現在）
入学定員 入学者数 収容定員 在籍学生総数

平成18年度 130 143 130 143
平成19年度 130 80 260 219
平成20年度 130 85 390 301
平成21年度 110 103 500 396

(資料29：入試総括表）

［点検・評価］

①薬学部 6 年制の初年度である平成 18 年度の薬学科の入学者は入学定員に対し 1.1

倍で、入学者数は入学定員を超えたものの定員と大きく乖離してはいなかった。

②薬学科は平成 19 年度から、入学者数が入学定員を下回り、入試広報活動と入試制

度改革を行い、入学志願者の増加に努めた。

③平成 20 年度より AO 入試制度を新たに導入し、高等学校や予備校を中心に広報活動

に努めた結果、平成 20 年度には 11 名が、平成 21 年度には 24 名が AO 入試制度によ

り入学した。

④さらに平成 20 年度からは社会人入試も導入し、多彩なバックグラウンドを有する 7

名が入学して、その意欲的な勉学態度は高卒新入生に好影響を与えている。

⑤薬学科収容定員に欠員があることから、平成 21 年度より大学、高専及び専門学校

からの薬学科 2～4 年への編入学制度を導入した結果、21 年度は 6 名が入学した。

⑥特に 4 年次への編入学制度は全国の薬学部でも先駆けとなるもので、薬学部の 4 年

制学科からの編入を受け入れるべく、該当大学への広報活動も行った。

以上より、香川薬学部では現在全ての学年において在籍学生数が定員数と大きく乖

離していないと評価できる。

［改善計画］

薬学科の 2 年次、3 年次には収容定員数に未だ欠員を生じていることから、引き続

き編入学志願者を募集し、編入学試験を実施して収容定員と学年在籍数との乖離の解

消に向け努力する。

在籍学生数の入り口となる入学者数について、平成 21 年度入学者数は前年度と比

較して増加に転じたが、未だ入学定員数を満たしていないことから、在籍学生数の安

定した適正化に向け、アドミッションズ・オフィス及び香川薬学部広報委員会とも連

携した入学志願者増のための活動を引き続き行う計画である。
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７ 成績評価・修了認定

［現状］

成績評価の基準に関しては、各科目の一般目標と到達目標が設定され、シラバスに

記載されている。評価方法は科目によって多少異なるが、定期試験、受講態度（出席）、

レポートやミニテストなどでその到達度を評価し、100 点法にて 60 点以上を合格、59

点以下を不合格とすること（80 点以上を優、70 点以上を良、60 点以上を可、59 点以

下を不可）が大学キャンパスガイドに明記されている。定期試験に関しても、本試験

において合格点に満たない学生に関して、必ず再試験を実施することを規則として決

められている。以上の点は、入学時に配布される大学キャンパスガイドならびに香川

薬学部要覧に記載され、入学ガイダンス及び進級時のガイダンスにおいて、口頭でも

学生に周知している。さらに、大学のホームページ上から参照できるシラバスによっ

て広く社会に公開している（資料 2：キャンパスガイド、資料 4：香川薬学部要覧、

資料 12：香川薬学部 Web シラバス資料）。

また、当該成績評価基準（一般目標と到達目標）に従って、定期試験、受講態度（出

席）、レポートやミニテスト、プレゼンテーションの態度などを総合的に判断して、

成績評価が実施されている。科目によっては中間試験を実施し、日常的な学習状況の

把握につとめている。本試験において到達目標に至らなかった学生に対しては、再試

験（場合によっては再々試験）を実施することで、学生の能力・資質をできるだけ正

確に評価している。

学生への成績評価は、各学年、前期後期で年に 2 回チューターを介した成績表配布

として告知されている。その成績表には、単位を取得した科目に関しては 100 点法で

の点数が書かれ、単位数も表記され、不合格の場合には｢不｣が、さらにキャンパスガ

イドに沿って、点数に応じて「優」、「良」、「可」の評価が記載されている。また、成

績配布がチューターを介して行われるため、成績不振であれば、当該科目の学習法や、

留年の可能性などを含めて、成績に応じた十分な指導が行われている。また、保護者

にも学生に配布した成績表と同じものを送付している。

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。
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［点検・評価］

①成績評価の基準は、各科目で評価基準が設定され、大学キャンパスガイド及び香川

薬学部要覧に明記されている。

②学生へ成績評価の基準が周知されている。入学時学生にシラバスが記載された香川

薬学部要覧を配布し、入学時のガイダンス及び新学期教務ガイダンスでも十分に周知

されている。

③当該成績評価基準に従って成績評価が行われている。各科目においては、薬学教育

コアカリキュラムの SBO をもとに到達目標が謳われ、その目標への到達度で評価され

ている。

④成績評価の結果がチューターを通じて、学生に定期的に告知されている。さらにそ

の結果に基づき適切な指導も実施している。成績に関しては保護者へも定期的に送付

し、親からの適切なアドバイスの判断材料となっている。

以上、成績評価が要覧に記載された明確な基準に基づいて行われ、それが学生に周

知されていることにより、学生の能力及び資質を正確に反映した客観的かつ厳正な評

価が行われている。

［改善計画］

学生への成績告知は、100 点法での点数にしているが、成績証明書等外部への成績

開示に関しては、優良可にしている。選択科目の不可に関しては、記載していない。

このことは、勉強が不十分で試験に臨めない時の安易な受験放棄につながっている。

従って、学生の成績あるいは学業に対する姿勢を正しく評価できていない点がある。

そこで現在、当大学では成績評価で国際的に広く使われている GPA（Grade Point

Average）の導入が検討され、平成 22 年度から香川薬学部の実情に照らして適切に運

営し、評価方法を改善する計画である。

成績評価の基準が明確に薬学部要覧に記載され、チューター制により学生に告知さ

れているが、保護者会での面談や成績送付を利用して、保護者にも告知する予定であ

る。
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【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］

進級要件に関して、香川薬学部要覧に以下のように明記されている。

『次年度に進級するためには、次の条件を満たさなくてはならない。

1) 講義科目について

在籍する学年及びそれより低学年で開講されている必修科目の未修得科目数を a とす

る。b．一般総合科目（選択）は、2 年時以降の単位をすべて修得しても規程単位に不

足する科目数を未修得科目数 b とする。（a+b）が、その学年終了時に 4 科目あるいは

それ以上になった場合、教授会で審議の上進級か否かを判定する。

2) 実習科目について

各学年に課せられた実習科目の単位は該当する学年で取得すること。未修得の実習

単位がある場合は、進級できない。』

以上のように、履修成績が一定水準に到達しない学生は、進級が認められず、留年

して未修得科目を学習する。また、留年の場合の取扱いについても、香川薬学部要覧

に、「成績不良、健康不良により留年した学生は、未修得科目を再受講科目とする。

再受講科目は、授業に出席した後に試験を受け、単位を修得しなければならない。」

と明記されている。

香川薬学部要覧は、単に入学時及び毎年学生に配布されるだけではなく、入学ガイ

ダンス、及び各学年の新学期に実施する進級ガイダンスにおいて、繰り返し説明がな

されている（資料 4：香川薬学部要覧）。

一方、上位学年配当の授業科目は、留年生の場合を除き、履修できない。留年生につ

いて、進級規定では、必修科目 4 科目が未修得で留年になるケースがあり、履修登録

科目がきわめて少ない留年生のモチベーションを維持あるいは高める必要がある。こ

の目的で、平成 21 年度から上位学年の科目（以下、「先取り科目」と称する）の履修

を認めることとした。「先取り科目」の受講容認は、モチベーションを維持のみなら

ず、上位学年へ進学した際に負担が減らせるという点で有効と考えられる。ただし、

無条件に「先取り」を認めることにより、学生に過度の負担を掛けることを防ぐため、

「先取り科目」に以下のような制限を加えたうえで受講を容認した（資料 6：教授会

資料･議事録）。

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。
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・各学期に履修できる科目数は、必修の未修得科目と上位学年の科目（先取り科目）

の合計が5科目以内であること。

・ただし、その学期に、下位学年の必修の未修得科目がある場合は、その学期に開講

される上位学年の科目は受講できない。

・先取り科目の科目担当者が指定した科目の単位を取得していること。

・先取り科目の履修登録にあたっては、十分にチューターの先生と相談すること。

［点検・評価］

①進級要件、留年の場合の取扱い等が設定されている。基本的に必修科目 4 科目以上

が未修得（不可）となった場合には、教授会での留年の審議の対象となることが決め

られ、現時点まで、その規則に則って留年が決定されている。

②設定された進級要件、留年の場合の取扱い等は、学生に十分に周知されている。留

年規定が記載されている香川薬学部要覧の配布と、毎年の口頭による説明で周知され

ている。

③留年生についても、履修成績が一定水準に到達しない学生に対して、上位学年配当

の授業科目の履修を制限している。すなわち、留年生のモチベーション維持と向上の

目的で平成 21 年度より上位学年の授業科目履修を認めるようになったが、上記の条

件の満たされている学生に制限している。一方、留年生以外の学生には、上位学年配

当の授業科目の履修を認めていない。

以上、上位学年配当の授業科目の履修は制限されており、また、進級要件は明確で

あり、留年の場合の取り扱いも適切と判断される。

［改善計画］

平成 21 年度に現状を改善したばかりであるが、制限をつけた上での上位学年配当

の授業科目の受講容認に関する学生のモチベーションの向上についての評価は、再点

検する計画である。また、「必修科目 4 科目以上が未修得」との留年の基準内容に関

して、必修科目 4 科目以上が適切かどうか再検討する予定である。
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８ 学生の支援

（８－１）修学支援体制

【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］

入学生に対して、入学式の翌日から 2 日間にわたり履修方法をはじめ大学生活全般

のガイダンスが行われている(資料 27：初年次教育に関する資料)。その中で、薬学部

長、学科長より 1 年次から 6 年次までの教育の流れ、特に 4 年次に行われる CBT、OSCE

という全国規模で実施される共用試験の意味づけ、実務実習・アドバンスト教育につ

いて、説明がなされている。さらに、配布される香川薬学部要覧には、各学年で開講

される科目配当表が示され、それをもとに教務担当教員および教務関係を担当する学

生支援グループの事務職員から講義の履修方法や大学教育の概要が説明されている

（資料 4：香川薬学部要覧）。さらに、チューター制を１年次より採用していることか

ら、チューターより個別に履修に関して指導がなされている。その他、早期体験学習、

事前学習や CBT に関しても十分なガイダンスが実施されている。在学生に対しても、

学年の最初の日をガイダンスに当て、履修に関する指導が教務担当教員及び学生支援

グループの事務職員によって実施されている。

6 年制移行当初は AO 入試や編入学試験を採用していなかったので、入学後に実施し

ている学習到達度テストから判断して入学前の学習状況に極端な差はなかった。高校

において未履修の学生が多い｢物理学｣においては到達度別に 2 つに分けて授業を行っ

ていた。薬学部への志願者減と新設薬学部の増加によって、入学者が減り、それに対

する方策として、AO 入試や編入学試験を取り入れた。その結果、入学前の学習状況に

大きな差を生じているのが現状である。入学後に授業の理解が不十分と予想される学

生の学力を向上させるために、基礎力を養う講義が必要になってきている。AO 入試や

指定校推薦入試合格者に対しては、入学前教育として薬学教育に不可欠な生物、化学

及び数学について、高校の教科書の復習や課題を課している。さらに入学時の学習到

達度テストの科目数を増やし、判定された入学生の学力を教員に開示し、特に１年次

科目担当の教員には、学力に応じた学習方法指導の工夫を求めている。たとえば毎時

間課題やミニテストを実施することによって、学習習慣を身につけさせ、どのような

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。
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内容を学習すれば良いかという指標を与えることで、学力の向上を目指した取組みが

実施され、実際に効果を上げている。また、チューター制を十分に活用して学生の学

力に応じた学習指導を行っており、平成 21 年度からは、「ポートフォリオ」を取り入

れ、学生の目標と到達に向けた行動を書き記し、チューターも協力しながら教育効果

を上げる取組みの一つとしている。

また、留年学生に対しては、未修得科目の単位取得を第一にした指導を行っている。

留年時に履修する科目が少ないことから、学力の向上を目的に未修得科目に関連する

科目の再受講を認める措置を講じたが、目的とした結果には結びつかないことが多か

った。そのため、科目数を制限した上で上位学年配当の授業科目の履修を認め、留年

生の教育課程上の成果が得られるよう、指導している（資料 4：香川薬学部要覧）。

［点検・評価］

①入学生に対して薬学教育の全体像を俯瞰できるようにガイダンスが適切に行われ

ている。各学年での履修する科目やシラバスが記載された香川薬学部要覧を用いて、

2 日間にわたって入学ガイダンスが実施されている（資料 4：香川薬学部要覧）。学部

長、学科長、教務委員長からも薬学教育の全体像が説明されている。

②入学前の学習状況に応じた履修指導が実施されている。到達度別クラスによる講義

や、1 年次の薬学準備教育科目にあたる一般総合科目や一部専門科目において、課題

やミニテストの実施による学習力向上の取り組み、チューター制を活用して入学前の

学習状況に応じた履修指導を実施している。

③ポートフォリオを活用し、目的意識と目標の設定、それを達成していく「道しるべ」

を意識して学習させる工夫をしている（資料 31：FD 実施に関わる記録･資料）。

④在学生に対しては進級ガイダンスを毎年実施し、教務関係教員や事務職員によって

説明がなされている。CBT や OSCE に対するガイダンスの実施、実務実習及び実務実習

事前学習開始にあたって、必ずガイダンスを実施している。さらに、留年生に対して

も、別途ガイダンスを設け、学習意欲を向上させる工夫がされている。

以上から、履修指導体制は整えられていると判断する。

［改善計画］

現状で記載したように、薬学教育全体を俯瞰できるよう入学生に対するガイダンス

が実施されているが、現在大学案内や大学ホームページに掲載されている、薬学教育

の全体像を一見して理解できる図を来年度より入学生へ配布する計画でいる。また、

入学前の学習状況に応じた履修指導を行うためには、通常の薬学準備教育科目として

の一般総合科目の他に、学習到達度の不十分な学生を対象として、薬学専門科目に連

動する 1 年次の科目の見直しを行う。6 年制の完成年次までに、より良いカリキュラ

ムを構築するため、教務委員会とは別にカリキュラムを検討する組織を早急に立ち上

げる計画である。
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【観点 ８-１-２-１】担任・チューター制度やオフィスアワーなどが整備され，有効

に活用されていること。

［現状］

香川薬学部では設立時よりチューター制度を導入し、入学時点で全学生を教授、准

教授、講師の全員が分担して担当し、学生の学業、生活状況を把握し、指導している

（資料 32：チューター割振り表）。3 年生前期終了時点で各学生は配属研究室を選択

し、これ以後卒業までは、助教、助手を含めた講座教員全員がチューターとしての役

割を引き継ぎ、卒業実習の指導を行う。入学時に、各チューターは担当学生を各研究

室に案内して顔合わせを行い、学生の入学に至る経過を理解し、薬学生として充実し

た学生生活を過ごせるように助言をしている。また、期末試験前後に定期的に面談を

行い、更にチューター毎に定期的に、また随時の面談日を設けている。学生の出欠の

リアルタイムでの把握を可能にするため、カードリーダーでの学生証読み取りによる

出席登録システムが導入されている(資料 33：成績評価の基礎資料)。チューターは、

ポータルサイトから随時、チューター学生の授業への出席状況を確認し、欠席の多い

学生の問題点を把握し、必要に応じて出席を促す電話連絡あるいは訪問等早めの対応

を心がけて休学・退学の防止に努めている。この際にチューターからの要請がある場

合には学生委員会が補佐している。3 年生前期末の講座配属以後は、配属学生は年齢

の近い助教、助手に生活面の相談をすることも多く、学部全体で学生の学習・生活相

談に応じている。各学生についての生活状況や面談記録は、チューターから配属講座

教授へ引き継がれる（資料 34：個人情報に関する資料、資料 35：修学支援に関する

資料)。

チューターの役割とは別に、各教科担当者は教授室や研究室の扉にオフィスアワー

を掲示し、学生からの質問に応じるなど、きめ細かな相談・助言体制を整備している。

試験前ともなれば、学生はオフィスアワーに関係なく訪れて質問し、助言を求めても

いる。必要があれば、教科担当者はチューターと学生に関する情報を交換し、効果的

な助言体制を築いている。

平成 21 年度に、大学全体の計画としてポートフォリオ学習が導入された（資料 31：

FD 実施に関わる記録･資料）。その狙いは学生の自主的な勉学を促進することである。

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。
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［点検・評価］

①チューター・講座担当教授は、定期試験結果や面談を通じて学生一人一人の学習面

での問題点を把握し、自宅での学習が進まない場合は学習室の利用を勧めるなど、問

題に応じて的確な助言をして効果を上げている。

②早期体験学習後のレポート作成、見学施設宛の礼状書きに際しては、チューターの

助言や点検が必須とされている。こうした頻繁な面談を通じて、学生との信頼関係は

新入生時代に確立している。

③随時の呼び出しや連絡にはポータルサイト及び掲示板を用いているが、助言や指導

の受け入れに消極的な学生や学習・生活面に改善が図れない学生ほど面談に応じない

傾向があり、チューターの負担が増えている。

④カードリーダーでの学生証読み取りによる出席登録システムは、出席確認の手間を

省ける利点はあるものの、出席登録した後に授業を抜出す、代理登録が可能など、多

くの出席確認法に共通の問題点を抱えている。

⑤ポートフォリオ学習の前提となる、学習を通じての自己実現のモチベーションが希

薄な学生にあっては、日々の行動を記録しない傾向がある。また、学習態度や学生生

活が確立している一部の学生からは、画一的な実施は不評であり、有効に利用するに

は工夫が必要である。

⑥これらの学習相談、助言を親身になって行うには相当程度のチューターの負担増に

つながるため、現状でも飽和状態に近いチューター業務との両立を如何にするかとい

う課題もある。

以上の点検・評価から、学生に対する学習相談や助言の体制は整備されていると判

断できる。

［改善計画］

チューター制度は円滑に進行しているが、6 年制課程の教育体制の整備や大学の日

常業務の負担が増している現状では、限界に近いとの指摘もある。今後は事務部門と

の連携を密にして、特に大学の日常業務における教員、事務職員の役割分担を明確に

していく計画である。

カードリーダーでの学生証読み取りによる出席登録システムは、正確には実態を反

映していない事例がある。そこで、授業中の小テストによる出欠確認、宿題の提出な

どによる補完を試みている教員や、従来通りの出欠をとり手入力で出欠表示をしてい

る教員もあり、出席登録システムのより効果的な利用方法を検討中である。

また、現状のポータルサイトを通じてのチューター学生の出欠状況の把握は、非効

率であるとの指摘もあり、学生個人ごとに各科目の出欠状況が一覧表示されるシステ

ムへの改善を要請中である。

ポートフォリオ学習について、医療薬学教科担当教員による利用例など、モデルケ

ースの討議を通じて、香川薬学部の現状に立脚した有効な利用法を検討している。
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【観点 ８-１-３-１】学生の健康相談（ヘルスケア，メンタルケアなど），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

置するなど必要な相談助言体制が整備され，周知されていること。

【観点 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］

学生の健康管理については、診察室、静養室及び処置室、カウンセリング室からな

る保健センターを設置し、健康な大学生活が送れるように心身両面からケア・サポー

トを行っている。保健センターでは、定期健康診断、心身の健康相談、健康教育・管

理を行い、健康保持・増進に役立てるよう、血圧計、体脂肪計、身体計測器等を備え

ている。また、AED を保健センター、体育館、研究棟に装備している。

学生は、毎年１回の定期診断の他に、校医による健康相談（月 1 回）、保健担当教

員による健康相談（月〜金 8：30〜18：00，土 8：30〜13：00）、臨床心理士による

カウンセリング（週 2 回 9：30〜17：00）、指定医療機関による応急処置（月〜金 9：

00〜18：00，土 9：00〜13：00）を受けることが可能であり、専門的医療機関を受診

する必要が生じた際には、さぬき市と高松市の 20 の施設に紹介できる体制を整えて

いる（資料 2：キャンパスガイド）。

ハラスメントについては、セクシャルハラスメント防止委員、相談員としてそれぞ

れ教員各 1 名が担当し、常時相談を受け付けている。また、人権教育推進委員との連

携により毎年 1 回、教員を対象とする、外部講師による講演会を開催している。

生活相談については、1 年次〜3 年次前期までの学生を、教授、准教授、講師から成

るチューターが分担して担当し、3 年次後期以降の学生については、配属された講座

の教員で担当する制度を実施している。また、こうした制度とは別に、4 名で構成し

ている学生委員会が学生全体に共通する問題に目配りし、学内外での生活支援を行っ

ている（資料 32:チューター割振り表、資料 11：自己研鑽学習支援に関する資料、資

料 6：教授会資料･議事録）。

具体的な支援活動として、チューター及び講座担当教員は、学生の単位取得・不得

意科目の克服、進学先及び就職先の選択および生活面全般にわたって、また学生委員

は、学生の学内外における活動への助言・支援、授業外の勉学環境整備、学生食堂の

改善、学業の支援システムの構築、生活環境の不安解消等に携わっている。また、年

度末には成績不振者とその保護者、チューターとの三者面談に必要に応じて学生委員

も同席し学生の学力向上への助言、生活管理への方策を提案している。

また、本学では、日本学生支援機構奨学金や民間育英団体奨学金の他に、村崎サイ

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。
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奨学金や薬学奨学金など本学独自の給付型奨学金を用意し、学生の経済的支援に努め

ている（資料 1：大学案内）。

［点検・評価］

①各チューターは、年度初め及び学期内に定期的あるいは随時行う学生との面談を通

して学生の現況を把握し、指導を行っている。学生委員会は、上級生主催の新入生歓

迎会を補佐し、香川薬学部生としての共同体意識の醸成を促している（資料 27：初年

次教育に関する資料）。

②進級するにつれて授業への理解度、単位の取得などの学業に関する不安や、対人関

係の悩みが増加する。稀ではあるが、こうしたことがメンタル面に影響を及ぼすこと

があり、チューター及び学生委員は必要に応じてカウンセリングを勧め、専門医院へ

の紹介などのケアを行っている。通院に便利で適切な精神科は少ない。

③学生は、勉学環境として自宅より学内を好む傾向があり、図書館、配属講座研究室

に加えて放課後にはセミナー室、リフレッシュルーム（小規模な自炊装置を備えてい

る）、講義室を自習室として解放し、快適に使用できるよう必要な指示を行っている

（資料 36：学部内掲示文書）。

④生活の乱れ、学業不振からくる心身の不安定などによって引きこもる傾向を示す学

生には、チューターと学生委員が協力して対応し通学を促しているが、昨今の例では

経済的な理由が加わることもあり、奨学金制度や授業料延納制度を紹介するなどの配

慮が必要である（資料 2：キャンパスガイド）。

⑤健全な学生生活を送るには食生活の充実が不可欠である。本学は周辺に飲食店が少

なく、時間割が過密で学外での昼食が困難であることから、食生活における学生食堂

の比率が高まることになる。学生委員会は、学生及び職員に複数回のアンケート調査

を行い、それを基にした食堂運営業者との懇談会を通じて学生食堂の改善に取組んで

いる（資料 37:学生生活に関する資料）。

⑥学生主催の卒業祝賀会は、薬学生は国家試験受験があるため準備に時間を割くこと

が難しく、学生委員会の係わりが避けられない。こうした行事の運営、その過程での

各種業者との連絡や交渉は、学生にとっては社会との接点でもあるので、学生委員会

としては必要最小限の支援に徹するよう、心がけている（資料 9：卒業生に関する資

料）。

以上より、学生の健康面や生活面などの支援体制が整っていると評価される。

［改善計画］

6 年制では CBT、OSCE の導入により、勉学時間が過密になるため、個人個人の心身

の健康保持・増進・安全について配慮し、学外での長期にわたる実習期間中の学生の

状況把握と実習後の経験を生かせるような学生生活の指導を計画している。充実した

学生生活を過ごせるようにチューター、配属講座の教員は細やかな指導を行い、就職

委員会、学生委員会、保健センターが連携する適切な支援を予定している。
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［現状］

本学には、全学的な組織として、各学部の委員１名から構成される人権教育推進委

員会が組織されており、以下のような活動を行っている（資料 6：教授会資料･議事録）。

委員すべてが参加する年会において、全学的な人権問題を討議している。また、徳島

及び香川でキャンパス独自の研修会を開催し、人権問題の啓発に力を入れている。香

川キャンパスでは、人権教育推進委員会が主催して、毎年１回、教職員全員が参加す

る研修会を行っている。平成 18 年度は、弁護士の資格をもつ講師が「女性の人権問

題―セクシャルハラスメントについて」との演題で、また、平成 19 年度は講師とし

て香川県人権擁護委員（人権擁護ボランティア）を招聘して「命の重さ」の演題で講

演され、活発な質疑応答があった（資料 53：人権教育推進に関する資料）。平成 20

年度は，財団法人 21 世紀職業財団セクシャルハラスメント防止従業員研修専任講師

による研修会が開催され、「職場のセクシャルハラスメント防止のために」の演題で

講演が行われた。教職員のパワーハラスメントに対する意識を高め、人権に関して再

認識する良い機会となった。

一方、各学部内にも人権に関する独自の委員会が組織されている。本学部の場合、

前述した人権教育推進委員の他、セクシャルハラスメント防止委員、セクシャルハラ

スメント相談員を各 1 名ずつ任命し、教職員の啓発や、学生ならびに教職員のセクシ

ャルハラスメント、パワーハラスメント(アカデミックハラスメント)への対応窓口と

している（資料 6：教授会資料･議事録）。本学部の場合、女子学生が多いこともあり、

今年度の委員は 3 名とも女性教員が担当し、女性が相談しやすい体制を整えている。

また、本学の入学試験の実施において、入試マニュアルの中で、受験生の面接時に

人権に配慮した質問内容とするよう、詳細な注意事項が記載されている。

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。
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［点検・評価］

①全学的な組織として、人権教育推進委員会が組織され、年会等の活動を通じて、人

権推進活動を実施している。

②毎年 1 回は研修会を開催し、公務出張者以外の全教職員の参加を得て、さまざまな

ハラスメントや人権問題への認識を新たにしている。

③学部内の学生委員会は構成員も複数であり、学生が遭遇するあらゆるトラブルに対

して、相談窓口となっている（資料 6：教授会資料･議事録）。学生生活に関わるどん

な些細なことでも取り上げるという姿勢は、学生にとって、人権に関する相談をしや

すい雰囲気になっている。

④本学部にセクシャルハラスメント防止委員、セクシャルハラスメント相談員として

女性教員が任命され、女子学生が相談しやすいように配慮されている。

⑤入学試験での面接においても、質問事項等において人権に対する配慮がなされてい

る。

以上から、人権に関する全学的及び学部内の委員会が組織され、人権に配慮する体

制の整備に努めており、研修会開催等を通じて人権教育が定期的に行われていると評

価できる。

［改善計画］

人権教育推進委員会年会では、起こりうる問題についてあらかじめ対処法を話し合

い、委員間で共通認識を持つことはできている。これが全教職員の認識になるよう、

議事内容の発表を検討していく予定である。また、教職員に学生生活における人権配

慮について、一定のガイドラインを示すことを計画している。

平成 21 年度の人権講演会は、香川県教育委員会から人権に係わる部署の責任者を

招聘し、「人権教育の現状と課題」との演題で実施する予定である（資料 53：人権教

育推進に関する資料）。
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［現状］

学生の個人成績は、重要な個人情報であるとの認識のもとに、個人情報保護法の趣

旨に則った厳格な管理がなされている。各学期末において、試験結果を保護者宛に通

知しているが、成人となった 20 歳以上の学生の場合、本人が認めないときは、成績

を通知していない。学生への成績表の交付についても、チューターから直接、本人に

手渡している。成績通知以外の面でも、学生の個人情報の保護に最大限の配慮をして

いる。例えば、学生名簿は、それが業務上欠かせない部署の職員のみに配布されてい

る。また、学生の氏名や写真の公表についても、ホームページや大学案内等に学生の

写真を掲載する場合には、必ず本人の了解を得ている。また、高校への入試広報活動

で当該高校出身の入学者氏名を利用する場合も本人の了解を得た上で行っている。

学生委員、セクシャルハラスメント相談委員への相談内容も、第一級の個人情報で

あり、個人情報保護法の趣旨に則った厳格な管理が成されている。学生がチューター

と相談する場合、学生が相談しやすいよう、学生相談日を設け、それを教員の部屋に

掲げる措置をとっている（資料 34：個人情報に関する資料、資料 35：修学支援に関

する資料）。また、他の学生と重複することにより、情報が漏洩しないよう、配慮さ

れている。

学生個人を呼び出す場合、徳島文理大学学生ポータルサイトを利用すれば、他の学

生の目に触れることなく、連絡することが可能なシステムになっている。ただし、ポ

ータルサイトの利用は現状では徹底しておらず、従来型の掲示板を利用している場合

がある。この場合、氏名は掲示しないが、学籍番号は表示せざるを得ない面があるの

が現状である。特に秘匿を要する呼び出しについては、チューターが直接に学生に連

絡を取ることで行われている。

一方、学生が他者の個人情報に関わる場合として、早期体験学習時の患者の個人情

報の取り扱いがある。ここでは、学生が実習を開始する前に、病院・調剤薬局の薬剤

部長や管理薬剤師等に学生が署名・押印した「個人情報保護に関する誓約書」を提出

させている。また、早期体験学習に先だって実施しているオリエンテーションでも、

患者の個人情報保護の重要性を繰り返し話し、患者情報を漏洩しないよう、指導に努

めている（資料 34：個人情報に関する資料）。同様に、平成 22 年度から開始される 5

年次の長期実務実習でも、再度、患者の個人情報保護の重要性を教育した後、実習さ

せる予定である。

教員・職員の個人情報も保護するよう、配慮されている。例えば、教職員名簿は、

少数の管理職の教員・職員のみにしか配布されていない。

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。
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［点検・評価］

①個人情報保護法を遵守して、学生の個人情報が適正に保護されている。学生の個人

成績については、学務入試グループが管理し、学生への成績通知は、直接チューター

が本人に手渡し、他の学生に漏洩しない方法が採用されている。また、保護者への成

績通知については、20 歳以上の学生の場合、本人が望まなければ、保護者に通知され

ず、学生の個人情報保護に配慮している。

②学生が教員に相談しやすいよう、学生相談日を設ける等、学生への配慮が行われて

いる。また、各種の人権に関する委員は、個人情報保護の観点から、相談した内容が

漏洩しないよう、注意が払われている。

③教員・職員は、学生ポータルサイトを利用することにより、他の学生に知られるこ

となく、学生の呼出しができるシステムが構築されている。ただし、教員間で利用が

徹底されておらず、掲示板も利用され、呼出した学生の学籍番号が表示されている例

も散見される。

④早期体験学習では、学生に対して個人情報保護の重要性が教育されている。特に学

習先に誓約書を提出することを通じて、医療従事者として、患者プライバシーを漏洩

してはならないことを学んでいる。

以上より、個人情報保護の重要性を学ぶ機会が設けられているなど、学生の個人情

報に配慮する体制が整備されていると評価される。

［改善計画］

ポータルサイトを利用した学生個人の呼び出しへの一元化については、このシステ

ムの利便性の啓発を通じて、利用率を挙げる予定である。

学生の抱える問題は多岐に亘り、チューター単独では対処しきれない問題も多く、

積極的に複数教員で情報を共有して対応することが望ましい局面にも遭遇する。こう

した局面での情報管理にあたっては、秘匿すべき情報が必要以上の教員に拡散しない

ような配慮が必要である。特に電子メールを用いた情報交換については注意が肝心で、

やむを得ず利用する場合は学生が特定できないようにするなどの配慮が必要である。

こうした事例の認識はケーススタディが有効と思われ、適切な事例を挙げて教員の啓

発に努める予定である。
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［現状］

現在、強度弱視、右耳の極度の難聴、車いす使用の学生が各１名在籍しているが、

それらの学生のため、以下のような配慮をしている。

強度弱視の学生に対しては、本人の申し出により講義室では最前列の座席を指定し、

試験時には活字を 4 倍に拡大した問題を用いている。しかし、試験時の配慮のみを希

望しており、講義における板書や配布する資料については、特に配慮をしなくとも、

日常的には十分であり、支障がないとのことである。

通常、講義はマイクロフォンを通して行っているが、難聴の学生に対しては、講義

室前方の聞き取りやすい席を確保している。

車いす使用の学生に対しては、当該学生の入学以前から、研究棟入口、講義棟 2 ヶ

所の入口及び両棟を結ぶ 2 階以上の通路、食堂棟、図書館等にスロープを設置するな

ど、バリアフリー環境の整備に努めてきた。また、研究棟や講義棟の中の移動につい

ては、両端に設置されているエレベーターを使用することにより、2 階以上のフロア

に支障なく移動可能である。また、研究棟と講義棟を連絡する通路があり、2 階以上

の階では、この通路にスロープがあり、2 つの棟の間の移動が可能である。ただ、1

階の通路は、構造上の問題からスロープを設置できず、階段のみである。このため、

1 階での研究棟と講義棟の間の移動には、一旦エレベーターで 2 階に移動するか、遠

回りをして各棟 1 階のスロープを利用する必要がある。一方、実習室内は、十分に車

いすが移動できる配置になっており、当該学生は、実習グループの一員として臨み、

実技を修得している。トイレについても、研究棟 1 階に車いす対応トイレを新たに設

置し、対応した。

また、入試受験で次のような配慮がなされた。強度弱視の受験生に対しては、問題

冊子は A3 判に拡大コピーし、マークシートの答案用紙も拡大したものを用い、試験

終了後に正規の用紙に転記した。難聴の受験生に対しては、試験室前方の聞き取りや

すい席を指定して対応した。車いすを使用する受験生に対しては、試験室内に個人用

の机と椅子を配置し、車椅子で受験できるように配慮した。さらに、構内の車乗入れ

禁止区域に車を乗り入れることを許可している。これら受験上の特別な措置は、入試

要項の「身体に障害のある入学志願者との事前相談」の項に記載されているように、

出願の前に学務入試グループと相談することにより決定している（資料 25：入試要項）。

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。
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［点検・評価］

①身体に障害のある者に対して，受験の機会が確保されている。また、受験に際して

は、障害に応じた措置を講じており、それによって、強度弱視や車いす使用の障害が

ある学生が入学し、現在も在籍している。

②身体に障害のある学生が講義、実習ができる施設・設備であり、また、入学後に車

いす対応トイレを設置する等の努力をしている。

③研究棟と講義棟の 1 階部分を連絡する通路が階段であり、車いすで通れない。しか

し、2 階以上の連絡通路はスロープがあること、また、それぞれの棟にエレベーがあ

ることから、これらを組み合わせれば、1 階部分での移動も可能である。

以上、身体に障害のある者を受け入れており、また、入学試験や講義、実習での配

慮がなされ、支援が十分なされていると評価できる。

［改善計画］

研究棟 1 階、講義棟 1 階間の車いすでの移動については、両棟 1 階に車いす 1 台分

のリフトを設置すれば移動時間を短縮できる。但し狭い場所なので、混雑時には人の

流れを留めてしまうことがあり、安全な仕様のリフトと設置方法にかなりの工夫が必

要であり、現状では改善計画は出されていない。中長期的な展望を持って検討する予

定である。
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【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

を設置するなど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］

入学ガイダンス・講義（授業）・早期体験学習などで薬学部卒業生の進路を説明・

提示し、そこに至る過程などを示して、学生の卒業後の進路に対する意識付けを行っ

た（資料 4：香川薬学部要覧、資料 27：初年次教育に関する資料）。3、4 年生を対象

とした就職ガイダンスを開催し、病院、調剤薬局、ドラッグストアー、臨床試験受託

会社、及び、製薬企業に勤務する方々から、業務内容や、卒業・就職までの道筋など

について説明を受けた。さらに、就職活動の専門家を招き、薬学業界の現状と今後の

展望について、調剤薬局などの採用担当者を交えてセミナーを行った。

また、調剤薬局やドラッグストアー、病院などの採用担当者からの要望により、香

川薬学部内で、当該薬局または病院の就職説明会を随時、開催しており、学生はこれ

らのセミナーに参加し、担当者から説明を受けることにより、インターンシップ等を

含めた様々な情報を知ることができる。さらに、上記セミナーやガイダンスに参加し

た調剤薬局など採用担当者より、就職委員会に対しても今後の採用情報の提供や業界

の動向ついての情報提供がなされる。これら求人情報や業界情報は、就職委員会でフ

ァイル化し、就職・進路コーナーに配置して、学生が自由に閲覧できるように配慮し

ている（資料 7：委員会資料・議事録）。学生個々による進路相談には、随時、就職委

員会委員で対応し、適切なアドバイスを行っている。

さらに、本大学では、他学部と共通の合同企業説明会やスキルアップセミナー（公

務員試験対策、SPI 対策など）が開催されている。これらの情報も積極的に学生に伝

え、希望者の参加を促している。また、薬学部生は、キャンパス内のキャリアサポー

トグループ（他学部と共通）の就職情報の閲覧も可能であり、様々な分野の就職情報

を知る機会が確保されている。

進学については、配属先研究室の教員より必要な情報を収集するとともに、指導、

助言を受けている。

進路選択の参考になる社会活動については、インターンシップ情報を掲示し、学生

の利用を促している（資料 7：委員会資料・ 議事録）。また、大学にはボランティア

サークル（レインボーの会）が組織されており、薬学部生は希望に応じてボランティ

ア活動に参加することができる（資料 1：大学案内）。

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。
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［点検・評価］

①早期体験学習により、薬局や病院といった調剤の現場を学生が体験する機会が設け

られ、さらに、セミナー、ガイダンス等に参加することにより、薬剤師の業務内容に

ついて深く理解することができる。

②就職活動の専門家を交えたセミナーにより、広く薬学業界についての知識を得る機

会が確保されている。

③求人情報・業界情報は就職委員会にて取り纏め、ファイル化されており、これらの

データを学生は自由に閲覧できる。

④学生個々の相談事項には、就職委員会委員が個別に対応できる体制が整っている。

⑤キャリアサポートセンター（他学部と共通）では、薬学業界以外の分野における就

職情報を得ることができる。

⑥進学については、配属先研究室の情報収集及び支援に依存しており、学部としての

情報の共有化および支援は不十分である。

上記体制は、4 年制で行われてきた指導を踏襲したものである。6 年制学生の進路

指導は 4 年制とは異なる要素もあり、早急に体制の強化が必要である。

以上、学生が主体的に進路を選択できる体制整備に努めていると評価できる。

［改善計画］

①新教育制度（6 年制）に対する社会のニーズへの対応

医療の高度化に伴い設置された 6 年制に対し社会は多くを期待している。それらに

応えられる学生を養成することが大学の義務であるが、6 年間の教育の中で個人の特

性も多様化すると思われる。また、今年度新入学者では香川県出身の学生が 50％を超

えており地域性が濃厚となってきている。このような状況下における進路指導には今

までより個人個人の特性を把握し、それらに合った進路を助言・指導する必要がある。

そのためには進路指導教職員の教育が必要であり、具体的には行政、企業、病院の実

務実施者を大学に招き、今後の薬学部卒業生へのニーズを知る機会を設ける計画であ

る。

②学生の職業意識の向上

6 年間という長い学生生活では職業意識が十分備わらないで高学年になってしまう

ケースが発生する危惧がある。その発生を防止するためには入学直後の早期体験学習

だけでは不十分と判断されるので、2－3 年次に適切な進路・就職ガイダンスをさらに

実施する予定である。

③学生情報収集の徹底

学生個々に対して綿密な進路調査を実施して学生のニーズを把握し、得られた情報

を就職委員、キャンパスのキャリアサポートグループ職員と共有するとともに、希望

する学生と就職委員の教員・キャリアサポートグループの職員が面談を実施し、一人

一人の希望進路を確認する予定である。また、必要に応じて、採用情報も提供する計

画である。
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【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］

在学生の学習環境、生活に関するキャンパス全体への要望については、「提案箱」

が学生食堂に設置されている。これは、学生が学長に直接意見を述べるための手段で

ある。投稿された意見や要望は、学生支援ユニットを経て、学長に直接届けられ、学

長自らが必ず回答することとしている。また、別途、学部の学生委員会が要望を受付

けており、学部固有の問題についても対応している。

学習環境に関する要望としては、自習室としてのゼミ室の使用、図書館の開館時間

の延長、講義室の空調機の調整、授業中の私語に対する抑制策が出された。

自習室については、進級するにつれて専門科目のレポート作成、復習、試験対策で

自習室の設置を望む声が高くなり、学生から研究棟各階に設置されているゼミ室の使

用希望が出された。使用時間、方法などについて守るべきルールを制定し、教授会の

承認の下でゼミ室を公開することとした。現状では研究棟の 2−5 階の自習コーナーの

他に 3−8 階のゼミ室及びリフレッシュルームを 7 時から 22 時 30 分まで開放している

（資料 36：学部内掲示文書）。

図書館の開館時間は、年末年始以外の平日は 9−20 時、土曜日 9−12 時であるが、学

生の要望に応じて試験前 2 週間から試験期間中は、開館時間を 1 時間延長している（資

料 2：キャンパスガイド）。

講義棟の空調機は集中管理されている。大講義室は特にそうであるが、250 席程度

の中講義室であっても温度調節が行き渡らず、夏期、冬期には学生の苦情が寄せられ

る。

授業中の私語については、学習に意欲的な学生と自覚のない学生の授業態度は差が

大きく、教員ごとに工夫して対応している。進級するにつれて私語は減少する傾向が

見られるものの、時として注意が必要になる場合がある。2 年生に私語の多い科目、

対処法等についてアンケート調査を行った（資料 35：修学支援に関する資料）。

生活面に関する要望としては、大学周辺は昼食時間内で往復可能な飲食店がなく、

学生食堂の果たす役割は大きいが、現状に対する学生及び保護者の改善要望は根強い。

学生委員会としても健康な学生生活を送るためには食堂の充実が必要であるとの観

点から、キャンパス内全学部の学生、職員を対象に平成 20 年度に二度にわたりアン

ケート調査を行った（資料 37:学生生活に関する資料）。この結果を基に、学生委員会

は食堂業者と懇談会を開き、改善を要望した（資料 37:学生生活に関する資料）。

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。
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［点検・評価］

①試験期間中は、少数ではあるが、ゼミ室及びリフレッシュルームの使用刻限の 22

時 30 分を越えて、24 時以降も在室する学生がいるが、各階の教員が対応している。

ゼミ室の使用ルールは、特に試験期間中は遵守され難い傾向が強く、何らかの対応が

必要である。

②試験期間中の図書館の開館時間 1 時間延長は、一定の効果を挙げているものと見込

まれるが、各県保護者会での質疑応答では、試験期間中に限らず、さらなる延長を要

望する声も出ている。

③講義室の温度調節は十分に機能しているとは言い難く、学生からのクレームは絶え

ないが、個別空調が不可能な現状及び、温度感覚は個人差もあり、現状では完全な解

決は困難である。

④授業中の私語は専門科目でも認められるが、特に一般総合科目に対する苦情が多く、

教員間で連絡をとりあっている。専門科目では特定の教科に偏っている例は少なく、

講義の難易度が影響している場合もあり、この点では授業内容の改善の余地がある。

学生からの要望を伝達するなど、機会あるごとに自覚を促しているが、根絶できてい

ない。

⑤学生食堂に関するアンケート調査の実施は、香川薬学部のみならず理工学部（平成

20 年度は工学部）、文学部からも支持され、香川キャンパスでのアンケートを 2 回行

い、その都度、業者と会合を開き、現状理解から始めて改善点を指摘し、日替わりメ

ニューの導入、食券のまとめ買いなど、要望の一部は改善されている。しかし、いま

だ改善の余地は大きい。

以上、改善点は認められるものの、学生の意見を反映するための体制は整備されて

いると評価できる。

［改善計画］

学生としての自己責任を促す使用ルールを明示し、ゼミ室等の自習室の 24 時間開

放を実施する予定である。

食堂の改善は、これまでのアンケート結果に基づく要望への業者側の対応を見てい

る状況で、秋から冬期の状況判断を加味して、次の大幅な改善計画の提案を検討して

いる。
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（８－２）安全・安心への配慮

【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，予防接種などが実施されて

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，

講習会など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］

すべての実習科目では、実習の開始に先立って、実習を安全に安心して行うための

ガイダンスを実施しており、この内容は、実習書（または、適宜、配布するプリント）

に記載されている（資料 15：薬学実習実習書）。実習の進展に伴い、さらなる安全教

育が必要と判断したときは、実習に先立って、詳細に説明して、実習を指導している。

実務実習では、院内感染対策についての standard precaution（標準予防策）の講

義により、学生は院内感染回避のための基礎知識を習得する。また、実務実習を行う

医療施設では様々な医療機器が使用されており、不適切な取扱いによる事故が起きな

いよう機器の取扱いについては指導薬剤師の指示に従うようガイダンスにて通知し

た。調剤関係で使用される分包機については、普遍的な機器を用いて実習を行い、実

務実習事前学習で取扱い方法を習得できた。

さらに、実務実習では患者へ感染させない、患者から感染を受けないということが

前提となる。実務実習に先立ち、平成 21 年 11 月、22 年 1 月に各種抗体検査及び胸部

レントゲン検診を実施した（資料 17：実務実習の実施に必要な書類）。検査項目は、

病院・薬局実務実習中国・四国地区調整機構で事前に検討された。若年者での感染が

社会問題となった感染症、また院内感染予防面も考慮し、麻疹、風疹、水痘・帯状疱

疹、耳下腺炎、結核を対象とした。抗体陰性者は平成 22 年度実務実習開始までに抗

体獲得が可能となるよう、22 年 3 月末までにワクチン接種を行うよう通知した。季節

性インフルエンザについては、3 期（1～3 月）に実習を行う学生は事前にインフルエ

ンザワクチンの接種を受けることが望ましいことを学生に通知した。各種抗体検査は

校費にて実施し、ワクチン接種は該当学生の自費にて行った。

学生は、学生教育研究災害傷害保険に 6 年間加入することが義務づけられている。

この保険については入学時ガイダンスで新入生に通知し、加入目的、事故発生時の請

求方法について理解できており、全員が加入している。当保険の窓口は学生課学生支

援グループであり、学生を支援するシステムが構築されている（資料 2：キャンパス

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。
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ガイド）。

四国では、近い将来に大規模の地震（南海地震、あるいは東南海地震）が発生

する可能性が高いと予測されている。本学では、その際に構内建築物が倒壊して

人命が失われることの無いように、すべての建物を最新の建築基準に沿った耐震

性の高いものとしている。また、教職員による自衛消防隊を組織しており、年に

一回、地震・火災発生を想定した避難・救助訓練を消防署員立会下にキャンパス

全体で実施している（資料 38：防火･防災に関する資料）。心肺停止に陥ったときの

救命に使用する AED は薬学事務室と実習室に設置されており、新入生に対して AED 講

習会が行われた（資料 10：早期体験学習に関する資料）。実務実習中における事故や

災害については、香川薬学部要覧で示されているように、午前 7 時までに暴風警報及

び大雨警報が発表されたときは、休講扱いとし、実務実習も中止にする方針が示され

ている（資料 4：香川薬学部要覧）。施設への通学途中で事故に遭遇した場合は、直ち

に担当教員に連絡し、教員から指導薬剤師に連絡し実習スケジュールを調整すること

をガイダンスにて通知している（資料 23：実務実習に関する資料）。休講の扱い、通

学途中で遭遇した事故の連絡方法については、指導薬剤師側にも実務実習開始前に予

め通知し理解を得た。

［点検・評価］

①実習に必要な安全教育は、実習前のガイダンスにより、繰り返し行われている。

②実務実習に必要な安全教育については、講義または実習として事前学習に取り入れ

られており、必要な体制が整備されている。

③実務実習に先立ち，必要な健康診断，予防接種が実施され、適宜、ワクチン接種を

行うことが通知されている。

④学生は、入学時に学生教育研究災害傷害保険に加入しており、傷害保険に関する情

報の収集・管理が行われ加入の必要性等に関する適切な指導が行われている。

⑤事故や災害の発生時や被害防止について、学生及び教職員へ周知している。

以上、安全・安心に関する体制が整えられていると評価できる。

［改善計画］

医療分野で学ぶ学生は、AED の取扱いに熟知していることが望ましい。22 年 2 月 12

日に臨床工学科で開催される AED 講習会に教員が参加し、学生に指導できる体制を計

画した。B 型肝炎ウィルス・C 型肝炎ウィルスの抗原抗体検査については施設側の要

望があれば検査を行う予定である。季節性インフルエンザについては、3 期（1～3 月）

に実習を行う学生は、事前にインフルエンザワクチンの接種を受けることが望ましい

ことを学生に通知し、22 年の感染状況により H1N1 型インフルエンザワクチン接種に

ついても対応できるよう計画した。学生は傷害保険だけなく、22 年 4 月 1 日付けで学

生教育研究賠償責任保険に加入する予定である。
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『教員組織・職員組織』

９ 教員組織・職員組織

（９－１）教員組織

【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］

当学部は、薬学科（6 年制）と薬科学科（4 年制）の 2 学科を擁しており、大学設

置基準では専任教員数としては、薬学科は 25 名（内教授 13 名）、薬科学科は 7 名（内

教授は 4 名）が求められている。

教育理念として、「真に実力があり、社会に貢献できる薬学人を育成する。」を掲げ、

この理念に基づき、本学部の目標として、「薬学及び薬科学の関する教育プログラム

に基づき、薬の科学者としての技量・学識と医療倫理観を兼備した薬剤師及び探究心

を有した薬の科学者を養成することを目的とする」と規定し、さらに「薬学科は、基

礎及び専門教育をとおして、薬にかかわる科学を教授研究し、病院、薬局での臨床実

習をとおして、医療人としての自覚と技量を養い、探究心と人間性を兼備した質の高

い薬剤師を養成する。」こととしている（資料 2：キャンパスガイド）。

理念に基づいて、入学初期には基礎を重点的に、その後、専門をさらに深めること

を目的に 6 年制のカリキュラムが組まれている。基礎教育の一翼を担っている一般総

合科目は一般総合科目専任の教員が担当しており、その人数は 12 名である（表 9-1-1）。

薬学専門教育を担当する薬学科専任教員数(神経科学研究所を含む)は薬学部が 6 年

制となった平成 18 年 5 月時点では、教授 17 名、助教授 9 名、講師 3 名、助手 21 名

で、総数は 50 名であった（表 9-1-1）。最近 4 年間、転出、あるいは徳島文理大学教

員選考規定に従って、採用および昇任等があり（資料 39：徳島文理大学教員等選考規

定および資格審査に関する基準）。平成 21 年 5 月現在の 6 年制香川薬学部専任教員数

は教授 17 名、准教授 10 名、講師 3 名、助教・助手等 20 名の計 50 名である。

平成 18 年の 6 年制薬学教育が始まって以来、4 年制薬科学科の教員、全員が 6 年制

薬学教育プログラムを薬学科の教員と共同で担当していることを考慮すると、実質上

の教員数は教授 22 名、准教授 12 名、講師 5 名、助教･助手等 30 名の計 69 名（平成

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。
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21 年 5 月現在）といえる。従って、教員 69 名で 6 年制薬学教育プログラムを遂行し

ている（表 9-1-1）。教授、准教授･講師、助教･助手の比率は、18 年 5 月時点ではほ

ぼ、1：0.9：1.5 であり、平成 21 年 5 月では、ほぼ 1：0.8：1.5 と、この 4 年間、教

授、准教授･講師、助教の比率に変化はなかった。また、薬学科在籍学生総数は 396

名（平成 21 年 5 月 1 日現在）であることから、薬学科専任教員 1 人に対する学生数

は約 8 名であり、実質上の教員 1 人に対する学生数は約 6 名である。

実務家教員については 5 名（みなし実務家教員 3 名を含む）であり、平成 23 年度

より実務家教員 1 名の採用が予定されている。

表9-1-1 教員組織 (平成21年5月現在)
学科、研究所

教授 准教授 講師 助教 助手等 合計
薬学科 16 10 3 18 0 47
薬科学科 5 2 2 9 1 19
神経科学研究所 1 0 0 0 2 3

合計 22 12 5 27 3 69

注）一般総合 8 3 0 1 0 12
(資料30：教職員組織表）

専任教員数

［点検・評価］

①大学設置基準に定められている専任教員数を上回る教員数が配置されている。

②一般総合科目を担当する教員が配置されている。

③転出が生じても、選考規程に従って、選考し補充されている。

④教授、准教授・講師、助教･助手の比率はほぼ 1：1：1.5 と適切な比率に 4 年間保

たれている。

⑤助教・助手を含めた教員 1 名あたりの学生数は大学設置基準及び私立薬科大学・学

部の平均 14.5 名を大幅に下回る約 8 名である（実質上の教員 1 人あたりでは約 6 名

である）。

⑥実務家教員はみなし実務家教員も含め 5 名であり、観点を満たしてはいるものの、

我々が目指す教育目標を遂行するにはまだ不十分であるとの認識に立っている。

以上より、理念と目標に応じて必要な教員が置かれていると評価できる。

［改善計画］

一般的な専任教員数、比率はこのまま維持したい。実務家教員については、現状で

は不十分と考えられるので、可及的速やかに補充、充実（補充人数としては 5 名以上

を希望）していくことが必要である。そのためには、空きポスト等を活用し、実務家

教員の補充が出来るよう、計画している。
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［現状］

香川薬学部は新設学部であり、教育理念に基づいて広く学内外より専任教員を配置

した。講師以上の専任教員の 4 割強は国公立研究所あるいは企業の管理職経験者であ

る（資料 30：教職員組織表、資料 5：教育・研究年報）。常勤としての学生の教育経

験はないが、非常勤あるいは客員教員として、長年、学生の教育に携わっている。ま

た、全て博士号を有しており、専門雑誌での論文数も数多くあり、優れた研究実績を

残している。6 割弱は大学教員として長年、学生の教育に従事しており、社会で活躍

している人材を数多く育て上げている。加えて、研究活動も活発に行っており、それ

らの成果の殆どが英文の専門雑誌に発表されるなど優れた実績を有している。また、

本学部の助教、助手は、年齢は若いが（20 代後半から 30 代前半）多くは大学院生の

時期から、ティーチングアシスタントあるいはリサーチアシスタントとして学生の指

導に当たってきており、教育上の実績もある。また、ほぼ全員博士号を有しているこ

とから、専門分野について高い能力を有していることは明らかである。それらの専任

教員がそれぞれの専門領域の教育（実習も含む）を担当している。また、高大連携事

業を通じて、大学初年次教育の重要性を習熟している教員も配置されており、学部全

体で大学時初年次教育に取り組んでいる。さらに、みなし実務家教員には感染制御専

門薬剤師が含まれており、みなし実務家教員全員が、薬剤師として、これまでに数多

くの質の高い薬剤師を育成している。

薬学科専任教員（教授、准教授、講師、助教）45 名が博士号を有しており、有して

いない教員は 5 名（みなし実務家教員 3 名を含む）である（6 年制薬学教育の実質的

教員 69 名では 63 名が博士号を有している）（資料 5：教育・研究年報）。教育・研究

の結果は国内外の学会で発表されている。発表結果は、また、査読のある和洋雑誌に

掲載されているが、殆ど 100％が英文雑誌である。特筆すべきは、研究関連の実績で

あり、各専門分野のトップジャーナルにも掲載されている。年報に記載されているご

とく、学部全体で、2006 年原著 113 報、学会発表 157 件、2007 年原著 88 報、学会発

表 179 件、2008 年原著 111 報、学会発表 161 件、と教員一人当たり学会発表は年平均

およそ 3 回、原著論文数はおよそ 2.5 であり、数多くの成果を継続的に発表している

（資料 5：教育・研究年報）。

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
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［点検・評価］

①大学以外の機関からの専任教員は非常勤講師あるいは客員教員として長年、学生の

教育に携わる経験を有する。

②専任教員は専門分野のみならず、広く一般社会で活躍している数多くの人材及び質

の高い薬剤師を育成しており、教育に優れた実績を有している。

③専任教員の 9 割以上が博士号を有しており、各専門分野において教育・研究に必要

な実績、知識、経験、技術を有している。

④特に研究面においては、年度別の年報に記載しているように、各教員が論文を年平

均約 2 報以上、学会発表を年平均約 3 回行っている。個人差はあるものの、研究活動

は総合的には高いレベルを維持している。

⑤研究における人的資源を確保するため、助教の講義担当を原則なくすようにしてい

る。

⑥発表されている研究テーマ（内容）は、各研究者の従来からのテーマの延長上にあ

るものが散見される。今後は新しい研究領域への挑戦が次のステップアップのために

も必要である。

これらの事項は、各専任教員が、それぞれの専門分野において、非常に優れた知識・

経験及び高度の技術・技能を有していることを示すものであると評価できる。

［改善計画］

研究棟が建築され、4 年が経過した。学部設置後、1〜2 年間の研究環境整備のため

の過渡期があったが、現在では恵まれた研究環境が整備されており、研究成果も上が

って来ている。現状に満足すること無く、さらに、各研究者においては、新しい研究

テーマに取り組み、次への飛躍に各研究者が意識して取り組む必要がある。

そこで、構成員の教育研究発表会（研究授業を含む）を実施し、お互いが切磋琢磨す

ることにより、教育・研究に対する意識及びレベル向上に役立てることを計画中であ

る。
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【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］

教育理念として、「真に実力があり、社会に貢献できる薬学人を育成する」を掲げ、

この理念に基づき、本学部の目標として、「薬学及び薬科学の関する教育プログラム

に基づき、薬の科学者としての技量・学識と医療倫理観を兼備した薬剤師及び探究心

を有した薬の科学者を養成することを目的とする」と規定し、さらに「薬学科は、基

礎及び専門教育をとおして、薬にかかわる科学を教授研究し、病院、薬局での臨床実

習をとおして、医療人としての自覚と技量を養い、探究心と人間性を兼備した質の高

い薬剤師を養成する」こととしている（資料 5：教育・研究年報）。

上記目的の達成のために、当学部では、専門科目として、必修 42 科目、選択 30 科

目、実習 15 科目、演習 1 科目を準備しており、薬学教育に要求されている全ての SBO

に対応している（資料 4：香川薬学部要覧）。これらの教育を実施する、講義担当教員

（助教以上）は 66 名であるが、実際の講義は殆ど全て、講師以上の 39 名で担当して

いる。各教員が 2〜5 科目を担当しており、およそ週に 2〜4 回の講義を行っている。

基礎系（化学・生物・物理）、薬理系、薬剤系、衛生系、薬物治療系などの薬学の根

幹をなす科目においてはいずれも専任教員が担当している。社会薬学、ヒューマニズ

ム関係の科目や、医療従事者や薬害被害者など外部講師による異なる観点からの講義

が必要な科目には積極的に専任教員以外の外部講師による分担授業も取り入れてい

るが、該当科目は上記 72 科目のうち、「人間関係論」「文理学」「薬学概論」「医療倫

理学」「医療コミュニケーション」の 5 科目のみである。また実習を実施するにあた

っては各実習あたり 4 人以上の専任教員（助教・助手を含む）が担当している(表

9-1-3)。

専任教員の年齢構成(平成 21 年 5 月現在)は、教授では 60 代 12 名（みなし専任教

員を含む）、50 代 4 名、40 代 1 名であり、准教授・講師では 50 代 1 名、40 代 6 名、

30 代 6 名、また、助教・助手では、30 代 18 名、20 代 2 名となっている（実質的教員

の構成は、教授；60 代 14 名、50 代 6 名、40 代 2 名、准教授・講師；50 代 2 名、40

代 10 名、30 代 5 名、助教･助手；50 代 1 名、40 代 3 名、30 代 21 名、20 代 5 名）。

当学部では講座制を採用しており、各講座には講義担当教員のみならず、実習を主

に担当する助教・助手（1〜2 名）が配置されている。学生は実習以外にも 1、2 年次

においてはチューター制によりチューターの講座と関わることで、また、3 年次以降

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。
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は配属された講座において、助教・助手の指導も受けている。当学部の助教・助手の

うち 9 割以上が博士号を有している（資料 5：教育・研究年報）。

講 座 実習

必修科目 選択科目

放射化学 放射線科学（谷口） 物理化学３（谷口） 化学実習

機能生物学 物理化学1（伊藤・松尾） 生物統計学(伊藤） 生物実習

生物物理学１（桐野・北村・松尾） 衛生化学３(大岡・松尾)

生物物理学２（桐野・伊藤悦・北村・松尾）生命科学特別講義（桐野他）

生物物理学 生物物理学１（桐野・北村・松尾） 生命科学特別講義（桐野他） 生物実習

生物物理学２（桐野・伊藤悦・北村・松尾）

有機物理化学 基礎有機１（東屋・富永） 有機化学２（東屋・富永） 薬学実習１A

有機化学１（東屋・富永） 反応有機化学（東屋）

基礎有機２（東屋・富永）

解析化学 分析化学１（瀬高） 薬学実習１A

物理化学２（山口）

分析化学２（山口）

薬事科学 薬事関係法規1（丸山） 微生物学２（大島） 薬学実習２A,２B

微生物学１（大島） 品質管理学（丸山）

薬事関係法規2（丸山）

医薬化学 有機化学３（藤島） 医薬化学２(原山） 化学実習

医薬化学１(原山） 医薬化学特別講義(原山）

生薬・ 生薬学（関田） 東洋医学概論（関田） 薬学実習１B

天然物化学 天然物化学(代田) 薬用資源学（関田・代田）

分子生物学 生物科学１（宮澤） 生物科学２（喜納） 薬学実習１C

化学療法学（宮澤） 生物製剤学（宮澤）

生理化学 細胞生物学１（高橋・三井） 臨床医学概論（高橋・三井） 薬学実習１C

細胞生物学２（三井・高橋）

衛生薬学 衛生化学１（田元） 衛生化学２（田元） 薬学実習２B

医療科学１(野地) 薬品代謝化学（野地）

生体防御学 免疫学(岩田) 医療科学２（岩田） 薬学実習２A,２B

衛生化学３(大岡・松尾)

薬理遺伝学（大岡）
薬理学 薬理学A（薬理学１）(嶋本・得丸) 薬理学D（分子薬理学２）（嶋本・得丸） 薬学実習２C

薬理学B（分子薬理学１）（嶋本・得丸） 医薬品医療ビジネス(嶋本他)
薬理学C（薬理学２）(嶋本・得丸) 生命科学特別講義（桐野他）

医薬品開発特別講義(嶋本)
薬物治療学 機能形態学１（伊藤） 薬学実習２C

機能形態学２（渡邊）
薬物治療学１（伊藤）
薬物治療学２（渡邊）

病態生理学 病態生理学１（小西・富永） 生命科学特別講義（桐野他） 薬学実習３A
病態生理学２（小西・富永） 臨床生化学（小西）

製剤学 薬学概論（牧野） 製剤学２（牧野） 薬学実習３B
文理学（牧野） 生体分析学（栗田）
薬物動態学(加藤・牧野）
製剤学１（牧野） 特許法（牧野）

薬物動態学 薬剤学１(加藤） 薬学実習３C

薬物動態学(尾熊）

神経科学 生命科学特別講義（桐野他） 薬学実習３A
医療薬学 医薬品安全性学（二宮）

臨床薬剤学（二宮） 医療社会薬学コミュニケーション学（二宮他） 事前学習
医薬品情報学(飯原） 医薬経済学（飯原）

外部講師 医療コミュニケーション入門（原田）
医療倫理学(立山) 人間関係論（原田）

全教員で担当する特別実習、卒業実習、５-６年次のアドバンスト教育については省略。

(資料4：香川薬学部要覧）

表9-1-3 講義担当科目（６年制）一覧 (平成21年4月1日現在）

講義科目

［点検・評価］

①専門科目 72 科目のうち、67 科目は専任教員が担当している。外部講師による分担
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科目は「薬学概論」「医療倫理学」など 5 科目である。また、実習、演習は全て、専

任教員が担当している。

②専任教員は 2-5 科目を担当しており、授業担当時間は週に 2～4 回（90 分講義）で

あり、適正な範囲内である。

③教員の年齢構成は著しく偏ってはいないが、60 代の教授が多い。次代への継続性を

考慮すると、世代交代を視野に入れた教員の配置を考えていく必要がある。

④教育上及び研究上の補助者と見なせる助教・助手の 9 割 5 分が博士号を取得してお

り、必要な資質及び能力を有している。また、各講座に助教･助手が 1～2 人いること

から、配置も適切に行なわれている。

以上より、専任教員の科目別配置バランスは適正であると判断できる。

［改善計画］

教授の 6 割（みなし実務家教員の 3 人を含む）が 60 代以上である。ここ数年から

10 年の間には、世代交代が否応無しに必要になってくる。「徳島文理大学教員等選考

規程」に従い、資質、年齢構成も視野に入れた高い見識のもとに計画的に採用選考が

行なわれるよう努めていく。
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【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］

教員の採用、昇任に関しては、徳島文理大学教員等選考規程があり、教授、准教授、

講師、助教、助手についての採用、昇任についての項目が細かく記載されている（資

料 39：徳島文理大学教員等選考規定および資格審査に関する基準）。採用は、この規

程に従い行われる。すなわち、学長が学部長に教員採用候補者について調査を命じる。

学部長は教員採用候補者調査委員会を設ける。委員会委員として、教授会で通常 2～3

名の教授が任命される。委員会委員は広く、国内外の調査を行い、人物、教育研究上

の能力及び実績等から候補者 3 名を選び、学部長に提案する。学部長は候補者 3 名を

学長に推薦する。その際、教員採用候補者調査委員会は候補者の教育上の指導能力等

適切に評価するために研究業績や教育目標などを記載した紙面による調査・審査のみ

ならず、1 時間程度のセミナーを開催し、研究能力、プレゼンテーション能力をも評

価する。さらに、教育に対する目標意識、意欲及び教育方法についての発表と質疑応

答を通して総合的に適性を判断し学長に推薦している。なお、セミナーは公開されて

おり、教職員、学生は自由に参加できる。学長は選考委員会において「徳島文理大学

教員等資格審査に関する基準」に従い、候補者の人格、履歴、教育研究業績、健康等

に基づいて選考を行う。最終的に、理事長は学長からの推薦を受け、学長、副学長、

事務局長、学部長の出席のもと、面接を行い、採用の可否を決定する。

「教員等資格審査に関する基準」には各職位に応じた基準が明記されているので、

昇任についてもこの選考方針が準用されている。教員の適性配置と昇任を検討するた

めに必要な教員の活動状況の調査を毎年度実施している。これは、教員活動を「教育」

「研究」「大学運営」「社会貢献」の４領域に大別し、それぞれ記述すべき項目を示し

た書式に従って、全教員が自主的に報告するものである。昇任人事の検討は、この報

告書等を参考にして学部長が学長に推薦することから開始され、最終的には全学の人

事委員会において協議、承認がなされている（資料 39：徳島文理大学教員等選考規定

および資格審査に関する基準）。

最近 4 年間で、教授 1 名、准教授 1 名、助教・助手 6 名の転出があったが、教授 1

名、准教授 1 名、助教 4 名が徳島文理大学教員選考規定に従い、選考が行われ、採用

された。また、2 件の昇任人事が行われた。

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。
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［点検・評価］

①採用・昇任は「徳島文理大学教員等選考規程」及び「徳島文理大学教員等資格審査

に関する基準」の両規定に従い適切に行われている。

②教員採用候補者調査委員会の調査では、調査範囲が充分でない面がある。

③採用に関しては、紙面で教育目標や教育に関して創意工夫した点などの記載の審査

に加えて、セミナーを開催することにより、教育上の指導能力についても評価をして

いる。

④書類審査及びセミナー等の評価が教員採用候補者調査委員会の決定に反映されて

いる。

⑤昇任については教育・研究業績と同時に、学生による授業評価なども参考にしつつ、

各学部からの推薦を受け、全学の人事委員会で決定されている。

⑥現教員の教育上の指導能力の評価については、学生による授業評価、さらにピアレ

ビューの一環として、学生と教員の前で授業を行う研究授業を実施している。

以上を総合し、教員の採用及び昇任に関し、適切な体制が整備され、十分に機能し

ていると評価できる。

［改善計画］

「徳島文理大学教員等選考規程」では、調査委員会から候補者を学長に推薦し、決

定することとなっている。他大学で行なわれているように、公募制についても今後検

討すると共に、調査委員会の在り方、機能、活動方法についても再検討を加える。ま

た、教育上の指導能力の評価についても、評価・FD 委員会と協力しつつ、適切な評価

が出来る体制整備をしていく予定である。
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（９－２）教育・研究活動

【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］

香川薬学部が設立された当初（平成 16 年）から、カリキュラム検討委員会を設置

し、設立前に作成されたカリキュラムを見直しながら講義時期などの軽微な変更を行

ってきた。またカリキュラム検討委員会では、薬学教育コアカリキュラムに基づいた

新制６年制へ向けてのカリキュラム検討も行ってきた。平成 18 年度から、カリキュ

ラムの検討は教務委員会が主として行い、5、6 年次のアドバンスト教育の内容検討な

ど、独自のカリキュラムを打ち出している（資料 6：教授会資料･議事録）。薬剤師の

ためのワークショップに本学部教員を順次、派遣し、教員の資質向上に努めている（資

料 24：実務実習実施準備に関する資料）。さらに、徳島文理大学香川薬学部・理工学

部、香川大学医学部、香川県立保健医療大学の 3 校で組織する「高度な医療人養成の

ための地域連携型総合医療教育研究コンソーシアム」が文部科学省戦略的大学連携支

援事業に採択されており、この事業の中で、大学間の教員の交流、セミナー・特別講

義の開講などを通し、教員のスキルアップを図っている（資料 14：地域連携に関する

資料）。また、当学部で開講された講義については、すべて、受講者アンケート、及

び、アンケートのフィードバックを行っている（資料 40：学生授業評価アンケート集

計記録）。さらに、研究授業を定期的に開催し、教員間で授業の批評をおこなってい

る（資料 41：教員による担当科目自己点検）。

香川薬学部においては、教育・研究年報を 2006 年より創刊し、各講座内の教員に

ついて、その教育活動、研究活動業績、及び、社会的貢献活動を毎年、公表している

郵便による配布先として、学内における各部署（一般人が閲覧可能な図書館を含む）

だけでなく、全国の大学図書館長、薬学部長（薬科大学長）宛て、また、四国に置け

る主要な企業研究所にも送付している。内容的には、各教員の教育上の経歴、経験の

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。
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他、教育概要や研究概要、さらに、過去 5 年分の外部誌上（国際雑誌が主）へ公表し

たものをリストにして開示している。また、上記の年報中で、教員の専門知識を生か

した学外での公的活動や社会的貢献活動についても示している。尚、徳島文理大学の

研究紀要の中でも、本学教員の研究活動報告として、国外及び国内の学術雑誌に発表

した研究活動の成果がリストとして記載されており、広く開示されている（資料 5：

教育・研究年報）。

［点検・評価］

①設立当初より時代に即応したカリキュラム作りのため、カリキュラム検討委員会を

設置し、さらに新制薬学部の構築のための体制が整備され、平成 18 年度からは、教

務委員会がその任に当たり機能を果たしてきている。

②新設であったこと、途中で制度が変更になったこと、及び、一度決定したカリキュ

ラムが完成年度を待たないと大きな変更をすることができないこと等から、時代に即

応したカリキュラムの変更は十分でなかった。

③ワークショップ、コンソーシアム等により、医療人教育に必要な最新の知識・技術

を修得している。

④講義において、学生側、教員側の双方向から批評を聞くことが出来るシステムが構

築されており、教員の資質向上に十分な体制が整っていると考えられる。

⑤学部の教育・研究年報を毎年発行する事によって、教育活動、研究活動、及び、社

会的貢献が広く開示され、また、各教員の自己点検、自己評価結果は、年報上で公開

されている。しかし、教員個々による自己評価の実施には、濃淡がみられた。

以上より、理念の達成の基礎となる教育活動が行われていると評価できる。

［改善計画］

今後、完成年度を迎える 6 年制薬学科のカリキュラム見直しが予定されている。現

在カリキュラム検討を行っている教務委員会では、十分な検討がなされる時間的な余

裕がないため、カリキュラムを専門に検討する独自の委員会（新カリキュラム検討委

員会）を今年度中にも設置し、具体的な議論を進める計画である。

チーム医療の観点から見ても、医師、看護師など薬剤師以外の医療従事者が有する

知識や経験を共有することは重要である。従って、上記コンソーシアムにおける香川

大医学部、保健医療大との連携をより密にし、多くの情報を共有できるようなシステ

ムの構築を目指す。また、外部で開催されるワークショップや講習会等に積極的に教

員を派遣し、知識の修得、及び、人的交流を進める。

資料等の開示については、高い評価なので、計画を立てる程の改善点は無い。しか

し、強いて改善するとすれば、年報、紀要等に自己評価・自己点検の項目を明確に設

けることにより、教員間の記載内容の濃淡が少なくなるように、工夫改善を予定して

いる。
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【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。

【観点 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］

教員の研究活動は、「徳島文理大学研究紀要」における“本学教員の研究活動状況”

の項、及び、「教育・研究年報 Annual Report」に記載されている。「徳島文理大学研

究紀要」では、講座ごとの原著論文のリストが記載されている。「教育・研究年報

Annual Report」は毎年刊行される徳島文理大学香川薬学部独自の年報であり、教員

の研究活動は講座ごとに、研究の概要、外部資金導入実績、外部発表（原著論文、著

書・訳書、総説・解説等、学会発表、特許）の順に詳細に記載されている（資料 5：

教育・研究年報）。特に、研究業績については、最近 5 年間に学術雑誌に発表された

すべての論文、及び、最近 1 年間に発表したすべての学会発表をリスト化して収載し

ており、各教員の研究業績が一覧できるように配慮されている。「教育・研究年報

Annual Report」は、毎年 3 月頃に発刊され、全国の薬学系大学、四国内の全大学、

四国内の食品・医薬品・化粧品に関連する企業、及び、高等学校等に広く配布されて

いる。

香川薬学部では、3 年次 6 月初旬に研究室説明会が開催され、各講座の担当者が、

研究内容を学生に分かりやすく説明する。学生は、説明会の内容を鑑みて、６月下旬

頃に希望の研究室を決定し、各々の研究室に配属される。研究室に配属された学生は

卒業研究を通して、教員の研究活動に参加する。実際に研究を行うことにより、最新

の知識・技術を取得する機会を得ることができ、また、自ら考え、自ら調べて研究計

画を遂行する実行力やプレゼンテーション能力など、日頃の講義では身に付き難い能

力を効果的に高めることができる。さらに、香川薬学部では、本学部教員が最新の研

究成果を発表する神経科学セミナーや学部講師が研究内容を発表する学部外セミナ

ーなど多数のセミナーが定期的に開催されている（資料 42：研修会、講演会,セミナ

ー開催･参加記録）。学生はこれらのセミナーに参加することができ、本学教員、或い

は、外部の研究者の最新の研究成果を聞くことができる。香川薬学部で開講されてい

る講義の中で、当該教員が最新の研究活動について話すか否かについては、担当教員

の裁量に委ねられている。

また、本学部は、ひらめき☆ときめきサイエンスやサイエンス・パートナーシップ

プロジェクトなど、日本学術振興会、文部科学省の様々なプログラムに採択されてお

り、これらのプログラムを通して、中高生、または、一般の方々に対する知識の普及

に努めている（資料 43：高大連携に関する資料）。さらに、中学校、高等学校からの

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。
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依頼による、香川薬学部教員による出張講義を随時行っている。出張講義では、本学

部教員が自身の研究領域について分かりやすく、易しく話し、多くの中高生がサイエ

ンスに興味を持つように努めている（資料 43：高大連携に関する資料）。教員毎の出

張講義内容は香川薬学部ホームページに記載されており、中学校、高等学校の担当者

は、希望の講義を依頼することができる。

［点検・評価］

①香川薬学部教員の研究活動は、毎年発刊されている「教育・研究年報 Annual Report」

に詳細に示されており、その中で最近 5 年間の業績もリスト化して記載されている。

さらに、「教育・研究年報 Annual Report」は薬系大学を始め、多くの関係部署に配

布されている。従って、教員の研究活動の提示、公開については、高く評価できる。

②当該学部の最終的な目的の一つは、学生の薬剤師国家試験合格である。薬剤師国家

試験には、“最新”の知見は出題されない。また、薬剤師国家試験の出題範囲は広く、

最新の知見を講義する時間を確保することは難しい。これらの点を加味すると、通常

の授業に、研究で得た最新の知見を盛り込むことは難しいと考えられる。しかし、教

育の観点から見ると、学生に対して最新の知見を講義し、サイエンスの楽しさを伝え

ることは極めて重要である。国家試験合格を目指した教育と、最新の研究結果を学生

に伝え、サイエンスの世界を学生に実感してもらう教育を両立させる体制を整えたい。

以上より、本学部の研究活動は医療および薬学の進歩発展に多大な貢献をしている

と評価できる。

［改善計画］

研究活動の開示に関して、改善すべき点は特に見当たらない。今後も、「徳島文理

大学研究紀要」、及び、「教育・研究年報 Annual Report」を定期的に発刊し、これら

の中で、教員の研究活動、業績を開示していく。

また、薬剤師国家試験を見据えた講義と最新の研究成果を伝える講義との兼ね合い

に関して、基本的に、春学期、秋学期で開講される講義は、薬剤師国家試験を見据え

て行い、最新の知見を伝えることは控える。夏季、及び、冬期休暇前後に１週間程度

の特別講義を開講し、専門的な、そして、最新の知見を学生に伝える場とする。但し、

国家試験に関する教育においても、その内容を最新の知見で補うことにより理解が進

む場合も多々あると考えられ、このような場合は最新の知見を積極的に教育に取り入

れる。
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［現状］

当学部は講座制を採用しており、一講座あたり、約 30m2 の教授室、教員室(兼：居

室)各 1 部屋と約 180m2 の実験室の計 240m2 が確保されている。各教授室は書類棚が完

備しており、情報機器一式（パソコン、プリンター、スキャナー等）が標準配備され、

授業等の準備に効率的・能率的に活用されている。大量の教育・研究資料の作成には

各階おきにコピー機が、また事務室には大型印刷機器が設置されており、効果的に授

業を推進している。また、当学部の 1 階には利用核種別に別けられた小さな部屋（40m2）

から成る RI 実験室（260m2）、動物実験施設（460m2）が整備されている。動物実験施

設は一般動物（ラット、マウス、ウサギ）及び通常の SPF 動物（ラット、マウス）に

加えて、遺伝子改変動物の繁殖に使用される部屋も完備している。また、2 階には、

約 240m2（33m2 の P3 実験室を含む）の生物系及び約 310m2 の化学系それぞれの分野に

分けられた中央機器室があり、生物系では 17 台、化学系では 19 台の最先端の測定機

器が設置されており、常時、教育・研究のために使用されている。また、各講座には

最先端の研究のみならず、配属学生・大学院生の教育あるいは研究にも使用される必

要機器が設置されており、教育研究活動に大きな力を発揮している（資料 44：建物配

置図）。また、教育･研究に必要な資料・情報については端末を通して電子的に入手で

きるシステムになっており、教育･研究に時宜を得た対応が出来ている。

教育研究活動を推進する人員としては、当学部では講座制を採用することにより、

ほぼ 1 講座 3～4 人の専任教員としての教育研究陣を揃えている。さらに、各講座の

大学院生がティーチングアシスタント、あるいはリサーチアシスタントとして、教育･

研究の支援に当たっている。また、科学研究費、JST、CREST 及び企業との共同研究な

どの外部資金で平成 18 年以降も毎年 20 名以上の研究補助員を雇用しており、教育研

究活動推進を支援している（資料 45：臨時職員名簿）。

教育研究支援の費用としては、毎年、学園から学部全体（18 講座＋1 研究所）に教育・

研究費及び実験実習費が配分されている。さらに平成 20 年度の外部資金獲得額は 54

件で約 1 億 4,464 万円、間接経費として約 1,358 万円である。これらの資金は平成 18

年度以降殆ど変化がない（資料 5：教育・研究年報）。

また、本学では「特色ある教育•研究、共同研究」と称する、主に若手向けの研究

費（学内科学研究費に相当する）があり、毎年本学部より少なくとも数名以上の採択

者が有り、教育・研究の推進に役立っている

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。
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［点検・評価］

①授業･実習の準備にも必要な、教員室及び機器一式が完備されており、また、情報

の収集も効率的に行われている。

②RI 実験室は 3H, 32P,35S を利用することができ、教育・研究の推進に貢献している。

③核種別に実験室が別けられていることから、核種間の汚染の可能性が低く、効率的

に教育・研究が推進できる。

④実験動物室は一般動物、SPF 動物、遺伝子改変動物など多様な動物の飼育に対応で

き、各講座の教育・研究の推進に貢献している。

⑤一般動物と SPF 動物を取り扱う学生、大学院生、教員の出入り口が同じであること

から、微生物汚染には常に充分注意を払わなければならない。

⑥各講座の研究室には、専門の教育・研究の遂行に充分な機器が備えられており、業

績に反映されている。

⑦中央機器室には、日本トップクラスの最先端の機器が整備され、常に使用されてお

り、その結果は、研究論文として雑誌に多く掲載されている。

⑧教育研究を遂行する専任教員の 9 割以上が博士号を有している。

⑨学園から毎年一定の教育・研究資金が配分される。

⑩外部資金の獲得により、研究資金が増額したことに加えて、研究補助員が数多く雇

用されたことで、教育･研究業績が増加している。

以上より、教育活動及び研究活動を行うための環境は極めて優れていると判断でき

る。

［改善計画］

実験動物室では、一般動物と SPF 動物を飼育しているため、常に微生物汚染の可能

性があるので、利用規則を周知しているが、さらに、講習会を開き、利用規則の周知

を徹底させる計画である。

2008 年において、外部資金（委任経理金も含む）で 1 億 5 千万以上を獲得しており、

さらに学園からの資金も得ている。研究活動を遂行するための資金は得られているが、

今後も継続していくことが重要である。特に外部資金を継続的に獲得するためには、

現状に満足することなく、新分野への研究の展開など一層の意欲的な活動が必要であ

る。それ故、学部内の研究発表会を開催し、互いに切磋琢磨することにより、研究の

レベルアップに役立てることを計画している。
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【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・薬局における研修など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］

本学部教員は、専門領域の国内外の学会に所属して、年会等における研究発表を行

い、議論すること、及び、研究成果を国内外の学術雑誌に投稿すること等で、専門の

研究能力の維持・向上を図っている（資料 5：教育・研究年報）。また、教員能力開発

研修プログラム、授業評価アンケート及び研究授業の活用により時代に適応した教育

能力向上に取り組んでいる（資料 31：FD 実施に関わる記録･資料）。加えて、教育能

力や研究能力の向上のため文部科学省が開催するワークショップやフォーラム及び

学会等主催のシンポジウム、研修会およびセミナーに参加し自己研鑽に努めている。

また、学内においても外部講師を招聘し、セミナーが開催されている。さらに、学会

を主宰し、国内外との研究交流を活発に行っている。実務家教員においては、学生教

育に際し常に最新の医療についての知識を有することが要求される。そこで、臨床知

識の習得のため研修会等へ出席し自己研鑽に努めている。参加した研修会として、香

川県病院薬剤師会主催の月例研修会、香川県薬剤師会主催の生涯教育研修会、及び香

川県病院薬剤師会・香川県薬剤師会共催の特別研修会では香川ファーマシューティカ

ル研究会、東四国医療セミナー、香川県臨床薬剤師研修会、腎と薬物治療研究会、漢

方学術講演会、香川院内感染対策研究会、香川県癌治療薬剤業務研究会等がある（資

料 42：研修会、講演会,セミナー開催･参加記録）。その他、香川県病院薬剤師会専門

薬剤師部会が主催している専門薬剤師養成セミナーでは、感染制御専門薬剤師養成セ

ミナー、精神科専門薬剤師養成セミナーが行われている。また、パーキンソン病や閉

塞性動脈硬化症、糖尿病についての講演も行われた。実務家教員はこれらの講演会に

出席し、日本薬剤師研修センターの研修認定薬剤師の取得、日本病院薬剤師会生涯研

修認定薬剤師の資格を取得している（資料 42：研修会、講演会,セミナー開催･参加記

録）。また、学会主催のワークショップにも参加し、Problem Based Learning（PBL）

手法を取り入れた能動的な学習方法の取得にも努めている（資料 42：研修会、講演会、

セミナー開催・参加記録）。研修会やワークショップで得た知識は、講義や実習で学

生にフィードバックした。

実務家教員による臨床薬学教育の充実には、薬物治療に関した臨床知識の取得のみ

ならず、実践する場としての医療機関での研修が必要である。研修体制では、香川薬

学部生の主となる実習施設である香川大学医学部附属病院薬剤部での研修を実施で

きるよう、学生実習が開始される平成 22 年度から研修に参加できる体制を構築した

（資料 42：研修会、講演会,セミナー開催･参加記録）。

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。
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［点検・評価］

①教員は、授業評価アンケート及び研究授業等の活用により、教育能力の向上に努め

ており、また、学会発表および学術雑誌への投稿により、研究能力の維持・向上を図

っている。

②文部科学省が開催するワークショップやフォーラム及び学会主催のシンポジウム

に参加し、教育理論の修得、研究能力の自己研鑽ができている。

③最新の臨床知識を取得するために研修会等へ出席し、認定薬剤師の単位を取得し、

自己研鑽ができている。

④PBL 手法を取り入れた授業を実践できるよう、学会主催のワークショップに参加し、

教育能力向上のために自己研鑽ができている。

⑤修得した臨床知識を実践する場として、医療機関での研修について平成 22 年度か

ら実施できる体制が構築された。

以上より、専任教員は教育及び研究能力の維持・向上に努めていると判断される。

［改善計画］

実務家教員は、臨床知識の取得だけでなく臨床経験を向上させるために医療機関に

おける研修が必要であるため、平成 22 年度は 2 週間の研修を行うことを計画した。

また、新しい医療に対応できるよう定期的に研修を実施する必要がある。そこで、23

年度以降、毎年 2 週間の研修を実施するように計画した。

実務家教員の資格を要していない教員は、この研修を長期間実施することにより学

内で実務家教員を養成することが可能になる。そのため、新たな実務家教員の養成の

ために長期間臨床研修を行うことを計画した。

実務家教員には、入院患者を中心とする病院業務及びセルフメディケーションを中

心とする薬局業務に対する専門知識が必要である。そこで、研修機関は香川大学医学

部附属病院のみならず、みなし実務家教員が日常業務を行っている、高松赤十字病院

薬剤部及び地域薬局における研修も計画した。研修内容は、調剤業務のみならず薬局

カウンター服薬指導、入院患者服薬指導などコミュニケーション能力の維持・向上も

目的としたプログラムを計画した。
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（９－３）職員組織

【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］

本学は 8 学部（平成 21 年度）を有する総合大学であり、事務体制について、見直

しが行われ、各学部の事務機能の重複等非能率･非効率な点が指摘された。重複を解

消すること等で、余剰の人的、物的資源を、教育･研究改善に投入することを目的に、

本学の方針として、事務の集中化が約 2 年前から実施された（資料 46：新事務組織に

ついて）。事務機能の再調査を細部に亘って行い、機能別に統合した後に新たな機能

の枠組みを決定した。実際には、総務ユニット（総務部）、教育・研究支援ユニット

（教務部）、学生支援ユニット（学生部、就職部、）の 3 ユニットに大別された事務体

制が採られている。本学部のある香川キャンパスは香川薬学部、理工学部、文学部が

あり、大学院生を含めて学生数 1,259 名が在籍している(平成 21 年 5 月現在)。事務

職員は総数 38 名であり、総務ユニット、教育・研究支援ユニット、学生支援ユニッ

トにほぼ均等に配置され業務を遂行している（資料 30：教職員組織表）。

事務の集中化により遂行が難しい業務もあることから、各学部担当の事務職員、原

則１名が認められている。本学部も例外ではなく、香川薬学部は学部独自の必要性か

ら、学部担当の事務職員として、主に、総務、経理を担当する１名を配属した。

実際の業務として、総務ユニットは人事、経理、庶務･渉外、設備関連業務を遂行

している。また、学生支援ユニットは主として学生生活の支援を行っているが、各種

必要書類を介して、教員との接触に深く関与しており、広義の教育活動に携わってい

る。教育及び研究活動に直接関わる、教務関係及び学務・入試関業務は教育・研究ユ

ニットが所掌している。加えて、学生ポータルサイト、教職員グループウェアの活用

により、各ユニットの業務が統合データベースを基にした、学内ネットワークを通じ

ても行われている。

また、実務実習関連では、実習機関への学生の割り振り及び実習時期については、

調整機構を介して実務実習委員会が行なうが、病院・薬局への手続き書類の送付等は

学生支援ユニットの 2 名の事務職員が当学部担当として他の業務と共に兼務している。

さらに、上記 2 名が共用試験の手続き、国家試験の手続きも担当している。実務実習

関連の会計関連は教育•研究支援グループが担当している。 

科研費等の間接経費（本学では、間接経費の 2/3 の使用は学部の裁量に委ねられて

いる）を用い、研究活動支援のため臨時職員を状況に応じて 2～3 名雇用している（資

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。
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料 45：臨時職員名簿）。

［点検・評価］

①事務組織が集中化されているので、香川薬学部に関して、教育･研究に直接関与す

る業務量の割合は判断できないが、本学部の事務業務は円滑に遂行されている。

②各ユニットが離れた場所で業務が実効されているが、職務が分担されており、機能

的に運営されている。

③事務業務は学生ポータルサイト、教職員グループウェアなどにより、業務が簡素化、

能率化されている。

④薬学部固有の業務に関しては、1 名が配置されて業務が遂行されおり、また、各学

部共通業務に関しても、担当の各ユニットと連携して行われている。

⑤実務実習関連業務は、通年業務ではないことから、6 人の学内実務実習委員会と学

生支援ユニットの 2 名の担当で円滑に行われている。

以上より、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と

評価できる。

［改善計画］

今後は、OSCE をはじめとする実習に関連した事務量、また病院・薬局での実務実習

に関連した事務量は増大することが予想されるので、さらなる事務の支援体制を構築

する計画である。
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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，学習環境評価など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

評価に反映されるなど，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，教材及び教授技術など

の継続的改善に努めていること。

［現状］

学部内で本基準にある体制に相当するものとしては、教務委員会や評価・FD 委員会

があり、前者は全学教育開発機構（平成 19 年設置）の教育カリキュラム委員会や一

般教育部会、後者は全学の FD 研究部会とも密接に連携している。

教務委員会では特に薬学教育への導入段階にあたる初年次教育を重視し、入学式直

後に実施の数学・物理・化学・生物 4 科目の基礎力診断テストによる到達度別クラス

編成から始まり、これら専門基礎にあたる科目では、毎回小テストやホームワークを

課すことが要請されているとともに、受験した入試区分別に、出欠状況、小テストや

ホームワークへの取組み、中間試験・期末試験の成績を含めた追跡調査がなされてい

る（資料 4：香川薬学部要覧、資料 47：新入生基礎力に関する資料）。

また、物理系科目や生物系科目の担当教員グループでは、薬学教育コアカリキュラ

ムに挙げられている項目が、少なくともいずれかの授業科目で教えられることと、重

要項目については、学年進行に伴い繰り返し取り扱われるように、各科目で取り上げ

るコアカリキュラム項目について協議し、また項目割り振りの見直しを行い、科目間

の連携調整を進めている（資料 48：授業科目別モデル・コアカリキュラム項目割振表）。

授業評価に関しては、平成 16 年の本学部発足以来、独自に学生による授業評価が

実施されてきたが、平成 20 年度から全学的にも授業に対する学生の評価アンケート

が始まり、本学部もそのフォーマットを利用して授業評価を継続実施している。学部

独自のアンケートは、実習科目と 3 人以上の教員による分担講義を除く全講義科目に

ついて実施され、授業についての 8 項目と受講生自身についての 3 項目の計 11 項目

あった。全学共通アンケートでは、FD 研究部会で精選された 8 項目（学生自身の授業

への取組み、授業内容及び方法、授業全体について）に平成 21 年度から質問項目が

二つ増えて 10 項目になった。また、授業評価アンケートを回収後、一昨年までは学

部事務で、昨年からは専門業者の手でデータ分析され、各担当教員のもとへその報告

が返送された。教員側では、この分析報告を踏まえてフィードバックをまとめ学部内
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の評価・FD 委員会へ提出するとともに、研究室の表に掲示している（資料 40：学生

授業評価アンケート集計記録）。フィードバックには、自分への授業評価に対する意

見・感想や、これまでの授業評価アンケート結果を踏まえての改善点、今回の結果に

もとづく来年度授業の改善点も記載されている（表 9-4-1）。

一方、本学部でも昨年度から「研究授業」として教員相互の授業参観を実施し、薬

学科の必修専門教育科目につき、半年に一人ずつが担当科目を公開している。授業後

には、担当教員を交えて授業参観教員間で意見交換を行い、担当教員のみならず参観

教員にとっても従来経験しなかった、授業改善に役立つ有意義な機会となっている。

そのまとめは冊子体で公開されている（資料 41：教員による担当科目自己点検）。

表9-4-1 授業評価アンケート集計結果
2009前期 2009後期

履修者数 4441 3717

回答者数 3412 2740
(Ⅰ) あなたの授業の取り組みについて

4.1 4.0
あなたはこの授業に関して、予習復習を十分に行いましたか 3.0 3.0

(Ⅱ) 授業内容及び方法について
授業内容は、シラバスにそっていましたか 3.8 3.9

この授業の目標や内容は理解できましたか 3.7 3.7
授業に対する教員の熱意は感じられましたか 4.0 4.0

授業の進め方（話し方・速さ・板書）は適切でしたか 3.7 3.8
教科書や教材（プリントや視聴覚教材）は効果的に利用されていましたか 3.9 3.9

授業の説明はわかり易かったですか 3.6 3.7
(Ⅲ) 授業全体について

この授業は新しい知識・技術の習得につながりましたか 3.9 3.9
総合的に見て、この授業はよかったと思いますか 3.8 3.9

注1）香川薬学部 講義科目全体の評価
注2）各項目5点満点で評価 (資料40：学生授業評価アンケート集計記録）

あなたはこの授業に集中し、理解しようと努めましたか

［点検・評価］

①入試区分別に入学後の出欠席、成績等の追跡調査を行った結果を基に、教務委員会

では、2 年次以降の授業内容及び方法の改善を行っている。

②重要な科目について、学年進行に従い、学習効果があがるように、カリキュラム編

成の見直しを教務委員会の要請により、担当教員グループで行っている。

③学生による授業評価アンケート及び研究授業の結果は、評価・FD 委員会より、担当

教員に返却される。教員は結果に対する意見、改善点を学生にフィードバックし、授

業の改善をおこなっている。

④その経過は教授会で逐一報告されるとともに、諸活動の進め方についても、最終的

には教授会で協議・決定され、全教員への周知、協力要請が図られている。

⑤結果の活用に積極的な教員がいる一方で、消極的な教員も散見される。

⑥満足度評価は、6 年制になった薬学科の学生が、まだ卒業していないこともあって

未実施である。学習環境評価については組織的な意見聴取は行なわれていない。

以上より、教育の点検・評価、及び、改善体制が構築されており、機能していると

評価できる。
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［改善計画］

前項に記したように、授業評価アンケートや研究授業をいかに個々の授業改善に活

かしていくのかがポイントの一つであり、学部内及び学部横断的に情報を交換し共有

する場を設け、全学的には先進大学の活動を参考にできる研修会・講演会に参加して

いく予定である。

また、各教員個別の授業評価アンケート結果とフィードバックの公開を推進し、社

会的説明責任を果たすとともに、各教員の授業改善に対する自己啓発の参考に供する

計画である。
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［現状］

本学ではファカルティディベロップメント(FD)を担当する委員会として全学 FD 委

員会が組織されている。さらに香川薬学部ではその下部組織として香川薬学部評価・

FD 委員会を組織し FD 活動を行っている。この委員会では教員の資質向上を目的とし

て下記の活動を行った(資料 49：FD 実施の概要)。①全学 FD 委員会が主催する研修会

として全学の全教員を対象として平成 20 年に 1 回、平成 21 年に 2 回開催された。②

授業評価アンケートが前期と後期の 2 回、実施されている。香川薬学部では、全教科

につき授業評価アンケートをおこない、結果の解析とフィードバックをおこなった。

③研究授業(教員相互の授業参観)を 3 回実施し、教員間の教育能力の向上に務めてい

る。一方、FD 委員会以外の研修も行われている。教職員に対する研修として全学での

新任教職員対象及び各種の研修会が行われた（資料 31：FD 実施に関わる記録･資料）。

特に本学ではポートフォリオシステムの導入がすすめられることとなったので、この

ポートフォリの意義、運用に関する研修会がこれまでに 4 回行われている。全学で導

入されたポートフォリオシステムは、学生生活の全期間において個々の学生に適切な

動機づけをさせて、効果的な学習スキルを自ら策定させるものであり、「動機づけ」

という FD の課題の一つとして重要である。また、薬剤師のための FD 研修であるワー

クショップ（WS）への教員の派遣が行われている(資料 24：実務実習実施準備に関す

る資料)。これは主には実務実習の受入機関の薬剤師に対する FD 活動であるが、大学

教員にとって通常の FD 活動で習得されるスキルの数々が紹介され、重要な FD 活動の

ひとつになっている。また、国家試験対策に学部として取り組み、学部内に組織した

国試対策委員会が中心となって薬剤師国家試験に合格するための講義形態、演習試験

など統一的な取り組みを行っている(資料 8：国家試験対策に関する資料)。この活動

によって、他の教員の取り組みなどを見る機会が得られ、統一的な到達目標に向かっ

て効果的な教育方略の策定が行われた。各講義のミニテストの結果、各演習試験結果

は教員にフィードバックされ講義の取り組みへフィードバックが行われている。生物

系、化学系薬学で特に初年時教育に関する教員の意見交換とカリキュラム検討などが

行われ、初年度教育に関する認識として薬学教育に役立つ基礎系科目という考え方が

推進され、生物系、化学系それぞれの科目を担当する教員が集まり初年度教育のカリ

キュラムの再編成や進度別クラス等の講義進行について各教員に指導している（資料

4：香川薬学部要覧）。

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

上を図るための取組が適切に行われていること。
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［点検・評価］

①全学での FD 委員会主催、あるいは他の部局が主催する研修会の案内は全教員にぽ

ータルサイトなどを使って伝達され出席が強く推奨されている。

②職員は全学教職員対象の研修会へ参加している。

③ワークショップへ派遣される教員はほぼ、教授、准教授に関しては終了し、助教を

中心に派遣を進めている。今年度中にほぼすべての教員がワークショップに参加した

状態になる。全教員が同じ FD 研修を受けたことになる。

④国家試験対策講義はほぼ一貫したスタイルで行われるようになっている。

⑤初年度教育は大幅に改善され、進度別クラス、教科ごとのミニテスト、ホームワー

ク等がほぼすべての教科で取り組まれている。この改善の試みは主に初年度教育に関

わる教員に限られているが、お互いの教育方法の検討を通して初年度教育という困難

な課題に対して有効な教員の教育能力の育成に役立った。

⑥研究授業は昨年度１回行われ、教員のほぼ全員が参加した。その結果は担当教員に

フィードバックされている。アンケートは前期、後期の 2 回実施され結果が各教員に

フィードバックされた。担当教員は研究授業、授業評価アンケートのフィードバック

を受けて、改善点を所定の様式で記載し、開示している（資料 40：学生授業評価アン

ケート集計記録、資料 41：教員による担当科目自己点検）。

これらの点を考慮すると、教員の資質向上を図る取り組みは適切に行われていると

いえる。

［改善計画］

①全学の研修会については全学 FD 委員会・教務委員会が中心となり研修計画を立案

しており、さらに充実させる計画である。

②初年度教育で脱落する学生へのケアとして、現在は全学学習センターの利用が推奨

されているが必ずしも周知されていない。全学学習センターの周知を行っている。

③研究授業は今年度以降から前期、後期の 2 回行われることになる。
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『施設・設備』

１０ 施設・設備

（１０－１）学内の学習環境

【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，薬用植物園など）の規模と設

備が適切であること。

［現状］

本学香川キャンパスには文学部、理工学部、香川薬学部の 3 学部があり、平成 21

年 5 月現在、大学院生も含めて学生総数 1,259 名を擁している。このスケールメリッ

トを活かして十分な講義室を設置することができ、3 学部が共通に 5 階建、延床面積

13,074m2 の講義棟の教室を中心にして、教育を行っている。さらに図書館にも講義室、

ゼミ室を有している。この講義棟はこれら 3 学部の講義を行うのに十分な学生収容能

力があり、香川薬学部独自の科目である事前実習に必要な実習室を講義棟内に設置す

ることが可能であった（資料 44：建物配置図）。教室のサイズも多様であり、200 名

以上の席数を有し、講演会にも使用できる講義室が 3 部屋ある。50～200 名の席数を

有する講義室が最も多く、少人数用の 15～30 名前後の教室もあり、ゼミ教育、スモ

ールグループディスカッション（SGD）の教室としても利用出来る。これらの講義室

のほとんどにプロジェクターなどの視聴覚教材が設備されており、大学のネットワー

クに接続されたキャンパスカードを使用した非接触カード式出欠管理システムが利

用可能となっている。

事前実習で使用する調剤室、医薬品情報室（DI 室）、無菌調剤室を含む 893m2 の模

擬薬局があり、DI 室を仕切ることにより SGD 用の部屋としても利用している（資料

44：建物配置図。）

学部共通の教育研究施設として面積 2,222m2 の薬用植物園と建物（137m2）、延べ床

面積 4,285m2 の 5 階建実習棟を有している。実習棟の 1 階には動物実験施設(460m2)，

RI 教育研究施設（260m2），3～5 階には 160 人以上が実習可能な実習室（468m2）及び

準備室 2 部屋（それぞれ 58ｍ 2）が設置されている（資料 44：建物配置図）。

８階建ての研究棟は 10,103m2 の延床面積があり、2 階には、100 人用情報演習室、

中央機器室（2 部屋：生物系 240m2、化学系 310m2）、3～8 階には 1 講座平均 235m2 の

研究室（居室を含む）がある。さらに、3～8 階の各階に、約 60 人収容のゼミ室（57m2）

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。
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が設置されている（資料 44：建物配置図）。

［点検・評価］

①香川キャンパスでの共通の教育施設としての講義棟、及び図書館には在籍学生の講

義を十分に行える講義室の数が確保されている。

②講義室は、カリキュラムの多様性に適合した講演会にも使用できる大教室から少人

数のミーティング室までが用意されおり薬学教育モデル・コアカリキュラムに適合し

た多様な講義形式が選択可能である。

③各講義室には、視聴覚教材、出欠管理システムが整備され円滑な講義、出欠管理を

可能にしている。

④講義棟は十分に広く、講義棟内に事前学習に必要な模擬薬局を設置することができ、

事前学習が効率よく行われた。

⑤薬学準備教育ガイドラインを円滑に行うための十分な設備が講義棟及び実習棟に

確保されており、最新の機器が整備されている。

従って、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と評価できる。

［改善計画］

今後は、模擬薬局において、さらに多くの人数が同時に実習出来るような大きな設

備、及び手洗い設備などの小さい設備の充実が必要である。OSCE 実施にあたり必要設

備の補充、拡充を実施中である。
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［現状］

実務実習事前学習の実習施設となる模擬薬局を講義棟 5 階に整備した。調剤室（病

院および薬局）、医薬品情報室（DI 室）、無菌製剤室、血中濃度測定室からなり、総床

面積は 893 ㎡である（資料 5：教育・研究年報）

講義は、香川キャンパス講義棟の講義室を使用した。模擬薬局には、スモールグル

ープディスカッション（SGD）形式の実習を行えるよう DI 室（272 ㎡収容人数 110 名）

を設置した。11 人掛けのテーブル 10 台を配置し、必要時にはパーティションやホワ

イトボードで仕切り、班ごとに SGD を行なうことができる。服薬指導実習でも使用で

きるよう薬剤管理業務支援システム（高園産業 Forestchart）、ノート型パソコン 80

台、薬剤・薬物治療関係の書籍を支援機材として整備し、ネット環境も整っている。

調剤業務の実習用に病院調剤室（130 ㎡収容人数 20 名）及び薬局調剤室（135 ㎡収

容人数 20 名）を設置した。病院調剤室は、錠剤調剤台 2 台、集塵機能付き散薬調剤

台（高園産業）2 台、自動分割分包機（高園産業パックメイト）2 台、水剤台 2 台、

外用剤調剤台 2 台を配置し、ベッドサイド服薬指導、投薬服薬指導実習用にベッド 1

台、配薬カート 1 台を備えた病室を 2 部屋、お薬受け渡しカウンター2 台を設けた。

薬局調剤室には、錠剤調剤台 2 台、集塵機能付き散薬調剤台（高園産業鑑査支援シス

テム付き）2 台、自動分割分包機（高園産業 Dias NADIA）2 台、水剤台 2 台、外用剤

調剤台 2 台、自動錠剤分包機（高園産業 Eser）2 台を配置し、薬局カウンター実習用

に薬局カウンター2 台、レセプト入力パソコン（EM システム）4 台、調剤支援システ

ム（高園産業 SOLNET）2 台を設けた。

無菌操作実習を実施できるよう、無菌製剤室（96 ㎡収容人数 20 名）を設置した。

前室には手洗い、ガウンテクニック実習用に自動水洗 4 機、パスボックス、エアシャ

ワー室を設置し、無菌操作実習用にクリーンベンチ 4 台、安全キャビネット 4 台を設

置した。

学習方略（LS）（207･208）「患者の特性に適した用法・用量について説明できる。

患者の特性に適した用量を計算できる。病態（腎、肝疾患など）に適した用量設定に

ついて説明できる。」（講義・演習）では薬物動態学を理解するために、血中濃度測定

室（67.5 ㎡）に設置した血中薬剤濃度測定装置（SIEMENSViva-E 1 台）を使用して薬

物動態学講座教員により血中濃度測定実習を行った。毒・劇物測定用の蛍光・PAD 付

き HPLC（SHIMADZU Prominence 1 台）も設置しているが測定実習は行わなかった。

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。
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［点検・評価］

①実務実習事前学習の実習設備は講義棟 5 階に模擬薬局を整備している。薬局（135

㎡）、病院（130 ㎡）、血中濃度測定室（67.5 ㎡）、DI 室（272 ㎡）及び無菌製剤室（96

㎡）を整備し、合計床面面積は 700.5 ㎡を占有している。

②調剤室は、薬局設備と病院設備からなり計数調剤や計量調剤は同時に 40 名が実習

可能である。集塵機能付の散薬調剤台を備え環境整備にも努めている。また、調剤室

には薬局窓口対応や病棟服薬指導等のコミュニケーション系実習を行うために窓口

カウンターや病室も整備した。窓口カウンターに設置したレセプト入力 PC からお薬

説明書を作成でき、病室に備えたベッドではベッドサイド服薬指導用に病室を設けコ

ミュニケーション系の実習も実施でき、同時に 40 名の実習が可能である。

③血中濃度測定室では、測定機器を用いた TDM 測定実習を実施できる。DI 室の PC を

用いて血中濃度シミュレーションを行うことができる。

④無菌製剤室にはクリーンベンチと安全キャビネットを合計 8 台備え、同時に 20 名

の実習が可能である。更衣室と手洗い実習用の前室も備えガウンテクニックを実習す

ることができる。

⑤DI 室では、服薬指導実習と 8～9 名の班単位で SGD を行った。各班でローテーショ

ンを組むことで 1 学年 85 名の実習をスムーズに行うことができた（資料 16：事前学

習に関する資料）。

模擬薬局は、実務実習事前学習モデル・コアカリキュラムに記載された SBO に到達

するために必要な広さ、設備を有しているため、本基準は満たされている。

［改善計画］

事前学習の中で実技実習は各班によるローテーション形式で行ったが、より効率よ

く実施できるよう、調剤台、散薬台、水薬台を稼動式にし、容易に配置換えができる

よう計画した。

事前学習では特色ある SBO を組むことも必要である。薬剤師に期待される業務とし

て副作用モニタリングが重要であるが、問診だけでなく、触診を併用することで副作

用の初期症状の発見が可能になる。また、糖尿病患者の服薬指導では、インスリン自

己注射の指導時には皮下注射の手技の取得が必要である。臨床工学科には模擬手術室

とシミュレーターが整備されており、バイタルサインモニタ実習、皮下注射実習を臨

床工学科と共同してできるシステムを計画した。

平成 21 年度は 1 学年 85 名を１班 8～9 名で構成した班分けを行い、ローテーショ

ンにより事前学習を組み立て、一般目標に到達することができた。薬学科は 110 名で

募集を行っており、学生数が 100 名を越えた場合でも、班分けを流動的に行うことで

現在のスペースで円滑に実習が行えるよう効率的なローテーションの組み方を計画

した。
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［現状］

香川薬学部では学生は 3 年次の前期に、18 講座または神経科学研究所の中の希望す

る講座へ配属される。この配属先の研究室で行われている研究を中心に、講座単位で

研究への参加が求められ卒業研究の準備を行うことになる。科目としては 4 年次に「特

別実習」選択 10 単位の履修が求められ、この中で各講座での研究活動に参加する形

で、課題研究の遂行、セミナーでの参加を通して研究能力の基礎を養成する。また、

5、6 年次には「卒業実習」必修 12 単位が設けられれ、講座での課題研究、またそれ

と関連する文献研究を行うことになる（資料 4：香川薬学部要覧）。各研究講座には大

学からの教育研究運営交付金の他、科研費などの外部資金で設備された研究機器が整

備され卒業研究にあてることができる。また、比較的共通性の高い研究機器、施設に

関しては卒業研究に供する施設・設備として現在，本学部には RI 実験施設，実験動

物研究施設，薬草園，および中央機器室が設置されている．中でも中央機器室には世

界最高水準の分析・解析機器が設置され，本学部各講座の広範囲な卒業研究を支援し

ている。また、文献研究のためには、香川キャンパス内に香川キャンパスの 3 学部 3

研究科のニーズを満たす図書館が設置され広範囲の書籍、定期刊行物、視聴覚資料が

備えられ、年々拡充されている。また、学内のネットワークが整備され各講座に設備

された情報端末を通じて図書館が購読する電子雑誌などを通した文献研究が可能と

なっている。また、図書館、香川薬学部研究棟の自習室の空間は広く確保され卒業研

究に使用することが可能である。

課題研究を行うための共通機器をサポートする中央機器室は、大きく生物系と化学

系の 2 系統に分けられ、機器設備管理委員会を組織して運営にあったっている。それ

ぞれの系統の管理者を教員が務め、原則的に卒業研究に使用することが認められてい

る。

生物系には質量分析装置、フローサイトメーター、DNA シーケンサー、共焦点顕微

鏡などが設置され、遺伝子組み換え実験室（封じ込めレベル P3）が設置されている。

一方、化学系には核磁気共鳴装置 4 機、質量分析装置、X 線構造解析装置などが設置

されている。

RI 実験施設は RI センター管理委員会を組織し管理運営している。また実験動物研

究施設は、全学動物実験委員会の下、香川薬学部動物実験委員会を組織し 2 名の動物

施設技術者に管理を委託しており、卒業研究への使用を認めている。また、薬草園も

生薬天然物科学講座の管理下で卒業研究に利用できることになっている（資料 5：教

育・研究年報）。

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。
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［点検・評価］

①各講座の研究施設は講座の教員によって管理されており、卒業研究への活用がなさ

れている。また、その面積は各講座 250m2 が確保され、卒業研究に十分な広さが用意

されている。

②中央機器室は、機器設備管理委員会の管理の下で常に稼動状態が保たれるように整

備されており、教員の監督下でも卒業研究への活用が図られている。

③その他の共通施設、RI センター、実験動物施設、薬草園もそれぞれ、担当の教員組

織が常に稼動状態に細心の注意を払って運用しており、卒業研究への使用が図られて

いる。

④卒業研究の文献調査を行うための図書館、ネットワークなどのインフラストラクチ

ャは整備され、電子図書、データベースも拡充している。

従って、本学部の施設/設備とその運用状況は標準をはるかに上回るものであると

判断できる。

［改善計画］

本学の施設・設備は高い水準にあると評価できる。現有の機器類の保守・点検等、

管理体制の確立および強化が求められる。最新の設備もやがて陳腐化するため、現状

を維持するための予算的かつ人員的な措置を常に念頭に置く必要がある。機器設備管

理委員会を中心に設備の拡充を計画的している。
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【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。

【観点 １０-１-４-２】常に最新の図書および学習資料を維持するよう努めていること。

【観点 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

など）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］

本学香川キャンパスには香川薬学部、理工学部、文学部、香川薬学研究科、工学研

究科、文学研究科の 3 学部 3 研究科、その他、3 つの研究所が共同で利用するための

充実した図書館が設置されている（資料 1：大学案内、資料 5：教育・研究年報）。こ

れを、リサーチアンドメディアライブラリーと称し、その規模は地下 2 階，地上 5 階，

建築面積 2091,07m2、延床面積 133,157m2 に及んでいる。このような図書館が設置可能

になっているのは、香川薬学部が総合大学の 1 学部として設置されているというスケ

ールメリットが活かされているものと言える。この図書館は、地下 2 階は閉架式の資

料図書の収納に当てられているが、地上 1 階から 3 階は開架式の書庫、閲覧室、レフ

ァレンスコーナー、情報端末などが設置され自習のための机、椅子が設備されている。

また、4 階、5 階は多目的エリアとして少人数のセミナーなど自習活動に使用できる。

このため、図書室と自習できる空間が十分に確保されている。開館時間は、平日は午

前 9 時から午後 8 時（大学休業中は午後 5 時まで）、土曜日は午前 9 時から午後 1 時

までである。また、図書および電子媒体による資料などの蔵書数や、電子（オンライ

ン）ジャーナルなどの購読雑誌数も充実している（総蔵書数 300,710 冊（うち香川薬

学部分 7,932 冊）、DVD など視聴覚資料 608 点、購読している和雑誌 384 誌、洋雑誌

268 誌（2008 年 3 月 31 日現在））。本学部では、図書委員会を組織しており、図書委

員は会合やネットワークを通して相互の意見を交換しながら、最新の蔵書及び学習・

研究資料の維持、更新に努めるように注意を払っている。またネットワーク環境に対

応するための教育、研究用の情報処理端末が十分な数で配備されているので、学生及

び教員が自由にアクセスすることができる。また、全学規模の情報センターがネット

ワーク設備の運営、整備にあたっている。また、併設の語学学習ラウンジでは最新の

設備を導入し語学力の習得に必要なあらゆる教材を配置している（資料 3：香川薬学

部ホームページ資料）。

また香川薬学部研究棟が学生に開放されており、午後 10 時までは学生証の電子認

証システムにより研究棟に立ち入ることができる。香川薬学部研究棟の 3 階から 8 階

までの各フロアには学生が自習に使用できる 60 人程度を収容できるセミナー室とリ

フレッシュコーナーがあり、自習や討論などの目的で使用することが可能となってい

る。また、研究棟と接続した実習棟の 2 階から 5 階の各階の実習室前のかなり広いス

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

な図書および学習資料の質と数が整備されていること。
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ペースにテーブルと 16 人分の椅子が用意されており自習に使用可能である。

［点検・評価］

①香川キャンパスの 3 学部 3 研究科のニーズを満たすべき充実した図書館が設備され

ている。薬学部単体のニーズに対して、量的、質的に十分な施設になっている。また、

総合大学のニーズを満たすべく施設ということもあり、広い分野をカバーする多様な

資料が揃っており全人格的教養を身につけ得る学習の機会を提供できるものである。

②香川薬学部内の図書委員会で新規蔵書の導入や電子ジャーナルの購読の運営に当

たっている。とくに学生が自習するための学習参考資料の補充には、十分な配慮をし

ている。一方、講座での卒業研究の円滑な実施を担保するために、18 講座＋1 研究所

の研究に必要な十分な最先端の資料へのアクセスが可能である。

③研究棟内に十分な自習スペースを設けており、教員が管理し使用状況を把握してい

る。この自習室の稼働率は非常に高く、有効に利用されていると言える。一方、同じ

階にいる教員の目、さらには学生委員会の委員による見回りによって規律、安全性は

担保されている。

④図書館に十分な数の情報端末を用意してある。また、研究棟の各講座内でネットワ

ーク、講義棟の情報端末室を通じたネットワークへのアクセスが可能である。

⑤図書館の利用状況は図書館でモニターされており、必要に応じて香川薬学部の図書

委員会へフィードバックされており、新規の図書、定期刊行物の取捨選択の判断基準

となっている。

最新の図書、学習資料を備えた図書館、また、利用しやすい自習室等が整備されて

いることから、教育と研究に必要な図書および学習資料の質と数が整備されていると

判断される。

［改善計画］

開館時間については、現在より延長できることが望ましいのは言うまでもないので、

その実現に向け努力する。また、図書館内の情報処理端末などの電子化関連設備につ

いては、技術革新の時流に対応して整備拡張することが必要であり、図書委員会を中

心にこれらの改善、実現を要望する。

研究棟のセミナー室の自習室としての利用は、特に夜間は学生委員会の委員による見

回りなどで安全性を担保しているが、将来的により組織的、永続的な安全管理の方法

を開発する検討がなされている。
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『外部対応』

１１ 社会との連携

【観点 １１-１-１】地域の薬剤師会，病院薬剤師会，医師会など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。

【観点 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。

【観点 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］

香川県薬剤師会、香川県病院薬剤師会と連携して、OSCE トライアル（資料 21：共

用試験（OSCE トライアル）に関する資料）、及び認定実務実習指導薬剤師養成のため

のワークショップを実施するとともに、平成 20 年度に実施した OSCE 評価者講習会で

は、医療人養成教育として先行している医学部教育の変遷ならびに医学部臨床実習の

教育・評価のあり方に関する講演を設けて、県下薬剤師 85 名と薬学部教員とで共に

薬学部 6 年制教育が抱える問題について検討した（資料 20：共用試験（OSCE)事前準

備に関する資料）。

さらに、香川県薬剤師会生涯教育部と本学部が主催する学び直し事業推進委員会は、

平成 20 年度に地域における医療安全の向上のあり方に関して意見交換を行い、諸問

題を、勤務先を超えて、また、薬局、病院の垣根を払って共有することが必要である

との共通認識に至り、21 年度には連携して受講者参加型の研修会を 2 回開催した（資

料 51：生涯教育に関する資料）。そのテーマは「安全性に貢献する薬剤師を目指して」

であり、21 年 9 月に開催した研修会では、「副作用疑いの症例に対応するときの問題

点は何ですか」をサブタイトルとし、22 年 2 月は「まずは副作用症例の共有から」を

サブタイトルとした（資料 42：研修会、講演会、セミナー開催･参加記録）。

香川大学医学部とは平成 19 年 7 月に学術交流協定を締結し、平成 20 年 10 月には、

地域の医療系学部を有する徳島文理大学香川薬学部と理工学部、香川大学医学部、香

川県立保健医療大学との 3 大学で「香川総合医療教育研究コンソーシアム」を設立し、

香川県医師会、香川県薬剤師会、香川県病院薬剤師会、香川県看護協会、香川県を始

めとする近郊の行政機関からの支援を頂きながら、地域に密着したチーム医療を実践

できる高度な総合医療人の養成を目指して取り組んでいる。時間が経つに従い、学生

や教員の交流が進みつつあり、遠隔授業システムを利用した講義や、3 大学の学生に

よる大学祭展示などが行われている（資料 14：地域連携に関する資料）。

また、香川大学医学部、香川県薬剤師会、香川県病院薬剤師会、香川県医師会、IT

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。
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関連企業と連携して電子処方せんネットワークシステムの共同開発に取り組んでい

る（資料 14：地域連携に関する資料）。これは、病院と調剤薬局とを双方向に直接連

携して、病院から調剤薬局には、処方に加え、病名、検査データ、医師コメントなど

の診療情報を伝送し、調剤薬局からは処方変更内容、後発医薬品名、副作用発現状況、

薬剤師コメントなどの情報を病院に返送するものである。このシステムを通して、現

状では処方の情報しか提供されていない薬局薬剤師が、地域の医療スタッフと診療情

報を共有することが可能になり、充実した健康相談や副作用モニタリングが行えるこ

とで、飛躍的に患者や住民の健康増進に貢献できるようになると考えている。平成 20、

21 年度において、システムの基幹となる、香川大学医学部附属病院と調剤薬局との双

方向通信のシステム開発をほぼ終えた。

［点検・評価］

①香川県病院薬剤師会及び香川県薬剤師会などと連携して、OSCE を行うとともにワー

クショップ、講演会に参加し、６年制薬学教育の発展について検討している。

②香川大学医学部、香川県立保健医療大と、本学香川薬学部と理工学部との 3 大学で

締結した「香川総合医療教育研究コンソーシアム」を軸に、地域に貢献出来るチーム

医療の在り方についての取り組みが始まっている。

③香川県医師会、香川県病院薬剤師会及び香川県薬剤師会などとも連携して電子処方

せんネットワークシステムを開発し、地域医療連携が機能する医療の在り方について

の検討を重ねている。

④学術協定している香川大学医学部（附属病院も含む）との共同研究や学部間の研究

交流も個人レベルではあるが開始しており、近郊の産業界とも研究員の派遣を受けつ

つ共同研究を実施している。

以上より、医療機関、薬局との連携が出来ており、医薬及び薬学の発展に貢献して

いると判断できる。

［改善計画］

「香川総合医療教育研究コンソーシアム」を軸に、香川県医師会、香川県薬剤師会、

香川県病院薬剤師会、などと協力、連携しつつ、開発した電子院外処方せんネットワ

ークシステムの追加開発を行い、また、運用面での課題を分析すると共に、より一層、

地域医療に貢献できるよう、これらシステムを活用できる人材を育成していく計画で

ある。
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【観点 １１-２-１】地域の薬剤師会，病院薬剤師会など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］

平成 20 年度から、現職・離退職薬剤師を対象とした「副作用診断教育プログラム

（文部科学省委託事業「社会人学び直しニーズ対応教育推進事業」）」に取り組んでい

る。薬剤師の副作用推論力を培うための Web 配信による e－ラーニングであり、副作

用を想起して患者に問診するための実践力が養えるよう、講義だけではなく演習トレ

ーニングも行っている。講師は本学部教員のみならず、近隣の香川大学医学部、香川

県立保健医療大学、香川県立中央病院などの医師の協力を得て、副作用に関する基礎

的な解説に加え、臨床症例の経過、鑑別診断のポイントなども解説している。21 年度

から開講し、受講者は 21 年度春期講座 165 名、秋期講座 280 名であり、約半数は香

川県外からの受講である（資料 51：生涯教育に関する資料）。

また、この事業においては、香川県薬剤師会と協力して生涯教育研修会を開催して

いる。21 年 9 月には「安全性に貢献する薬剤師を目指して－副作用疑いの症例に対応

するときの問題点は何ですか－」をテーマに、香川県下の生涯教育研修会としては初

のスモールグループディスカッションに取り組んだ。参加者のほとんどが他の施設の

薬剤師と問題点を共有することができ有意義であったと回答している。22 年 2 月には

「安全性に貢献する薬剤師を目指して－まずは副作用症例の共有から－」をテーマに

取り組む（資料 51：生涯教育に関する資料）。

平成 12 年度に開講し継続して行われている漢方薬・生薬認定薬剤師講座（（財）日

本薬剤師研修センター，日本生薬学会）の立案に参画し，座学講師を担当すると共に

平成 16 年度からは香川薬学部で同講座の春・秋期薬用植物園実習を担当している。

本講座は、9 回（1 回/月）の漢方医薬学の講義と薬用植物園実習を行った後に試験を

課して合格認定をしている。全国の薬剤師が対象で、東京会場（200 名）の座学の他

に、北海道、名古屋、金沢、京都/大阪、広島、香川、徳島、福岡/長崎でビデオ講習

（各会場で 70～150 名）を行っている。香川薬学部薬用植物園には、毎年 10〜15 名

の四国在住者に加えて、関東、関西、九州から数名が受講している（資料 14：地域連

携に関する資料）。

また、香川県漢方交流会の共催のもと、漢方薬調剤研修会を開催し、近郊薬剤師の

知識の向上に貢献している（資料 14：地域連携に関する資料）。

平成 20 年度から、本学、香川県、香川県薬剤師会の間で香川県立公渕公園内の薬用

植物園の維持管理・活用に関する覚書を交わしており，三者の協力により春期・秋期

の講演会及び観察会を行い、薬剤師の学識の向上及び一般の方の薬草に関する知識の

基準１１－２

薬剤師の卒後研修や生涯教育などの資質向上のための取組に努めていること。
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有効性と安全性に関する知識の普及指導を行っている（資料 52:国際協力に関わる記

録・資料）

［点検・評価］

①現在ではまだ個々の教員の努力に依存して、地域の薬剤師等の資質向上のために、

努めている状況である。

②「副作用診断教育プログラム」への取り組みは広がりを見せているが、学部全体に

浸透しているとは言い難い。

③「副作用診断教育プログラム」は 20～22 年度の文部科学省委託事業であり、事業

継続について現在検討中である。

④「漢方薬・生薬認定薬剤師講座」は（財）日本薬剤師研修センター，日本生薬学会

の主催する事業ではあるが、国公私立薬系大学の共有事業でもある。共通カリキュラ

ムに加えて、担当教員独自の研究結果を提供することにより地域の薬剤師の資質向上

に寄与するプログラムを組んでいる。

以上を総合すると、薬剤師の卒後研修や生涯教育などの資質向上のための取組に努

めており、一定の成果を上げていると評価できる。

［改善計画］

学部主催の卒後の研修会の設置を早急に計画実行する。特に、当学部も卒業生を輩

出しており、生涯教育の一環としても地域に貢献するプログラムの確立が急務である。

それ故、早急に社会との連携を所掌する委員会を設置し、恒常的な活動が実施できる

よう計画している。
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【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。

【観点 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などを積

極的に行っていることが望ましい。

【観点 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］

地域の薬剤師、一般の方を対象に、平成 20 年度から毎年数回の薬用植物に関する

講演会と観察会を開催している。この講演会と観察会では、毎回、全国から 10 名程

度の薬用植物専門家を講師として招き、2～3 題の講演のあと、100 名程度の参加者を

小グループに分けて直接フィールドに出て専門家によるきめ細かな説明会を実施し

ており、参加した一般の方々や地域の薬剤師の方々から好評を博している（資料 14：

地域連携に関する資料）また、毎年定期的に開催している徳島文理大学公開講座では、

保健衛生を含めた薬剤師の幅広い業務を一般の方々への理解に繋げるために、講師と

して各界の第一人者を招いて講演会を実施し、保健衛生の向上につながる啓発活動に

努めている（資料 42：研修会、講演会,セミナー開催･参加記録）さらに、地域社会で

の文化事業として、徳島文理大学音楽学部の定期演奏会が開始されている（資料 14：

地域連携に関する資料）。また、図書館も地域の人に広く開放されている（資料 14：

地域連携に関する資料）。

学生に対しては、薬学概論、早期体験学習、医療倫理学、実務実習事前学習、アド

バンスト教育などの実務に沿った内容の講義や実習を通して、保健衛生に関する向上

心を醸成している（資料 4：香川薬学部要覧）。また、地域の薬局における学生の実務

実習を通して、薬剤師の方々への保健衛生活動に関するフィードバックを期待してい

る。さらに、香川県の現職・離退職薬剤師を対象とした学びなおし教育も行っており、

副作用診断教育プログラムを介した保健衛生の保持、向上に繋がる活動を行っている

（資料 51：生涯教育に関する資料）

平成 19 年度からは、地域における保健衛生の向上とサイエンスを志向する心の醸

成を目的として、地域の人々や高校生を対象とした活動も行っている。平成 19 年度

には、香川県の特産物であるうどんのゆで汁による海洋汚染が社会問題になっており、

ゆで汁に含まれる有機物を効率良く分解して廃棄するための基礎研究と技術開発が

望まれていた。そこで、三本松高校 理数科の高校生が発見したうどんのゆで汁中の

細菌種の分子生物学的同定法を、スーパーサイエンス・ハイスクール「バクテリアに

よるうどんゆで汁排水の浄化」の一環として、研究指導した（資料 43：高大連携に関

する資料）。その成果は「中四国九州理数科高等学校課題研究発表会」のステージ部

門で優秀賞を受賞し、環境衛生問題の解決や、理数科離れが進んでいる子供たちに科

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。
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学する心を醸成する上で、大いに役立った。

平成 20 年度からは、本学が立地しているさぬき市の志度湾における「カキの安全

性向上に関する研究」を実施した。カキは、生育する環境によっては、生食した際に、

ノロウイルスや他の細菌類が原因となって食中毒を起こす。そこで、このプロジェク

トでは、志度湾のカキを安全に生食する目的で、安全性を分子生物学的手法で評価す

る方法を確立した。この結果は、地域の食品衛生に関する啓発と実践や、保健衛生の

向上に繋がる地域産業の育成に役立つことが期待される（資料 14：地域連携に関する

資料）

災害時における支援活動体制は、災害による人命の安全の確保と被害の軽減につい

て規定している香川キャンパスの「防火・防災管理規程」に基づく活動が該当する。

規定の適用範囲は大学に在学するもの、大学に勤務するもの、大学に出入りするもの

全ての者が対象となっており、具体的な活動は「防火･防災管理委員会」で決定され

て実施している。また、地域の消防署からの要請に応じて災害時の避難場所や防災活

動に必要な人員を提供することも規定されている（資料 38：防火･防災に関する資料）。

［点検・評価］

①講演会や薬草観察会、地域産業との関連での研究活動を通して地域住民の方々と交

流に努めている。

②香川県薬剤師会、香川県病院薬剤師会と本学の委員会が交流し、学内における講演

会や授業における講師を招聘し、大学との間で薬剤師の実務に基づきながら最新の医

療や保健衛生等についての意見交換と保健衛生に関する意識の高い後継者を育成す

る努力をしている。

③防火･防災管理規程は学内向けであるが、地域からの要請に基づいて防災支援活動

へ参加することができる。従って、地域の支援活動のための体制は整備されている。

以上より、地域社会と頻繁に、そして、非常に有意義で活発な交流ができていると

評価できる。

［改善計画］

現在行なわれている活動を継続して行なうことにより、少しでも地域住民の方との

交流を実のあるものとし、これを核にして、地域における保健衛生の保持・向上や災

害時における積極的な支援活動体制を確立する計画である。
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【観点 １１-４-１】英文によるホームページなどを開設し，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。

【観点 １１-４-２】大学間協定など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。

【観点 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］

徳島文理大学では現在、北米、欧州、オセアニア、及びアジアの 15 校との学術交

流協定を締結しており、大学全体として、留学生入試、留学生編入試験の規程を整備

した段階である。協定校の中のパヴィア大学（イタリア）、グリフィス大学（オース

トラリア）、シェナンドー大学（米国）には薬学部が設置されている（資料 1：大学案

内）。当学部のカリキュラムでは、香川薬学部要覧にも記載されているごとく、5 年次

から 6 年次の前期において、アドバンスト教育プログラムの１つとして、海外医療研

修コースを立案し、協定校を初めとして、海外の関連校間で短期に留学するコースを

設定している（資料 4：香川薬学部要覧）。文部科学省、科学技術振興機構、日本学術

振興会よりの補助金、あるいは事業により、海外機関と生薬･天然物等からの生理活

性物質の抽出･同定あるいは中枢神経作用薬開発に関する共同研究を行い、研究生あ

るいは留学生を受け入れている。平成 18 年以来、シンガポール、中国、韓国、ドイ

ツ、アイスランドより数ヶ月から 2 年ほどの期簡、7 名を受け入れている。また、中

央機器室にある最先端機器を利用するために、短期間、フランス、マレーシア、ポー

ランド、韓国からの 8 名の研究員、学生も受け入れている（資料 52:国際協力に関わ

る記録・資料）

大学間の交流ではないが、本学部としても JICA 事業を積極的に支援している。平

成 16 年に「キューバ薬局方：薬草モノグラフ原案」を担当した教員の派遣を許可し

た。教員は現地で、キューバの薬品事情を視察後、日本薬局方とヨーロッパ薬局方を

参考に、植物製剤の品質管理における確認試験法、純度試験法、定量法の科学技術指

導を行った。これに対応して、平成 18 年には研修員を受け入れ、植物の含有成分に

ついての天然物化学技術を指導した（資料 52:国際協力に関わる記録・資料）

また、WHO 伝統薬部門は、欧米におけるサプリメント政策の広がりと中国国内の生

薬消費量の高まりにより、薬用植物の減少が憂慮されていたので薬用植物の保持を目

的とするガイドライン作成委員会を結成した。本学の教員は、厚労省の薬用植物栽培

指針編集委員としての経験を基に、WHO 事業実施会議に出席し、ガイドライン作成事

業に携わり、さらに中国における Artemisia annui（マラリア治療薬）栽培地の検証

に参画した（資料 52:国際協力に関わる記録・資料）

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。
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平成 16～18 年度の（財）ヒューマンサイエンス振興財団「国際グラント研究：ペ

ルーにおける熱帯感染症治療薬の開発研究」により、治療薬の開発が望まれているリ

ーシュマニア症に対して、担当教員は同国内における研究活動を実施し、熱帯薬用植

物を利用した治療薬探索を行うと共に、漢方薬「紫雲膏」による治療効果を実証した

（資料 52:国際協力に関わる記録・資料）。

これらの国際交流については香川薬学部の教育・研究年報に毎年英文版を合本とし

て作製し、関連部署、各位に配付して、香川薬学部の教育•研究について情報を発信

している（資料 5：教育・研究年報）。

［点検・評価］

①英文によるホームページは作成されていないが、世界への情報の発信は英文年報で

行っている（資料 5：教育・研究年報）。

②大学間協定を結んでいる 15 校のうち、2 校には薬学部が設置されている。

③アドバンスト教育プログラムの１つとして、海外医療研修コースを用意し、学生が

積極的に参加できる基盤を構築している。

④本学部は歴史の浅いこともあり、学部への留学生の受入れ経験はないが、研究生と

しては 7 名の受入れ実績がある。

⑤外国機関からの研究者が本学部を訪れ、中央機器室の最先端機器を活用している。

⑥本学園では教員の海外研修の体制は整備されている。ただし、当学部においては、

歴史が新しいこともあり、まだその実績は無い。

⑦教員が JICA、WHO の国際協力事業に参画する機会が確保されていて、海外からの研

修員･研究員の受け入れ実績がある。

以上より、本学部は国際交流を通して、国際社会における保健衛生の向上に多大な

寄与があると評価できる。

［改善計画］

教育・研究年報に毎年英文版を作製しているので、これをもとに、英文 HP の作製

に取り組む予定である。また、文部科学省も、教員の海外研修を推進しているので、

これに応募すると共に、学園にも計画的に海外派遣を行なう制度の確立を要望する。



- 133 -- 133 -

『点 検』

１２ 自己点検・自己評価

【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。

【観点 １２-１-２】自己点検・評価を行う組織が設置されていること。

【観点 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］

香川薬学部は平成 16 年に設立され、平成 18 年からは 6 年制と 4 年制を併設する香

川薬学部へと発展的に改組した。平成 19 年 11 月には徳島文理大学の大学自己評価に

資するために、全学的な FD 研究部会が設立された。この全学的 FD 研究部会の設立を

機に、その下部組織として、香川薬学部に於いても、大学及び香川薬学部の自己点検・

評価を行うために、香川薬学部内に平成 20 年 4 月に評価・FD 委員会が設立された（資

料 6：教授会資料･議事録、資料 7：委員会資料・議事録）

香川薬学部では開設以来、学部の運営を円滑に行うために、20 弱の学部内各種委員

会を設置している。自己評価 21 を行うにあたり、諸評価基準項目を検討したところ、

組織、施設関連以外は学部内各委員会による対応が最も適切であると評価・FD 委員会

で判断した。そこで、職制、構成等を考慮して各種委員会（教務委員会、年報委員会、

旧 FD 委員会）より、5 名（教授 2 名、准教授 2 名、助教 1 名）で評価･ＦＤ委員会を

発足させた。委員の入れ替えはあったが、現在、人数に変更はない。自己点検及び評

価を行うに当たって、香川薬学部は設立後間もないこともあり、自己評価実施マニュ

アル「自己評価 21 対応」に則り、香川薬学部の自己点検･評価を行った。すなわち、

自己評価 21 の基準に照らして、点検・評価を行った。多くの基準のエビデンスとな

る香川薬学部要覧（シラバスを含む）は冊子体及びホームページ（Web シラバス）で

毎年、公開され、内容については教務委員会で評価･点検し改善している。また、教

育活動及び研究活動は香川薬学部年報として冊子体で公開されて、教員が自己評価を

行っている。加えて、授業改善のために、授業評価アンケート及び研究授業（教員相

互の授業参観）を行っている。授業評価アンケートは全教科について行い、解析結果

を担当教員に返却している。各教員は解析結果を点検し、フィードバック（結果に対

する自己評価、改善点の記載）の形で公開しており、フィードバックの記録は保管さ

れている。また、研究授業では授業後に担当教員を交えて、授業参観教員間で意見交

換を行い、担当教員による改善点が記載された自己評価とともに意見交換録も冊子体

に保管され、希望者には開示されている。また、対象基準 62 のいくつか（FD 関連等）

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。
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については、その都度、結果及びそれらの対応（改善）について、ホームページ、学

内ポータルサイト、学内掲示板等で公表してきた（資料 3：香川薬学部ホームページ

資料、資料 31：FD 実施に関わる記録・資料、資料 49：FD 実施の概要）。上記 62 の評

価基準項目についての点検・報告書は自己評価書として 4 月にホームページで公表さ

れる。

［点検・評価］

①評価・FD 委員会のこれまでの活動状況をもとに、教授会より自己点検・評価を行う

組織として、自己評価 21 報告書案作成を付託されている。

②評価・FD 委員会委員は 5 名であり、各委員会からの代表で構成されており、かつ、

職制に配慮されていることから、効率的に、自己点検・評価を進めることが出来る。

③点検･評価は「自己評価 21」の対象となる基準項目について、自己評価実施マニュ

アルに従って実施している。

④委員会発足以来、１回/1.5 ヶ月の割合で委員会を開催しており、緊密に各委員会と

協議をしている（資料 49：FD 実施の概要）。

⑤自己評価実施マニュアル記載の項目について、評価・FD 委員会及び学部内各種委員

会で点検・評価を行っており、それぞれの項目に適した方法で公表してきた。

⑥自己点検･評価を行うことにより、各教員個人での教育・研究活動は改善されてい

るが、改善活動の組織的な評価体制の構築・整備は充分であるとは言い難い。

⑦評価・FD 委員会には現時点では外部委員が含まれていない。

以上、評価・FD 委員会には外部委員は含まれていないものの、自己点検・評価の結

果を公表し、これらが教育・研究活動の改善に活用されていると評価できる。

［改善計画］

今後、本学部の特色を発揮するための、更なるいくつかの評価項目を評価･FD 委員

会で検討し、設定する。自己評価 21 報告書作成は評価・FD 委員会の 5 名の現委員を

中心にして行うことは出来たが、さらなる自己点検・評価を持続的に行うために来年

度から委員を 2 名増員する。2 名のうち、自己点検・評価の公正性、客観性、透明性

を高めるために、1 名は、外部委員とする。また、改善点を点検･評価する体制の確立

を目的としたタスクフォースを評価･FD 委員会内に新たに設置する予定である。
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