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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                 

愛知学院大学薬学部・医療薬学科 

 

（２）所在地 

愛知県名古屋市千種区楠元町１－１００ 

 

（３）学生数、教員および職員数 

学生数：1 年生 161 名、2 年生 177 名、3 年生 164 名、4 年生 145 名 合計 647 名

(但し、旧制度 4 年制課程在籍者（6 名）は除く) 

教員：教授 17 名、准教授 8 名、講師 7 名、助教 13 名 助手 1 名 合計 46 名（1

名欠員） 

職員（薬学部関連）：事務長 1 名、職員 7 名 合計 8 名 

（いずれも平成 21 年 12 月末日現在） 

 
２ 特 徴 

愛知学院大学は明治 9 年創立された「曹洞宗専門学支校」を母体とする学校法

人愛知学院により昭和 28 年曹洞宗の開祖道元禅師七百回大遠忌記念事業として

創設された。以来 56 年間にわたって、「仏教精神、特に禅的教養をもとにした『行

学一体』の人格形成に努め、『報恩感謝』の生活のできる社会人を養成する」こと

を建学の精神に、社会の要請に応える数多くの人材を輩出してきた。 

薬学部は、平成 17 年４月、学生が通学しやすい都市型の楠元キャンパスに４

年制薬学部として開設され、翌年 6 年制に全面移行した。平成 21 年 4 月には大

学院薬科学研究科も発足し、高度医療に対応できる知識・技能・態度を持つ薬剤

師を養成することで地域社会への貢献を目指している。 

「本薬学部設立の趣旨に則り、薬学に関する研究・教育を通じ、学問の水準を

向上させるとともに，国民の健康の保持・増進に寄与する」ことを目的とする愛

知学院大学薬学会も本薬学部内に設置されている。 

 本薬学部は教育を重視した研究学部を標榜している。本薬学部では、基礎から

応用、純粋科学や実践的なもの、地域社会から国際社会に関わるものなど、広範

で多様な研究を行い、高度で先端的な知識と技能をもつ薬剤師の育成に取り組ん

でいる。 

 



 

 - 2 -

Ⅱ 目的  

学校法人愛知学院は、明治 9 年（1876）に、宗門人教育のための曹洞宗専門学

支校として創立され、130 有余年を経過した。現在大学は、文・心身科学・商・

経営・法・情政・薬・歯の 8 学部 17 学科、大学院 8 研究科を擁し、学生数 11,000 
余名を有する中部地区で 大の規模と充実した内容をもつ、私立の総合大学とし

て発展してきている。その間、一世紀以上にわたり、建学の精神である「行学一

体」は学院教育の中核理念であり、終始一貫変わらない。すなわち、「仏教精神、

特に禅的教養を基とし、行学一体の人格育成に努め、報恩感謝の生活のできる社

会人の養成」が、愛知学院を貫く教育理念である。  
建学の精神「行学一体」とは、曹洞宗の開祖道元禅師の教えであり、教育の次

元に降ろして理解すれば、「人間形成」や「人間錬磨」を意味する「行（修行）」

は、「真理の探求」である「学」と一つであって別々のものであってはならないこ

とを意味する。すなわち、単に知的な理解だけに満足せず、進んで身心を傾け、

真に身についた学問を体得することで、有意な人間形成をめざす修学態度が「行

学一体」ということである。  
さらに釈尊の教えによれば、われわれ一人ひとりは、等しく個としての存在で

あるとともに、天地有情のありとあらゆる存在との相互依存の関係において生か

されている。すなわち、われわれは、親の恩、師の恩、友の恩、社会の恩をはじ

め、天地自然の多くの恵みや地上に生きるものすべての限りない恩恵を受けて、

生かされているといえる。このことに目覚め、限りない恩に報いるべく社会のた

めに尽くすことが「報恩感謝」であり、これを本学は教育の柱としている。この

「行学一体・報恩感謝」の精神こそ、本学院の教育の特色であり、本学院が永遠

に堅持し、実践していかなければならない目標である。  
このような大学全体の目標を念頭に置き、本薬学部は、医療人としての豊かな

人間性と高い倫理観を備え、医薬品に関する包括的基礎知識を持ち、疾病に対す

る適切な医薬品の選択、適正使用・薬効評価、医薬品の体内動態解析、薬歴管理、

処方解析、治験業務、適切な医薬品情報の提供および服薬指導等の職能を実践的

に発揮できる薬剤師を養成することを目標とする。さらに、患者とのコミュニケ

ーションの重要性を認識し、医療チームの一員として、チームの共通目的である

疾病治療のために病態、治療方針、薬物治療、看護等について認識、理解できる

薬剤師を養成したい。  
そのために、本薬学部では、これまで薬剤師が比較的不得手としてきた疾病（症

候、病態）についての専門講義（疾患病態学）を開講し、疾病と薬物治療の十分

な理解を目指している。また患者の気持ちをより理解するため、臨床心理学に関

する講義を開講している。  
一方「答えのない問い」に果敢に迫る「探求心」は、生涯学習を基盤とするこ

れからの社会人に必須の素養といえる。こうした「探求心」をもつ人材の育成に、
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大学での研究は極めて有用な方法と考えている。その基盤となる「科学的分析と

思考」を養う卒業研究は、本学において極めて重要性の高い専門教育と捉えてお

り、薬学部 6 年制の５，６年生が積極的に卒業研究を実施できる体制を準備中で

ある。  
本薬学部は教育を重視した研究学部を標榜している。本薬学部では、基礎から

応用、純粋科学や実践的なもの、地域社会から国際社会に関わるものなど、広範

で多様な研究を行い、高度で先端的な知識と技能をもつ薬剤師の育成に取り組ん

でいる。  
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Ⅲ 総括 
 

課題が多く変化に富んだ 21 世紀の世界で、変革・改革を実行する原動力は、

人材にあるといえる。薬学領域でも「医療人」としての専門性を高めることは必

須の課題である。本学において実施中の疾患を中心とした一部の専門教育は、こ

れからの薬剤師養成教育に不可欠な専門科目である。またコミュニケーション能

力の重要性が益々高まるなか、本学では専門科目として臨床心理学や臨床コミュ

ニケーション論を開講している。これらの専門科目の実施は本学における特徴の

一つであり、優れた点といえる。  
一方、「答えのない問い」に果敢に迫る「探求心」は、生涯学習を基盤とするこ

れからの社会人に必須の素養といえる。こうした「探求心」をもつ人材の育成に、

大学での研究は極めて有用な方法と考えている。その基盤となる「科学的分析と

思考」を養う卒業研究は、本学において極めて重要性の高い専門教育と捉えてお

り、薬学部 6 年制の５，６年生が積極的に卒業研究を実施できる体制を準備中で

ある。  
しかし薬学部 6 年制への移行時期が薬学部設立後、比較的早期であったため、

教養教育と専門教育の接続、専門科目間の履修内容の調整等において、まだ課題

点が多い。さらに参加型学習を実施する施設が不足気味であり、約 30 室の参加

型学習施設を完備する新棟（新 4 号館）が完成するまでは（H21 年 12 月着工済

み）、セミナー室や講義室、歯学部参加型学習施設を利用しなければならない。  
チーム医療を支える医療人の養成には、多様な人的交流が重要である。今後、

複数学年の薬学生を含む参加型学習の実施、歯学部や心身科学部など医療人を目

指す学部学生との交流、国際的感覚をもつ医療人の養成も視野に入れた国際交流

体制の構築などを考えていく必要がある。さらに医療人マインドを涵養するため

に、学生の自律的活動ネットワーク（ボランティア、NPO、地域交流など）の構

築を支援していきたい。  
これからの薬剤師には、これまで以上に、医療人としての能力向上を目指して、

大学卒業後も各自が主体的に生涯教育に参加する必要がある。そのため、大学も

積極的に生涯学習を支援しなければならない。早急に、本学卒業生だけでなく、

本薬学部の立地条件を生かして、地域の薬剤師を対象とした生涯教育の支援体制

を整える必要がある。  
大学教育の要は、大学人の教育研究能力にあり、すべての大学人がこの教育研

究能力の研鑽・向上に取り組まねばならない。とくに実務家教員には、その経験

と資質を十分に生かし、医療現場に直結した教育の実施が求められる。そのため

大学は実務家教員の経験やスキルの維持・向上を可能とする仕組みを構築する必

要がある。また医学・薬学研究の成果を社会に還元することは、我々大学人の責

務である。さらにそのプロセスを研究活動として学生と共有することは、極めて

高い教育効果を生むことが、これまでに実証されている。本学教員の研究体制を
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設備、人員、予算面等からこれまで以上に充実させる必要があり、これが薬学教

育の飛躍・発展につながると考えている。  
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Ⅳ 自己評価・評価書作成のプロセス  

 

（１）準備委員会の開催（平成 19 年度：平成 20 年 3 月 14 日） 

平成 20 年 3 月に第三者評価対策委員会を立ち上げ、自己点検・評価への対応

を準備することとなり、以下の議案に関して検討した。 

 

準備委員会議題 

・委員会メンバーの確認（統括、化学系、物理系、生物系、医療系、事務） 

・基準点の分析依頼と対応表の作成依頼 

・過去のエビデンス資料の収集準備依頼 

・各委員会への対応依頼（FD、教務、医療薬学実務実習、共用試験 CBT、共用

試験 OSCE、就職、学生生活、広報、図書、AGU 薬学会、予算検討、大学院設

置、国試対策、内規、臨床研究、ネットワーク、研究推進（ハイテク、私大助

成、第三者評価を含む）、RI、実験動物、実験動物運営、微生物、危険物、禁煙） 
・事務への依頼（事務関連資料の保管）  
・特色ある取組実施の検討  
・その他  
 
（２）H20 年度 第１回 第三者評価対策委員会（平成 20 年４月４日 午前 10:00 

～11:50）  
・教養部への資料保管の依頼について（資料）  
・基準点の分析結果について（実務実習について、その他について）  
・H19 年度各種委員会報告書の提出依頼について  
・委員会として、以下の提言を行うこととした。  
（a）早期体験学習を統括する（小）委員会を設置し、1，2 年次の早期体験学習

に関して、プログラムの内容精査・報告書の作成などを年度ごとに行うこ

と。  
（b）教務委員会統括のもと、各年次で PBL あるいは参加型学習が行われる時間

割を設定すること（実施に関するエビデンスとして、シラバスへの記載を

徹底すること）。  
（ c）教務委員会統括のもと、国家試験対策に偏らない授業（試験問題解説型の授

業の制限）、適正な試験（定期試験に記述式問題を盛り込むこと）、成績評

価基準に従った成績評価、などの実施を確認すること。  
（d）教務委員会統括のもと、語学教育、シラバスの改訂、科目間の調整、コア

カリとの摺り合わせなどに適切に対応すること。  
（e）実務実習委員会＆医療薬学実務実習委員会：事前実習に関して（実務実習モ

デル・コアカリキュラムへの対応、事前実習の内容検証）、実務実習に関し
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て（教育目標の設定、実施内容の精査などに対する準備を開始すること）  
（ f）大学として特色ある取組みを開始する準備を進めること。  
 
（３）H20 年度 第２回 第三者評価対策委員会（平成 20 年 6 月 13 日 13:30

～14:45）  
・H18,H19 年度各委員会報告について  
・資料保存用段ボール箱について  
 
（４）H20 年度 第 3 回 第三者評価対策委員会（平成 20 年 11 月 26 日 17:00

～18:00）  
・シラバスへの対応について（薬学教育シラバス案に従って、すべての項目を電

子入力できるよう富士通（株）に改変を依頼することとなった。Web 上での公

開項目や冊子体への取り込み項目については、教務委員会で検討することとな

った）  
・動物施設の対応について  
・今後のシラバスのあり方について  
 
（5）H20 年度 第 4 回 第三者評価対策委員会＆FD 委員会（平成 21 年 2 月 2

日 14:00～15:45）  
・自己評価 21 マニュアル、実施方法、評価報告書の概要について  
・機関別評価報告書（6 月提出）と評価 21 について  
 
（６）平成 21 年度 第 1 回第三者評価対策検討委員会（平成 21 年 6 月 2 日 17:15

～18:30）  
・今年度の取組について  
・評価マニュアル（改訂版）の分析  
・評価 21 への対応について  
・資料の電子化について（資料の電子化作業自体に膨大な時間がかかるため、今

のところは電子化を進めないこととなった）。   
・他学部教員への対応依頼について（他学部の教授会にすでに対応を依頼したが、

自己評価 21 対象年度の H21 年春学期の状況を調査することとなった）。  
・成績結果とシラバス内成績評価との整合性について  
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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  

 
【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］  
本学は、患者中心のチーム医療への転換を踏まえ、医療人としての豊かな人間性と

高い倫理観を備え、医薬品に関する包括的基礎知識を持ち、疾病に対する適切な医薬

品の選択、適正使用・薬効評価、医薬品の体内動態解析、薬歴管理、処方解析、治験

業務、適切な医薬品情報の提供および服薬指導等の職能を実践的に発揮できる薬剤師

の養成を目標としている。この目標を履修要項（P15，16）、点検・評価報告書 愛知

学院大学（H18年度）（P46）、大学案内2010（P105）や薬学部ホームページ

（http://www.phar.agu.ac.jp、ホームページ資料（薬学部））で公表している。～「観

点１－１－１」、「観点１－１－２」 

また患者だけでなく、チーム医療の観点から、コメディカルスタッフとの適切なコ

ミュニケーション能力の養成も重要と考え、この養成も大きな目標の一つであり、か

つこの目標についても公表している（履修要項（P16）、点検・評価報告書 愛知学院

大学（H18年度）（P46）、ホームページ資料（薬学部））。～「観点１－１－１」、

「観点１－１－２」 

これらの情報を、新入生に対しては新入生一泊研修会（毎年4月10日前後に実施）

で、在学生に対しては新年度オリエンテーション（各学年とも3月下旬実施）で、説

明している。また教科毎の講義内容・予定・到達目標・評価方法、薬学教育モデル・

コアカリキュラムや薬学教育実務実習、卒業実習カリキュラムへの対応については、

毎年改訂を加えながら学生及び教員に配布される履修要項に記載している（履修要

項）。～「観点１－１－１」、「観点１－１－２」 

「答えのない問い」に果敢に迫る「探求心」は、生涯学習を基盤とするこれからの

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。 



 

 - 9 -

社会人に必須の素養といえる。こうした「探求心」をもつ人材の育成に、大学での研

究は極めて有用な方法と考えている。その基盤となる「科学的分析と思考」を養う卒

業研究は、本学において極めて重要性の高い専門教育と捉えており、薬学部6年制の

５，６年生が積極的に卒業研究を実施できる体制を準備中である（H22年度版履修要

項に記載準備中。薬学部ホームページに各講座の研究内容として明記：

http://www.phar.agu.ac.jp/laboratory/）。～「観点１－１－３」 

資料一覧  
・履修要項  
・点検・評価報告書 愛知学院大学（H18 年度） 

・大学案内 2010 

・ホームページ資料（薬学部）  
・ホームページ資料（研究内容）  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  
 特になし  
 
［改善点］  
・学外実習で長期間、大学を離れる 5 年生学生の研究マインドの醸成維持  
・１～4 年次学生への薬学教育における卒業研究の位置づけや重要性の周知  
 
［改善計画］  
学外実習で長期間、大学を離れる 5 年生学生の研究マインドの醸成維持が極めて

重要な課題である。配属講座教員との定期的なディスカッション（遠隔地での実習

の場合には、情報機器を利用）など、特別な配慮が必要である。また１～4 年次学

生には、講義、実習や演習を通じて、薬学教育における卒業研究の位置づけや重要

性を周知する必要がある。  
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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］  
本学の理念・目的・教育目標を達成するために、様々な講義が各学年で開講され

ている。とくに疾病（症候、病態）についての専門講義として、「疾患病態学 I～ IV」

（履修要項 P198～202、疾患病態学 I～ IV 講義資料）を開講している。また患者や

介護者の心理の理解、患者および医療従事者とのコミュニケーションに関する講義

として、「心理学 I、II」（教養必修、履修要項 P59～P62、心理学 I、II 講義資料）、

「介護概論」（専門必修、履修要項 P205、介護概論講義資料）、「臨床心理学」（専

門必修、履修要項 P206、臨床心理学講義資料）、「臨床コミュニケーション論」（専

門必修、履修要項 P207、臨床コミュニケーション論講義資料）を開講している。さ

らに医療の倫理面での素養を身につけるため、「宗教学 I、II」（教養必修、履修

要項 P57,P58、宗教学 I、II 講義資料）、「生命と医の倫理」（専門必修、履修要

項 P151、生命と医の倫理講義資料）を開講している。 

薬学部の理念や目標等の検証およびその達成度については、学生授業アンケート

や教員授業アンケート、学生の学業成績や在籍状況などを総合的に勘案し、教務委

員会が確認している（学生授業アンケート、教員授業アンケート、教務委員会資料）。  
資料一覧  
・履修要項  
・疾患病態学 I～ IV 講義資料  
・心理学 I、II 講義資料 

・臨床心理学講義資料 

・介護概論講義資料 

・臨床コミュニケーション論講義資料 

・宗教学 I、II 講義資料 

・生命と医の倫理講義資料  
・学生授業アンケート 

・教員授業アンケート  
・教務委員会資料  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  
 特になし  

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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［改善点］  
・社会のニーズや時代の要請を鑑みた薬学教育の理念と目標の設定および、その

点検と改善  
 
［改善計画］  
近年、多様な学力をもつ学生が大学に入学してくるようになってきた。社会もま

た、医療人を養成する大学に、その卒業生が資格や学力だけでなく高い人間性を育

む教育を施すよう求めている。薬学教育の理念と目標について、教職員が積極的か

つ継続的に議論する機会を設けていく。  
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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 年次の教養教育では、人間の倫理観を深く学ぶため「宗教学」（履修要項 P57、

P58、宗教学講義資料）を必修とするとともに、専門教育科目である「薬学概論」（必

修、履修要項 P150、薬学概論講義資料）と「生命と医の倫理」（必修、履修要項 P151、

生命と医の倫理講義資料）を 1 年次に開講し、倫理性を培う基礎としている。また

介護概論（2 年次必修、履修要項 P205、介護概論講義資料）や臨床心理学（3 年次

必修、履修要項 P206、臨床心理学講義資料）、臨床コミュニケーション論（4 年次必

修、履修要項 P207、臨床コミュニケーション論講義資料）により、患者や要介護者

への共感や医療人としての倫理性、医療人として接する際の具体的な技能や方法を

学ぶことができる。さらに 5 年次には、医療現場において医療人や患者と直に接す

ることにより、薬剤師の倫理観、使命感、医療提供者の心理や立場、環境を学ぶこ

とができる。また 5，6 年次には、薬学部教員からの個別指導（卒業研究）により、

薬学専門家に相応しい知識、技能、態度を学ぶことができる（卒業研究資料（H22
年度より実施のため準備中））。～「観点２－１－１－１」、「観点２－１－１－２」、

「観点２－１－１－３」 

本学薬学部教育課程の卒業要件は、履修要項（P310）に示すとおりである。卒業

所要単位数の中で教養科目の占める割合は 24.7%（約 1/4）となっている（履修要項

P18、19）。～「観点２－１－１－４」 

資料一覧  
・履修要項  
・宗教学講義資料  
・薬学概論講義資料 

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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・生命と医の倫理講義資料 

・介護概論講義資料 

・臨床心理学講義資料 

・臨床コミュニケーション論講義資料 

・卒業研究資料（H22 年度より実施のため準備中） 

 
［点検・評価］  
［優れた点］  
 特になし  
 
［改善点］  
・ボランティア活動や地域交流活動への参加を支援する体制の整備  
 
［改善計画］  
ボランティア活動や地域交流活動への積極的な参加を支援する体制を整え、学生

が主体的に医療人としての共感的態度や人との信頼関係を構築する態度を身につけ

る機会を増やしていく。  
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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］  
教養基礎科目（1 年次）として、「宗教学」（履修要項 P57、58）、「心理学」（履修

要項 P59～P62）を必修とするほか、「哲学」、「文学」、「地理学」、「歴史学」、「法学」、

「政治学」、「経済学」、「社会学」、「教育学」を選択履修できる（履修要項 P63～P96）。

また薬学基礎系科目として、「化学」、「生物学」、「物理学」の講義と実習、さらに、

「情報統計学」を必修としている（履修要項 P97～P107）。一方、「化学の基礎」、「生

物学の基礎」、「物理学の基礎」を自由選択科目として開講し、基礎理科教育の充実

を図っている（履修要項 P142～P149）。教養基礎科目においては、同一科目が複数

時間で開講されており、幅広い選択が可能な時間割編成となっている（履修要項 P1）。

～「観点２－２－１－１」、「観点２－２－１－２」 

しかし専門教育科目（科学系）は 1 年次に開講されておらず、学生には薬学基礎

理科系科目と専門教育科目（科学系）の関連が明確でない可能性がある。～「観点

２－２－１－３」 

また 1 年次に自由選択科目を開講し基礎理科教育の充実を図っているものの、必

修化されていないため、学生が主体的、継続的に参加していない。  
資料一覧  
・履修要項  
・教養科目講義資料  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  
 特になし  
 
［改善点］  
・薬学部教務委員会と教養部理科系教員の連携強化 

・基礎理科教育科目の必修化  

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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［改善計画］  
薬学部教務委員会と教養部理科系教員の連携を強化するために、定期的な情報交

換の場を設ける。  

入試制度の多様化や学生の学力低下などにより、専門科目の履修に問題がある学

生が増加していることからも、早期に「化学の基礎」、「生物学の基礎」、「物理学の

基礎」を必修（選択必修）科目とするカリキュラム変更に着手する。  
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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 年次には、外国語科目として、英語 4 単位が必修科目となっており（履修要項

P108～P123）、また第 2 外国語として「ドイツ語」、「中国語」、「フランス語」、「韓国

語」の選択履修が可能である（履修要項 P124～P139）。2 年次には、薬学に関わる英

語を身につけるため、「薬学英語 I、II」（必修、履修要項 P209、P210、薬学英語 I、

II 講義資料）が、さらに 3 年次には外国人教員によるオーラルコミュニケーション

力の向上を目指した「実用薬学英語 I、II」（必修、履修要項 P211、P212、実用薬学

英語 I、II 講義資料）が開講されている。4 年次には、「天然物化学」（履修要項 P163、

天然物化学講義資料）や「臨床薬力学」（履修要項 P195、臨床薬力学講義資料）に

おいて英語資料が教材として用いられ、さらに 5，6 年次には、卒業研究配属講座で、

「外書講読 I、II」が実施される（履修要項 P19、外書講読 I、II 講義資料（準備中））。

～「観点２－２－２－１」、「観点２－２－２－２」、「観点２－２－２－３」  
資料一覧  
・履修要項  
・天然物化学講義資料 

・臨床薬力学講義資料  
・語学教育講義資料（教養）  
・薬学英語 I、II 講義資料 

・実用薬学英語 I、II 講義資料  
・外書講読 I、II 講義資料（H22 年度より実施のため準備中）  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  
 特になし  
 
［改善点］  
・患者、医師、コメディカルスタッフ間での意志の疎通を可能にする会話力を中

心とした語学力の習得 

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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［改善計画］  
語学教育の環境整備をさらに進めるとともに、とくに英語教育においては、豊富

で良質な自主学習用電子化教材が存在することから、その導入や充実を進める。 
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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］  
3 年次の「医薬品情報学」（履修要項 P197、医薬品情報学講義資料）では薬剤を

取り扱う際のセーフティーマネージメントについて学ぶことができる。また 4 年次

に「医薬品毒性学」（履修要項 P188、医薬品毒性学講義資料）が開講され、具体的

な薬害や医療過誤、その防止策など、医薬品の安全使用に関する講義が行われてい

る。さらに 3 年次あるいは 4 年次（2 年に一回）には、外来講師による特別講義と

して、薬害被害者の講演会を開催している（履修要項 P188、愛知学院大学薬学会特

別講演会資料（H21 年度））。また 3 年次の「医薬品情報演習」（履修要項 P221、医

薬品情報演習資料）では調剤過誤や医療事故の原因究明とその対処方法について小

グループ討論を実施している。「観点２－３－１－１」、「観点２－３－１－２」  
しかし薬害・医療事故被害者やその家族、弁護士、医療における安全管理者など

を定期的に外来講師として招聘することは難しいのが現状である（愛知学院大学薬

学会特別講演会資料（H21 年度））。また学生の科学的・客観的視点の醸成について

は、実習や卒業研究などで実験データの取り扱いを通して教育を行っているが、医

療安全教育の一部としては行っていない。～「観点２－３－１－２」  
資料一覧  
・履修要項  
・医薬品情報学講義資料  
・医薬品毒性学講義資料  
・医薬品情報演習資料  
・愛知学院大学薬学会特別講演会資料（H21 年度）  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  
 特になし  
 
［改善点］  

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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・映像教材の活用  
・科学的分析方法や科学的思考を醸成する講義の実施  
 
［改善計画］  
薬害・医療事故被害者やその家族、弁護士、医療における安全管理者などを定期

的に外来講師として招聘することは難しい。そのため映像教材を積極的に活用し、

医薬品の安全使用について学生の理解を深めたい。さらに専門科目の講義や実習に

科学的分析方法とその限界、医療と科学などのトピックスを取り入れ、医薬品の安

全使用に関して、学生の科学的かつ客観的な視点を養う。  
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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］  
4 年次の「処方解析学」（履修要項 P204、処方解析学講義資料）において、医師

や薬剤師を外来講師として招聘し、医療現場での体験談や事例の報告講義が行われ

ている。また 3 年次および 4 年次の「疾患病態学」（履修要項 P198~P202、疾患病

態学講義資料）では、愛知学院大学歯学部附属病院所属の内科、外科、歯科系教員

による 新の医療情報を用いた講義が実施されている。さらに 2 年次及び 3 年次に

は（隔年開催）、大規模病院の薬剤師を外来講師として招聘し、医療の進歩と薬剤師

業務、薬剤師業務の変化と卒後研修などについて特別講演を実施している（愛知学

院大学薬学会特別講演会資料（H21 年度））  
資料一覧  
・履修要項  
・処方解析学講義資料  
・疾患病態学講義資料  
・愛知学院大学薬学会特別講演会資料（H21 年度）  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  
・愛知学院大学歯学部附属病院所属の内科、外科、歯科系教員（臨床医・臨床歯

科医）による 新の医療情報を用いた講義の実施  
 
［改善点］  
・医療現場に従事する薬剤師による講義の充実  
 
［改善計画］  
本学は平成 21 年 3 月に 4 年制薬学部の卒業生を輩出した。今後は、様々な医療

現場で活躍する卒業生を外来講師として招聘し、医療の進歩や生涯学習の重要性に

関する講義・講演を充実させる。  

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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(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 年次には、「薬学概論」の一部や「生命と医の倫理」の一部の講義において（履

修要項 P150,P151、薬学概論および生命と医の倫理講義資料）、参加型学習を実施

し、自分の考えや意見を積極的に発言する心得を学習する参加型学習導入教育を実

施している。また 2 年次においては、「情報処理演習」（履修要項 P220、情報処理

演習資料）の大部分や「基礎薬学実習 I、 II、 III」（履修要項 P213~P215、基礎薬

学実習 I、II、III、IV 資料）の一部において、個人および集団の意見を的確に整理

して発表できる能力を醸成する教育を実施している。さらに 3 年次には、「基礎薬

学実習 IV」や「医療薬学演習 I、II」の一部、「医薬品情報演習」の大部分において

（履修要項 P216~P218、医療薬学実習 I、 II 資料、医薬品情報演習資料）、自己表

現能力の向上を図る教育を実施している。4 年次には、「臨床コミュニケーション論」

（履修要項 P207、臨床コミュニケーション論講義資料）において、臨床現場での

コミュニケーションに関する知識を習得させるとともに、「医療薬学実習 III」の一

部（履修要項 P219、医療薬学実習 III 資料）でコミュニケーション能力や自己表現

能力をさらに高める教育を実施している。5，6 年次には、卒業研究配属講座におい

て、薬学教員による個別指導を受け、医療人として十分な自己表現能力を完成させ

る教育を実施する（履修要項 P19、卒業研究資料（H22 年度より実施のため準備中））。

～「観点２－５－１－１」、「観点２－５－１－２」、「観点２－５－１－３」  
資料一覧  
・履修要項  
・薬学概論および生命と医の倫理講義資料  
・情報処理演習資料  
・医薬品情報演習（履修要項 P221）  
・基礎薬学実習 I、 II、 III、 IV 資料  
・医療薬学実習 I、 II、 III 資料  
・医薬品情報演習資料  
・臨床コミュニケーション論講義資料  

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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・卒業研究資料（H22 年度より実施のため準備中）  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  
 特になし  
 
［改善点］  
・各学年で実施している参加型学習教育の有機的連携  
・参加型学習教育の到達度判定の基準  
 
［改善計画］  
自分の考えや意見を適切に表現する能力は、これからの医療人にとって必須の素

養といえる。しかしその基本的知識、技能及び態度の到達度を客観的に判断するこ

とは難しい。また参加型学習を通じ、適切な学習効果を実現するためには、各学年

で実施している参加型学習教育を有機的に結びつける必要がある。教務委員会を中

心に、全教員が積極的に参加型学習について議論していく必要がある。  
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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］  
各科目のシラバス（履修要項 P150～P227）に一般目標（講義の概要（目標）と

して表記）と到達目標（授業の内容・スケジュールとして表記）を明示し、それぞ

れの到達目標がいずれの薬学教育モデル・コアカリキュラムの教育目標に対応して

いるか記載している（履修要項 P150～）。H20 年度には教務委員会の指導のもと、

専門科目の講義内容と薬学教育モデル・コアカリキュラムの対応について調査を実

施し、その結果、専門科目間で重複が若干あるものの、概ね薬学教育モデル・コア

カリキュラム内容を網羅していることが判明した。H21 年度からは、全学生に薬学

教育モデル・コアカリキュラムを周知するため、履修要項（シラバスを含む）と薬

学教育モデル・コアカリキュラム（履修要項 P228～P296）を合冊とした。  
資料一覧  
・履修要項  
・講義資料  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  
 特になし  
 
［改善点］  
・重要項目の講義や発展的内容の講義の充実  
・学生への薬学教育モデル・コアカリキュラムの周知  
 
［改善計画］  
重要項目の講義や発展的内容の講義を充実させるために、教務委員会が中心とな

り、専門科目間での講義内容の精査・調整を進める。薬学教育モデル・コアカリキ

ュラムの位置づけやその内容を、各学年のオリエンテーションなどで、学生に毎年

周知する。  

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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【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］  
講義、演習、実習とも基礎薬学系科目から始まり、医療薬学系科目に進むようカ

リキュラムが組まれている（履修要項 P18、P19）。また一部の実習、演習科目につ

いては、講義内容修得後に実習・演習が実施されるようにカリキュラムが編成され

ている（履修要項 P18、P19）。～「観点３－１－２－１」  
1 年次開講の薬学概論では、臨床現場の薬剤師や医師、製薬会社勤務の薬学関係

者に薬学関連のトピックスの紹介講義を依頼している（履修要項 P150、薬学概論

講義資料）。また医療現場の現状や医療薬学系の講義、演習、実習の一部においては、

臨床現場での事例を組み込んだ内容となっている（履修要項および講義資料参照：

疾患病態学（履修要項 P198～P202、疾患病態学講義資料）、処方解析学（履修要項

P204、処方解析学講義資料））。さらに一部の講義や演習・実習においては、医療現

場の薬剤師や医師の参加が実現している（履修要項および講義資料参照：疾患病態

学（履修要項 P198～P202、疾患病態学講義資料）、処方解析学（履修要項 P204、
処方解析学講義資料）、医薬品情報演習（履修要項 P221、医薬品情報演習資料）、

非常勤講師一覧）。～「観点３－１－２－２」、～「観点３－１－２－３」  
資料一覧  
・履修要項  
・薬学概論講義資料  
・疾患病態学講義資料  
・処方解析学講義資料  
・医薬品情報演習資料  
・非常勤講師一覧（氏名、役職、講義名等）  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  
・医療現場の状況を組み込んだ講義や実習・演習の実施 

 
［改善点］  
・医療現場の状況を組み込んだ講義や実習・演習の充実 

・1～4 年次における患者や医療従事者との交流の充実  

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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［改善計画］  
医療現場における具体的な症例や製剤上の工夫などを、適切に講義や実習・演習

に組み込むため、教務委員会やカリキュラム検討小委員会が積極的に講義担当者に

働きかける。本学には歯学部附属病院が設置されている。そのため患者や医療従事

者と交流する機会を増やすことが可能であり、その体制整備を進める。 
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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］  
講義、演習、実習とも基礎薬学系から始まり、医療薬学系に進むようカリキュラ

ムが組まれている（履修要項 P18、P19）。医療系科目のうち、「疾患病態学」（一部）

や「処方解析学」、「臨床薬力学」や「臨床薬物動態学 II」などの臨床系医療薬学科

目については、互いの有機的な関連が確立しやすいよう 5 年次に実施される学外実

習前の 4 年次に履修するカリキュラムとなっている（履修要項 P18、P19）。  
資料一覧  
・履修要項  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  
 特になし  
 
［改善点］  
・各教科間の関連や教科内容の教員への情報提供  
 
［改善計画］  
各教科間の関連や教科内容を教務委員会やカリキュラム検討委員会が積極的に把

握し、教員に情報を提供する。  
 

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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【観点 ３-１-４-１】科学的思考の醸成に役立つ技能及び態度を修得するため，実験実

習が十分に行われていること。 

【観点 ３-１-４-２】実験実習が，卒業実習や実務実習の準備として適切な内容である

こと。 

 

［現状］  
１年次には、「物理学実習」（2 単位）、「化学実習 I、化学実習 II」（計 2 単位）、「生

物学実習」（2 単位）が教養部において実施されている（履修要項 P105~P107、教

養部実習書参照）。また２年次から４年次には、薬学部において、科学的思考の醸成

や技能、態度を習得するために十分な時間（いずれも 2 単位）と内容の「基礎薬学

実習（ I,II,III,IV）」、「医療薬学実習（ I,II,III）」が実施されている（履修要項

P213~P219、薬学部実習書参照）。実習成果の評価のためには、多くの実習でレポ

ートの提出やプレゼンテーション（口頭、ポスター形式）、あるいは実習試験を義務

づけている。実習内容だけでなく、自己表現能力の向上や実技能力の養成という点

から、卒業研究や実務実習への準備として十分な内容である（履修要項 P213~P219、
薬学部実習書参照）。～「観点３－１－４－１」、「観点３－１－４－２」  

資料一覧  
・履修要項  
・教養部実習書  
・薬学部実習書  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  
・充実した実験実習の実施  
 
［改善点］  
・学生個人の到達度の個人へのフィードバック  
・学生の手技の向上を図るためのその客観的な評価法や指導法の確立  
 
［改善計画］  
学生個人の到達度を本人に十分理解させ、日本語表現、科学的分析法、統計手法

などについて丁寧に指導していく。また学生の手技の向上を図るために、その客観

的な評価法や指導法の確立を教務委員会を中心に、教員全体で議論する。  
 

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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【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］  
本学では、１年次の一泊研修・特別講演（入学直後の 4 月上旬、一泊研修資料）

と製薬工場見学を、2 年次の薬局見学、病院見学、人体解剖見学、学外講師講演会

を早期体験学習として位置づけ、実施している（履修要項 P20）。薬局、病院におけ

る体験学習前には、薬剤師の業務内容、関係法規などに関する事前講義（教員によ

る講義と DVD 教材を用いた説明）を実施するとともに、自習教材を用いた自主学習

を推奨している。また製薬工場の体験学習では工場業務についての教育を事前に行

い、見学に際しての学習意欲が向上する工夫を行っている（工場体験資料、薬局病

院体験資料）。 

さらに早期体験学習後に（病院・薬局見学）、KJ 法を取り入れたスモールグルー

プディスカッションとグループ単位でのプレゼンテーションを実施し、体験学習で

得た知識やモチベーションの定着化による学習効果の向上を図っている（スモール

グループディスカッション資料）。またその成果をオープンキャンパスなどで公表し、

学外に向けた情報発信も行っている。～「観点３－１－５－１」、「観点３－１－

５－２」 

2 年次に行う人体解剖見学では、解剖学の講義と関連させ、より深く人体を理解

させるとともに、この見学を人体に強い興味を持たせ、学生の医療人教育の効果を

高める体験学習と位置づけている。さらにこの体験学習を通じて早期の医療倫理観

の醸成を目指している（解剖見学資料）。  
資料一覧  
・履修要項  
・一泊研修資料  
・工場体験資料  
・薬局病院体験資料  
・解剖見学資料  
・スモールグループディスカッション資料 

 
［点検・評価］  
［優れた点］  
・解剖見学の実施  
 
［改善点］  

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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・1 年次学生の学習モチベーションを向上させる早期体験学習の充実  
 
［改善計画］  
教養教育が中心となる 1 年次に学生の学習モチベーションを向上させるため、ボ

ランティア活動や地域交流への参加を早期体験学習と位置づけ実施する体制を整え

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］  
「介護概論」（２年次、履修要項 P205、介護概論講義資料）、「臨床心理学」（３

年次、履修要項 P206、臨床心理学講義資料）、臨床医・臨床歯科医による「疾患病

態学」（３～４年次、Ia、Ib、II、III、IV、履修要項 P198～P202、疾患病態学講

義資料）、「臨床コミュニケーション論」（４年次、履修要項 P207、臨床コミュニケ

ーション論講義資料）が薬学部の理念・目標と合致した大学独自の薬学専門教育に

関係する必修科目として実施されている。さらに疾病（症候、病態）についての大

学独自の薬学専門講義として、「疾患病態学 I～ IV」（履修要項 P198～202、疾患病

態学講義資料）を開講している。また「漢方薬学」（履修要項 P224、漢方薬学講義

資料）、「皮膚科学・香粧品学」（履修要項 P225、皮膚科学・香粧品学講義資料）、「神

経化学」（履修要項 P226、神経化学講義資料）、「医薬品開発学」（履修要項 P227、
医薬品開発学講義資料）が大学独自の薬学専門教育科目として 4 年次に選択履修す

ることが可能となっている。さらに 6 年次には、創薬化学特論 I・II、生体予防薬

学特論 I・II、医療薬学特論 I・II・III、医学特論が大学独自の薬学専門教育科目

として選択履修することが可能となっている（H23 年度開講のため、現在、履修内

容は履修要項に未収録、参考資料：履修要項 P18、P19、講義資料準備中）。～「観

点３－２－１－１」、「観点３－２－１－２」、「観点３－２－１－３」 

資料一覧  
・履修要項  
・介護概論講義資料  
・臨床心理学講義資料  
・疾患病態学講義資料  
・臨床コミュニケーション論講義資料  
・漢方薬学講義資料  
・皮膚科学・香粧品学講義資料  
・神経化学講義資料  

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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・医薬品開発学講義資料  
・創薬化学特論 I・II 講義資料（準備中） 

・生体予防薬学特論 I・II（準備中） 

・医療薬学特論 I・II・III（準備中） 

・医学特論（準備中）  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  
・多様な大学独自の専門教育の実施  
 
［改善点］  
・社会の要請や薬剤師の資質として必要な素養等に基づいた多様な大学独自の専

門教育の充実  
 
［改善計画］  
学生のニーズだけでなく、社会の要請や薬剤師の資質として必要な素養等に基づ

いた多様な大学独自の専門教育を充実させるため、教員が積極的に 新の医学・薬

学情報を盛り込んだ講義テーマの選定や内容の充実を図るとともに、教務委員会が

専門科目間の調整を行う。  



 

 - 32 -

（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］  
入学試験制度の多様化から、一部の学生は高校時代に自然科学系の化学、物理、

生物を履修せずに薬学部に入学している。そこで自然科学系科目を未履修のまま入

学した学生には、選択科目として 1 年次春学期に「化学の基礎」（履修要項 P145～

P146、化学の基礎講義資料）、「物理学の基礎」（履修要項 P142～P144、物理学の基

礎講義資料）、「生物学の基礎」（履修要項 P147～P149、生物学の基礎講義資料）を

開講し、履修を奨励している。また物理、化学、生物のプレースメントテスト（H21
年度版プレースメントテスト）を実施し、新入生の基礎学力を客観的に把握してい

る（プレースメントテスト（H21 年度版））。さらに 1 年次には、専門科目と連携し

た薬学基礎系科目「化学 I・II」、「生物学 I・II」、「物理学 I・II」の講義を開講し

ている（必修、履修要項 P97～P102、化学 I・II 講義資料、生物学 I・II 講義資料、

物理学 I・II 講義資料）。～「観点３－３－１－１」、「観点３－３－１－２」 

とくに H21 年度においては、戦略的大学連携支援事業による理科補習教育の取組

として、薬学部においてプレースメントテスト成績下位者向け理科補習授業（「物理」、

「化学」、「生物」）を実施した（戦略的大学連携支援事業による理科補習資料）。  
資料一覧  
・履修要項  
・化学の基礎講義資料 

・物理学の基礎講義資料 

・生物学の基礎講義資料  
・プレースメントテスト（H21 年度版）  
・化学 I・II 講義資料 

・生物学 I・II 講義資料 

・物理学 I・II 講義資料  
・戦略的大学連携支援事業による理科補習資料  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  

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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・学生の基礎学力把握のためのプレースメントテストの実施 

・基礎学力向上のための基礎理科教育の実施 

 
［改善点］  
・基礎学力向上のための基礎理科教育の充実 

・スタディスキル授業の実施 

 
［改善計画］  
自然科学系の化学、物理学、生物学の学力が不足した学生に対して、充分な学力

をつけさせ、専門科目の履修をスムーズに進ませるためには、学生の学力の把握と

充分な時間をかけた基礎学力の向上が必要である。また明確な意志を持たずに薬学

部に入学した学生に対して、目的意識を持たせ学習に真剣に取り組ませることも今

後の検討課題である。このため、今後は、スタディスキル授業の実施などを検討し

ていく必要がある。また 1 年次に自由選択科目を開講し基礎理科教育の充実を図っ

ているものの、必修化されていないため、学生が主体的、継続的に参加していない。

入試制度の多様化や学生の学力低下などにより、専門科目の履修に問題がある学生

が増加していることからも、早期に必修（選択必修）科目とする必要がある。  
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４ 実務実習  
（４－１）実務実習事前学習 

  
［現状］  
本学の教育目標が実務実習モデル・コアカリキュラムに適合していることを実務

実習実施委員会および教務委員会で確認している（実務実習委員会資料、教務委員

会資料）。また本学の実務実習事前学習は、「医薬品情報演習」（3 年次秋学期、履修

要項 P221、医薬品情報演習資料）、「医療薬学実習 III」（4 年次春学期、履修要項

P219、医療薬学実習 III 資料）において実施されているが、その内容および時間、

施設の適切性については、実務家教員を中心に実務実習実施委員会が確認している

（実務実習委員会資料）。  
 

資料一覧  
・履修要項  
・実務実習委員会資料  
・教務委員会資料  
・医療薬学実習 III 資料  
・医薬品情報演習資料  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  
 特になし  
 
［改善点］  
・教育目標が実務実習モデル・コアカリキュラムへ適合することの明示 

・実務実習事前学習内容の明示  
 
［改善計画］  
本学の教育目標が実務実習モデル・コアカリキュラムに適合していることを、履

修要項などで明示する。また実務実習事前学習に関しては、その内容を明確に履修

要項等に記述する。  
 

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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［現状］  
実務実習事前学習の学習方法、時間、施設・場所の適切性については、実務実習

委員会が実務実習モデル・コアカリキュラムに基づいて設定されていることを確認

している（実務実習委員会資料）。  
学習方法に関しては、模擬症例を用いた PBL を取り入れ、随時病院薬剤師、薬局

薬剤師等の非常勤実習助手を含めた実務家教員が全員関与する指導体制を整えてい

る（実務家教員一覧、非常勤実習助手人員一覧）。事前実習の実施時期や回数を調整

することにより、概ね、教員一人当たり学生 10 名前後の指導体制をとっており、

教員数の観点からは充実した実習を行えるような工夫を行っている。  
また実施施設としては、臨床現場と同等の設備を備えた模擬薬局を有する薬剤実

習センターにおいて実践的実習を行うほか（実習施設資料）、PBL にはセミナー室

等を利用して少人数での実施が可能となっている（PBL 資料）。実習時間について

は、3 年次秋学期（医薬品情報演習（履修要項 P221、医薬品情報演習資料））及び

4 年次春学期（医療薬学実習 III（履修要項 P219、医療薬学実習 III 資料）の 2 期

にわたって実習を行うことにより、実務実習モデル・コアカリキュラムに基づく時

間数を確保している。  
資料一覧  
・履修要項  
・実務家教員一覧  
・非常勤実習助手人員一覧  
・実務実習委員会資料  
・医療薬学実習 III 資料  
・医薬品情報演習資料  
・実習施設資料  
・PBL 資料  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  
 特になし  
 
［改善点］  
・実務実習事前学習内容の精査および評価  
 

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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［改善計画］  
教員や学生からのフィードバック情報をもとに、実務実習実施委員会が中心とな

って、実務実習事前学習内容の精査および評価を行う。
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 ［現状］  
本学の実務実習事前学習に関わる教員は、実務家教員 5 名（教授 2 名、准教授 2

名、講師 1 名）、薬剤師業務経験教員 5 名（准教授 1 名（実務経験 4 年半）、講師 2

名 （実務経験 4 年半および 1 年）、助教 1 名（実務経験 4 年）、助手 1 名（実務経験

5 年）で構成されており、指導力・経験・人員ともに適切である（実務家教員一覧

および各担当教員の調書資料）。また適宜、医療現場に従事する薬剤師を非常勤実習

助手として、実務実習事前学習に組み込み、少人数での実務実習事前学習が実施で

きるような体制を整えている（非常勤実習助手人員一覧）。 

資料一覧  
・実務家教員一覧  
・各担当教員の調書資料  
・非常勤実習助手一覧資料  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  
 特になし  
 
［改善点］  
・実務家教員や薬剤師業務経験教員の経験・スキルの維持  
 
［改善計画］  
今後、実務家教員や薬剤師業務経験教員の経験・スキルの維持が重要な課題とな

ってくる。医療現場に従事する薬剤師を非常勤実習助手として確保するとともに、

実務家教員や薬剤師業務経験教員の経験・スキルの維持・向上を図る体制を早急に

整える必要がある。  

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。 



 

 - 38 -

 

【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］  
本学の実務実習事前学習は 3 年次秋学期（「医薬品情報演習」（履修要項 P221）

および 4 年次春学期（「医療薬学実習 III」（履修要項 P219））に実施されている。

さらに、技能の定着・向上を図るために 4 年次秋学期にも事前演習を行っている（4

年次直前演習資料）。なお 5 年次の 4 月、8 月および 12 月に、直前確認実習を予定

しており、実務実習直前の到達度を再確認する計画である（直前確認実習資料（H22
年度実施のため準備中））。～「観点４－１－４－１」、「観点４－１－４－２」 

資料一覧  
・履修要項  
・4 年次直前演習資料  
・直前確認実習資料（H22 年度実施のため準備中）  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  

現時点では、特になし  
 
［改善点］  

現時点では、特になし  
 
［改善計画］  
 現時点では、特になし  

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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（４－２）薬学共用試験 

  
［現状］  
平成 21 年 12 月 6 日に OSCE 試験、平成 21 年 12 月 19 日、20 日に CBT 試験を

実施した。また不合格者及び未受験者を対象に平成 22 年 3 月 7 日に OSCE 追再試

験を実施した。本・追再試験を通じ、両試験に合格した 145 名が実務実習を履修で

きることを平成 22 年 3 月 24 日開催の薬学部教授会で承認した（CBT 試験結果資

料、OSCE 試験結果資料、教務委員会資料、薬学部教授会議事録）。  
 

 

 
資料一覧  
・CBT 試験結果資料  
・OSCE 試験結果資料  
・教務委員会資料  
・薬学部教授会議事録  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  

特になし  
 
［改善点］  

特になし  
 
［改善計画］  

特になし  
 

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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【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］  
学内に CBT 実施委員会と OSCE 実施委員会が設置され、その統括の下、平成 21

年 12 月 6 日に OSCE 試験を、平成 21 年 12 月 18，19 日に CBT 試験を実施した。

いずれの共用試験においても、学外モニター委員の監視の下、試験は「実施要項」

に沿って適切に行われた（CBT 試験要項資料（施設資料を含む）、OSCE 試験要項

資料（施設資料を含む）、評価者説明会資料）。～「観点４－２－２－１」、「観点

４－２－２－２」  
CBT 試験で利用するパソコン等の準備と調整及び OSCE 試験で利用する各ステ

ーションの設置と準備、評価者向け事前説明会の手配等については、それぞれ CBT
実施委員会及び OSCE 実施委員会が中心となって取り組んだ（CBT 実施委員会資

料、OSCE 実施委員会資料）。また追試者及び不合格者を対象とする OSCE 追再試

験（平成 22 年 3 月 7 日）についても、OSCE 実施委員会が準備し、滞りなく実施

された（OSCE 実施委員会資料）。～「観点４－２－２－２」、「観点４－２－２－

３」  
資料一覧  
・CBT 試験要項資料  
・OSCE 試験要項資料  
・CBT 実施委員会資料  
・OSCE 実施委員会資料  
・評価者説明会資料  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  

特になし  
 
［改善点］  
・共用試験実施結果の検証  
 
［改善計画］  
共用試験実施結果を詳細に検証し、人的、予算的、物質的リソースの効果的利用

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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を検討すべきである。とくに追試者及び不合格者を対象とする追再試験に関しては、

人的、予算的、物質的リソースを効果的に利用する観点から、近隣の薬学部で共同

実施する体制・方法を考える必要がある。  
 



 

 - 42 -

 

【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 および OSCE 本試験・追再試験を通じ、両試験に合格した 145 名が H22 年

度中に実務実習を履修することを平成 22 年 3 月 24 日開催の薬学部教授会で承認し

た。この承認に基づき、薬学共用試験の実施日時（OSCE 本試験：平成 21 年 12 月

6 日、OSCE 追再試験：平成 22 年 3 月 7 日、CBT 本試験：平成 21 年 12 月 19 日、

20 日）、実施方法（OSCE 本試験（外部モニター委員：名城大学）：愛知学院大学薬

学部棟 2, 4～6 階（評価者総数 72 名うち外部評価者 54 名（病院・薬局薬剤師：30
名、他大学教員：24 名）、OSCE 追再試験（外部モニター委員：名城大学）：愛知学

院大学薬学部棟 2, 5 階（評価者総数 9 名うち外部評価者 3 名（病院薬剤師 1 名、他

大学教員：2 名）、CBT 本試験（外部モニター委員：静岡県立大学）：愛知学院大学

楠元キャンパス 楠元パソコン室）、受験者総数 145 名、合格者 145 名、合格基準

（ セ ン タ ー 基 準 に 準 拠 ） を 薬 学 部 ホ ー ム ペ ー ジ に 公 表 し た

（http://www.phar.agu.ac.jp 、H22 年 4 月 6 日、薬学部ホームページ資料）。～

「観点４－２－３－１」、「観点４－２－３－２」  
資料一覧  
・薬学部教授会議事録  
・薬学部ホームページ資料  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  

特になし  
 
［改善点］  

特になし  
 
［改善計画］  

特になし  

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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【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］  
CBT 問題作成委員会が各専門分野担当の教員に問題作成を依頼するとともに、集

計した問題のブラッシュアップ、修正等を行っている（CBT 問題作成委員会資料）。

～「観点４－２－４－１」   
OSCE 実施委員会は、OSCE 評価者を対象とした評価マニュアルおよび評価者参

考 DVD の作成、評価者の OSCE トライアル（平成 19 年 2 月 17 日、平成 20 年 8
月 20 日）における評価者講習会およびトライアルにおける評価実施、OSCE 評価

者事前講習会の実施（平成 21 年 11 月 14 日）、実施マニュアルに基づく全教職員講

習会の実施（平成 21 年 11 月 18 日）などを担当し、評価の標準化および OSCE の

適正な実施体制の確保に努めた。講習会では、領域毎に実例を示し評価点について

解説を行った。また参加者が実際に評価を行うことにより、評価における疑問点等

を明らかにし、評価の標準化を行った。さらに一部の領域については、詳細に評価

ポイントが理解できるようビデオを用いた講習を行った（OSCE 実施委員会資料、

評価マニュアル資料、評価者参考 DVD、OSCE 評価者事前説明会資料）。～「観点

４－２－４－２」  
 
追加観点「標準模擬患者（SP）の養成に貢献していること」  

標準模擬患者（SP）の確保、養成、手配等に関しては、OSCE 実施委員会のもと

SP 小委員会が中心となり準備した。SP 講習会は平成 20 年度に計 2 回（8 月 6 日、

12 月 14 日）、平成 21 年度に計 4 回（8 月 19 日、10 月 28 日、11 月 25 日、12 月 5
日）実施された（SP 小委員会資料）。内容は、１）シナリオに基づくロールプレイ、

２）演技の標準化、３）模擬患者としての適切な行動や言動、などである。また医

師教員による疾病解説を実施し、病態に関する SP の理解を深めることにより、よ

り現実の患者に近い演技ができる工夫を行った。  
資料一覧  
・CBT 問題作成委員会資料  
・OSCE 実施委員会資料  
・評価マニュアル資料  
・評価者参考 DVD 
・OSCE 評価者事前説明会資料  
・SP 小委員会資料  

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。 
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［点検・評価］  
［優れた点］  
・標準模擬患者の養成  
 
［改善点］  
・共用試験や SP 講習会の結果の検証  
 
［改善計画］  
共用試験や SP 講習会の結果を詳細に検証し、人的、予算的、物質的リソースの

効果的利用を検討すべきである。教育研究の充実に割くべき人的および予算的リソ

ースを過剰に投資することを極力避けながら、薬学共用試験の滞りない実施を図る

必要がある。  
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（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］  
学内に実務実習委員会を設置し（実務実習委員会資料）、事前学習準備および学外

施設との連携等、積極的な対応を行っている。また学外関係者（愛知県病院薬剤師

会 3 名、愛知県薬剤師会 3 名）を含む実務実習連絡協議会を組織し、外部意見を積

極的に取り入れる準備を進めている（実務実習連絡協議会資料：メンバー表、議事

録等）。～「観点４－３－１－１」  
薬学部の全教員が効率的かつ積極的に実務実習に参画できるよう、導入が検討さ

れている実務実習指導管理システムの講習会が、全教員を対象に開催された（平成

21 年 10 月 22 日、実務実習指導管理システムの概要説明書（学内用））。本システ

ムを利用することにより、教員は医療現場の指導薬剤師と綿密な連携を取りながら

学生を指導管理することが可能であり、病院及び薬局における実務実習教育に積極

的に携わることができる。～「観点４－３－１－２」  
資料一覧  
・実務実習委員会資料  
・実務実習連絡協議会資料（メンバー表、議事録等）  
・実務実習指導管理システムの概要説明書（学内用）  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  

特になし  
 
［改善点］  
・実務実習連絡協議会の開催  
・実務実習実施後の情報収集  
 
［改善計画］  
H22 年度早々に学外委員を含む実務実習連絡協議会を開催し、直前の準備状況や

課題点等に関して情報を交換する予定である。また実務実習開始後には、学生及び

指導薬剤師からのフィードバック情報を有効活用し、実務実習の充実に繋げる。  

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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【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］  
東海地区 7 薬系大学（岐阜薬科大学、静岡県立大学、名古屋市立大学、愛知学院

大学、金城学院大学、名城大学、鈴鹿医療科学大学）が所属する東海地区調整機構

のもと、東海地区で行われる実務実習各施設への学生の配属調整が実施されている

（東海調整機構資料）。配属調整の方法や基準（学生の居住地優先）が、東海地区調

整機構から示され、各大学ともこれに従い、学生の配属先を決定している（実務実

習の実施に必要な書類：守秘義務誓約書、実習受入先・学生配属リスト、受入施設

との契約書など）。また実習施設や実習時期の決定方法については対象学生に文書で

通知している（学生へ配布した実務実習関連書類）。～「観点４－３－４－１」、「観

点４－３－４－２」 

平成 21 年 12 月末現在、学生の配属先は未定であり、遠隔地で実習を行う学生数

が把握できていない。しかし教員の個別訪問や情報機器の利用（平成 21 年 10 月 22
日、実務実習指導管理システムの概要説明）などにより、十分な指導が可能な体制

を整備している。～「観点４－３－４－３」  
資料一覧  
・東海調整機構資料  
・実務実習の実施に必要な書類（守秘義務誓約書、実習受入先・学生配属リスト、

受入施設との契約書など） 

・学生へ配布した実務実習関連書類 

・実務実習指導管理システムの概要説明書（学内用）  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  

特になし  
 
［改善点］  
・学生への実習施設・実習時期情報の通知  
 

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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［改善計画］  
H22 年度については、学生への実習施設・実習時期情報の通知が遅れている（H22

年 2 月 1 日現在未通知）。今後、学生への適切な情報の提供という観点から、実習

施設・時期決定のスケジュールを早めるよう東海地区調整機構に提言すべきである。 
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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年次では、「薬学概論」および「生命と医の倫理」の講義の一部において、参加

型学習を実施している（履修要項 P150,P151、薬学概論および生命と医の倫理講義

資料）。また２年次には、「情報処理演習」（履修要項 P220、情報処理演習資料）の

全般において、さらに各「基礎薬学実習」の一部において（履修要項 P213~P216、
基礎薬学実習 I、 II、 III 資料）、参加型学習を実施している。３年次には「基礎薬

学実習」および「医療薬学実習」の一部において（履修要項 P217~P219、基礎薬学

実習 IV 資料、医療薬学演習 I、II 資料）、また「医薬品情報演習」全般において（履

修要項 P221、医薬品情報演習資料）、参加型学習を実施している。４年次には、「医

療薬学実習 III」全般において（履修要項 P219、医療薬学演習 III 資料）、参加型学

習を実施している。５，６年次には、学生は各講座に所属し、教員の個別指導の下、

卒業研究を通じて参加型学習を実践する（卒業研究資料（H22 年度より実施のため

準備中））。グループあたりの参加人数は、概ね４～９名であり、また学生が積極的

に学習に参加するよう、司会者や書記係の回り持ちの徹底、自己ワークシートやグ

ループワークシートの作成、発表会の実施や発表会発表者の複数人選抜などを行っ

ている（薬学概論および生命と医の倫理講義資料、情報処理演習資料、医薬品情報

演習、基礎薬学実習 I、 II、 III、 IV 資料、医療薬学演習 I、 II、 III 資料）。～「観

点５－１－１－１」、「観点５－１－１－２」  
資料一覧  
・履修要項  
・薬学概論および生命と医の倫理講義資料  
・情報処理演習資料  
・医薬品情報演習資料  
・基礎薬学実習 I、 II、 III、 IV 資料  
・医療薬学演習 I、 II、 III 資料  
・卒業研究資料（H22 年度より実施のため準備中））  
 

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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［点検・評価］  
［優れた点］  

特になし  
 
［改善点］  
・各学年で実施されている参加型学習の有機的な連携 

・参加型学習の充実  
 
［改善計画］  
教務委員会が中心となって、各参加型学習の内容を把握し、各学年で実施されて

いる学習を有機的に結びつける。また１～4 年次の学生が参加型学習を通して自律

的な学習態度を身につけるために、年次進行型（一般事案および科学的トピックス

に関する PBL から医療関連の PBL へ）の参加型学習や、学習達成度が大きく異なる

上級生が参加する学年混合型の参加型学習、医療系学部横断型（歯・薬・心身科学

の学部混成型）の参加型学習などの導入を検討する。
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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］  
１年次では、「薬学概論」および「生命と医の倫理」の講義の一部において（履

修要項 P150,P151、薬学概論および生命と医の倫理講義資料）、参加型学習を実施

している。また２年次には、「情報処理演習」の全般において（履修要項 P220、情

報処理演習資料）、さらに各「基礎薬学実習」の一部において（履修要項 P213~P216、
基礎薬学実習 I、 II、 III 資料）、参加型学習を実施している。３年次には「基礎薬

学実習」（履修要項 P213~P216、基礎薬学実習 IV 資料）および「医療薬学実習」

の一部において（履修要項 P217~P218、医療薬学演習 I、 II 資料）、また「医薬品

情報演習」全般において（履修要項 P221、医薬品情報演習資料）、参加型学習を実

施している。４年次には、「医療薬学実習 III」の約半分において（履修要項 P219、
医療薬学演習 III 資料）、参加型学習を実施している。５，６年次には、学生は各講

座に所属し、教員の個別指導の下、卒業研究を通じて参加型学習に参加する（５，

６年次で併せて 20 単位、履修要項 P19、卒業研究資料（H22 年度より実施のため

準備中）））。～「観点５－１－２－１」、「観点５－１－２－３」  
1 年次、2 年次、3 年次、4 年次の自己研鑽・参加型学習の単位数はそれぞれ 8/14、

16/14、18/14、14/14 単位（計 4 単位）となっている。その結果、１～6 年次で自

己研鑽・参加型学習は計 24 単位確保されており、卒業要件単位数 186 単位の 10 分

の 1（18.6 単位）を上回っている。～「観点５－１－２－２」  
資料一覧  
・履修要項  
・薬学概論および生命と医の倫理講義資料  
・情報処理演習資料  
・医薬品情報演習資料  
・基礎薬学実習 I、 II、 III、 IV 資料  
・医療薬学演習 I、 II、 III 資料  
・卒業研究資料（H22 年度より実施のため準備中））  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  

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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特になし  
 
［改善点］  
・1 年次における参加型学習の充実  
 
［改善計画］  

1 年次では教養部での教育が主体となるため、教養部教員と連携しながら、1
年次の参加型学習を充実させる。  
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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］  
全学部が関わる学部長会や薬学部教授会が中心となって薬学部のアドミッショ

ン・ポリシーの設定、検証、修正・改善等を行い、大学案内（「学びの特徴」として

記載）や薬学部ホームページ  
（ http://www.phar.agu.ac.jp/academics_college/admission_policy/）を通じて、

入学志願者に周知している。～「観点６－１－１」、「観点６－１－２」  
しかし入学志願者が手にする他の冊子媒体等（大学概要や入試要項など）ではア

ドミッション・ポリシーが明記されていない（H21 年 12 月末現在）。また入試情報

を提供する大学の受験者向けホームページにも、アドミッション・ポリシーが掲載

されていない（H21 年 12 月末現在）。  
資料一覧  
・大学案内  
・ホームページ  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  

特になし  
 
［改善点］  
・アドミッション・ポリシー公表の促進  
 
［改善計画］  
大学の受験者向けホームページや入学志願者が手に取る冊子媒体等を含め、入学

志願者に薬学部のアドミッション・ポリシーを広く公表する。

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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【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］  
学部長および教務主任をメンバーとする全学の入試委員会が入学者の適正およ

び能力を客観的に評価する体制が整えられている（H22 年度入試委員名簿）。薬学

部では、公募制推薦入試 A、前期試験 A、中期試験、後期試験、センター利用 I 期・

II 期試験、薬学部第 2 学年編入試験、帰国生徒入学試験、外国人留学生入学試験を

実施している（入試ガイド 2010、P8、P29～P31）。公募推薦入試 A については、

基準評定点を設け、この評定点と小論文試験との合計で入学者の選抜を行っている。

その他の一般入試試験では、複数科目の合計点で、合格者を選抜している（入試ガ

イド 2010）。～「観点６－２－１」、「観点６－２－２」  
医療人としての適性については、面接による判断を行っていないが、推薦入学者

に対しては、志望動機書類や小論文試験の結果から、学業成績だけにとらわれない

合格者判定方式を採用している。～「観点６－２－３」  
資料一覧  
・2010 入試ガイド  
・入試委員名簿  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  

特になし  
 
［改善点］  
・医療人としての適正評価  
 
［改善計画］  
推薦入学者向け小論文試験に医療時事関連問題などの出題を検討する。

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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【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］  

薬学部の学年あたりの定員は150名であり、平成21年12月末日での総在籍学生数は

647名（定数600名）となっている（大学関連書類：学生定数と実数）。薬学部の専任

教員は46名であるが、平成21年12月末日での在籍数は45名（1名休職、1名欠員）とな

っている（教員一覧（H21年度12月末現在））。薬学部担当職員は現在8名である（職

員一覧（H21年度12月末現在））。また薬学部専門教育に関わる他学部（歯学部、心身

科学部、商学部、教養部）の兼任教員は13名である（兼任教員一覧（H21年度））。さ

らに4名の非常勤講師が薬学部専門教育を担当している（大学関連書類：非常勤講師

一覧）。実習や演習については、専任教員主導のもと、49名（H21年度）の非常勤実習

助手が実験補助を行っている（非常勤実習助手一覧（H21年度））。１年次の教養教育

については、薬学部専任教員と綿密な連携を図りながら、教養部教員が日進キャンパ

スで実施している（履修要項P57～P149）。～「観点６－３－１」 

2年次からは楠元キャンパスで専門教育が開始され、プラズマディスプレイ・液晶

プロジェクター・ＡＶ装置・電動スクリーン・電動暗幕を備えたマルチメディア対応

の大講義室4 室を利用できる（施設資料2階）。また薬学棟には、調剤室、無菌製剤

室、模擬病室、ＤＩ室、動物実験室などが完備され、医療薬学の実践的教育が可能な

設備となっている（施設資料5階、履修要項P319）。さらに共同実験室（施設資料共

同実験室、履修要項P319）には大型研究機器が設置され、十分な内容の卒業研究が実

施できる体制を整えている（大型機器一覧）。～「観点６－３－２」 

資料一覧  
・履修要項  
・大学関連書類（学生定数と実数）  
・教員一覧（H21 年度 12 月末現在）  
・職員一覧（H21 年度 12 月末現在）  
・兼任教員一覧（H21 年度）  
・非常勤講師一覧（H21 年度）  
・非常勤実習助手一覧（H21 年度）  
・施設資料（2 階、5 階） 

・施設資料（共同実験室）  
・大型機器一覧  

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。  
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［点検・評価］  
［優れた点］  

特になし  
 
［改善点］  

特になし  
 
［改善計画］  

特になし  
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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］  
6 年制薬学部の学年あたりの定数は 150 名であり（大学関連書類（学生定数））、

平成 21 年 12 月末日での総在籍学生数は 647 名（定数 600 名、定員充足率 108％）

となっている（大学関連書類（H21 年 12 月末学生数））。平成 19 年度入学者は、定

数からかなり乖離したが（192 名）、平成 20 年度（159 名）、平成 21 年度（151 名）

にはその改善に取り組み、成功している（H19,20,21 年度入学者資料）。～「観点６

－４－１」、「観点６－４－２」  
資料一覧  
・大学関連書類（学生定数）  
・大学関連書類（H21 年 12 月末学生数）  
・大学関連書類（H19,20,21 年度入学者資料）  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  

特になし  
 
［改善点］  

特になし  
 
［改善計画］  

特になし  

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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７ 成績評価・修了認定 

 
【観点 ７-２-１】進級要件（進級に必要な修得単位数及び成績内容），留年の場合の

取り扱い（再履修を要する科目の範囲）等が決定され，学生に周

知されていること。 

 
［現状］  
本学における成績評価は、「愛知学院大学薬学部の試験に関する内規」に基づき、

判定されている（履修要項 P307）。6 年次には、学習到達度を総合的に判定する総

合学力試験（卒業試験）を実施する（履修要項 P306）。科目試験の受験資格を得る

ためには、各講義科目の授業時間数の 2／3 以上の出席が必要である（履修要項 P29）。

成績評価は出席や受講態度などの外形評価、講義課題やレポートの評点、各学期末

に実施される定期試験やレポート試験などを総合的に評価するとともに（H21 年度

各教科成績資料）、これらの点を履修要項（シラバス）を通じて学生に公表してい

る。科目試験では、各学期末に「定期試験」を実施している（H21 年度各教科定期

試験資料）。いずれも 1 科目 100 点満点とし、60 点以上を合格としている。疾病、

その他やむを得ない事情により定期試験を欠席した者に行う「追試験」及び定期試

験に不合格となった学科目について行う「再試験」を実施している（履修要項 P307）。

追試者及び再試験者に対する評価は、それぞれ原則 80 点満点及び 60 点満点として

いる（履修要項 P307）。進級については、各学年で履修すべき科目数を設定し、教

授会にて単位認定と進級の判定が行われている（履修要項 P309）。留年した場合に

は、当該学年の修得単位は有効となっている（（履修要項 P309）。これらの情報は、

履修要項に記載され学生に周知されるとともに、成績結果については、学生及びそ

の保護者に告知されている（通知成績表サンプル）。  
資料一覧  
・履修要項  
・H21 年度各教科成績資料 

・H21 年度各教科定期試験資料 

・通知成績表サンプル 

 
［点検・評価］  
［優れた点］  

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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特になし  
 
［改善点］  

特になし  
 
［改善計画］  

特になし  
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［現状］  
各学年で進級要件科目数を設定し、履修要項（愛知学院大学薬学部の進級・卒業

要領）への記載と学生への周知を行っている。それぞれの学年での進級要件は以下

の通りである（履修要項 P309、P310）。 

（１）1 年次から 2 年次：1 年次修得単位数 48 単位中 44 単位 

（２）2 年次から 3 年次：２年次修得単位数 30 単位中 25 単位 

（３）3 年次から 4 年次：２～３年次修得単位数 59 単位中 54 単位 

（４）4 年次から 5 年次：２～４年次修得単位数 83 単位中 78 単位 

（５）5 年次から 6 年次：２～５年次修得単位数 108 単位中 103 単位 

 

この進級要件に基づき、教務委員会が学期末に各学年の学生個々の進級判定結果

を確認し、教授会がこれを承認している（H21 年度教務委員会資料、H21 年度教授

会資料）。  
資料一覧  
・履修要項  
・H21 年度教務委員会資料 

・H21 年度教授会資料  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  

特になし  
 
［改善点］  

特になし  
 
［改善計画］  
 特になし  

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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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］  
学生に対する履修・修学指導は、学部として実施されるものと学生アドバイザー

を中心として行われるものに区分される。学部として実施されるものとしては、新

入生オリエンテーション（一泊研修資料）および各学年での教務委員会による履修・

修学指導（学年別オリエンテーション資料）である。学生アドバイザーは、担当科

目教員等と綿密に連絡を取り合い、個々の学生に対し成績・出席率などきめ細かな

履修・修学指導を実施している（学生アドバイザー資料、1 年生アドバイザー：履

修要項 P26）。さらに保護者に対しても薬学部の教育方針、履修・修学指導上の留意

点等について、詳細な情報を提供している（保護者への資料）。 

学年オリエンテーションは年度の初めに学年ごとに実施されている。1 年次を対

象とした「新入生オリエンテーション」は、入学式直後に二日間にわたり行われ、

教養教育科目の履修指導及び学内外における学生生活の心得、各種届け出等の説明、

図書館情報センターの利用法の説明を行っている。また本学の教育理念・方針、教

育課程（基礎系、医療系の講義内容）、学外実習（薬局実習、病院実習）、さらに各

年次におけるカリキュラムの概要を説明し、薬学部における学習意欲の高揚に努め

ている（一泊研修資料）。理科教科に未履修科目のある新入生に対しては、1 年次に

開講される「物理学の基礎」、「化学の基礎」、「生物学の基礎」の受講の履修指導を

行っている。～「観点８－１－１－１」、「観点８－１－１－２」 

大部分の科目が必修となる第１～4 学年（２～5 年次進級（5 年次進級者には実務

実習ガイダンスを含む））を対象とした「学年オリエンテーション」は、学年ごとの

履修・修学指導として春学期授業開始直前に実施されている（学年別オリエンテー

ション資料）。各年次に則した授業科目、講義の履修方法、試験制度の概要（履修規

程の改正等の周知を含む）、出・欠席の取り扱い、進級基準に関する注意事項等が説

明されている。～「観点８－１－１－３」 

資料一覧  
・履修要項  

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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・一泊研修資料  
・学年別オリエンテーション資料  
・学生アドバイザー資料  
・保護者への資料  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  

特になし  
 
［改善点］  

特になし  
 
［改善計画］  

特になし  
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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］  
１年次においては、教養部担当教員が学生アドバイザーを務め、学習進度や学習

内容の理解度の把握に努めている（履修要項 P26）。２年次から４年次の３年間につ

いては、薬学部教員が学生アドバイザーとなり、個々の学生に対し成績・出席率な

どきめ細かな履修・修学指導を実施している（H21 年度学生アドバイザー一覧（２

～４年生））。５，６年次においては、配属講座の教員がアドバイザーを兼任する。

教員個々にオフィスアワーを設置し、学生の個別指導を行っている（H21 年度薬学

部オフィスアワー一覧）。  
資料一覧  
・履修要項  
・H21 年度学生アドバイザー一覧（２～４年生）  
・H21 年度薬学部オフィスアワー一覧  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  

特になし  
 
［改善点］  

特になし  
 
［改善計画］  
 特になし  

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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【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］  

学生に対する経済的支援としては、主に奨学金制度により行なわれ、教育の機会均

等に寄与するため、学資の貸与やその他の修学援助を行なっている。独立行政法人「日

本学生支援機構」奨学金制度を中心とした公的援助を 大限活用しながら、都道府

県・市町村等の地方自治体や各種民間団体の公布する奨学金情報を公示し、学生に応

募を勧めている（奨学金等資料、履修要項P46）。 

また愛知学院大学応急奨学金制度（履修要項P46）、愛知学院大学開学50 周年記念

奨学金制度（履修要項P315）、愛知学院大学特待生奨学金制度（履修要項P46）も設

け、一人でも多くの学生を支援できるように配慮している。 

学生の健康管理については、日進キャンパス及び楠元キャンパスに保健センターを

設置し、学生の健康面及びメンタル面でのフォローを行っている（履修要項P46）。ま

た学生相談室を設け、週1回専門のカウンセラーによる学生相談を実施している（履

修要項P46）。保健センターや学生相談に関しては、履修要項にその概要を明示すると

ともに、掲示物でその設置や利用時間を周知している。さらにホームページを通じて、

様々な健康情報（http://hoken.agu.ac.jp/）や相談情報

（http://www.agu.ac.jp/~gakuseka/soudan/soudan.html）を発信している。～「観

点８－１－３－１」 

年１回の学生定期健康診断を実施するとともに、受診率の把握を毎年行い、できる

だけ多くの学生が受診するよう指導している（健康診断受診件数資料（H21年度））。

～「観点８－１－３－２」  
資料一覧  
・履修要項  
・奨学金等資料  
・学生相談件数資料（H21 年度）  
・健康診断受診件数資料（H21 年度）  
・ホームページ資料（健康情報、学生相談情報）  
 
［点検・評価］  

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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［優れた点］  
・大学独自の学生奨学支援  
 
［改善点］  

特になし  
 
 
［改善計画］  
 特になし  
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［現状］  
全学レベルのセクシャル・ハラスメント対策委員会が設置され、薬学部教員も委

員として参加している（セクシャル・ハラスメント対策委員会資料）。また人権等に

関する相談を常に受付けていることを学生に周知するとともに、学生相談室を設け

学生からの相談を常時受け付けている（履修要項 P46）。さらにセクシャル・ハラス

メント防止のための啓蒙セミナーを開催し、学生および教職員の意識向上を図って

いる（ハラスメント対策関連資料（掲示物等））。  
H21 年度よりセクシャル・ハラスメント対策委員会の見直しを進め、様々なハラ

スメントの防止に幅広く対応するため、セクシャル・ハラスメント対策委員会をハ

ラスメント対策委員会に発展させる内規の改正を行い、H21 年度より活動を開始し

た（ハラスメント対策委員会資料および改正内規）。さらにホームページを通じて、

ハラスメント相談情報（http://www.agu.ac.jp/~gakuseka/soudan/sub2.htm）を発

信している。  
資料一覧  
・履修要項  
・セクシャル・ハラスメント対策委員会資料  
・ハラスメント対策委員会資料および改正内規  
・ハラスメント対策関連資料（掲示物等）  
・ホームページ資料（ハラスメント相談情報）  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  

特になし  
 
［改善点］  

特になし  
 
［改善計画］  
 特になし  

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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［現状］  
個 人 情 報 保 護 に 関 す る 取 組 を 履 修 要 項 （ P313 、 P314 ） や ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.phar.agu.ac.jp/jimu/individual.html）で公開している。履修要項記

載の主な内容は、１）学生及び保証人の個人情報とは、２）学生及び保証人の個人

データとは、３）適正な取得、４）利用目的の明示、５）利用目的の特定、６）安

全管理措置、７）第三者提供の制限、８）開示、９）訂正等、である。また個人情

報保護に関する啓蒙ポスターを常に掲示している（掲示ポスター資料）。教職員間の

学生情報に関わる資料提供に際しては、依頼者から学部長宛に、利用理由、情報種

別及び守秘等の責任を明記した情報提供依頼書を提出することにより行っている

（情報提供依頼書（様式））。  
資料一覧  
・履修要項  
・ホームページ資料（個人情報保護）  
・掲示ポスター資料  
・情報提供依頼書（様式）  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  

特になし  
 
［改善点］  

特になし  
 
［改善計画］  

特になし  

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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［現状］ 

身体に障害のある者の受験に関しては、出願者の希望により特別室受験を認めてい

る。入学した障害者が支障なく学生生活を過ごせるように、年度開始時に該当者の学

籍情報と障害状況をまとめ、「取り扱い注意書類」として各学部・各部署へ連絡され、

配慮が要請されている。全学的に障害者用エレベーター、障害者用トイレ、階段部分

の手すり、出入口部分のスロープ、自動ドアの設置が順次進められている（障害者用

設備の設置に関する資料）。また障害者の優先的な学内指定場所への車の乗り入れ駐

車を認めている（駐車許可申請書）。 

資料一覧  
・障害者用設備の設置に関する資料  
・駐車許可申請書 

 
［点検・評価］  
［優れた点］  

特になし  
 
［改善点］  
・障害者への配慮施設の整備  
 
［改善計画］  
一部の古い施設では、障害者への配慮施設の整備が構造上困難である。そのよう

な施設に対しては障害者向けの代替施設を準備する必要がある。

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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【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］  
薬学部棟一階に就職相談室を設け、コンピューターによる Web 検索や各種資料の

閲覧が可能となっている（履修要項 P318）。また掲示物による社会活動やボランテ

ィア活動情報の提供等を常時行い、学生の進路選択を支援している。さらに学内に

就職委員会を設置し、外部の情報を学生に効率的に提供できるよう努めるとともに、

就職担当職員を設置し、学生の相談を随時受け付けている（就職委員会資料、就職

支援資料、参考資料（H20 年度就職セミナー等一覧））。また就職情報専用のホーム

ページ（http://www.phar.agu.ac.jp/jimu/job/thinking.html）を薬学事務室ホーム

ページ内に開設し、学生が学内だけでなく自宅からも就職情報にアクセスできる体

制を整えている。開設されている項目は、１）基本的な考え方・支援体制、２）活

躍できる分野、３）J-net、４） e-Testing、５）就職に役立つリンク集、６）企業

採用担当者の皆様へ、である。～「観点８－１－７－１」  
学生の社会活動への参加については、インターンシップ情報として全学レベルで

情報収集が可能（http://www.agu.ac.jp/~cc-syus/about/program1.html）であるが、

学部独自の情報発信は今のところ行っていない。～「観点８－１－７－２」 

資料一覧  
・履修要項  
・就職委員会資料  
・就職支援資料  
・参考資料（H20 年度就職セミナー等一覧）  
・インターンシップ情報資料（全学）  
・ホームページ資料（就職情報、インターンシップ情報）  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  

特になし  
 
［改善点］  
・医療系分野を中心にしたインターンシップやボランティア関連情報の提供  
 

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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［改善計画］  
就職委員会が中心となって、医療系分野を中心にしたインターンシップやボラン

ティア関連情報発信の準備を整える。  
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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］  
学生授業アンケートを各科目について毎年実施し、学生の学習状況を学部全体と

して把握するとともに、各教科に関する情報を担当教員にフィードバックしている

（学生授業アンケート資料（H21 年度）、学生授業アンケート集計結果（H21 年度））。

また 3 年ごとに学生生活アンケートを実施し､学生生活の把握に努めている（学生

生活アンケート資料（H21 年度）、学生生活アンケート集計結果（H21 年度））。さ

らに各学部に学生相談窓口が設置され、さまざまな相談を受け付けていることを履

修要項や掲示物などで、周知している（履修要項 P46）。学生から直接意見を聴く機

会に関しては、教務委員会担当事務職員が窓口となって要望・意見等を聴取してい

るが（履修要項 P49）、卒業生から意見を聴く機会・体制は現在設けられていない。

～「観点８－１－８－１」、「観点８－１－８－２」  
資料一覧  
・履修要項  
・学生授業アンケート資料（H21 年度）  
・学生授業アンケート集計結果（H21 年度）  
・学生生活アンケート資料（H21 年度）  
・学生生活アンケート集計結果（H21 年度）  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  

特になし  
 
［改善点］  
・卒業生からの意見聴取  
 
［改善計画］  
今後、同窓会組織を立ち上げ、Web 等を介して広く卒業生の意見を聴取する体制

の整備を進める。  

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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（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］  

実習における安全教育については、各実習（学外実習を含む）のオリエンテーショ

ン（講義、実習説明や導入として明記）で実施するとともに、とくに重要な情報等に

ついては教務委員会がその周知や把握を行い、事故の予防に注意を払っている（履修

要項P213～P221、基礎薬学実習実習書、医療薬学実習実習書）。～「観点８－２－１

－１」 

また実務実習実施の際の学生の安全確保のために、健康診断（抗体検査）と予防接

種を実施している（実務実習委員会資料（抗体検査と予防接種））。～「観点８－２

－１－２」 

本学では、学生の不慮の事故や疾病による障害の場合に給付金が支給される災害共

済会制度（愛知学院大学災害共済会制度）を1978年より整えている（履修要項P47）。

これは大学と大学後援会での捻出金で運営され、学生全員が加入し、正課中・課外活

動中等の学内での怪我や事故、または病気や不慮の事故等による障害の補償を、死亡

給付金、障害給付金、入院給付金、医療給付金の種別に分け給付し、補償を行なって

いる。また学生教育研究災害傷害保険（平成２０年度以降入学の学生対象）による補

償も行っている（履修要項P47）。～「観点８－２－１－３」 

 災害時や非常事態での授業の取り扱い対応については、履修要項（P311（日進キャ

ンパス）、P312（楠元キャンパス））に明示するとともに、緊急連絡網（Web-campus）

を用いた個別学生への連絡が可能となっている。またホームページ上でもその取り扱

いが明示されている（http://www.phar.agu.ac.jp/jimu/teacher/kusumoto.html）。～

「観点８－２－１－４」  
事故や災害発生時の教職員緊急連絡網およびその指揮命令系統は準備されている

が、教職員の役割分担や配置、被害防止マニュアルの作成や災害防止講習会の開催等

は実施されていないのが現状である。 

資料一覧  

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。 



 

 - 72 -

・履修要項  
・基礎薬学実習 I~IV 実習書、医療薬学実習 I～ III 実習書  
・ホームページ資料（緊急連絡網情報）  
・実務実習委員会資料（抗体検査と予防接種）  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  
・大学独自の災害等給付金制度  
 
［改善点］  
・災害時の教職員の役割分担や配置、被害防止マニュアルの作成や災害防止講習

会の開催  
 
［改善計画］  
薬学部教授会が中心となって、災害時の教職員の役割分担や配置、被害防止マニ

ュアルの作成や災害防止講習会の開催等を、早急に準備する。  
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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］  
本学薬学部の教員数は平成 21 年 12 月末日現在、46 名である。専任教員の構成比

は、教授 17 名（1 名休職）、准教授 8 名、講師 7 名、助教 13 名（1 名欠員）、助手 1

名である（教員一覧 H21 年 12 月末）。平成 21 年 12 月末現在の学生数と教員数の割

合は、約 10：1 である（1 年次（教養部所属）を除く２～４年生（定員 450 名に対

して）。実務家教員については、H21 年 12 月末現在、教授 2 名、准教授 2 名、講師 1

名が配置されている（実務家教員一覧、実務家教員調書）。このほか 4 年以上の実務

経験をもつ講師 1 名、助教１が配置され、実務家教員をサポートしている（実務家

サポート教員一覧、実務家サポート教員調書）。～「観点９－１－１－１」、「観点

９－１－１－２」、「観点９－１－１－３」  
資料一覧  
・教員一覧（H21 年 12 月末現在）  
・実務家および実務家サポート教員一覧  
・実務家および実務家サポート教員調書  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  

特になし  
 
［改善点］  

特になし  
 
［改善計画］  
 特になし  

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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［現状］  
「愛知学院大学薬学部教員等の任期に関する内規」により、教授の任期は 10 年（再

任可）、准教授の任期は 5 年（再任可）、講師の任期は 4 年（再任可）、助教並びに助

手の任期は 3 年（再任可、但し原則として 2 期まで）とされ、専門分野についての

教育上および研究上の実績および優れた知識・経験及び高度の技術・技能の向上を、

一定年度ごとに担保している（愛知学院大学薬学部教員等の任期に関する内規）。し

かし一部の教員（2 名）については、採用時の条件から任期制適用外であり、再任

用審査を行っていない。 

教員の教育上及び研究上の実績については、所属講座ごとにまとめ、毎年、公表

している（愛知学院大学薬学会誌 H20、愛知学院大学薬学会誌 H21）。  
 

資料一覧  
・資料（「愛知学院大学薬学部教員等の任期に関する内規」） 

・愛知学院大学薬学会誌（H20 年版、H21 年版）  
・全教員の業績資料（ 近 5 年間）  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  

特になし  
 
［改善点］  
・任期制適用外教員に対する業績審査の実施  
 
［改善計画］  
任期制適用外教員についても、専門分野についての教育上および研究上の実績お

よび優れた知識・経験及び高度の技術・技能の向上を、一定年度ごとに担保するた

め、業績審査を実施する必要がある。

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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【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］  
在籍教員 46 名（平成 21 年 12 月末現在）の年齢構成は、20 代 8 名、30 代 11 名、

40 代 9 名、50 代 7 名、60 代 8 名、70 代 3 名であり、比較的バランスの良い構成と

なっている（教員調書）。教授および准教授・講師の担当授業科目数はそれぞれ２お

よび１教科であり、薬学における主要な科目の担当は概ね、教授または准教授であ

る（履修要項 P54～P56）。「観点９－１－３－１」、「観点９－１－３－２」、「観

点９－１－３－３」 

演習及び実習は講座単位あるいは複数の講座単位で実施されている。演習や実習

できめ細かな教育を実施するため、また実習や演習中の安全確保のため、演習・実

習あたり２～３名の非常勤実習助手（おもに薬学部卒業大学院生や医療現場従事薬

剤師）の配置が可能である（非常勤実習助手一覧（H21 年度））。～「観点９－１－

３－４」  
資料一覧  
・履修要項  
・教員調書  
・非常勤実習助手一覧（H21 年度）  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  

特になし  
 
［改善点］  

特になし  
 
［改善計画］  
 特になし  

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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【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］  
「愛知学院大学薬学部教員資格内規」及び「薬学部教員資格審査委員会規程」を

作成し、「教授選考」、「准教授、講師、助教及び助手の採用」、さらに「准教授、講

師及び助教への昇任」について明文化している（愛知学院大学薬学部教員資格内規、

薬学部教員資格審査委員会規程）。人材の確保や昇任については、資格審査委員会が

集中的に審議するが、 終的に薬学部教授会に諮ることで、審査内容の公平性・透

明性を確保できる体制となっている。教員の採用や昇進については、教育面での能

力等も考慮するため、教育上の成果についても記載する書類形式となっている（公

募要領、教員調書ひな形）。  
資料一覧  
・「愛知学院大学薬学部教員資格内規」資料  
・「薬学部教員資格審査委員会規程」資料  
・公募要領  
・教員調書ひな形  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  

特になし  
 
［改善点］  

特になし  
 
［改善計画］  
 特になし  
 

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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（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］  
カリキュラムの修正・変更については、教務委員会が中心となり、その必要性や

変更点を検討している。平成 20 年度には、各教科の履修内容と薬学モデル・コア

カリキュラムの対応を調査し、その結果を平成 21 年度から履修要項（シラバス）

に明示した（履修要項 P150～P227）。～「観点９－２－１－１」  
また薬学領域の 新知見のフォローアップのため、学内で定期的に薬学セミナー

を開催し、教員の資質向上を図っている（H21 年 12 月末までに 35 回実施、薬学セ

ミナー資料）。さらに学外で開催される各種学会・ワークショップに積極的に教員を

派遣し、教員の資質向上に努めている（教員学会出張予算：教授、准教授、講師：

大 23 万円 /年、助教： 大 20 万円 /年）。～「観点９－２－１－２」  
教員の教育上または研究上の業績については、愛知学院大学薬学会誌（年 1 回発

行、全国の薬学部へ寄贈、H20 年度版、H21 年度版参照）で公表するとともに、そ

の概要を点検・評価報告書 愛知学院大学で冊子体（H18 年度資料参照）及び Web 版

として公開している（http://www.agu.ac.jp/about/ss2006_1.html）。教員が行っ

ている市民公開講座など社会貢献活動への参加についても同誌らで開示している。

～「観点９－２－１－３」、「観点９－２－１－４」  
資料一覧  
・履修要項  
・薬学セミナー資料  
・愛知学院大学薬学会誌（H20 年度版、H21 年度版）  
・点検・評価報告書 愛知学院大学（H18 年度）  

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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・ホームページ資料（点検・評価報告書 愛知学院大学（H18 年度））  
・全教員の業績資料（ 近 5 年間）  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  

特になし  
 
［改善点］  
・全教員の 近５年間における教育上又は研究上の業績等の公表 

 
［改善計画］  
医療及び薬学の進歩発展に寄与するため、全教員の 近５年間における教育上又

は研究上の業績等を、点検・評価報告書や Web 等でわかりやすく公表していく。  
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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］  
薬学部では、医学・薬学の多彩な分野で、研究活動が行われ、医療及び薬学の進

歩発展に貢献している。在籍教員 46 名（平成 21 年 12 月末現在）の研究活動を 近

5 年間の研究上の業績等で示した（各教員の研究業績資料（ 近 5 年間））。教員の

研究上の業績については、愛知学院大学薬学会誌（年 1 回発行、全国の薬学部へ寄

贈）で公表するとともに、さらに一部の教員においては（16 講座中 10 講座）、研究

活 動 を ホ ー ム ペ ー ジ 上 で 近 の 業 績 と し て 公 開 し て い る

（http://www.phar.agu.ac.jp/laboratory/）。～「観点９－２－２－１」 

一方、現在のところ、 新の研究活動が教育・講義に十分反映されているとはい

えない。～「観点９－２－２－２」 

資料一覧  
・各教員の研究業績資料（ 近 5 年間） 

・愛知学院大学薬学会誌（H20 年度版、H21 年度版） 

・ホームページ資料（各講座の業績） 

 
［点検・評価］  
［優れた点］  

特になし  
 
［改善点］  
・ 新の研究活動の教育への反映  
 
［改善計画］  
6 年次に開講されるアドバンスト教育では、 近の研究内容の紹介等が盛り込ま

れ、学生に講義される予定である（H23 年度の開講科目のため、シラバス及び講義

資料等未準備）。  

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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［現状］  
薬学部の各講座あたりの床面積は 136.6m2 である（施設資料）。そのうち約 115m2

が研究スペースとして利用可能であるが、その一部を講座スタッフ（2 名）および

配属学生（1 学年 9 名～10 名）の居住スペースとして使用している。共同機器室（施

設資料、履修要項 P319）が薬学部棟内に設置され、教育研究用の大型機器（NMR、

共焦点レーザー顕微鏡、シークエンサー、フローサイトメーターなど）が整備され

ている（機器整備委員会資料）。薬学部棟内には小動物用の簡易の動物センターも設

置されているが（施設資料）、大・中型動物の飼育には、歯学部動物センターの利用

が可能となっている（施設資料）。 

演習や実習できめ細かな教育を実施するため、演習・実習あたり２～３名の非常

勤実習助手（おもに大学院生及び医療現場従事薬剤師）の配置が可能である（非常

勤実習助手一覧（H21 年度））。また研究活動をサポートする目的で、客員研究員・

研究員制度を設け、外部の研究者が薬学部内で共同研究を行うことが可能となって

いる（客員研究員・研究員一覧（H21 年度））。 

教育研究活動を実施するための予算的措置として、個人研究費・研究旅費が講座

予算として配分されている（個人研究費：講師以上で年間 80 万円、助教で年間 40

万円、助手で 20 万円、研究旅費：助教以上で年間 23 万円、助手で年間 11 万円）。

その他、実習費（消耗品の補充費：30 万円/講座）や卒業研究費（H20 年度実績：3

万円/配属学生 1 人）が配分されている（予算検討委員会資料）。  
資料一覧  
・施設資料（薬学部、歯学部動物センター）  
・機器整備委員会資料  
・予算検討委員会資料  
・教授会資料（H21 年度）  
・非常勤実習助手一覧（H21 年度）  
・客員研究員・研究員一覧（H21 年度）  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  

特になし  
 
［改善点］  
・教育活動及び研究活動を実施するためのスペース確保  
 

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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［改善計画］  
１講座あたりの配属学生数は将来的（6 年制完成時）に約 20 名となるため、スペ

ースが大幅に不足すると予測される（H23 年度以降）。学生の適切な学習環境の整

備のために、早急に対策を立てる必要がある。  
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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］  
教員は国内外の学会等に積極的に参加し、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（教員の学会等発表資料（H21 年度））。一部には、国内外と

の共同研究プロジェクトも実施されており、個々の教員が積極的に 先端知識の吸

収を図っている（教員の共同研究資料（H21 年度、国内外））。  
実務家教員は全員、愛知学院大学歯学部附属病院の実務実習指導教員として登録

されており、臨床研修を行う体制を整えている（愛知学院大学歯学部附属病院実務

実習指導教員資料（H21 年度））。  
さらに実務家教員は（5 名中 2 名、H21 年度）、リサーチアソシエイトや診療従事

者（薬剤師）として、研究・実務において、医療機関（主に近隣の大学附属病院）

に登録されており、積極的に医療現場との連携を進め、また医療現場へ参加し、

新の医療情報の取得と教育研究へのフィードバックに努めている（リサーチアソシ

エイト及び診療従事者登録資料（H21 年度）、実務家教員の医療現場との連携資料

（H21 年度））。  
資料一覧  
・教員の学会等発表資料（H21 年度）  
・実務家教員の医療現場との連携資料（H21 年度）  
・教員の共同研究資料（H21 年度、国内外）  
・リサーチアソシエイト及び診療従事者登録資料（H21 年度）  
・愛知学院大学歯学部附属病院実務実習指導教員資料（H21 年度）  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  

特になし  
 
［改善点］  
・研究活動の支援体制の整備  
・実務家教員の実務経験活動の支援体制の整備  
 
［改善計画］  
6 年制の薬学教育を充実させていく中で、研究活動を積極的に進めることは容易

でない。そのため、とくに予算面や人員面で研究活動を積極的にサポートする体制

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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を整備しなければならない。また実務家教員の実務スキル維持活動の支援も積極的

に進めなければならない。 
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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］  
教養部では、全学共通の事務組織が 1 年次の薬学生の履修をサポートしている。

一方、専門教育を行う楠元キャンパスでは、平成 21 年 12 月末現在、薬学部担当の

事務職員が 8 名配置されている（事務長 1 名、事務長補佐 2 名、係長 1 名、事務職

員 4 名、薬学事務組織図及び人員数等資料）。教務委員会や実務実習委員会には、

事務職員も参加しており、教員と情報を積極的に共有し、学部の教育活動を支援し

ている（H21 年度委員会名簿）。～「観点９－３－１－１」  
研究活動のサポートに関しては、研究支援センター（事務職員 5 名、知的財産ア

ドバイザー1 名、研究支援センター資料）が設置され、科学研究費補助金や財団等

からの競争的資金の獲得の支援や事務処理、資金情報の提供などの事務作業を行っ

ている。～「観点９－３－１－１」  
実務実習の実施を支援する専任の職員は、現在、配置されておらず、教務担当職

員が兼務している。～「観点９－３－１－２」  
資料一覧  
・薬学事務組織図及び人員数等資料  
・委員会名簿資料（H21 年度）  
・研究支援センター資料  
・ホームページ資料（研究支援センター）  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  

特になし  
 
［改善点］  
・実務実習の実施を支援する事務体制の整備  
 
［改善計画］  
今後、学外実習が実施されるに伴い、関連事務量の増加や学生管理業務への対応

等、新たな事務作業が発生すると予測される。そのため人員の増加や配置の再検討

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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等、新たな事務支援措置が必要と考えられる。  
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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］  
教科ごとに毎年、「学生による授業アンケート」を実施している（学生による授業

アンケート資料）。学生の授業アンケートについては、学部ごとの分析を行い、集計

データをもとに報告書を作成し、学部内で全教員に配布している（学生の授業アン

ケート報告書 H21 年度）。個々のデータ及び学生のコメントについては、個別教員へ

フィードバックし、それをもとに改善計画の提出を求めている。さらに教員ごとに

「授業に関する自己点検及び自己評価調査」を実施し、授業に関して継続的な改善

に努めているか調査を行っている（授業に関する自己点検及び自己評価調査書）。～

「観点９－４－１－１」、「観点９－４－１－２」、「観点９－４－１－３」  
資料一覧  
・学生による授業アンケート資料（ひな形、まとめ、改善計画など）  
・学生の授業アンケート報告書（H21 年度）  
・授業に関する自己点検及び自己評価調査書  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  

特になし  
 
［改善点］  

特になし  
 
［改善計画］  
 特になし  
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［現状］  
全学単位での教員向けファカルティ・ディベロップメント（FD）事業を毎年実施

し、教員の教育力改善に努めている（全学の FD 事業資料（H21 年度））。また薬学部

でも FD 事業を実施し、教員の教育力の効果的向上を目指している（薬学部での FD

事業（H21 年度））。とくに H21 年度においては、文部科学省戦略的大学連携支援事

業 FD 部会事業の一環として、FD 講演会が実施され、本学薬学部からも複数の教

員が参加した（戦略的大学連携支援事業 FD 部会事業資料（H21 年度））。  
一方、事務職務への対応を中心とした職員向け研修も毎年実施され、教員の教育

研究を効果的にサポートする体制を整えている（職員研修資料（H21 年度））。  
資料一覧  
・全学の FD 事業資料（H21 年度） 

・薬学部での FD 事業（H21 年度） 

・戦略的大学連携支援事業 FD 部会事業資料（H21 年度） 

・職員研修資料（H21 年度） 

 
［点検・評価］  
［優れた点］  

特になし  
 
［改善点］  
・スタッフ・ディベロップメント（SD）等の体制整備  
 

［改善計画］ 

6 年制薬学部の教育研究に関わる事務量は 4 年制薬学部のそれに比較して極めて

多く、また教育活動と切り離すことは困難である。今後は、事務職員も教育研究の

事務的サポートだけでなく、大学教育における主要な学生教育サポーターと位置づ

け、スタッフ・ディベロップメント（SD）等を通じて自己研鑽する体制を整える必

要がある。  

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。  



 

 - 88 -

『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］  
薬学部棟には、180-190 名収容可能なマルチメディア対応の大講義室（机イス固

定式）が 4 室設置されており、視覚映像教材などを用いた効果的教育が実施できる

環境となっている（施設資料：薬学部棟）。これらの大講義室は２，３，４年生の講

義室として利用されている。また 80 名収容の中講義室（2 部屋、マルチメディア対

応、机イス移動式）が常時利用可能となっている。その他、近接する短大部施設（距

離：～10ｍ）に 40 名収容の小教室（４部屋、机イス移動式）と 100 名収容の中教室

（1 部屋、マルチメディア対応、机イス固定式）が設置され、利用可能である（施

設資料：短大 1 号館）。～「観点１０－１－１－１」 

楠元キャンパスには、歯学部・薬学部共通で、少人数の参加型学習が実施可能な

小教室が 17 部屋用意されている（歯学部棟 7 部屋、薬学部棟 10 部屋：セミナー室

兼用、施設資料：薬学部棟、歯学部基礎棟）。さらに机をアイランド型に自由に配置

できる大教室が薬学部棟内に 4 部屋（2 部屋は中講義室として兼用、5 階多目的室、

6 階薬学情報センター）設置されており、８～１０グループ同時に参加型学習が実

施できる（施設資料：薬学部棟）。H21 年 12 月末現在、1 学年 21 グループ（7 名～8

名/1 グループ）の少人数参加型学習を同時に実施することは、施設設備上難しい（不

可能ではないが、実施場所を薬学部棟、歯学部基礎棟、短大施設に分割する必要が

ある）。そのため、75 名ずつ 10 グループ（10 部屋）で少人数参加型学習を実施して

いる（情報処理演習、医薬品情報演習）。一方、教員による指導を効率的に行うため、

一部の実習や演習では、多グループ共存型少人数参加型学習（1 部屋４－１０グル

ープ）を実施している（生命と医の倫理の一部）。～「観点１０－１－１－２」 

その他、基礎・医療薬学実習用の実習室（4 部屋）、パソコン室（PC106 台、カラ

ーレーザープリンター3 台、施設資料：パソコン室）、DI 室（PC40 台；施設資料：

薬学部棟 5 階）、動物実験施設（薬学棟（小型動物用、施設資料：薬学部棟 8 階資料）、

歯学部棟（大型・中型動物用、施設資料：歯学部動物施設資料））、RI 実験施設（歯

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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学部棟内、施設資料：歯学部 RI 施設）、薬用植物園（楠元および日進キャンパス、

施設資料：日進および楠元薬用植物園）および生薬標本棚（4 階実習室前、施設資

料：薬学部棟 4 階）が楠元キャンパスに整備され、利用可能である。～「観点１０

－１－１－３」 

パソコン室（PC106 台、カラーレーザープリンター3 台）は使用登録することなく、

随時利用できる。また薬学部棟には無線 Lan が張り巡らされており、登録制度によ

り学生も自由に自身のパソコンでインターネットを利用できる（無線 Lan 登録資料）。

～「観点１０－１－１－３」 

資料一覧  
・各施設の資料（薬学部棟、短大 1 号館、歯学部基礎棟、歯学部動物室、RI 施設、

薬用植物園（日進・楠元キャンパス）、楠元パソコン室）  
・無線 Lan 登録資料  
・新 4 号館資料  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  

特になし  
 
［改善点］  
少人数参加型学習用施設の充実  
 
［改善計画］  
新棟（新 4 号館、H24 年度完成予定）には、十分な数の少人数参加型学習施設が

設置される予定である。 
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［現状］  
薬学部棟 5 階に薬剤実習センター（調剤・製剤カウンター）、模擬薬局、DI 室（40

人対応）、無菌調剤室（クリーンベンチ 3 台、安全キャビネット 2 台）、模擬病室（ベ

ッド 2 台）が整備され、実務実習事前学習を効果的に実施できる設備となっている

（施設資料：薬学部棟 5 階薬剤実習センター）。また薬剤交付や疑義照会などの患

者応対実習には、5 階多目的室（机イス約 100 台、間仕切り 30 台）が利用可能で

ある（施設資料：薬学部棟 5 階多目的室）。しかし効率的な調剤事前実習を行うた

めには、調剤・製剤カウンターが不足気味である。  
資料一覧  
・施設資料（薬学部棟 5 階薬剤実習センター）  
・施設資料（薬学部棟 5 階多目的室）  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  

特になし  
 
［改善点］  

・調剤・製剤カウンターの増設  
 
［改善計画］  
効率的な調剤事前実習を行うために、薬学部棟 5 階薬剤実習センターに調剤・製

剤カウンターを増設する。  

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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［現状］  
卒業研究で利用可能なスペースとして、各講座に約 115m2 が割当られ、各講座の

特徴を生かした多様な卒業研究が実施されている（施設資料：講座見取り図）。また

薬学部棟に設置された共同機器室（7 階 158m2、、6 階 114m2）、遺伝子実験室（7 階 P2

用 23m2）、シールドルーム（7 階 45m2）、低温室（6 階共同機器室内）が利用できる

（施設資料：共同機器室）。さらに動物実験施設として、動物センター（薬学部棟内：

小動物用）や歯学部動物センター（大・中動物用）、歯学部棟の RI 施設も利用可能

である（施設資料：動物室、歯学部棟施設：動物室、RI 施設）。共同機器室には、

大型機器が整備され、共焦点レーザー顕微鏡、シークエンサー、フローサイトメー

ターなどが高頻度に使用されている（薬学部棟大型機器一覧）。また 8 階には有機化

学系大型機器として NMR 装置が設置されている（NMR 室）。 

１講座あたりの配属学生数は将来的（6 年制完成時）に約 20 名となるため、卒業

研究用のスペースが不足する可能性が高い（H23 年度以降）。  
また一部の大型機器については、今後数年以内に老朽化を迎える（現在、設置後

６年経過）。  
予算措置としては、卒業研究費（H20 年度実績：3 万円/配属学生 1 人）が配分さ

れている（予算検討委員会資料）。  
資料一覧  
・施設資料（講座見取り図、共同機器室、動物室、P2 室、シールドルーム、低温

室、NMR 室）  
・歯学部棟施設資料（RI 施設、動物室）  
・薬学棟大型機器一覧  
・予算検討委員会資料  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  

特になし  
 
［改善点］  
・卒業研究用スペースの確保  
・大型機器の更新  
 
［改善計画］  
卒業研究用スペースを確保するために、新棟（H23 年度中に完成予定）の利用及

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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び共通スペースや講座スペースの効率的利用など、対応を早急に考える必要がある。 
また学生が 先端の研究環境で卒業研究を実施できるよう、大型機器の更新入れ

替えを今後、検討しなければならない。  
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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］  
楠元キャンパスには歯学薬学情報センター（約 1681m2）が設置され、学生閲覧座

席 190 席が確保されている（施設資料：歯学薬学情報センター）。薬学関係の常置

図書の拡充が継続的に実施され、現在約 139,336 冊の歯学薬学関連図書が蔵書され

ている（蔵書関連資料：書籍）。医学薬学関係の映像教育資料も充実しており、館内

での閲覧が可能となっている（施設資料：歯学薬学情報センター、蔵書関連資料：

映像資料）。歯学薬学情報センターの開館時間は、平日午前 9：00～午後 8：00、土

曜日午前 9：00～12：00 となっている（履修要項 P48）。～「観点１０－１－４－

１」  
学習図書の拡充については、教員ごとに学習参考資料の追加が毎年可能であり、

学生に 新の学習参考資料を提供している（H21 年度追加授業図書一覧）。～「観

点１０－１－４－２」  
歯学薬学情報センターには 15 台、楠元パソコン室には 106 台の PC が設置され、

情報処理端末として利用できるほか、電子ジャーナルの閲覧が可能となっている（施

設資料：歯学薬学情報センター、http://www.slib.agu.ac.jp/）。また薬学部棟 6 階に

は薬学情報センターが設置され、平日午後 9 時まで学生の自習スペースとして利用

可能である（施設資料：薬学情報センター）。さらに一部のセミナー室を学生自習ス

ペースとして利用可能としているほか、中講義室は常時、また大講義室は講義終了

後、午後 8 時まで自習スペースとして開放している。しかし講座配属されていない

２～4 年生学生（定員 450 名）が利用できる自習スペースは不足気味である。～「観

点１０－１－４－３」  
資料一覧  
・施設資料（歯学薬学情報センター）  
・蔵書関連資料（書籍）  
・蔵書関連資料（映像資料）  
・履修要項  
・H21 年度追加授業図書一覧  
・施設資料（パソコン室）  

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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・施設資料（薬学情報センター）  
・ホームページ資料（薬学情報センター）  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  

特になし  
 
［改善点］  
・自習施設の充実  
・歯学薬学情報センターの充実  
 
［改善計画］  
5 階多目的室や 8 階多目的室、その他の共有スペースを学生用自習スペースとし

て有効利用する必要があるが、十分な学生自習用スペースの確保には、新 4 号館の

完成を待たねばならない。また学生の利便性を考慮し、歯学薬学情報センターの開

館日の増加や開館時間の延長を今後検討する必要がある。  
 
 



 

 - 95 -

『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］  
学外関係者（愛知県病院薬剤師会 3 名、愛知県薬剤師会 3 名）を含む実務実習連

絡協議会を組織し、外部意見を積極的に取り入れる準備を進めている（実務実習連

絡協議会資料：メンバー表、議事録等）。また 24 名の本学教員が地域の薬剤師会（千

種区薬剤師会）に所属し、薬剤師会と地域レベルで情報交換を行っている（千種薬

剤師会資料（H21 年度））。一部の実務家教員は地域薬剤師と連携し、ワークショッ

プや講習会の開催を通じて医療人ネットワークの構築・発展に寄与している（ワー

クショップ・講習会資料（H21 年度））。～「観点１１－１－１－１」、「観点１１

－１－１－３」  
日本薬学会東海支部および日本病院薬剤師会東海ブロックの連携を強化する取組

として、H21 年度から合同の学術大会を開催したが、本学教員も病院所属薬剤師と

積極的に情報交換・相互交流を行った（合同部会要旨集（H21 年度））。  
一部の教員は、医療界や産業界との共同研究を推進し、医療及び薬学の発展に寄

与している（共同研究資料（H21 年度））。～「観点１１－１－１－２」  
資料一覧  
・実務実習連絡協議会資料（H21 年度）  
・千種薬剤師会資料（H21 年度）  
・ワークショップ・講習会資料（H21 年度）  
・合同部会要旨集（H21 年度）  
・共同研究資料（H21 年度）  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  

特になし  
 
［改善点］  

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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・医療界・産業界とのネットワーク構築の支援体制の整備  
 
［改善計画］  
医療界・産業界とのネットワーク構築の支援体制を整備し、ネットワークの拡充・

発展を進める。  
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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］  
地域の薬剤師会向けのワークショップを本学教員がサポートし実施している（ワ

ークショップ資料（H21 年度））。24 名の本学教員が地域の薬剤師会（千種区薬剤師

会）に所属し、薬剤師会と地域レベルで情報交換を行っている（千種薬剤師会資料

（H21 年度））。  
実務実習指導薬剤師養成のためのワークショップに本学教員がファシリテーター

として参加し、積極的に指導薬剤師の教育に貢献している。また愛知県薬剤師会が

主催する指導薬剤師講習会にも、本学教員が講師やスモールグループディスカッシ

ョンのファシリテーターとして参加している（指導薬剤師講習会資料（H21 年度））。 
さらに愛知県薬剤師会の再就業事業に、本学が実習室を提供するとともに、再就

業を望む薬剤師に対して、本学教員が調剤等の技術指導を行っている（愛知県薬剤

師会再就業事業資料（H21 年度））。また本学教員の一部が NPO 法人に参加し、薬

剤師の卒後教育講演会やセミナーを企画している（NPO 法人参加資料（H21 年度））。 
資料一覧  
・ワークショップ資料（H21 年度）  
・千種薬剤師会資料（H21 年度）  
・実務実習指導薬剤師養成のためのワークショップ資料（H21 年度）  
・指導薬剤師講習会資料（H21 年度）  
・愛知県薬剤師会再就業事業資料（H21 年度）  
・NPO 法人参加資料（H21 年度）  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  
・薬剤師の卒後研修や生涯教育への貢献活動  
 
［改善点］  

特になし  
 
［改善計画］  
上記いずれの取組も、教員の個人ネットワークを中心とした取組であり、今後は

学部が率先して薬剤師の卒後研修や生涯教育に参加するとともに、教員個人の取組

を支援する必要がある。  

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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【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］  
大学全体で企画された市民公開講座に本学教員が積極的に参加し、地域社会の保

健衛生の保持・向上に努めている（H21 年度公開講座資料（愛知学院大学公開講座、

ラジオ講座、名古屋市民講座、日進市市民講座））。また地域住民が自主的に参加す

る愛知学院大学モーニングセミナー（歯学部主催）に本学教員が講師として参加し、

地域住民の健康増進の啓蒙活動に寄与している（愛知学院大学モーニングセミナー

資料（H21 年度））。H21 年度には地域住民が参加できるオープンキャンパス（大学

楠元祭と併催）を実施し（H21 年 6 月）、薬学の紹介や健康情報の発信を行った（オ

ープンキャンパス資料（H21 年度））。～「観点１１－３－１」、「観点１１－３－

２」  
H21 年 12 月末現在、災害時における支援活動体制は整備されていない。～「観

点１１－３－３」  
資料一覧  
・H21 年度公開講座資料（愛知学院大学公開講座、ラジオ講座、名古屋市民講座、

日進市市民講座） 

・愛知学院大学モーニングセミナー資料（H21 年度） 

・オープンキャンパス資料（H21 年度） 

 
［点検・評価］  
［優れた点］  

特になし  
 
［改善点］  
・地域住民との交流活動の推進  
・災害時における支援活動体制の整備  
 
［改善計画］  
地域住民との交流活動をさらに活発に進めていくとともに、災害時における支援

活動体制の早期整備を目指す必要がある。  

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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【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］  
薬学部の英文ホームページを開設し（http://www.phar.agu.ac.jp/english/）、積極

的に国外に情報を発信している（ホームページ資料：薬学部英文）。また大学間協定

によるオーストラリアボンド大学、イギリスエジンバラ大学、カナダビクトリア大

学などとの国際交流事業が実施されており、夏期休暇中に学生（他学部を含む）が

海外語学研修を受けることが可能となっている（国際交流センター資料、ただし

H21 年度は、新型インフルエンザのため事業中止）。～「観点１１－４－１」、「観

点１１－４－２」  
しかし国際社会における保健衛生の保持や向上を目指した薬学主体の学生向け海

外研修体制は確立されていない。また教職員の海外研修についても、教員個人ある

いは講座単位で取り組んでいるのが現状である。～「観点１１－４－２」、「観点

１１－４－３」  
これまで教員個人あるいは講座単位で、留学生の受け入れや国際共同研究を進め

てきたが（留学生の受け入れ状況資料、H21 年度国際共同研究資料）、さらに国外

設置の研究施設との共同研究を推進するため、大学間交流の準備を開始し、研究者

および研究留学生の受け入れ及び派遣体制を整えつつある（国際交流内規（中国瀋

陽大学））。  
本学には国際交流センター（ ttp://www.agu.ac.jp/~aguiec/）が設置されており、

外国人留学生や海外留学を希望する学生の幅広いサポートを行っている。  
資料一覧  
・ホームページ資料（薬学部英文、国際交流センター）  
・国際交流センター資料  
・留学生の受け入れ状況資料  
・H21 年度国際共同研究資料  
・国際交流内規（中国瀋陽大学）  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  

特になし  

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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［改善点］  
学生や教職員の海外研修、留学生の受入支援体制の確立  
 
［改善計画］  
 学部レベルで学生や教職員の海外研修、留学生の受入などを支援する体制を構

築する必要がある。  
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『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］  
全学的な FD 委員会が設置され、定期的に自己点検評価を実施し、その結果を公表

している（全学 FD 委員会資料、点検・評価報告書 愛知学院大学（H18 年度）およ

び Web：http://www.agu.ac.jp/about/selfstudy.html）。その主な項目は、１）大

学の理念・目的及び学部等の使命・目的・教育目標、２）教育研究組織、３）学士

課程の教育内容・方法等、４）学生の受け入れ、５）教員組織、６）研究活動と研

究環境、７）施設・設備等、８）図書館及び図書・電子媒体等、９）社会貢献、１

０）学生生活、１１）管理運営、１２）財務、１３）事務組織、１４）自己点検・

評価、１５）情報公開・説明責任、である。～「観点１２－１－１」、「観点１２

－１－２」 

自己点検の評価に当たっては、外部評価機関（財団法人大学基準協会）に委託し

ている。～「観点１２－１－３」 

資料一覧  
・全学 FD 委員会資料  
・点検・評価報告書 愛知学院大学（H18 年度）  
・ホームページ資料（点検・評価報告書 愛知学院大学（H18 年度））  
 
［点検・評価］  
［優れた点］  

特になし  
 
［改善点］  

特になし  
 
［改善計画］  

特になし  
 

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。 


