
和歌山県立医科大学薬学部 シラバス 

 

科目名 英語ⅠA 

科目名（英文） College English ⅠA 

学部・学科 薬学部・薬学科 

配当年次・学期 1 年次・前期 

クラス 全クラス 

履修区分 必修 

授業担当者 辻 早代加 

科目ナンバリング P3001EA 

関連科目 英語ⅠB、英語ⅡA、英語ⅡB、薬学英語Ⅰ、薬学英語Ⅱ、 

薬学英語Ⅲ 

 

本科目が求めるアウトカム・コンピテンシー 

英語で書かれた専門的で高度な文章を理解できる能力は、国際的に活躍できるファーマ

シスト・サイエンティストとして必須である。本科目では、英語で書かれた記事・解説文・

評論などに対し、文章構成把握・精読・意見交換を行うことにより、学術的な英文を素早く

正確に理解し、英語で自らの意見を発信するために必要な知識と、大学生として必要な国内

外の諸文化・社会問題に対する見識と教養を身につける。 

 

ディプロマ・ポリシーにおける本科目が養う資質・能力 

・国際的視野を有し、地域での医療に貢献できるもの 

本科目において獲得される、常に新しい情報を英語で取り込み、自らも進んで国際的に活

躍することができる英語運用能力の基礎と、国内外の諸文化・社会問題についての広い見識

は、国際的視野を有し地域での医療に貢献していくための基盤となるものである。 

 

アウトカム・コンピテンシーへの到達に関する評価 

英語長文に対する理解力・読解力と知識を問う記述試験、及び、授業中に行う発表・ディ

スカッションにおける論理性や積極性についてのルーブリックにより評価する。 
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授業計画 

回 学習内容・課題 
学習方法 

（場所） 
評価方法 

1 イントロダクション 講義・読解・ 

グループ討議 

（講義室） 

中間試験・期末試験・ 

ルーブリック 

2 記事/解説文/評論読解・ 

テーマ別グループ討議① 

講義・読解・ 

グループ討議 

（講義室） 

中間試験・期末試験・ 

ルーブリック 

3 記事/解説文/評論読解・ 

テーマ別グループ討議② 

講義・読解・ 

グループ討議 

（講義室） 

中間試験・期末試験・ 

ルーブリック 

4 記事/解説文/評論読解・ 

テーマ別グループ討議③ 

講義・読解・ 

グループ討議 

（講義室） 

中間試験・期末試験・ 

ルーブリック 

5 記事/解説文/評論読解・ 

テーマ別グループ討議④ 

講義・読解・ 

グループ討議 

（講義室） 

中間試験・期末試験・ 

ルーブリック 

6 記事/解説文/評論読解・ 

テーマ別グループ討議⑤ 

講義・読解・ 

グループ討議 

（講義室） 

中間試験・期末試験・ 

ルーブリック 

7 記事/解説文/評論読解・ 

テーマ別グループ討議⑥ 

講義・読解・ 

グループ討議 

（講義室） 

中間試験・期末試験・ 

ルーブリック 

8 中間試験、これまでの小括 講義 

（講義室） 
中間試験 

9 記事/解説文/評論読解・ 

テーマ別グループ討議⑦ 

講義・読解・ 

グループ討議 

（講義室） 

期末試験・ 

ルーブリック 

10 記事/解説文/評論読解・ 

テーマ別グループ討議⑧ 

講義・読解・ 

グループ討議 

（講義室） 

期末試験・ 

ルーブリック 

11 記事/解説文/評論読解・ 

テーマ別グループ討議⑨ 

講義・読解・ 

グループ討議 

（講義室） 

期末試験・ 

ルーブリック 

12 記事/解説文/評論読解・ 講義・読解・ 期末試験・ 
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テーマ別グループ討議⑩ グループ討議 

（講義室） 

ルーブリック 

13 記事/解説文/評論読解・ 

テーマ別グループ討議⑪ 

講義・読解・ 

グループ討議 

（講義室） 

期末試験・ 

ルーブリック 

14 記事/解説文/評論読解・ 

テーマ別グループ討議⑫ 

講義・読解・ 

グループ討議 

（講義室） 

期末試験・ 

ルーブリック 

15 記事/解説文/評論読解・ 

テーマ別グループ討議⑬ 

講義・読解・ 

グループ討議 

（講義室） 

期末試験・ 

ルーブリック 

 

教科書 

特に指定しない。 

授業担当者が作成したプリントを配布する。 

 

参考書 

特に指定しない。 

 

評価時期 

ルーブリック（毎回） 

中間試験（8 回時） 

期末試験（15 回後） 

 

評価方法 

中間試験（30%） 

期末試験（50%） 

ルーブリック（20％） 

 

評価基準 

授業への出席が 2/3 未満の場合、単位を与えない。 

総評価の 60％以上で合格。 

 

学生へのメッセージ 

大学入学以前に身につけた英語への理解力をさらに高め、学術的な文章を細部まで素早

く正確に読むことに慣れていきましょう。電子辞書で構いませんので、英和辞書を持参して
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ください。 

 

担当者の研究室等 

教員室 401 

オフィスアワー：毎週金曜日 12ː40～13：40、17ː30～18ː30 

 

備考、事前・事後学習課題 

毎回の授業に先立ち、1〜3 時間程度の予習とそれまでの復習を行うこと。 
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和歌山県立医科大学薬学部 シラバス 

 

科目名 英語ⅠB 

科目名（英文） College EnglishⅠB  

学部・学科 薬学部・薬学科 

配当年次・学期 1 年次・前期 

クラス 全クラス 

履修区分 必修 

授業担当者 辻 早代加 

科目ナンバリング P3002EA 

関連科目 英語ⅠA、英語ⅡA、英語ⅡB、薬学英語Ⅰ、薬学英語Ⅱ、 

薬学英語Ⅲ 

 

本科目が求めるアウトカム・コンピテンシー 

伝えたい内容を英語で正確に表現できる能力は、国際的に活躍できるファーマシスト・サ

イエンティストとして必須である。本科目では、1 文〜短文、1 パラグラフの英作文に取り

組むことによって、英語における正しい文法と文の組み立て方に則り、素早く適切に英文を

書くための基礎的な語彙・文法・構文の知識と表現力を身につける。 

 

ディプロマ・ポリシーにおける本科目が養う資質・能力 

・国際的視野を有し、地域での医療に貢献できるもの 

本科目において獲得される、日英語の表現方法の違いについての知識や、伝達したい内容

を正確に英文で伝えられる英語運用能力は、国際的視野を有し医療に貢献していくための

基盤となるものである。 

 

アウトカム・コンピテンシーへの到達に関する評価 

英語の運用能力と知識を問う記述試験によって評価する。 
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授業計画 

回 学習内容・課題 
学習方法 

（場所） 
評価方法 

1 イントロダクション 講義・演習 

（講義室） 

中間試験 

期末試験 

2 英作文演習:単文ライティング基礎① 講義・演習 

（講義室） 

中間試験 

期末試験 

3 英作文演習:単文ライティング基礎② 講義・演習 

（講義室） 

中間試験 

期末試験 

4 英作文演習:単文ライティング基礎③ 講義・演習 

（講義室） 

中間試験 

期末試験 

5 英作文演習:単文ライティング応用① 講義・演習 

（講義室） 

中間試験 

期末試験 

6 英作文演習:単文ライティング応用② 講義・演習 

（講義室） 

中間試験 

期末試験 

7 英作文演習:単文ライティング応用③ 講義・演習 

（講義室） 

中間試験 

期末試験 

8 中間試験、これまでの小括 講義 

（講義室） 
中間試験 

9 英作文演習:パラグラフライティングの基礎

① 

講義・演習 

（講義室） 
期末試験 

10 英作文演習:パラグラフライティングの基礎

② 

講義・演習 

（講義室） 
期末試験 

11 英作文演習:パラグラフライティングの基礎

③ 

講義・演習 

（講義室） 
期末試験 

12 英作文演習:パラグラフライティングの応用

① 

講義・演習 

（講義室） 
期末試験 

13 英作文演習:パラグラフライティングの応用

② 

講義・演習 

（講義室） 
期末試験 

14 英作文演習:パラグラフライティングの応用

③ 

講義・演習 

（講義室） 
期末試験 

15 英作文演習:まとめ 講義・演習 

（講義室） 
期末試験 

 

教科書 

特に指定しない。 
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授業担当者が作成したプリントを配布する。 

 

参考書 

特に指定しない。 

 

評価時期 

中間試験（8 回時） 

期末試験（15 回後） 

 

評価方法 

中間試験（40%） 

期末試験（60％） 

 

評価基準 

授業への出席が 2/3 未満の場合、単位を与えない。 

総評価の 60％以上で合格。 

 

学生へのメッセージ 

大学入学以前に身につけた英語運用能力をさらに高め、学術的な文章を書くことに少し

ずつ慣れていきましょう。電子辞書で構いませんので、辞書を持参してください。 

 

担当者の研究室等 

教員室 401 

オフィスアワー：毎週金曜日 12ː40～13ː40、17ː30～18ː30 

 

備考、事前・事後学習課題 

予習を前提とした授業のため、毎回の授業に先立ち、2〜3 時間程度の予習とそれまでの

復習を行うこと。 
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和歌山県立医科大学薬学部 シラバス 

 

科目名 ドイツ語Ⅰ 

科目名（英文） Basic German Ⅰ 

学部・学科 薬学部・薬学科 

配当年次・学期 1年次・前期 

クラス 全クラス 

履修区分 選択必修 

授業担当者 神竹 道士 

科目ナンバリング P3005FA 

関連科目 ドイツ語Ⅱ 

 

本科目が求めるアウトカム・コンピテンシー 

ドイツ語の綴り、発音、語形態、文法の基礎を習得し、日常生活に必要な程度の基礎会話

を理解し、自ら簡単なドイツ語で表現する能力を身に付けることを目標とする。 

 

ディプロマ・ポリシーにおける本科目が養う資質・能力 

・国際的視野を有し、地域での医療に貢献できるもの 

 ドイツ語はヨーロッパ圏内で英語の次に話者が多い言語である。ドイツ語の基礎を学び、

英語以外のヨーロッパの言語や文化に触れることで、国際的視野や見聞を養う。 

 

アウトカム・コンピテンシーへの到達に関する評価 

ドイツ語の綴りと発音や基礎的な文法が習得できているかを平常の小テスト及び学期末

試験により評価する。 
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授業計画 

回 学習内容・課題  
学習方法 

（場所） 
評価方法 

1 ドイツ語のアルファベート 講義（講義室）  

2 綴りと発音：母音と子音 講義（講義室） 期末試験 

3 注意すべき綴りと発音 講義（講義室） 小テスト・期末試験 

4 動詞と人称代名詞 講義（講義室） 期末試験 

5 疑問文と定動詞の位置 講義（講義室） 小テスト・期末試験 

6 名詞の性 講義（講義室） 期末試験 

7 定冠詞と不定冠詞 講義（講義室） 小テスト・期末試験 

8 複数形 講義（講義室） 期末試験 

9 定冠詞類と不定冠詞類 講義（講義室） 小テスト・期末試験 

10 疑問詞 講義（講義室） 期末試験 

11 並列接続詞 講義（講義室） 小テスト・期末試験 

12 命令形 講義（講義室） 期末試験 

13 否定表現 講義（講義室） 小テスト・期末試験 

14 前置詞 講義（講義室） 期末試験 

15 時刻の表現 講義（講義室） 小テスト・期末試験 

 

教科書 

『ドイツ文法ベーシック３ 三訂版』神竹道士 （朝日出版社） 

 

参考書 

『ドイツ語基礎単語集』加藤健司（他） （朝日出版社） 

 

評価時期 

授業中に実施する小テスト（隔週） 

期末試験（15回後） 

 

評価方法 

授業中に実施する小テスト（50％） 

期末試験（50％） 

 

評価基準 

出席が授業回数（15回）の 2/3（10回）以上であることが期末試験の受験資格となる。 

小テストの総合評価および期末試験において共に 100点満点中 60点以上を合格とする。 
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学生へのメッセージ 

ドイツ語は非常に精緻な文法体系を有しています。そのためドイツ語は哲学や科学の分

野で、未知の概念を導入して体系化することに優れた分析的言語とも呼ばれます。ドイツ語

を学ぶことで、日本を取り巻く世界を別の視点から見ることができます。ぜひ積極的に学習

してください。  

 

担当者の居室等 

質問は授業前後に随時受け付けます。 

連絡先 E-mail：gottesbambus@yahoo.co.jp 

 

備考、事前・事後学習課題 

毎回の授業につき、予習・復習共に 1時間以上行うこと。発音練習を必ずすること。 
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和歌山県立医科大学薬学部 シラバス 

 

科目名 フランス語Ⅰ 

科目名（英文） French Ⅰ 

学部・学科 薬学部・薬学科 

配当年次・学期 1年次・前期 

クラス 全クラス 

履修区分 選択必修 

授業担当者 藤本 智成 

科目ナンバリング P3004FA 

関連科目 フランス語Ⅱ 

 

本科目が求めるアウトカム・コンピテンシー 

フランス語の文字、発音、語彙、文法の基礎を習得し、基本的な日常会話や簡単な文の読解

が可能になることを目指す。フランス語独自の綴り字を読むことができ、自己紹介や日常生

活に必要な表現を使い、正しい文を作ることができることを目標とする。 

 

ディプロマ・ポリシーにおける本科目が養う資質・能力 

・国際的視野を有し、地域での医療に貢献できるもの 

フランス語はヨーロッパ圏内だけでなくアフリカ諸国でも多くの話者がおり、世界中に話

者が多い言語である。フランス語の基礎を学び、英語以外の言語や文化に触れることで、国

際的視野や見聞を養う。 

 

アウトカム・コンピテンシーへの到達に関する評価 

フランス語の基礎的な語彙や正しい文法が身についているかを記述試験及び毎回の小テス

ト（口頭試験）により評価する。 
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授業計画 

回 学習内容・課題 
学習方法 

（場所） 
評価方法 

1 オリエンテーション（授業の進め方や評価方

法などの説明）と簡単な挨拶表現の練習 
講義（講義室） レポート課題告知 

2 アルファベ（フランス語のアルファベット）

の習得と簡単な自己紹介の練習 
講義（講義室） 小テスト 

3 名詞の性と数、冠詞①（不定冠詞・定冠詞）、

提示・質問（買い物で使う表現）の練習 
講義（講義室） 小テスト 

4 主語人称代名詞、冠詞②（部分冠詞）、国籍・

職業の語彙、0～10までの数 
講義（講義室） 小テスト 

5 発音と綴り字との因果関係、発音上の規則（リ

エゾン・アンシェヌマンなど）について 
講義（講義室） 

レポート締め切り・

小テスト 

6 動詞の活用（規則動詞と不規則動詞）、身の回

りの品の語彙、11～20までの数 
講義（講義室） 小テスト 

7 第 6回までの学習内容についての復習：名前・

職業・趣味などを伝える表現の暗唱 
講義（講義室） 小テスト 

8 第 1 群規則動詞、相手に名前・職業・趣味な

どを質問する表現、旅行に関する語彙、 
講義（講義室） 小テスト 

9 第 2 群規則動詞、願望の表現（したいことを

話す・尋ねる）、色の語彙 
講義（講義室） 小テスト 

10 前置詞、前置詞と冠詞の縮約、春夏秋冬の語

彙、21～30までの数 
講義（講義室） 小テスト 

11 疑問文と答え方、住んでいるところを話す・

尋ねる、主な国と都市の名称 
講義（講義室） 小テスト 

12 否定疑問文とその答え方、食べ物と飲み物の

語彙、31～40までの数 
講義（講義室） 小テスト 

13 何をしているかを話す・尋ねる、月曜日から

日曜日までの名称 
講義（講義室） 小テスト 

14 名詞と形容詞の複数形の作り方、12か月の名

称、41～50までの数 
講義（講義室） 小テスト 

15 第 14回までの総復習、定期試験の傾向と対策

について 
講義（講義室） 小テスト 

 

教科書 

『私だけのフランス語ノート』釣馨・武内英公子（朝日出版社） 
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参考書 

授業の内容・進度に合わせて適宜紹介する。 

 

評価時期 

小テスト（2回目以降毎回） 

レポート（初回に課題告知、提出締め切りは 5回目） 

期末試験（15回後） 

 

評価方法 

定期試験に加えて、小テスト、レポートも勘案して行う。 

 

評価基準 

小テスト（30%） 

レポート（20%） 

期末試験（50%） 

 

学生へのメッセージ 

フランス語は世界で最も美しい言語のひとつと言われており、英語とともに世界の公用語

として、国連や国際オリンピック委員会などの多くの国際機関で使用されています。英語と

併せて、フランス語を学ぶことにより、教養がより深まり、世界情勢について、さらに多角

的な情報が得られるようになるはずです。フランス語を学ぶ喜びを分かち合いましょう。 

 

担当者の居室等 

質問は授業前後に随時受け付けます。 

連絡先 E-mail：fuji044moto@gmail.com 

 

備考、事前・事後学習課題 

授業前後にそれぞれ１時間程度の予習・復習をすることが望ましい。 
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和歌山県立医科大学薬学部 シラバス 

 

科目名 中国語Ⅰ 

科目名（英文） Communication ChineseⅠ 

学部・学科 薬学部・薬学科 

配当年次・学期 1年次・前期 

クラス 全クラス 

履修区分 選択必修 

授業担当者 中尾 静 

科目ナンバリング P3005FA 

関連科目 中国語Ⅱ 

 

本科目が求めるアウトカム・コンピテンシー 

 中国語の発音（ピンインと四声）が正確にできること及び初歩的な語彙、文法、簡単な表

現の習得を目標とする。音読で中国語の発音やリズム感を身につけ、文法を学び、さらに会

話での応用に進み、着実なステップアップを目指す。 

 

ディプロマ・ポリシーにおける本科目が養う資質・能力 

・国際的視野を有し、地域での医療に貢献できるもの 

 中国語は世界最大の母国語話者を持つ言語である。言語はコミュニケーションの手段で

あると同時に、文化や社会、ものの考え方を色濃く反映するものでもある。中国語の基礎を

学び、日本語以外のアジアの言語や文化に触れることで、国際的視野や見聞を養う。 

 

アウトカム・コンピテンシーへの到達に関する評価 

 既習の語彙・文法に対する理解力、応用力及び知識を問う記述試験、講義中に行うヒアリ

ングの評価も加え、総合的に評価する。 
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授業計画 

回 学習内容・課題 
学習方法 

（場所） 
評価方法 

1 中国語の紹介、発音（声調・単母音・複母音） 講義（講義室） ヒアリング・期末試験 

2 発音（子音・鼻母音・声調の変化）、あいさつ 講義（講義室） ヒアリング・期末試験 

3 L1短文音読、人称代名詞、動詞「是」 講義（講義室） ヒアリング・期末試験 

4 名前の尋ね方と答え方、会話、トレーニング 講義（講義室） ヒアリング・期末試験 

5 L2短文音読、指示代名詞、形容詞述語文 講義（講義室） ヒアリング・期末試験 

6 副詞の使い方、会話、トレーニング 講義（講義室） ヒアリング・期末試験 

7 L3短文音読、曜日の言い方、動詞述語文 講義（講義室） ヒアリング・期末試験 

8 疑問詞疑問文、会話、トレーニング 講義（講義室） ヒアリング・期末試験 

9 L4 短文音読、名詞述語文、会話、トレーニング 講義（講義室） ヒアリング・期末試験 

10 L5短文音読、動詞「有」、連動文、前置詞「在」 講義（講義室） ヒアリング・期末試験 

11 助動詞「打算」、会話、トレーニング 講義（講義室） ヒアリング・期末試験 

12 L6短文音読、場所代名詞、量詞、助動詞「想」 講義（講義室） ヒアリング・期末試験 

13 反復疑問文、会話、トレーニング 講義（講義室） ヒアリング・期末試験 

14 L7短文音読、二つの「了」、前置詞「给」 講義（講義室） ヒアリング・期末試験 

15 助動詞「要」、会話、トレーニング、復習 講義（講義室） ヒアリング・期末試験 

 

教科書 

鄭 高咏 編著 音読から始める中国語「アイテム１５」 （朝日出版社） 

その他、必要に応じて資料を配布する。 

 

参考書  

適宜紹介する。 

 

評価時期  

ヒアリング（講義中適宜に行う） 

期末試験（15回後） 

 

評価方法  

ヒアリング（10％） 

期末試験（90％） 

 

評価基準  

授業への出席が 2/3未満の場合、単位を与えない。 
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総評価の 60％以上で合格。 

 

学生へのメッセージ 

 中国語は漢字を用いる点で日本人にとって親しみやすく、動詞の活用や格変化、時制の概

念がないため、文法はシンプルで分かりやすいです。発音に関しては日本語より種類が多く、

難しいと感じる場合があるかもしれませんが、ぜひ挑戦してみてください。 

 

担当者の居室等 

質問は授業前後に随時受け付けます。 

連絡先 E-mail：nakao@wixas.or.jp 

 

備考、事前・事後学習課題 

 語学の勉強は復習が大切です。単語帳を作ったり、CDを聞いて発音を練習したりするな

ど自分に合ったやり方でしっかり復習してください。 
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和歌山県立医科大学薬学部 シラバス 

 

科目名 心理学 

科目名（英文） Psychology 

学部・学科 薬学部・薬学科 

配当年次・学期 1 年次・前期 

クラス 全クラス 

履修区分 選択必修 

授業担当者 増田 匡裕、石井 拓、恒松 伸 

科目ナンバリング P1001JA 

関連科目 臨床コミュニケーション 

 

本科目が求めるアウトカム・コンピテンシー 

 対人サービスに従事する専門家として対象者の“心”や“心理的背景”と呼ばれているも

のに配慮するには、まずそれは何なのかを知らなくてはならない。本科目では、講義を通し

て“心のはたらき”に関する基礎知識を身につけるとともに、人間関係の中で“心のうごき”

はどういった在り方をするかについて見識を養う。また、薬剤の管理や服薬指導などに応用

されている心理学の知識を理解した上で、実践できるような素養を身につける。 

 

ディプロマ・ポリシーにおける本科目が養う資質・能力 

・単に知識、技能を獲得しているのみではなく、それらを統合的に活用でき、患者の社会

的、心理的背景にも配慮することができるもの 

 医療に携わる薬剤師には、患者の社会的立場や心理的背景に配慮する能力が求められる。

本科目で学ぶ内容は、医療人として様々な立場(薬剤師本人を含む)の人々の心理を理解す

るための基礎となるものである。 

 

アウトカム・コンピテンシーへの到達に関する評価 

 心理学の基礎知識を問う筆記試験、授業で学んだ理論を生活の中で応用・表現するスキル

の習得の度合いを測る筆記試験、および“心”や人間関係に関する問題について深く考える

力を問うレポート課題により評価する。 

 

 

17



授業計画 

回 学習内容・課題 
学習方法 

（場所） 
評価方法 

1 イントロダクション：心理学とは 講義（講義室） 期末試験 

2 感覚：眼の構造と視覚の働き 講義（講義室） 期末試験 

3 知覚（１）：視知覚の諸特性 講義（講義室） 期末試験 

4 知覚（２）：錯視を中心に 講義（講義室） 期末試験 

5 行動の基礎：行動の定義と分類 講義（講義室） 期末試験 

6 学習（１）：学習の定義と基礎 講義（講義室） 期末試験 

7 学習（２）：学習の応用 講義（講義室） 期末試験 

8 記憶（１）：記憶の働きに対する実験的接近 講義（講義室） 期末試験 

9 記憶（２）：モデルを用いた記憶の働きの説明 講義（講義室） 期末試験 

10 行動分析学の基礎 講義（講義室） レポート課題 

11 複雑な行動の分析 講義（講義室） レポート課題 

12 行動理論からみた心の概念 講義（講義室） レポート課題 

13 産業・組織心理学 講義（講義室） 期末試験 

14 人間関係論 講義（講義室） 期末試験 

15 対人関係の社会心理学 講義（講義室） 期末試験 

 

教科書 

特に指定しない。 

授業担当者が作成した資料を配布することがある。 

 

参考書 

特に指定しない。 

 

評価時期 

レポート課題１種（15 回後） 

期末試験（15 回後） 

 

評価方法 

期末試験（80%） 

レポート課題（20%） 

 

評価基準 

授業への出席が 2/3 未満の場合、単位を与えない。 
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総評価の 60％以上で合格。 

 

学生へのメッセージ 

 誰でも子どもの頃から徐々に「心とはこういうものだろう」という考えを身につけますが、

心理学が明らかにしてきた“心”はそれとは違っていることが多くあります。ぜひ先入観を

捨てて心理学を学んでみてください。 

 

担当者の居室等 

増田：質問は授業後に非常勤講師控え室にて受け付ける（授業前は質問不可、遠隔授業とな

った場合に限り電子メールでの質問を受け付ける） 

石井：質問は随時教室または電子メール（tishii@wakayama-med.ac.jp）で受け付ける 

恒松：質問は原則として授業後に教室で受け付ける（事情があって対面での質問が困難であ

る場合には電子メールでの質問を受け付ける） 

 

備考、事前・事後学習課題 

講義後に復習すること 
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和歌山県立医科大学薬学部 シラバス 

 

科目名 哲学 

科目名（英文） Philosophy 

学部・学科 薬学部・薬学科 

配当年次・学期 1年次・前期 

クラス 全クラス 

履修区分 選択必修 

授業担当者 小関 彩子 

科目ナンバリング P1002JA 

関連科目  

 

本科目が求めるアウトカム・コンピテンシー 

哲学とは、あらゆる問題の根底に横たわるものごとを根源的に明らかにするための、諸学

の基礎である。本講義は、いかなる前提にも常識にもとらわれることなく、厳密かつ徹底的

に考え抜く、という態度を涵養するためのトレーニングの場である。受講者が与えられる知

識を受動的に受け取るだけではなく、自ら積極的に考え、論理的に表現する能力を身につけ

ることを目標とする。 

 

ディプロマ・ポリシーにおける本科目が養う資質・能力 

・人の健康に携わる職業である薬剤師として、より高い倫理観、社会人としての良識を備え

ているもの 

 哲学は人間や世界の本質や真理を論理的に追求する学問である。本科目で扱う内容は、高

い倫理観や論理的思考力を持つ医療人や研究者を養成する上の基盤となるものである。 

 

アウトカム・コンピテンシーへの到達に関する評価 

論理的な思考力・表現力をレポート及び記述試験により評価する。 
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授業計画 

回 学習内容・課題 
学習方法 

（場所） 
評価方法 

1 ガイダンス 講義（講義室） 期末試験 

2 認識 講義（講義室） 期末試験 

3 存在と経験 講義（講義室） 期末試験 

4 他者 講義（講義室） 期末試験 

5 言語 講義（講義室） レポート・期末試験 

6 身体と精神 講義（講義室） 期末試験 

7 自由 講義（講義室） 期末試験 

8 意思 講義（講義室） 期末試験 

9 責任 講義（講義室） 期末試験 

10 正しいことと不正なこと 講義（講義室） レポート・期末試験 

11 不平等 講義（講義室） 期末試験 

12 正義 講義（講義室） 期末試験 

13 死の理解 講義（講義室） 期末試験 

14 身体の死 講義（講義室） 期末試験 

15 人生の意味 講義（講義室） 期末試験 

 

教科書 

『哲学ってどんなこと？―とっても短い哲学入門―』 トマス・ネーゲル （昭和堂） 

 

参考書 

授業中適宜紹介する。 

 

評価時期 

レポート（5,10回時） 

期末試験（15回後） 

 

評価方法 

レポート（40%） 

期末試験（60%） 

 

評価基準 

総評価の 60%以上で合格 
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学生へのメッセージ 

積極的にかつ興味を持って授業に主体的に参加することを希望します。 

 

担当者の居室等 

質問は授業前後に随時受け付けます。 

連絡先 E-mail：ozeki@wakayama-u.ac.jp 

 

備考、事前・事後学習課題 

毎回の授業につき、予習を 1時間以上、復習を 1時間以上行うこと。 

22



和歌山県立医科大学薬学部 シラバス 

 

科目名 文学 

科目名（英文） Literature 

学部・学科 薬学部・薬学科 

配当年次・学期 1年次・前期 

クラス 全クラス 

履修区分 選択必修 

授業担当者 山東 資子 

科目ナンバリング P1003JA 

関連科目 英語ⅠA、英語ⅠB、英語ⅡA、英語ⅡB 

 

本科目が求めるアウトカム・コンピテンシー 

 医療職には、他者の立場や意図を十分理解した上で、自らの意見を分かりやすく述べたり、

他者を納得させたりする意思疎通能力が求められる。文学作品を解釈するには、表面的な読

みだけでなく、作家・登場人物の考えや感情、時代背景、文化などあらゆる側面から考察す

る必要があるため、有効な教材となりうる。 

本科目では、20 世紀前半に出版されたアメリカ文学作品を精読することにより、やや複

雑な文法構造を理解し、クリティカル・シンキング力を養成する。また、クラスディスカッ

ションを通じて総合的なコミュニケーション能力を向上させることを目標とする。 

 

ディプロマ・ポリシーにおける本科目が養う資質・能力 

・人の健康に携わる職業である薬剤師として、より高い倫理観、社会人としての良識を備え

ているもの 

 本科目では、米文学に触れることにより、幅広い視点で物事をとらえ、作家・登場人物の

意図をくみとり、論理的に自らの思考を述べる。また、作品の舞台となっている地域、時代、

文化の多様性を考察する。これらは、医療人として高い倫理観を養い、相手の立場を理解す

るための基盤となるものである。 

 

アウトカム・コンピテンシーへの到達に関する評価 

 原文で書かれた作品の読解力や知識を問う期末試験、作家・登場人物の考えや時代背景・

文化に関するレポート、およびクラスディスカッションへの貢献度により評価する。 
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授業計画 

回 学習内容・課題 
学習方法 

（場所） 
評価方法 

1 オリエンテーション 講義 

（講義室） 
 

2 William Saroyan, The Human Comedy 

 

演習・クラスデ

ィスカッション

（講義室） 

期末試験・レポー

ト・クラスディスカ

ッション貢献度 

3 William Saroyan, The Human Comedy 

 

演習・クラスデ

ィスカッション

（講義室） 

期末試験・レポー

ト・クラスディスカ

ッション貢献度 

4 William Saroyan, The Human Comedy 

 

演習・クラスデ

ィスカッション

（講義室） 

期末試験・レポー

ト・クラスディスカ

ッション貢献度 

5 William Saroyan, The Human Comedy 

 

演習・クラスデ

ィスカッション

（講義室） 

期末試験・レポー

ト・クラスディスカ

ッション貢献度 

6 William Saroyan, The Human Comedy 

 

演習・クラスデ

ィスカッション

（講義室） 

期末試験・レポー

ト・クラスディスカ

ッション貢献度 

7 John Steinbeck, Of Mice and Men 

 

演習・クラスデ

ィスカッション

（講義室） 

期末試験・レポー

ト・クラスディスカ

ッション貢献度 

8 John Steinbeck, Of Mice and Men 

 

演習・クラスデ

ィスカッション

（講義室） 

期末試験・レポー

ト・クラスディスカ

ッション貢献度 

9 John Steinbeck, Of Mice and Men 

 

演習・クラスデ

ィスカッション

（講義室） 

期末試験・レポー

ト・クラスディスカ

ッション貢献度 

10 John Steinbeck, Of Mice and Men 

 

演習・クラスデ

ィスカッション

（講義室） 

期末試験・レポー

ト・クラスディスカ

ッション貢献度 

11 John Steinbeck, Of Mice and Men 

 

演習・クラスデ

ィスカッション

（講義室） 

期末試験・レポー

ト・クラスディスカ

ッション貢献度 

12 Ernest Hemingway,  演習・クラスデ 期末試験・レポー
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“The Short Happy Life of Francis Macomber” ィスカッション

（講義室） 

ト・クラスディスカ

ッション貢献度 

13 Ernest Hemingway,  

“The Short Happy Life of Francis Macomber” 

演習・クラスデ

ィスカッション

（講義室） 

期末試験・レポー

ト・クラスディスカ

ッション貢献度 

14 Ernest Hemingway,  

“The Short Happy Life of Francis Macomber” 

演習・クラスデ

ィスカッション

（講義室） 

期末試験・レポー

ト・クラスディスカ

ッション貢献度 

15 総括 演習・クラスデ

ィスカッション

（講義室） 

期末試験・ 

クラスディスカッシ

ョン貢献度 

 

教科書 

 適宜テキストを配布する 

 

参考書 

 必要に応じて紹介する 

 

評価時期 

 期末試験（15回後） 

 レポート（14回時） 

 クラスディスカッション貢献度（毎回） 

 

評価方法 

 期末試験（50％） 

 レポート（30％） 

 クラスディスカッション貢献度（20％） 

 

評価基準 

 授業の出席が 2/3 未満の場合は、評価しない。 

レポート提出、クラスディスカッションへの参加が単位習得の必須条件である。 

総評価の 60％以上で合格となる。 

 

学生へのメッセージ 

 ただ単に英文を和訳するだけではなく、あらゆる可能性を想定しつつ、何事に対しても常

に「探究心＝Why?」精神で向き合うことを心がけよう。辞書なしの受講は欠席とみなすの
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で、毎回必ず持参すること（電子辞書可）。 

 

担当者の居室等 

質問は授業前後に随時受け付けます。 

E-mail: msando@wakayama-med.ac.jp 

 

備考、事前・事後学習課題 

 毎回、2時間程度の予習・復習をおこなうこと。 
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和歌山県立医科大学薬学部 シラバス 

 

科目名 法学 

科目名（英文） Law 

学部・学科 薬学部・薬学科 

配当年次・学期 1 年次・前期 

クラス 全クラス 

履修区分 選択必修 

授業担当者 神谷 隆一 

科目ナンバリング P1004JA 

関連科目  

 

本科目が求めるアウトカム・コンピテンシー 

法を抽象的な原理として捉えるのではなく、具体的な問題に即して捉えて実社会との関

連の中で理解することにより、法の基本概念・基本理念を修得し、法的思考力、多様な価値

観を理解する能力を身に着けます。 

 

ディプロマ・ポリシーにおける本科目が養う資質・能力 

・人の健康に携わる職業である薬剤師として、より高い倫理観、社会人としての良識を備え

ているもの 

 本科目で身につける法的思考力や多様な価値観を理解する能力は、高い倫理観や良識を

もった、国際的にも地域でも活躍できる薬剤師や研究者を養成するための基盤となるもの

です。 

 

アウトカム・コンピテンシーへの到達に関する評価 

法の基本概念・基本理念の修得度、法的思考力、多様な価値観を理解する能力を、筆記試

験（期末試験）により評価します。 
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授業計画 

回 学習内容・課題 
学習方法 

（場所） 
評価方法 

1 法学を学ぶ意義（幾つかの裁判例に即して

考えてみる）①〔教材：配布資料〕 
講義(講義室) 期末試験 

2 法学を学ぶ意義（幾つかの裁判例に即して

考えてみる）②〔教材：配布資料〕 

法とは何か、法源、法の分類、法の解釈 

〔教材：教科書* 第 1 章、14 章〕 

講義(講義室) 期末試験 

3 国家と法（基本的人権①総論） 

〔教材：教科書第 9 章〕 
講義(講義室) 期末試験 

4 国家と法（基本的人権②新しい人権、自己決

定権とインフォームド・コンセントなど） 

〔教材：教科書第 14 章、配布資料〕 

講義(講義室) 期末試験 

5 国家と法（統治機構）〔教材：教科書第 8 章〕 講義(講義室) 期末試験 

6 犯罪と法（総論）〔教材：教科書第 6 章〕 講義(講義室) 期末試験 

7 犯罪と法（医師・薬剤師等の守秘義務、医療

過誤と刑事責任をめぐる裁判例など） 

〔教材：配布資料〕 

講義(講義室) 期末試験 

8 民法の基礎（契約法①） 

〔教材：教科書第 2 章〕 
講義(講義室) 期末試験 

9 民法の基礎（契約法②） 

〔教材：教科書第 2 章〕 

消費者法〔教材：教科書第 3 章〕 

講義(講義室) 期末試験 

10 民法の基礎（不法行為） 

〔教材：教科書第 4 章〕 
講義(講義室) 期末試験 

11 民法の基礎（親族・相続） 

〔教材：教科書第 5 章〕 
講義(講義室) 期末試験 

12 会社法の基礎〔教材：教科書第 10 章〕 講義(講義室) 期末試験 

13 労働と法① 

〔教材：教科書第 11 章、配布資料〕 
講義(講義室) 期末試験 

14 労働と法② 

〔教材：教科書第 11 章、配布資料〕 

国連と国際法〔教材：教科書第 12 章〕 

講義(講義室) 期末試験 

15 授業のまとめ 講義(講義室) 期末試験 

*『プレステップ法学〈第 4 版〉』池田真朗編（弘文堂）（以下同じ） 

28



 

教科書 

『プレステップ法学〈第 4 版〉』 池田真朗編 （弘文堂） 

『法学六法 ’21』 池田真朗ほか編 （弘文堂） 

いずれも開講時の最新版を使用します。授業には必ず持参してください。 

 

参考書  

『現代法学入門〔第４版〕』 伊藤正己・加藤一郎編 （有斐閣） 

その他、授業中に適宜紹介し、また必要に応じ参考資料を配布します。 

 

評価時期 

期末試験（15 回後） 

 

評価方法 

期末試験（100%） 

ただし、授業受講直後に提出するミニッツペーパーの提出割合が３分の２に満たない場合

は、期末試験の受験を原則として認めません。 

 

評価基準 

100 点満点中 60 点以上で合格 

 

学生へのメッセージ 

大学では、知識を得ることももちろん重要ですが、何が問題なのかを自分で気づき解決でき

る能力、自分の出した結論を他者に適切に伝える能力を身に着けるよう心掛けてください。 

 

担当者の居室等 

医学部三葛教育棟研究室（授業の前後には講義室に滞在し授業に関する質問を受け付ける

予定です） 

 

備考、事前・事後学習課題 

毎回の授業に先立ち、六法で条文を確認しながら授業範囲の教科書及び配布資料を読んで

予習をしておくこと（１時間）。また、授業終了後に、授業で学んだことを踏まえ再度授業

範囲の教科書及び配布資料を読み、関連事項を確認するなどして復習を行うこと（１時間）。 
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和歌山県立医科大学薬学部 シラバス 

 

科目名 情報基礎 

科目名（英文） Basic Informations 

学部・学科 薬学部・薬学科 

配当年次・学期 1 年次・前期 

クラス 全クラス 

履修区分 必修 

授業担当者 中津 亨 

科目ナンバリング P2001JA 

関連科目 情報基礎演習、医薬品情報学 

 

本科目が求めるアウトカム・コンピテンシー 

情報の取り扱い方から、情報が伝達される仕組み、情報倫理やセキュリティといった情報

に関する基礎知識を習得し、正しく情報を活用できるようになることを求める。その知識を

もとに自分自身でインターネット上の様々な情報に触れ、自分が欲している情報を正しく

得られるように知識の活用を求める。 

 

ディプロマ・ポリシーにおける本科目が養う資質・能力 

・人の健康に携わる職業である薬剤師として、より高い倫理観、社会人としての良識を備え

ているもの 

・総合的、専門的な薬学の知識とともに、薬剤師としての実践能力や研究を行うに足る技能

を有しているもの 

 薬剤師として高い倫理観を持って情報を扱えるようになることを意識しながら学習する

ことで、正しく情報を扱う資質が身につく。情報の扱い方、扱われ方を理解することで、薬

剤師、社会人として必要な情報理能力を得るための基盤となる。 

 

アウトカム・コンピテンシーへの到達に関する評価 

社会の中で情報を扱うためにどのような仕組みが利用されているのかを理解できている

か、さらには、授業では扱っていない情報に対しても、正しく扱えるような総合的な知識と

して身につけられているかを評価する。 
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授業計画 

回 学習内容・課題 
学習方法 

（場所） 
評価方法 

1 導入講義、情報とは 講義（講義室） 期末試験 

2 情報システムとパソコン 講義（講義室） 期末試験 

3 情報の表現(1)(レポート、文章の書き方、

メール) 

講義（講義室） 期末試験 

4 情報の表現(2)(記号・符号化) 講義（講義室） 期末試験 

5 情報の表現(3) (情報量) 講義（講義室） 期末試験 

6 アプリケーション 講義（講義室） 期末試験 

7 データとデータベース 講義（講義室） 期末試験 

8 計算・プログラミング言語 講義（講義室） 期末試験 

9 アルゴリズム 講義（講義室） 期末試験 

10 情報の伝達と通信(1) (インターネットの

仕組み) 

講義（講義室） 期末試験 

11 情報の伝達と通信(2) (暗号化) 講義（講義室） 期末試験 

12 情報セキュリティと知的財産 講義（講義室） 期末試験 

13 情報倫理 講義（講義室） 期末試験 

14 コンピュータの仕組み(1)/計算の理論 講義（講義室） 期末試験 

15 コンピュータの仕組み(2)/社会とのつな

がり 

講義（講義室） 期末試験 

 

教科書 

毎回、授業資料を配布する。 

 

参考書 

情報 第 2 版: 東京大学教養学部テキスト 

 

評価時期 

期末（15 回後） 

 

評価方法 

期末試験（100％） 

 

評価基準 

総評価の 60%以上で合格。 
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学生へのメッセージ 

情報化社会のこの世の中、正しく情報を扱う必要があります。どのように情報が処理され

ているのか、どのようにインターネットが接続されているのか、情報を扱う上で守るべきル

ールなど、正しく内容を理解し、正しく情報を扱える社会人となれるよう頑張ってください。 

 

担当者の研究室等 

研究室 1101 

オフィスアワー：毎週火曜日 12:40～13:40 17:30～18:30 

 

備考、事前・事後学習課題 

予習復習を各 1 時間程度行うこと。 
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和歌山県立医科大学薬学部 シラバス 

 

科目名 情報基礎演習 

科目名（英文） Basic Informations (Practice) 

学部・学科 薬学部・薬学科 

配当年次・学期 1 年次・前期 

クラス 全クラス 

履修区分 必修 

授業担当者 入江 克雅 

科目ナンバリング P2002JB 

関連科目 情報基礎、医薬品情報学 

 

本科目が求めるアウトカム・コンピテンシー 

高度情報化社会において正しく情報を扱うためのコンピューターを扱う技能を習得する

ために、基本的なコンピューターの操作に取り組み、コンピューターを活用できるようにな

ることを求める。自分自身で積極的に演習に臨み、得られた技能、操作を総合的に利用し、

問題解決のためにコンピューターを有効活用できるようになることが求められる。 

 

ディプロマ・ポリシーにおける本科目が養う資質・能力 

・人の健康に携わる職業である薬剤師として、より高い倫理観、社会人としての良識を備え

ているもの 

・総合的、専門的な薬学の知識とともに、薬剤師としての実践能力や研究を行うに足る技能

を有しているもの 

 情報やコンピューターの正しい知識、技能を習得し、個人データを含め、様々なデータを

正しく管理し、扱うための能力につながるものである。自身が行動する場所において、どの

ようにコンピューターが活用されているかを理解できる能力は、薬剤師として、社会人とし

て、正しく情報を扱うための能力を得ていくための基盤となる。 

 

アウトカム・コンピテンシーへの到達に関する評価 

本科目ではコンピューターに関し、与えられた課題に積極的に取り組み、的確に回答でき

ているか、さらには自主的にコンピューターの利用を行なっているかを評価する。 
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授業計画 

回 学習内容・課題 
学習方法 

（場所） 
評価方法 

1 導入、ネットワークにつなごう 演習（CBT 室） 個人レポート 

2 パソコンの利用  演習（CBT 室） 個人レポート 

3 ファイル操作、メール 演習（CBT 室） 個人レポート 

4 学術情報の探索 演習（CBT 室） 個人レポート 

5 ネットワークの設定 演習（CBT 室） 個人レポート 

6 表計算ソフトによるデータ処理(1) 演習（CBT 室） 個人レポート 

7 表計算ソフトによるデータ処理(2) 演習（CBT 室） 個人レポート 

8 表計算ソフトによるデータ処理(3) 演習（CBT 室） 個人レポート 

9 ワープロソフトによる構造化文章の作成 演習（CBT 室） 個人レポート 

10 文章への図の挿入、数式の利用 演習（CBT 室） 個人レポート 

11 ワープロソフトによるレポートの作成 演習（CBT 室） 個人レポート 

12 プレゼンテーションソフトを利用した発

表(1) 
演習（CBT 室） 

個人レポート 

13 プレゼンテーションソフトを利用した発

表(2) 
演習（CBT 室） 

個人レポート 

14 プレゼンテーションソフトを利用した発

表(3) 
演習（CBT 室） 

個人レポート 

15 プレゼンテーションソフトを利用した発

表(4) 
演習（CBT 室） 

個人レポート 

 

教科書 

特になし。必要な資料は授業中に配布する。 

 

参考書 

基礎からわかる情報リテラシー[改訂第 3 版 ver.2] 奥村晴彦 

情報基礎演習 京都大学 

 

評価時期 

個人レポート（毎回） 

 

評価方法 

個人レポート（100%） 
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評価基準 

総評価の 60%以上で合格。 

 

学生へのメッセージ 

本科目は学生生活から社会にかけて必須となるコンピューターを扱っていけるようにな

るための最低限の使い方を、皆さんに実際に操作してもらうことにより、学んでもらうもの

です。ここで学んだ知識をもとに毎日情報化社会のこの世の中、正しく情報を扱う必要があ

ります。どのように情報が処理されているのか、どのようにインターネットが接続されてい

るのか、情報を扱う上で守るべきルールなど、正しく内容を理解し、社会で正しく情報を扱

える人となってください。 

 

担当者の研究室等 

研究室 1101 

オフィスアワー：毎週火曜日 12:40～13:40 17:30～18:30 

 

備考、事前・事後学習課題 

授業中に出す課題を正しいゴールにたどり着くように考えながら１−２時間（実際には完

成するまで）課題に取り組むこと。 
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和歌山県立医科大学薬学部 シラバス 

 

科目名 統計基礎 

科目名（英文） Basic Statistics 

学部・学科 薬学部・薬学科 

配当年次・学期 1年次・前期 

クラス 全クラス 

履修区分 必修 

授業担当者 下川 敏雄 

科目ナンバリング P2003JA 

関連科目 医療統計解析学、医療統計解析学演習 

 

本科目が求めるアウトカム・コンピテンシー 

 統計学は、「Grammar of Science (科学の文法)」と呼ばれており、医学・薬学を含むすべ

ての科学において重要である。とくに、医薬品の臨床評価過程において、新薬の有効性・安

全性を評価できる唯一の方法が統計的方法である。本科目では、統計学の基礎的な内容、と

くに、統計的なデータの見方・表し方を理解する。 

 

ディプロマ・ポリシーにおける本科目が養う資質・能力 

・総合的、専門的な薬学の知識とともに、薬剤師としての実践能力や研究を行うに足る技能

を有しているもの 

 統計学は薬剤師として研究するためだけでなく、医療分野全般において必要な知識であ

る。統計学の基礎を学ぶことによって、実験データや医療データを解析し、研究するための

基礎的な技能を養う。 

 

アウトカム・コンピテンシーへの到達に関する評価 

 統計的基礎知識を問う記述試験、及び、毎回の授業前に配布する課題の理解度により評価

する。 
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授業計画 

回 学習内容・課題 
学習方法 

（場所） 
評価方法 

1 イントロダクション・記述統計学(1)：データ

の要約 

講義・課題 

(講義室) 

中間試験・期末試

験・課題 

2 記述統計学(2)：度数分布と統計グラフ 講義・課題 

(講義室) 

中間試験・期末試

験・課題 

3 確率の基礎 講義・課題 

(講義室) 

中間試験・期末試

験・課題 

4 確率分布 講義・課題 

(講義室) 

中間試験・期末試

験・課題 

5 記述統計及び確率に関する習熟度確認 講義 

(講義室) 
中間試験 

6 統計的推測の導入・統計的推定 講義・課題 

(講義室) 

中間試験・期末試

験・課題 

7 1 標本における仮説検定(1)：母比率に対する

統計的検定 

講義・課題 

(講義室) 

中間試験・期末試

験・課題 

8 1 標本における仮説検定(1)：母平均に対する

統計的検定 

講義・課題 

(講義室) 

中間試験・期末試

験・課題 

9 2 標本における統計的推測：母比率の差に対

する統計的推測 

講義・課題 

(講義室) 

中間試験・期末試

験・課題 

10 2 標本における統計的推測：母平均の差に対

する統計的推測 

講義・課題 

(講義室) 

中間試験・期末試

験・課題 

11 クロス集計表に基づく統計的推測 講義・課題 

(講義室) 

中間試験・期末試

験・課題 

12 推測統計学に関する習熟度確認 講義 

(講義室) 
中間試験 

13 相関分析 講義・課題 

(講義室) 

中間試験・期末試

験・課題 

14 単回帰分析 講義・課題 

(講義室) 

中間試験・期末試

験・課題 

15 相関分析および単回帰分析の習熟度確認 講義 

(講義室) 
中間試験 

 

教科書 

「実践のための基礎統計学」下川敏雄 (講談社)  
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参考書 

「改訂版 日本統計学会公式認定 統計検定 2級対応 統計学基礎」田中豊 中西寛子 姫野哲

人 酒折文武 山本義郎 (東京図書) 

「医学への統計学」丹後敏郎(著) 古川俊之(監) (朝倉書店) 

 

評価時期 

課題 (毎回) 

中間試験 (5回、12回、15回時) 

期末試験 (15回後) 

 

評価方法 

課題提出 (40%) 

中間試験 (30%) 

期末試験 (30%) 

＊ なお期末試験の点数の状況により、中間試験とのあいだで 10%程度の加重の変更がある。 

 

評価基準 

授業への出席が 2/3未満の場合、単位を与えない。 

総評価の 60％以上で合格。 

 

学生へのメッセージ 

医薬品の臨床評価において、統計学は必須の学問なので、理解できるように努めてください。

本講義は、日本統計学会 統計検定 2級に準拠しています。関心がある方は、講義後に受験

してみてください。 

 

担当者の居室等 

附属病院東棟 3F 臨床研究センター 

質問は授業前後に随時受け付けます。 

連絡先 E-mail：shimokaw@wakayama-med.ac.jp 

 

備考、事前・事後学習課題 

原則として、毎回の課題をこなすことで理解が深まると考えられるが、授業内容が経時的に

続く。欠席等で授業に不参加の場合には、授業内容を確認すること。 
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和歌山県立医科大学薬学部 シラバス  

 

科目名 基礎物理学 

科目名（英文） Basic Physics 

学部・学科 薬学部・薬学科 

配当年次・学期 1 年次・前期 

クラス 全クラス 

履修区分 必修 

授業担当者 岩尾 康範 

科目ナンバリング P2004JA 

関連科目 物理化学Ⅰ、物理化学演習Ⅰ、物理化学Ⅱ、物理化学演習Ⅱ 

 

本科目が求めるアウトカム・コンピテンシー 

物質の物理的性質を理解するために、原子・分子の構造、熱力学、反応速度論などに

関する基本的事項を身につける必要がある。本科目は，物質の状態を理解するために、

熱力学に関する基本的事項を修得する。 

 

ディプロマ・ポリシーにおける本科目が養う資質・能力 

・総合的、専門的な薬学の知識とともに、薬剤師としての実践能力や研究を行うに足る技能

を有しているもの 

・単に知識、技能を獲得しているのみではなく、それらを統合的に活用でき、患者の社会

的、心理的背景にも配慮することができるもの 

 物理化学は，薬学において高い臨床能力、研究能力を獲得するために必要となるあら

ゆる学問の基盤となる知識を獲得する科目である。本科目で修得が期待できる知識とそ

の活用能力は、総合的、専門的な知識、それらを統合的に活用する能力につながるもの

である。 

 

アウトカム・コンピテンシーへの到達に関する評価 

期末試験において，基礎知識習得状況の確認と，授業で取り扱っていないアドバンス

問題を問い，本科目で取り扱った物理化学的知識を活用した説明から、その妥当性や論

理性を評価する。 
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授業計画 

回 学習内容・課題 
学習方法 

（場所） 
評価方法 

1 物理化学を学ぶ意義（ボイル-シャルルの法則

と物理化学） 

講義 

（講義室） 

期末試験 

 

2 気体･液体･固体の性質（理想気体と実在気体

の状態方程式） 

講義 

（講義室） 

期末試験 

3 気体分子運動論①（気体分子運動論のモデル、

マックスウェル分布則） 

講義 

（講義室） 

期末試験 

4 気体分子運動論②（分子間衝突と平均自由行

程、エネルギーの当分配、ボルツマン分布則） 

講義 

（講義室） 

期末試験 

5 熱力学第一法則①（仕事と熱、熱力学第一法

則、エンタルピー） 

講義 

（講義室） 

期末試験 

6 熱力学第一法則②（エンタルピー、熱容量、気

体の膨張） 

講義 

（講義室） 

期末試験 

7 熱力学第一法則③（熱化学、結合エネルギー

と結合エンタルピー） 

講義 

（講義室） 

期末試験 

8 熱力学第二法則①（自発過程とエントロピー、

カルノーサイクル） 

講義 

（講義室） 

期末試験 

9 熱力学第二法則②（温度とエントロピー、熱

力学第三法則、ボルツマン分布） 

講義 

（講義室） 

期末試験 

10 Gibbs/Helmholtz エネルギー（クラベイロン

-クラウジウスの式、相図、相律） 

講義 

（講義室） 

期末試験 

11 まとめ：気体分子運動論、熱力学第一法則、熱

力学第二法則、ギブスエネルギーと相平衡 

講義 

（講義室） 

期末試験 

12 非電解質溶液と化学ポテンシャル（部分モル

量と化学ポテンシャル、ラウールの法則、ヘ

ンリーの法則, 活量係数） 

講義 

（講義室） 

期末試験 

13 化学平衡論の原理（気体系の化学平衡、溶液

中の反応、平衡定数に対する温度、圧力の影

響） 

講義 

（講義室） 

期末試験 

14 電気化学の原理（化学電池、ネルンスト式、起

電力、pH、膜電位） 

講義 

（講義室） 

期末試験 

15 非電解質溶液と化学ポテンシャル、電解質溶

液とイオンの性質、化学平衡論の原理、電気

化学の原理 

講義 

（講義室） 

期末試験 
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教科書 

Raymond Chang 著「化学・生命科学系のための物理化学」（岩澤ら訳・東京化学同人） 

毎回，授業担当者が作成した資料（パワーポイント）を配布する。 

 

参考書 

マーチン物理薬剤学（廣川書店） 

日本薬学会編「物理学」東京化学同人 

日本薬学会編「物理系薬学Ⅰ 物質の物理的性質」東京化学同人 

その他の参考書は授業の過程で提示する 

 

評価時期 

期末（15 回後） 

 

評価方法 

期末試験（100%） 

 

評価基準 

授業への出席が 2/3 未満の場合，期末試験受験資格を与えない。 

総評価の 60%以上で合格。 

 

学生へのメッセージ 

本科目の内容は、薬学専門科目の理解に必要な基本的な知識を与えるものです。将来の進

路の希望（薬剤師や製薬企業における創薬研究者）に関わらず，医薬品の物性を深く理解す

る上で、必須の学問となるため、しっかりと身につけて下さい。 

 

担当者の研究室等 

研究室 803 

オフィスアワー：毎週木曜日 12ː40～13ː40 17ː30～18ː30 

 

備考、事前・事後学習課題 

本科目を履修するに当たり、毎回授業を受け前に 1 時間程度の予習及びそれまでの内容

の復習を行うことが望ましい。物理系薬学の基本科目であることを充分認識して，履修する

こと。 
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和歌山県立医科大学薬学部 シラバス  

 

科目名 有機化学 

科目名（英文） Organic Chemistry 

学部・学科 薬学部・薬学科 

配当年次・学期 1年次・前期 

クラス 全クラス 

履修区分 必修 

授業担当者 安原 智久 

科目ナンバリング P2005JA 

関連科目 有機化学演習、無機化学、有機薬化学Ⅰ、有機薬化学Ⅱ、 

有機薬化学Ⅲ、有機薬化学演習、医薬品化学Ⅰ、医薬品化学Ⅱ 

 

本科目が求めるアウトカム・コンピテンシー 

有機、無機を問わず広く化学を学び、医薬品分子、生体分子の性質を深く理解する上

で分子の物理的、化学的な特性を理解することは非常に重要である。本科目は、分子の

基本的な性質を理解するために重要な化学結合・分子間相互作用に対する深い知識を活

用して、化合物の物性や特性、反応性を高いレベルで説明・記述可能な基礎化学の知識

の活用を求める。 

 

ディプロマ・ポリシーにおける本科目が養う資質・能力 

・総合的、専門的な薬学の知識とともに、薬剤師としての実践能力や研究を行うに足る技能

を有しているもの 

・単に知識、技能を獲得しているのみではなく、それらを統合的に活用でき、患者の社会

的、心理的背景にも配慮することができるもの 

 有機化学は、薬学において高い臨床能力、研究能力を獲得するために必要となるあら

ゆる学問の基盤となる知識を獲得する科目である。本科目で修得が期待できる知識とそ

の活用能力は、総合的、専門的な知識、それらを統合的に活用する能力につながるもの

である。 

 

アウトカム・コンピテンシーへの到達に関する評価 

基本的な知識の再生のみではなく、授業等で取り扱っていない現象に対して、本科目

が取り扱う化学的知識を活用した説明の構築を行い、その妥当性や論理性、表現の適切

性を評価する。 
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授業計画 

回 学習内容・課題 
学習方法 

（場所） 
評価方法 

1 原子の基本、原子を構成する素粒子の基本に

ついて学ぶ。高等学校の化学からの橋渡し的

な内容を含む。 

講義 

（講義室） 
期末試験 

2 イオンの生成、イオンの性質について学ぶ。

高等学校の化学からの橋渡し的な内容を含

む。 

講義 

（講義室） 
期末試験 

3 原子軌道に対する基本、原子軌道への電子の

充填について学ぶ。 

講義 

（講義室） 
期末試験 

4 分子軌道の基本概念および軌道の混成につい

て学ぶ。 

講義 

（講義室） 
期末試験 

5 分子軌道を具体例に基づいて学ぶ。 講義 

（講義室） 
期末試験 

6 化学結合の様式、種類について学ぶ。 講義 

（講義室） 
期末試験 

7 生体内、医薬品における化学結合とその性質

について学ぶ。 

講義 

（講義室） 
期末試験 

8 基本的な命名則について学ぶ。 講義 

（講義室） 
期末試験 

9 共役、共鳴について学ぶ。 講義 

（講義室） 
期末試験 

10 分子間相互作用について、生体内、医薬品の

例を交えながら学ぶ。（ファンデルワールス

力、静電相互作用） 

講義 

（講義室） 
期末試験 

11 分子間相互作用について、生体内、医薬品の

例を交えながら学ぶ。（ファンデルワールス

力、静電相互作用、分散力） 

講義 

（講義室） 
期末試験 

12 分子間相互作用について、生体内、医薬品の

例を交えながら学ぶ。（双極子間相互作用、水

素結合） 

講義 

（講義室） 
期末試験 

13 分子間相互作用について、生体内、医薬品の

例を交えながら学ぶ。（電荷移動相互作用、疎

水性相互作用、その他） 

講義 

（講義室） 
期末試験 

14 化学反応の概略と化学結合の性質の関連につ 講義 期末試験 
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いて学ぶ。 （講義室） 

15 生体内で起こる化学反応の基本と、実験的な

化学反応を比較して学ぶ。 

講義 

（講義室） 
期末試験 

 

教科書 

教科書は使用せず、適宜テキストを配布する。 

 

参考書 

特になし 

 

評価時期 

期末（15回後） 

 

評価方法 

期末試験（100%） 

 

評価基準 

総評価の 60%以上で合格。 

 

学生へのメッセージ 

本科目の内容は、後の化学系の科目の理解に必要な基本的な知識となるのはもちろんで

すが、生物系における生体内分子の性質や挙動、物理系における化合物（医薬品など）の物

理化学的な性質、更には生体分子と医薬品分子の相互作用による医薬品の効果への影響な

どの理解にも必須の知識となります。将来の進路の希望に関わらず、しっかりと身につけて

下さい。 

担当教員は、2年間の薬局、2年間の病院での非常勤としての薬剤師経験から、臨床現場

で生じる問題に対する化学的な理解、解決へのアプローチを授業の内容に関連付けて紹介

します。 

 

担当者の研究室等 

研究室 503  オフィスアワー：毎週月曜日 12:40～13:40 17:30～18:30 

 

備考、事前・事後学習課題 

本科目を履修するに当たり、毎回授業を受ける前に 1～1.5 時間程度の予習及びそれまで

の内容の復習を行うこと。また、より深い理解のための学習、関連領域との知識の統合を含

めた学習などにのべ 7～10時間程度は取り組むことが望ましい。 
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和歌山県立医科大学薬学部 シラバス 

 

科目名 有機化学演習 

科目名（英文） Organic Chemistry (Practice) 

学部・学科 薬学部・薬学科 

配当年次・学期 1年次・前期 

クラス 全クラス 

履修区分 必修 

授業担当者 安原 智久 田中 千晶 

科目ナンバリング P2006JB 

関連科目 有機化学、無機化学、有機薬化学Ⅰ、有機薬化学Ⅱ、有機薬化学Ⅲ、

有機薬化学演習、医薬品化学Ⅰ、医薬品化学Ⅱ 

 

本科目が求めるアウトカム・コンピテンシー 

科学の基本的な知識を、医薬品分子、生体分子の性質と関連付け、統合的な理解をす

るために、基礎的及び実践的な課題に取り組み、知識の活用を行うことを求める。また、

本科目は、チーム基盤型学習（TBL）方式で行い、単なる知識の集積と活用だけでなく、

他者とコミュニケーションを介して知識の統合を行い、連携して問題解決及び質の高い

プロダクトを作成することを求める。 

 

ディプロマ・ポリシーにおける本科目が養う資質・能力 

・人の健康に携わる職業である薬剤師として、より高い倫理観、社会人としての良識を備え

ているもの 

・総合的、専門的な薬学の知識とともに、薬剤師としての実践能力や研究を行うに足る技能

を有しているもの 

・単に知識、技能を獲得しているのみではなく、それらを統合的に活用でき、患者の社会

的、心理的背景にも配慮することができるもの 

 有機化学における基盤となる知識を獲得し、その知識を実際に活用する能力は、総合

的、専門的な知識、それらを統合的に活用する能力につながるものである。また、チー

ムメンバーと連携・共同して問題解決に取り組む能力は、薬剤師として、社会人として

の良識を育む基盤となる。 

 

アウトカム・コンピテンシーへの到達に関する評価 

本科目では、基本的な化学的知識とそれを他領域への適用を志向した活用を評価する。

また、チーム基盤学習の特性に基づき、チーム内でのコミュニケーション及び積極性、

協調性、相互教育性を評価する。  
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授業計画 

回 学習内容・課題 
学習方法 

（場所） 
評価方法 

1 イントロダクション 

チーム基盤型教育（TBL）のガイダンス 

講義、TBL 

（講義室） 

個人・チーム演習得点、

観察記録、期末試験 

2 原子、イオンに関する基本的な演習 TBL 

（講義室） 

個人・チーム演習得点、

観察記録、期末試験 

3 原子、イオンに関する応用的な演習 TBL 

（講義室） 

個人・チーム演習得点、

観察記録、期末試験 

4 原子軌道、分子軌道に関する基本的な演習 TBL 

（講義室） 

個人・チーム演習得点、

観察記録、期末試験 

5 原子軌道、分子軌道に関する応用的な演習 TBL 

（講義室） 

個人・チーム演習得点、

観察記録、期末試験 

6 化学結合と医薬品・生体内分子の性質に関す

る基本的な演習 

TBL 

（講義室） 

個人・チーム演習得点、

観察記録、期末試験 

7 化学結合と医薬品・生体内分子の性質に関す

る応用的な演習 

TBL 

（講義室） 

個人・チーム演習得点、

観察記録、期末試験 

8 分子軌道からみる化学結合に関する基本的な

演習 

TBL 

（講義室） 

個人・チーム演習得点、

観察記録、期末試験 

9 分子軌道からみる化学結合に関する応用的な

演習 

TBL 

（講義室） 

個人・チーム演習得点、

観察記録、期末試験 

10 有機化合物の命名、共役、共鳴に関する基本

的な演習 

TBL 

（講義室） 

個人・チーム演習得点、

観察記録、期末試験 

11 有機化合物の命名、共役、共鳴に関する応用

的な演習 

TBL 

（講義室） 

個人・チーム演習得点、

観察記録、期末試験 

12 分子間相互作用に関する基本的な演習 TBL 

（講義室） 

個人・チーム演習得点、

観察記録、期末試験 

13 分子間相互作用に関する応用的な演習 TBL 

（講義室） 

個人・チーム演習得点、

観察記録、期末試験 

14 化学反応と生体内分子に関する基本的な演習 TBL 

（講義室） 

個人・チーム演習得点、

観察記録、期末試験 

15 化学反応と生体内分子に関する応用的な演習 TBL 

（講義室） 

個人・チーム演習得点、

観察記録、期末試験 

 

教科書 

教科書は使用せず、適宜テキストを配布する。 

 

参考書 
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特になし 

 

評価時期 

授業中に行う個人演習（毎回） 

授業中に行うチーム演習（毎回） 

演習時の観察記録（毎回） 

期末試験（15回後） 

 

評価方法 

授業中に行う個人演習（20%） 

授業中に行うチーム演習（30%） 

演習時の観察記録（20%） 

期末試験（30%） 

 

評価基準 

総評価の 60%以上で合格。 

 

学生へのメッセージ 

本科目は、能動型学習のひとつであるチーム基盤型学習（Team-based Learning、TBL）

方式において行う。参加型の演習であるため、原則として毎回のすべての演習への参加し、

積極的にチームでの協調的なディスカッションを行うことが必須となる。 

担当教員は、2年間の薬局、2年間の病院での非常勤としての薬剤師経験から、臨床現場

で生じる問題に対する化学的な理解、解決へのアプローチを授業の内容に関連付けて紹介

する。 

 

担当者の研究室等 

研究室 503 

オフィスアワー：毎週月曜日 12:40～13:40 17:30～18:30 

  

備考、事前・事後学習課題 

本授業で採用するチーム基盤型学習は、予習を前提とする能動型学習であるため、毎回の

演習に先立ち、2～3時間程度の予習及びそれまでの内容の復習を行うこと。 
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和歌山県立医科大学薬学部 シラバス 

 

科目名 生物学 

科目名（英文） Biology 

学部・学科 薬学部・薬学科 

配当年次・学期 １年次・前期 

クラス 全クラス 

履修区分 必修 

授業担当者 三宅 歩 

科目ナンバリング P2007JA 

関連科目 生命科学Ⅰ、生命科学Ⅱ、生命科学Ⅲ、生命科学演習、分子生物学、

生理学Ⅰ、生理学Ⅱ、免疫学 

 

本科目が求めるアウトカム・コンピテンシー 

 生命現象の基本的なしくみについて物質を中心に理解し、個体の構成に関しての細胞、

組織および器官レベルの概要、細胞分裂、個体発生、生体高分子の構造および生合成と

機能の概要を説明できる知識を習得する。さらに、生体恒常性、防御に関する基礎的な

知識についても習得する。 

 

ディプロマ・ポリシーにおける本科目が養う資質・能力 

・総合的、専門的な薬学の知識とともに、薬剤師としての実践能力や研究を行うに足る技

能を有しているもの 

・単に知識、技能を獲得しているのみではなく、それらを統合的に活用でき、患者の社会

的、心理的背景にも配慮することができるもの 

 生物学では、薬剤師および薬学研究者の育成の観点から、生命科学分野において必要

となる基礎知識を習得する。そのため、生命現象のしくみについて様々な視点（膜構造、

増殖、形態形成、代謝、遺伝）から理解し、知識を習得する。本科目で習得した知識は、

生物・医療系基礎科目（生命科学、分子生物学、生理学など）の履修に向けて必要であ

り、その理解を深めるものである。 

 

アウトカム・コンピテンシーへの到達に関する評価 

 期末試験は、学習者が習得した基礎知識を活かし、タンパク質などの生体を構成する

物質や遺伝子がどのようにしてつくられ、細胞内に輸送されていくのかなど、物質の合

成とその物質の動きや働きについて解説させる記述問題で行う。 
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授業計画 

回 学習内容・課題 
学習方法 

（場所） 
評価方法 

1 細胞の構造、生体膜の構造と機能 講義 

（講義室） 
期末試験 

2 細胞骨格 講義 

（講義室） 
期末試験 

3 生物の構成、主要臓器の構成と機能、細胞間

情報伝達 

講義 

（講義室） 
期末試験 

4 細胞の増殖について 講義 

（講義室） 
期末試験 

5 動物の発生、形態形成 講義 

（講義室） 
期末試験 

6 脂質、糖質、核酸の構造と機能 講義 

（講義室） 
期末試験 

7 タンパク質と酵素について 講義 

（講義室） 
期末試験 

8 酵素反応、糖代謝 講義 

（講義室） 
期末試験 

9 脂質代謝、核酸代謝、アミノ酸代謝 講義 

（講義室） 
期末試験 

10 遺伝について 講義 

（講義室） 
期末試験 

11 DNA の複製、変異と修復 講義 

（講義室） 
期末試験 

12 遺伝子発現における転写と翻訳 講義 

（講義室） 
期末試験 

13 細胞内輸送と細胞内分解 講義 

（講義室） 
期末試験 

14 生体における恒常性の維持について 講義 

（講義室） 
期末試験 

15 生体防御機能の概要について 講義 

（講義室） 
期末試験 

 

教科書 

 教科書は使用せず、適宜テキストを配布する。 

55



 

参考書 

『理系総合のための生命科学 第５版』，東京大学生命科学教科書編集委員会（編），（羊土

社） 

『基礎生命科学』，（京都廣川書店） 

 

評価時期 

 期末（15 回後） 

 

評価方法 

期末試験（100%）  

 

評価基準 

授業への出席が 2/3 未満の場合，期末試験受験資格を与えない。 

 総評価の 60%以上で合格。 

 

学生へのメッセージ 

 高校で生物を履修していない学生にも、生命科学が身近な学問であることを感じてほ

しい。 

 

担当者の研究室等 

研究室 1003 

オフィスアワー：毎週水曜日 12ː40～13ː40 17ː30～18ː30 

 

備考、事前・事後学習課題 

事後学習―授業内容をまとめ，ノートを作成することを強く推奨する。 
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