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参考資料リスト 
 
大学名 明治薬科大学  

 

基準 資料 

１ 理念と目標 

 

１－１ 

事業報告書（平成 20年度）、HPhttp://www.my-pharm.ac.jp/koho/report.html） 

キャンパスガイド 2010 

学生便覧 2010 

医療人 GP報告書（平成 20年度） 

履修の手引き（シラバス）平成 21年度 

１－２ 

国家試験合格率の推移：HP(http://www.my-pharm.ac.jp/kyoumu/national.html) 

成績評価法・GPAシステム：明治薬科大学薬学部生命創薬科学科教育課程および履修方法などに関

する規程 

学生在籍状況表  

２ 医療人教育の 基本的内容 

２－１－１ 履修の手引き（平成 21 年度）（薬学教育シラバス） 

２－２－１ 

履修の手引き（平成 21 年度）（薬学教育シラバス） 
環境への取り組み（環境方針、ISO14001 認証証、ESCO 事業）：本学

HP(http://www.my-pharm.ac.jp/koho/environment.html) 
時間割編成表（平成 21 年度） 

２－２－２ 

履修の手引き（平成 21 年度）（薬学教育シラバス） 
アルバータ大学語学研修：本学 HP(http://www.my-pharm.ac.jp/gakusei/training.html) 
国際交流：本学 HP(http://www.my-pharm.ac.jp/education/international.html) 

２－３－１ 履修の手引き（平成 21年度）（薬学教育シラバス） 

２－４－１ 

履修の手引き（平成 21年度）（薬学教育シラバス） 

早期体験学習および体験学習報告書（平成 21年度） 

生涯学習：本学 HP(http://www.my-pharm.ac.jp/lifelong/index.html) 

２－５－１ 履修の手引き（平成 21年度）（薬学教育シラバス） 

３ 薬学教育カリキュラム 

３－１－１ 履修の手引き（平成 21 年度）（薬学教育シラバス） 

３－１－２ 履修の手引き（平成 21 年度）（薬学教育シラバス） 

３－１－３ 履修の手引き（平成 21 年度）（薬学教育シラバス） 

３－１－４ 履修の手引き（平成 21 年度）（薬学教育シラバス） 

３－１－５ 
履修の手引き（平成 21 年度）（薬学教育シラバス） 

早期体験学習および体験学習報告書（平成 21 年度） 

３－２－１ 
履修の手引き（平成 21 年度）（薬学教育シラバス） 

キャンパスガイド 2010 

 

 
３－３－１ 履修の手引き（平成 21 年度）（薬学教育シラバス） 

４ 実務実習 
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４－１－１ 
履修の手引き（平成 21 年度）（薬学教育シラバス） 

共用試験成績公表資料：本学 HP 

４－１－２ 
履修の手引き（平成 21 年度）（薬学教育シラバス） 

実務実習スケジュール 

４－１－３ 

履修の手引き（平成 21 年度）（薬学教育シラバス） 

実務家教員リスト 

事前実務実習スケジュールおよび人員配置表 

事前実務実習補助教員一覧 

事前実務実習参加 TA大学院生一覧 

４－１－４ 
履修の手引き（平成 21 年度）（薬学教育シラバス） 

事前実務実習スケジュールおよび人員配置表 

 

４－２－１ 
事前実務実習スケジュール 

共用試験成績公表資料：本学 HP (http://www.my-pharm.ac.jp/news/cbt_osce_result.html) 

４－２－２ CBT運営体制表：担当教員・職員リスト 

４－２－３ 共用試験成績公表資料：本学 HP (http://www.my-pharm.ac.jp/news/cbt_osce_result.html) 

４－２－４ 
2009年度 OSCE評価者養成講習会実施記録 

OSCE外部評価者参加表 

４－３－１ 

実務実習委員会教員リスト 

病院・薬局担当者会議記録 

病院・薬局教育連携ガイドライン 

学内教員実務実習担当一覧表 

４－３－２  

４－３－３  

４－３－４ 
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） 
 

４－３－５  

４－３－６  

４－３－７  

４－３－８  

５ 問題解決能力の醸成のための教育 

５－１－１ 履修の手引き（平成 21 年度）（薬学教育シラバス） 

５－１－２ 履修の手引き（平成 21 年度）（薬学教育シラバス） 
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６ 学生 

６－１ 

アクセス・ガイド 
入試要項 

大学基準協会による大学評価（認証評価）結果の公表：本学 HP 

（http://www.my-pharm.ac.jp/news/accredited.html） 

平成 21 年度オープンキャンパスにおけるアドミッション・ポリシー理解度調査結果 
学校法人明治薬科大学運営の大綱：本学 HP (http://www.my-pharm.ac.jp/koho/idea.html) 

６－２ 
アクセスガイド 

入試要項・願書 

６－３ 

教員数・教員組織：本学 HP (http://www.my-pharm.ac.jp/koho/organization.html) 

実務家教員リスト 

明治薬科大学総合教育研究棟フロネシス資料 

大学基準協会による大学評価（認証評価）報告書：本学 HP 

（http://www.my-pharm.ac.jp/news/accredited.html） 

 

６－４ 2006年度以降の入学者数一覧 

７ 成績評価・ 修了認定 

７－１ 履修の手引き 

７－２ 履修の手引き（進級要件） 

７－３  

８ 学生の支援 

８－１－１ 

アクセスガイド 

履修の手引き 

教員オフィスアワー表 

学生生活支援の説明（オフィスアワー、アドバイザー制度など）本学ＨＰ： 

(http://www.my-pharm.ac.jp/gakusei/support.html) 

８－１－２ 

教員オフィスアワー表 

フレッシュマンアドバイザー制度（担当教員一覧表） 

平成 21 年度明治薬科大学広報 

８－１－３ 

アクセスガイド 

入試要項 

本学 HP：奨学金など（http://www.my-pharm.ac.jp/gakusei/scholarship.html） 

学生生活支援の説明（カウンセリング、オフィスアワー、アドバイザー制度など）本学ＨＰ： 

(http://www.my-pharm.ac.jp/gakusei/support.html) 

本学 HP：カウンセリングルームについて（ 

http://www.my-pharm.ac.jp/gakusei/counseling_room.html） 

キャンパスライフ 

本学 HP：ハラスメント防止への取り組み（http://www.my-pharm.ac.jp/gakusei/torikumi_hm.html） 

学校法人明治薬科大学ハラスメント防止等に関する規程 

学校法人明治薬科大学ハラスメント防止委員会規程 

学校法人明治薬科大学ハラスメント調査委員会規程 

ハラスメント相談と問題解決のための組織 
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８－１－４ 

キャンパスライフ 

本学 HP：ハラスメント防止への取り組み（http://www.my-pharm.ac.jp/gakusei/torikumi_hm.html） 

学校法人明治薬科大学ハラスメント防止等に関する規程 

学校法人明治薬科大学ハラスメント防止委員会規程 

学校法人明治薬科大学ハラスメント調査委員会規程 

ハラスメント相談と問題解決のための組織図 

８－１－５ 
学校法人明治薬科大学個人情報保護方針（プライバシーポリシー） 

本学 HP上に公開した(http://www.my-pharm.ac.jp/privacy/index.html) 

８－１－６ 特になし 

８－１－７ 本文中の表参照 

８－１－８ 平成 21年度授業アンケート資料 

８－２－１ 

明治薬科大学安全衛生規程 

損害賠償責任保険、障害保険、学生総合共済保険と学生賠償責任保険資料 

明治薬科大学（清瀬キャンパス）消防計画 

９ 教員組織・職員組織 

９－１－１ 

教員数と組織：http://www.my-pharm.ac.jp/koho/organization.html 

実務家教員リスト 

大学基準協会による大学評価（認証評価）報告書：本学 HP 

（http://www.my-pharm.ac.jp/news/accredited.html） 

９－１－２ 

教員数と組織：http://www.my-pharm.ac.jp/koho/organization.html 

教員総覧 2008 

大学院担当教員一覧 

明治薬科大学教員評価規程 

９－１－３ 

履修の手引き 

教員別授業時間数一覧 

専任教員年齢一覧 

平成 21年度非常勤教員一覧 

平成 21年度 TA/RA申請者一覧 

平成 21年度事前実務実習補助教員一覧 

９－１－４ 

明治薬科大学教員選考規程 

教員公募要領（例） 
明治薬科大学教員の資格に関する規程 

明治薬科大学における教員の任期に関する規定 

明治薬科大学薬学部教員評価基準 

明治薬科大学教員評価規程 

９－２－１ 

履修の手引き 

明治薬科大学研究紀要（毎年刊行） 
教員総覧 2008 

 

９－２－２ 
明治薬科大学研究紀要（毎年刊行） 
教員総覧 2008 

http://www.my-pharm.ac.jp/gakusei/torikumi_hm.html�
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９－２－３ 

キャンパスガイド 

情報教育研究センター規定 
総合教育研究棟フロネシス資料 
地域医療等社会的ニーズに対応した質の高い医療人養成推進プログラム（医療人 GP）報告書 
医療コミュニケーション能力に用いる視聴覚ビデオ教材である「薬剤師物語」全５巻 
研究棟部分設計図 
明治薬科大学事業報告書 
オープンリサーチセンター整備事業、私立大学学術研究高度化推進事業「Common diseases の予防と治療

に対する基礎および臨床薬学的総合研究」報告書 
ハイテクリサーチセンター研究プロジェクト「ゲノム情報に基づく合理的な創薬研究の拠点形成」報告書 

機器分析センター運営委員会規程 
明治薬科大学動物研究施設規定 
明治薬科大学放射線障害予防規定 
明治薬科大学研究倫理委員会規程 

９－２－４ 
実務実習施設担当教員一覧 

特別コース担当教員一覧 

９－３－１ 明治薬科大学事業報告書 

９－４－１ 

大学基準協会による大学評価（認証評価）報告書：本学 HP 

（http://www.my-pharm.ac.jp/news/accredited.html） 

平成 21年度授業アンケート資料 

学生授業アンケートの改善要求に対する教員の対応資料 

９－４－２ 

明治薬科大学 FD活動資料 

「マルチメディアを基礎にした教育研究発表会」資料 

明薬 ITコンソーシアム 2009実施要領：本学 HP

（http://www.my-pharm.ac.jp/event/it_consortium2009.html） 

明治薬科大学 IT コンソーシアム 2008 実施要領：本学 HP（http://www.my-pharm.ac.jp/~it2008/） 

１０ 施設・設備 

１０－１－１ 

キャンパスガイド 

総合教育研究棟フロネシス資料 
大学基準協会による大学評価（認証評価）報告書：本学 HP 

（http://www.my-pharm.ac.jp/news/accredited.html） 

機器分析センター運営委員会規程 
明治薬科大学動物研究施設規定 
明治薬科大学放射線障害予防規定 
明治薬科大学薬用植物園：本学 HP（http://www.my-pharm.ac.jp/outsite/plant.html） 

明治薬科大学薬用植物園 HP: http://www.my-pharm.ac.jp/herb/index.html 
明治薬科大学薬用植物園規程 

１０－１－２ 
キャンパスガイド 

総合教育研究棟フロネシス資料 

１０－１－３ 研究棟部分設計図 

１０－１－４ 

キャンパスガイド 

明治薬科大学図書館概要：本学 HP（http://www.my-pharm.ac.jp/outsite/library.html） 

明治薬科大学図書館 HP：http://www.my-pharm.ac.jp/toshokan/index.html 

１０－２－１  
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１１ 外部対応  

１１－１ 

病院実習および薬局実習マニュアル 

明治薬科大学オープンカレッジ資料 

本学 HP・産学連携・オープンカレッジ資料：http://www.my-pharm.ac.jp/education/cooperation/open.html 

本学 HP、産学連携、寄附講座：http://www.my-pharm.ac.jp/education/cooperation/lecture.html 
知的財産権の取扱いに関する基本方針 

学校法人明治薬科大学発明委員会規程 

学校法人明治薬科大学発明取扱い規程 

学校法人明治薬科大学発明取扱い規程に係わる利益の配分基準 

 

１１－２ 

明治薬科大学生涯学習概要：本学 HP（http://www.my-pharm.ac.jp/lifelong/index.html） 

薬剤師認定制度認証機構の認証証（認証番号 G06） 

薬剤師生涯学習講座：本学 HP（http://www.my-pharm.ac.jp/nintei/chemist/index.html） 

大学院薬学研究科臨床薬学専攻 臨床薬学特論認定薬剤師聴講：本学 HP

（http://www.my-pharm.ac.jp/nintei/pharmacy.html） 

大 学 院 薬 学 研 究 科 薬 学 専 攻 連 携 大 学 院  医 療 薬 学 特 論 認 定 薬 剤 師 聴 講 ： 本 学 HP

（http://www.my-pharm.ac.jp/nintei/medical.html） 

本学主催薬学教育者ワークショップ(WS)資料多摩六都科学館、明治薬科大学主催 サイエンスカフェ くす

りと健康(2/21)：本学 HP（http://www.my-pharm.ac.jp/event/info_detail.html?id=92） 

 

１１－３ 

公開講座資料 

日本医科大学、日本獣医生命科学大学連携公開講座資料 

明治薬科大学資料館パンフレット 
明治薬科大学資料館：本学 HP（http://www.my-pharm.ac.jp/outsite/museum.html） 
明治薬科大学（清瀬キャンパス）消防計画 
 
 

１１－４ 

アルバータ大学語学研修：本学 HP(http://www.my-pharm.ac.jp/gakusei/training.html) 
国際交流：本学 HP(http://www.my-pharm.ac.jp/education/international.html) 
大学院臨床薬学専攻の国際交流：本学 HP（http://www.my-pharm.ac.jp/g_cpc/international/index.html） 

１２ 自己点検・ 自己評価 

１２－１ 

自己点検・評価委員会（学内委員会一覧） 
明治薬科大学自己点検・評価規定 
明治薬科大学自己点検・評価報告書(1991-1995) 
明治薬科大学自己点検・評価報告書（1996-2000）明治薬科大学教員評価規定」 
「明治薬科大学教員評価基準 
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