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序章 

 

明治薬科大学は、1902（明治 35）年に「医薬分業を実現して、国民の保健衛生に貢献す

る」という校祖恩田重信の高邁な「建学の精神」に基づき、「薬学の普及と薬剤師の養成」

を目的として創立された東京薬学専門学校に起源をもつ。1949（昭和 24）年新制大学とし

ての認可を受け、世田谷キャンパス（製薬学科、衛生薬学科）と田無キャンパス（薬剤学

科）に分かれて教育・研究が行われてきた。1975（昭和 50）年、大学院薬学研究科薬学専

攻博士前期課程（修士課程）、 1977（昭和 52）年には博士後期課程（博士課程）が世田谷

キャンパスを中心として設置され、さらに 1996（平成 8）年には全国に先駆けて修士課程

と博士課程を持つ臨床薬学専攻が田無キャンパスを中心に設置された。ここで、本学大学

院薬学研究科は、薬学専攻と臨床薬学専攻の 2 専攻を持つに至ったのである。  

教育と研究の質の向上と効率化を図るために 2 つのキャンパスを移転・統合することに

なり、 1998（平成 10）年清瀬市に移転し、9 月より教育研究活動をスタートさせた。その

後、 2006（平成 18）年には新薬学教育制度への移行に伴い、 6 年制薬学科と 4 年制生命創

薬科学科を設置した。生命創薬科学専攻博士課程（前期）は 2010（平成 22）年に、生命創

薬科学専攻博士課程（後期）および薬学専攻博士課程（ 4 年制）は 2012（平成 24）年に開

設された。  

本学が自己点検・評価を最初にまとめ公表したのは 1996（平成 8）年の「明治薬科大学

自己点検・評価報告書（ 1991-1995）」であり、長期的展望に基づく本学の現状と課題を明

らかにした。2000（平成 12）年 5 月に文部省視学委員による実地視察を受け、2001（平成

13）年に財団法人大学基準協会の相互評価を受けることを決め、全学をあげて自己点検・

評価を行い、「明治薬科大学自己点検・評価報告書（ 1996-2000）」を発刊した。2002（平成

14）年 8 月には、大学基準協会より「明治薬科大学に関する相互評価結果」を受領し、「相

互評価の認定を行うことが適当である」との評価結果が下されたのである。2008（平成 20）

年に大学基準協会の相互評価を再度受け、2009（平成 21）年 8 月には、大学基準協会より

「明治薬科大学に対する大学評価（認証評価）結果」を受領し、「本協会の大学基準に適合

する」と認定された。また、今まで指摘された参考意見に対しても最大限に対応するため、

活動全般の改革に取り組み、自己改革をする努力を怠らず、絶えざる点検評価を続けてき

た。 

今回の点検・評価報告書は、自己点検・評価委員会 11 名と事務局 8 名の計 19 名によっ

て編集された。第 1 回会合が 2015（平成 27）年 5 月 13 日に行われ、また学校法人明治薬

科大学の自己点検・評価運営委員会との合同の会合を 5 月 27 日に開催し、この度の自己点

検・評価報告書作成に関する業務は自己点検・評価委員会が行うことに決定した。 6 月 19

日に自己点検・評価委員会が開催され、関係部署と関係各位に原稿依頼の「大学基準協会

大学評価」の学内説明会があり、以後自己点検・評価委員会は 7 月 24 日、 9 月 2 日、10
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月 5 日と 5 回の会合が開催された。 10 月 20 日集ってきた原稿を基に大学評価報告書の草

案提出に向けての点検作業に入り、10 月 28 日に法人の自己点検・評価運営委員会との合

同委員会を行い、報告書草案を了承した。 

 

前回 2009（平成 21）年の大学基準協会による認証評価の結果、助言があり、これを受け

て講じてきた改善・改革活動は以下のとおりである。  

１．  指摘事項：大学院独自の FD 活動を実施する。 

改善状況：2010（平成 22）年度より学部とは別に、大学院として FD 研修会を毎年

1 回実施している。  

２．指摘事項：大学院の「学位申請基準」を書面により明確にする。  

改善状況：2010（平成 22）年度よりオリエンテーション時に基準の書面を交付して

いる。  

３．指摘事項：博士課程（後期）において所定の単位を修得した退学者に対し（ 1 年未

満）、再入学の手続きを経ずに「課程博士」の扱いをしていた。  

改善状況：学位規程施行細則中の「課程博士」の扱いに関する条文を削除し、 2012

（平成 24）年度入学者より適用した。 

４．指摘事項： 51~60 歳の専任教員が 43.3％と多い。  

改善状況： 2013（平成 25）年度は 41.6％、 2015（平成 27）年度は 38.7％と改善を

図ってきた。 

５．指摘事項：「大学運営協議会」および「自己点検・評価委員会」の根拠規程が未整

備である。 

改善状況：「大学運営協議会」の規程は 2013（平成 25）年 7 月に、「自己点検・評価

委員会」の規程は 2011（平成 23）年 5 月に制定・施行した。 

６．指摘事項：情報開示の手続きが明確になっていない。 

改善状況：2013（平成 25）年 6 月の理事会において「学校法人明治薬科大学情報公

開規程」を制定・施行し、大学ホームページに当該規程を掲出し周知し

た。  

 

2006（平成 18）年度以降、新薬学教育制度への移行に伴い新設した薬学科と生命創薬科

学科および薬学研究科生命創薬科学専攻と薬学専攻の教育・研究に関わる様々な観点から

学内で点検・評価、検証を繰り返し行い、「質の保障」と「質の向上」を図ってきた。こ

れらのことが本報告書に反映されている。財団法人大学基準協会の視点からの評価結果を

真摯に受けとめ、将来に亘る大学変革に生かしたいと考えている。  
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第１章 理念・目的 

 

【現状の説明】 

1-（1）大学・学部・研究科等の理念・目的は、適切に設定されているか。 

＜1＞大学全体 

本学は、1902（明治 35）年に「医薬分業を実現して、国民の保健衛生に貢献する」とい

う校祖恩田重信の高邁な「建学の精神」に基づき、（資料 1-1）「薬学の普及と薬剤師の

養成」を目的として創立された東京薬学専門学校に起源をもつ。創学の理念を時代に則し

た薬学教育として具現化するために、1949（昭和 24）年新制大学としての認可を受け、以

来、薬剤師の養成教育を柱に、その高い学識と研究能力を創薬、臨床、保健・衛生の各分

野で発揮できるよう、世田谷キャンパスに製薬学科（定員 120 名）と衛生薬学科（定員 120

名）を、田無キャンパスには薬剤学科（定員 120 名）を設置した。大学院では、薬学研究

科薬学専攻博士課程（前期）（10 講座、定員 20 名）を 1975（昭和 50）年、同博士課程（後

期）（定員 10 名）を 1977（昭和 52）年に開設した。さらに、全国に先駆けて 1996（平成 8）

年、薬学研究科臨床薬学専攻博士課程（前期）、同博士課程（後期）（前期定員 20 名；後期

定員 10 名；社会人コース併設）を開設した。この間、薬学専攻博士課程（前期）の定員の

増員（40 名：1993（平成 5）年）、リサーチアシスタント制の導入（1998（平成 10）年）、

連携大学院方式の導入（2000（平成 12）年）、薬学専攻社会人コースの設置（2001（平成

13）年）などの拡充を実施している。 

また、1998（平成 10）年には世田谷・田無の両キャンパスを統合し、清瀬キャンパスに

移転し、「医療の担い手」として法的に認知された薬剤師の医療薬学教育の充実を図るた

めにカリキュラムを改定した。2006（平成 18）年には薬学教育 6 年制への移行に伴い、こ

れまで本学が保有してきた薬学教育と研究の実績を踏まえて 6 年制薬学科（定員 300 名）

と 4 年制生命創薬科学科（定員 60 名）を設置した。建学の精神を受け継いだ新しい理念「ソ

フィア（純粋知）とフロネシス（実践知）を兼備えた人材を育成する」を掲げ、（資料 1-1）

現実の諸問題に対して蓄積した知識を柔軟に利用できる判断力、智慧、実践的智慧を養成

することが本学の第一の使命である。 

＜2＞薬学部 

学部の目的を「学術を教授・研究し、薬学並びに公衆衛生の向上及び増進に貢献すると

ともに、人格の陶冶に努め、有為の人物を育成して文化の創造と進展に寄与することを目

的とする」と謳っている。（資料 1-2 第 1 条） 

薬学部は 2006（平成 18）年度より薬学科と生命創薬科学科の 2 つの学科を有し、それぞ

れの目的を次のように定めている。（資料 1-2 第 2 条） 

薬学科：社会の要請に応える医療の担い手としての質の高い薬剤師を養成する。 

生命創薬科学科：生命科学と創薬化学の分野の確かな基礎学力を身につけ、多様な分野

で社会貢献できる人材を育成する。 

本学は、創学以来薬剤師養成教育を柱とし、「建学の精神」に謳われている「医薬分業」

を推進してきた。薬学科では、高い薬剤師国家試験合格率を維持し、基幹病院、医療機関

の現場で活躍できる薬剤師を輩出してきた。現在、医薬分業率は約 70％とかなり進展し、
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これからは本当の意味での医薬分業の質が問われてくる。すなわち、セルフメディケーシ

ョン、訪問医療を担え、医療現場を支え、人々の生活環境の向上、健康維持・増進に貢献

できる、論理的思考能力を備えた人間性豊かで優秀な薬剤師の養成が大切になる。薬剤師

国家試験受験資格に必要な標準実習に加え、本学では 5 年次のカリキュラムに独自の 7 つ

の研修コースを用意し、実践能力の養成を行っている。また、旧制度からの薬学教育の伝

統と研究成果を引き継ぎ、学術研究の総合的な進展を図るため生命創薬科学科を設置し、

創薬技術者・研究者の育成等、多様な人材を養成し、さまざまな分野で社会に貢献してい

る。 

このように本学における 2 学科の設置およびそれぞれの目的の設定は、これまで本学が

保有してきた教育・研究成果および人材・施設の有効活用の点からも適切と考える。 

＜3＞薬学研究科 

本学大学院の目的を「学術の理論及び応用を教授研究しその深奥を極め、もって文化の

創造発展と人類の福祉に寄与すること」と謳っている。（資料 1-3 第 1 条） 

さらに、大学院設置基準第 3 条第 1 項および同第 4 条第 1 項に従い、大学院生命創薬科

学専攻博士課程（前期）、同博士課程（後期）と薬学専攻博士課程の目的を、それぞれ次の

ように定め、（資料 1-3 第 4 条）その目的にあった人材の養成に努めている。 

生命創薬科学専攻博士課程（前期）：グローバルな視野に立ち精深な学識を授け、専攻分

野における優れた研究能力と高度な研究技能及びその基盤となる豊かな学識を養う。  

生命創薬科学専攻博士課程（後期）：卓越した学識並びに優れたリーダーシップと精巧な

技能を備えた力量ある専門研究者、教育者又は、その他関連する様々な業務従事者と

して国際的に広く通用する優れた人材の育成に必要な論理的思考能力と豊かな基礎的

学識を養う。 

薬学専攻博士課程（4 年制）：特定の臨床領域における高度な知識・技能・態度を持ち、

全人的で論理的な問題解決能力を有する専門薬剤師の養成と種々の病態・病因を究理

解明する生命科学又は医薬品のレギュラトリーサイエンスや薬剤疫学などに高度な知

識と研究能力を持つ研究者及び教育者を養成する。  

生命創薬科学専攻博士課程（前期）（定員 20 名）は 2010（平成 22）年 4 月に開設され、

2012（平成 24）年 3 月に初めて修了者を 26 名輩出した。その後、2013（平成 25）年に 33

名、2014（平成 26）年に 30 名、2015（平成 27）年に 34 名が修了し、現在 52 名が在籍し

ており、毎年十分定員を満たしている。2012（平成 24）年 4 月には生命創薬科学専攻博士

課程（後期）（定員 5 名）および薬学専攻博士課程（4 年制）（定員 5 名）を設置し、2015

（平成 27）年 3 月に生命創薬科学専攻博士課程（後期）修了者を 1 名輩出した。現在、生

命創薬科学専攻博士課程（後期）には 9 名が在籍しているが、定員をやや下回っている。

薬学専攻博士課程（4 年制）には 24 名在籍中であり、毎年ほぼ定員を満たしている。 

 

1-（2）大学・学部・研究科等の理念・目的が、大学構成員（教職員および学生）に周知さ

れ、社会に公表されているか。 

＜1＞大学全体 

本学全体の理念・目的・教育目標は、本学ホームページを介して広く一般に周知してい
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る。さらに薬学部受験生には大学案内「アクセスガイド」（資料 1-4）などを介して、企

業、病院等には一般向け大学案内（資料 1-5）を 2010（平成 22）年から作成して配布し、

周知を図っている。 

＜2＞薬学部 

薬学部の理念・目的・教育目標は、本学ホームページなどの他、学生に対しては「履修

の手引き」等に記載するとともに、入学時のオリエンテーションや、薬学概論にあたる講

義「薬学への招待」（資料 1-6 p.44、46）において周知している。教職員には、大学案内

等の冊子は全て全員に配布し、毎月 1 回開催される教員会議（助教以上出席）において折

に触れ、周知を行っている。（資料 1-7） 

＜3＞薬学研究科 

大学院薬学研究科の理念・目的・教育目標も、本学ホームページなどの他、「大学院要

覧」に記載して大学院学生、教職員および希望する学部学生に対して配布するとともに、

（資料 1-3、1-8）定期的に大学院ガイダンスを実施し周知している。また、大学院進学説

明会を実施し、大学院進学に対する意識を高めるように努力している。大学院担当教員に

対しては、毎月１回以上開かれる大学院薬学研究科会議で周知を図っている。（資料 1-9） 

 

1-（3）大学・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

＜1＞大学全体 

本学理事会（任期 4 年）は発足時に「学校法人明治薬科大学運営の大綱」（資料 1-10）

を作成し、また毎年年度の初めに「学校法人明治薬科大学予算編成方針」（資料 1-11）を

定めている。その際に、大学・学部・研究科の理念・目的の適切性について検証している。 

＜2＞薬学部 

薬学部の学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）および教育課程の編成・実施の方針（カ

リキュラム・ポリシー）を 2012（平成 24）年に作成するに当たり、従来ある教育目標を教

務委員会、教授会で見直し、「履修の手引き」に掲載した。2015（平成 27）年度からの改

訂版の薬学教育モデル・コアカリキュラムの導入に伴い再度理念・目的を検証した。それ

と同時にディプロマ・ポリシーと各科目の関連図（カリキュラムマップとカリキュラムツ

リー）を作成し「履修の手引き」に掲載し、学生への周知を図った。（資料 1-6 p.005-006、

p.059-062） 

＜3＞薬学研究科 

生命創薬科学専攻の理念・目的等の適切性については、2010（平成 22）年度と 2012（平

成 24）年度に文部科学省に提言を受け、「設置に係る設置計画履行状況報告書」（資料 1-12、

1-13）を作成した際に検討を行った。また、薬学専攻では「設置に係る設置計画履行状況

報告書」（資料 1-13）および文部科学省からの「新制度の『大学院 4 年制博士課程』にお

ける研究・教育などの状況に関する自己点検・評価の提言」を受け、2012（平成 24）年度

と 2014（平成 26）年度に理念・目的等の適切性について大学院薬学研究科会議で検討し、

報告している。（資料 1-14、1-15）また、薬学専攻の完成年度も近づき、これまでの教育・

研究実績を踏まえて、薬学研究科の理念・目的の適切性について、定期的に点検する。 
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【点検・評価】 

●基準 1 の充足状況  

 「建学の精神」に則り、理念・目的を明確に示し、構成員に周知しているばかりでなく

ホームページなどで社会へも公表している。また、「建学の精神」からはずれることなく

113 年間の実績を築いてきた。さらに実務実習に関しては、全国に先駆け７つの研修コー

スを実施しており、「大学の個性」に関しても対策を行っている。以上のことから、基準 1

をおおむね充足している。 

①効果が上がっている事項 

＜1＞薬学部 

薬学部の「履修の手引き」に 2015（平成 27）年度から学位授与方針（ディプロマ・ポリ

シー）、教育課程の編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）と各科目の関連図（カ

リキュラムマップとカリキュラムツリー）を作成し掲載した。学生への意識付けは向上す

ると考える。 

＜2＞薬学研究科 

研究成果をまとめた「明治薬科大学研究紀要」を毎年発行し、全国の薬系大学などにも

配布している。（資料 1-16）またホームページで広く一般に教員個人の研究成果を公表し

ており、（資料 1-17）これにより研究が推進されている。 

②改善すべき事項 

＜1＞薬学部 

教務委員会を中心として、定期的に大学の理念・目的の適切性について検証するシステ

ムを整備し、恒常的に行えるように改善したい。 

＜2＞薬学研究科 

生命創薬科学専攻博士課程（前期）は定員を超える進学率が維持されているが、生命創

薬科学専攻博士課程（後期）および薬学専攻博士課程では学部からの進学者が相対的に少

なく、特に薬学専攻博士課程（4 年制）では社会人学生が主体になっている。この状態を

改善するために奨学金制度の充実などを図っている。それぞれの専攻の理念・目的等の適

切性についてより理解できるよう大学院薬学研究科会議で定期的に検討し、恒常的に行え

るように改善したい。 

 

【将来に向けた発展方策】 

①効果が上がっている事項 

＜1＞薬学部 

「履修の手引き」に記載した学位授与方針と各科目の関連図（カリキュラムマップとカ

リキュラムツリー）に関して、教務委員会が主体となり有効性の検証を行い、さらに分か

りやすいように改良する。 

＜2＞薬学研究科 

ホームページ中の教員個人業績は、教員自身が更新するので、最新の情報になっていな

いものもあるので、大学院薬学研究科会議からも定期的に注意を喚起する。 

②改善すべき事項 
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＜1＞薬学部 

大学全体として、大学の理念・目的の適切性の検証の期間が明確に記載されていないの

で、規程化を図り、恒常的に実行できるように改善する。 

＜2＞薬学研究科 

 各専攻の理念・目的を定期的に大学院薬学研究科会議で検討し、大学院の進学説明会で

学生が理解しやすいように説明する。 

【根拠資料】 

1-1  建学の精神、大学の理念、教育目標 

    ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/koho/idea.html 

1-2  明治薬科大学学部学則（CD-R） 

1-3  明治薬科大学大学院学則 

    ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/grad/images/mpu_g_r.pdf 

1-4  アクセスガイド 2015 

1-5  明治薬科大学一般向け大学案内 

1-6  平成 27（2015）年度履修の手引き 

1-7  教員会議 議事録（平成 27 年 10 月）（CD-R） 

1-8  2015-2016 年大学院要覧 

1-9  大学院薬学研究科会議 議事録（平成 27 年 11 月）(CD-R) 

1-10 学校法人明治薬科大学運営の大綱 

    ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/koho/general.html 

1-11 平成 27 年度学校法人明治薬科大学予算編成方針(CD-R) 

1-12 設置に係る設置計画履行状況報告書（2010 年 5 月） 

    ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/grad/images/lps_sts_04.pdf 

1-13 設置に係る設置計画履行状況報告書（2012 年 5 月） 

    ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/grad/images/lpsk_phs_sts_04.pdf 

1-14 平成 24 年度大学院 4 年制博士課程における自己点検・評価 

    ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/grad/images/h24_zth.pdf 

1-15 平成 26 年度大学院 4 年制博士課程における自己点検・評価 

    ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/grad/images/h26_zth.pdf 

1-16 明治薬科大学研究紀要(CD-R) 

1-17 教員組織 

    ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/education/kdb/kyoin/index.html 
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第２章 教育研究組織 

 

【現状の説明】 

2-（1）大学・学部・研究科・専攻および附属研究所・センター等の教育研究組織は、理念・

目的に照らして適切なものであるか。 

＜1＞大学全体 

 本学の教育研究組織は、大学と大学院の理念・目的を達成するために薬学部と薬学研究

科が主体となっている。薬学部では、2006（平成 18）年の薬学教育 6 年制の開始に合わせ、

薬学科（6 年制；入学定員 300 名、収容定員 1800 名）と生命創薬科学科（4 年制；入学定

員 60 名、収容定員 240 名）の 2 学科を併設した。これに伴って専任教員組織を 5 つに大別

した。すなわち、両学科の薬学専門科目を担当する専門系教員、薬学基礎科目、学部実習、

および国家試験対策などを担当する薬学教育研究センター教員、臨床薬学の実務を担当す

る臨床系教員、教養科目を担当するリベラルアーツ系教員、中央機器の管理と研究支援に

かかわる機器分析センターに所属する教員である。2015（平成 27）年度より学部学生の教

育をより充実させるため、薬学教育研究センターの組織を見直し、臨床系教員の部署を組

込んで 4 部門（数理科学、基礎科学、基礎薬学、臨床薬学）に再編成した。それぞれに部

門長を設け各部門の役割を明確にした。（資料 2-1 p.29-31、2-2）また、明治薬科大学附

属薬局は 2013（平成 25）年度に文部科学省から教育・研究を目的とした「付随事業」とし

て認可を受け、本学の理念である「実践知」を実施する施設として重要な位置づけになっ

ている。（資料 2-1 p.6、2-3） 

大学院では、薬学研究科に 2010（平成 22）年に生命創薬科学専攻を、2012（平成 24）

年に薬学専攻を設置した。ほとんどの専門系教員は大学院薬学研究科の教員を兼務してい

る。 

＜2＞薬学部 

薬学科と生命創薬科学科の全収容定員は 2040 名になり、これに対する設置基準では、専

任教員 67 名、そのうち教授 34 名、臨床系教員 7 名である。2015（平成 27）年 5 月 1 日現

在、専任教員 101 名、そのうち教授 41 名、臨床系教員 11 名が在籍しているので、十分基

準を満たしている。教員一人当たりの学生数は、現在は 20.2 名である。 

薬学教育研究センターは、教授 9 名、准教授 6 名、講師 7 名、助手 3 名、計 25 名からな

り、主に両学科の基礎薬学教育、リメディアル教育、学部実習、並びに薬学科の国家試験

対策、医療薬学教育（病院・薬局実務実習に関する教育）などを担当している。この組織

は、教育に重点を置いており、学内の FD 研修の組織活動へ積極的に関与している。 

リベラルアーツ系教員は、教授 5 名、准教授 1 名、講師 2 名、計 8 名が在籍しており、

人文社会、語学など薬学の修得および人格形成に必要な教養教育を担当している。 

専門系教員は、組織上、薬学科専任と生命創薬科学科専任とに分かれるが、互いに他学

科の教育も兼担している。専門系の教育研究組織の最小単位は研究室で、1 研究室は教員 2

～4 名で構成されている。2014（平成 26）年度に専門系研究室の再編成を行った。研究室

は 26 あり、教授 26 名、准教授 10 名、講師 12 名、助教 11 名、計 59 名である。薬学科は

主に 18 研究室が、生命創薬科学科は 8 研究室が教育に関わっている。 
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薬学教育 6 年制移行に伴い、医療実習施設訪問等で教員の業務が多忙になり、それを軽

減する目的で、2013（平成 25）年度より退職したベテランの教員に支援をお願いし、薬学

実務実習教育支援特任教員制度を、またリメディアル教育の必要な学生が増えたため、2015

（平成 27）年度より基礎教育支援特任教員制度を導入した。 

＜3＞薬学研究科 

薬学研究科は、現在旧制度の薬学専攻と医療薬学専攻が存続しており（両専攻とも募集

停止）、新制度の生命創薬科学専攻（前期定員 20 名、後期定員 5 名）と薬学専攻（定員 5

名）が併設されている。生命創薬科学専攻は博士課程前期と後期に分かれ、また、前期課

程には創薬化学コース、生命科学コース、そして医科学研究まで教育の拡大を目指して導

入した連携部門コースがある。薬学専攻は総合科学である薬学の性格を踏まえて、医療・

臨床薬学に実践的に関わる医療薬学分野と医療・臨床薬学の応用研究に深い科学的基盤を

提供する基礎薬学分野を設置している。（資料 2-4 p.3、2-5） 

生命創薬科学専攻博士課程（前期）の創薬化学コースは有機化学、物理化学、分析化学、

天然物化学、医薬品化学、製剤学の分野、生命科学コースは生化学、微生物学、薬理学、

バイオインフォマティクス、薬効学の分野の研究室が担当している。連携部門コースは大

学病院、公的研究所機関等と連携して研究・教育を行っている。（資料 2-4 p.19、p.39-40、

2-6）薬学専攻の医療薬学分野は、薬物治療学、医薬品情報学、地域医療学等の実践的分野

を中心として 7 つの専攻科目で、また基礎薬学分野は衛生化学、分析化学、分子病態学等

の 7 専攻科目で構成されている。（資料 2-4 p.43、2-7） 

2015（平成 27）年度 5 月 1 日現在の生命創薬科学専攻博士課程（前期）薬学専攻の研究

指導教員は 16 名（教授 14 名、准教授 2 名）、補助教員は 36 名（教授 12 名、准教授 9 名、

講師 9 名、助教 6 名）であり、研究指導教員 5 名は薬学専攻研究指導教員を兼担している。

また、生命創薬科学専攻博士課程（後期）の研究指導教員は 10 名（教授 9 名、准教授 1

名）、補助教員は 26 名（教授 17 名、准教授 2 名、専任講師 5 名、助教 2 名）である。薬学

専攻博士課程の研究指導教員は 17 名（すべて教授）であり、補助教員は 25 名（教授 9 名、

准教授 8 名、専任講師 4 名、助教 4 名）である。（資料 2-8）従って、全ての課程における

研究指導教員数と研究指導補助教員数は設置上必要な教員数を十分に満たしている。（資料

2-9）なお、2015（平成 27）年度の生命創薬科学専攻博士課程（前期）の在籍者は 52 名で

あり、研究指導教員１人あたりの学生数は 3.3 人である。一方、生命創薬科学専攻博士課

程（後期）の在籍者は 9 名であり、研究指導教員１人あたりの学生数は 0.9 人である。ま

た、薬学専攻博士課程の在籍者は 24 名であり、研究指導教員１人あたりの学生数は 1.4

人であり、適正な人数と考える。特に薬学専攻博士課程では、この専攻の目的である薬剤

師研究者の養成を果たすべく薬剤師である社会人を積極的に受け入れ、また地域医療学を

2012（平成 24）年より導入し、社会からの要請にも応え、これからの薬剤師が向かうべき

道を示した。 

 

2-（2）教育研究組織の適切性について、定期的に検証を行っているか。 

 薬学部の教育研究組織は、本学理事会が作成する大学運営の大綱、大学予算編成方針を

基に、大学運営協議会、教授会で、薬学研究科の組織は、大学運営協議会、大学院薬学研
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究科会議で協議の上、学長を中心として見直しと検証を行っている。（資料 2-10、2-11、

2-12、2-13、 2-14） 

 2006（平成 18）年度から始まった薬学教育 6 年制施行に伴い、薬学教育モデル・コアカ

リキュラムの導入、医療系教員の補充等を上記の会議等で長期的展望に立って行ってきた。

2015（平成 27）年度から導入された改訂版の薬学教育モデル・コアカリキュラムのように、

薬学教育は常に見直しを行っている状況であり、また、生命科学、医療技術分野等の研究

の急速な進展もあり、これらに対応すべく今後とも積極的により良い教育研究組織を構築

していく所存である。 

 

【点検・評価】 

●基準 2 の充足状況 

 専門系教育（基礎、臨床）を担う専門系教員、教養科目を担当するリベラルアーツ系教

員のほか、教育ばかりでなく研究レベル向上のための機器分析センター、また基礎科目の

充実や、臨床実習の強化のための薬学教育研究センターの部門を配しており、理念および目

的に沿った教育、研究組織が組まれている。従って、おおむね基準 2 を充足している。 

①効果が上がっている事項 

1.薬学教育研究センターは設置されて 15 年以上経ち、所属する教員は、多様化する薬学教

育にあって、入学前教育、リメディアル教育、生涯学習、実務実習、国家試験対策、FD

研修指導等に関わり、指導的な役割を果たすようになってきた。2015（平成 27）年度か

らの組織の改変によって、より役割を意識し、積極的に薬学教育に関与し、リーダーシ

ップを発揮できると考えている。 

2.機器分析センターに所属する専任教員の主な業務は中央機器の管理と研究支援であるが、

薬学 6 年制になってから、事前実務実習などの学部教育に参画しており、十分教育にも

貢献している。 

②改善すべき事項 

1.大学院担当の研究室は、26 あり基本 3 名体制であるが、2 名の研究室が 14 あり、研究室

により不均一になっている。 

 

【将来に向けた発展方策】 

①効果が上がっている事項 

1.薬学教育研究センターの教員は、多様化する薬学教育にあって、より積極的に他の専門

系教員に対してもリーダーシップを発揮できるようにする。 

2.機器分析センターに所属する専任教員が、さらに薬学教育に直接かかわれるような工夫

をする。 

②改善すべき事項 

1.研究室の 3 名体制は、年齢構成、教育・研究分野のバランスを考慮しながら改善し、研

究面での活性化を図っていく。 

 

【根拠資料】 
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2-1  アクセスガイド 2016 

2-2  薬学教育研究センター 

    ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/koho/education/perc.html 

2-3  明治薬科大学附属薬局 パンフレット 

2-4  2015-2016 年大学院要覧（既出 資料１-8） 

2-5  薬学研究科概要 

    ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/grad/pharmacy/index.html 

2-6  生命創薬科学専攻概要 

    ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/g_lps/outline.html 

2-7  薬学専攻概要 

    ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/g_phs/outline.html 

2-8  大学院担当教員一覧(CD-R) 

2-9  平成 11 年文科省告示第 175 号 

    http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/k19990914001/k19990914001.html 

2-10 学校法人明治薬科大学運営の大綱（既出 資料 1-10） 

    ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/koho/general.html 

2-11 平成 27 年度学校法人明治薬科大学予算編成方針（既出 資料 1-11） 

2-12 明治薬科大学大学運営協議会規程(CD-R) 

2-13 明治薬科大学教授会規程(CD-R) 

2-14 明治薬科大学大学院薬学研究科会議規程(CD-R) 
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第３章 教員・教員組織 
 

【現状の説明】 

3-（1）大学として求める教員像および教員組織の編制方針を明確に定めているか。 

＜1＞大学全体・薬学部 

本学として求める教員像は、本学の建学の精神と大学の理念を理解しその実現に向けて

職務を遂行すること、学生は受益者であるという認識を持ち学生への高いサービスの提供

に貢献すること、組織の一員としての自覚を持ち大学活動に貢献すること、自ら課題を探

求するとともに大学の諸課題を共有しその解決に貢献すること、と「事業報告書 平成 26

年度」（資料 3-1 p.4）に定めている。この方針に則り、専任教員として、職能別に教授、

准教授、講師、助教、助手を配置することを「学校法人明治薬科大学職員組織規程」（資料

3-2）で定め、教員に求める能力・資質を職能別に「明治薬科大学教員の資格に関する規程」

で定めている。（資料 3-3） 

教員組織の編成においては、「平成 27 年度学校法人明治薬科大学予算編成方針」の「3.

組織・人事・給与制度の整備」において「学問の進展、社会のニーズ等に柔軟に対応する、

最適な教育研究組織及び事務組織の整備に努める」としている。（資料 3-4）また、本学

理事会の「薬学教育・研究環境の整備・充実」に関する基本方針のもと、教育目標を達成

するために、本学に学長、副学長、薬学科長、生命創薬科学科長、大学院薬学研究科長お

よび薬学教育研究センター長を配置することを「学校法人明治薬科大学職員組織規程」に

定めている。（資料 3-2） 

本学教員は、教授、准教授、講師、助教、助手の役割分担の下に、原則として各研究室

のスタッフは 1～3 名で構成し、専門系研究室、教養系科目を担当するリベラルアーツ系研

究室、リメディアル教育、専門系基礎教育、実務実習、あるいは国家試験・CBT 対策を担

当する「明治薬科大学薬学教育研究センター規程」（資料 3-5）による薬学教育研究セン

ターを設置している。その上で、教員の能力・資質を十分に発揮しつつ、建学の精神を生

かした本学独自のカリキュラムが効果的に運用できるような教員組織体制の整備・検証を

図り、必要に応じて教育・研究業績の優れた教員を公募・採用している。また、大学およ

び学部・研究科の教育目標に基づいて学生に責任ある教育を行うために、文部科学省の設

置基準に則った専任教員を配置するとともに、本学の理念や教育目標に基づいて設定され

たディプロマ・ポリシーおよびカリキュラム・ポリシーを適切に実行可能な質、数ともに

十分な教員組織を継続して整備することとしている。  

なお、薬学科の薬物治療学、症例解析演習などの臨床薬学に重点をおいた教育や実務実

習および本学独自の実践的なコース特別実習・演習に対応するため、臨床系教員（実務家

教員）を 11 名配置（教授 4 名、准教授 4 名、講師 3 名：設置基準上の本学の配置人数は 7

名）している。  

学長を中心とした教学マネジメント組織として、「明治薬科大学大学運営協議会規程」（資

料 3-6）に基づき大学運営協議会（以下、「大運協」という。）が設置されている。大運協

の構成員は、同規程第 2 条により、学長、副学長、薬学科長、生命創薬科学科長、大学院

薬学研究科長、薬学教育研究センター長、および学内常置委員会（資料 3-7）委員長およ

び事務局長により組織され、常置委員会の親委員会である教務委員会、入試委員会、学生
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厚生委員会、進路就職支援委員会、薬学情報委員会、予算・施設委員会、薬学教育研究セ

ンターおよび大学院運営委員会の定例会議等で審議・報告された事項、および同規程第 5

条に則り本学の運営等に関する重要事項について協議している。なお、大運協で討議され

た事項については、定例の「明治薬科大学教授会規程」（資料 3-8）に定める教授会、「明

治薬科大学大学院薬学研究科会議規程」（資料 3-9）に定める大学院薬学研究科会議或いは

教員会議において提案・討議され、決定した事項を逐次公開し、学内における情報の共有

化により教員連携を図っている。 

教員の職務と責任については、「学校法人明治薬科大学職員組織規程」（資料 3-2）にお

いて、教授、准教授、講師、助教、助手の各々の基本的職務を定めている。  

＜2＞薬学研究科 

大学院担当教員については、「大学院担当教員の基準」（資料 3-10）および「大学院「合」

教員の資格要件」（資料 3-11）により研究指導教員または研究指導補助教員としての厳正

な資格審査を実施している。 

 2006（平成 18）年 4 月の薬学教育 6 年制のスタートに伴い、新たに大学院薬学研究科に 

設置された生命創薬科学専攻博士課程（前期）[2010（平成 22）年 4 月設置]、同専攻博士

課程（後期）[2012（平成 24）年 4 月設置]、および薬学専攻博士課程（4 年制）[2012（平

成 24）年 4 月設置]の組織図は図 1 のとおりである。 

 

図 1：大学院薬学研究科における新教育研究組織図 

 

 生命創薬科学専攻博士課程（前期・後期）では、学部教育と密接に関連させながら創薬

研究・医薬品開発を担う質の高い多彩な研究者および技術者の育成を目的としてコース別

に教育研究を指導している。創薬化学コースに 5 研究室（薬化学、薬品製造化学、医薬分

子設計学、薬品物理化学、生薬学）、生命科学コースに 5 研究室（生体分子学、バイオイ

ンフォマティクス、微生物学、薬理学、薬効学）を配置し、薬学専攻担当教室の一部（ 5

研究室：機能分子化学、分子製剤学、生体機能分析学、感染制御学、生化学）に所属する

教員（教授、准教授、講師、助教）が生命創薬科学専攻博士課程（前期）の教育研究を指

導（資料 3-12、3-13、3-14）している。さらに、「明治薬科大学連携大学院に関する規程」

（資料 3-15）に則り医科学の基礎研究に直結した学術研究機関又は医療機関と連携して課

題研究を実施する連携部門コース（本学と協定を締結した外部 7 機関）（資料 3-12、3-16）

を設置し、「明治薬科大学連携大学院方式による客員教員に関する規程」（資料 3-17）に

より連携機関先の研究指導教員を連携大学院客員教員として委嘱している。  

 薬学専攻博士課程（4 年制）は、医療薬学分野（9 研究室：薬物治療学、薬効学、病態生

理学、公衆衛生・疫学、薬剤学、薬物体内動態学、臨床薬剤学、薬剤情報解析学、医療製

剤学）と基礎薬学分野（8 研究室：感染制御学、衛生化学、分析化学、生体機能分析学、

大学院薬学研究科

生命創薬科学専攻

博士課程
（前期：２年制）

創薬化学コース

生命科学コース

連携部門コース

博士課程
（後期：３年制）

薬学専攻
博士課程（4年制）

医療薬学分野

基礎薬学分野
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天然薬物学、生化学、分子製剤学、機能分子化学）で構成（資料 3-12、3-18）されている。 

両専攻の大学院担当教員と学位審査資格を大学院担当教員一覧に明示し、年度初めに紙

面にて配布し公開している。（資料 3-19） 

 

3-（2）学部・研究科等の教育課程に相応しい教員組織を整備しているか。 

＜1＞大学全体 

建学精神に基づく大学の理念の実現や教育目標を達成するために教員に求められる条件 

としては、専門領域における教育・研究能力・資質を兼ね備え、さらに、薬学・薬剤師教

育に対する理解と熱意があり、学生および社会に貢献出来ることである。このような教員

像を採用選考や昇任人事に適切に反映させるため、本学では、教員の能力・資質を評価す

る客観的基準を「明治薬科大学教員選考規程」に定めている。（資料 3-20）また、大学院

においては、担当する専門分野に関し、高度な教育研究上の指導能力を有すると認められ

た教員を研究指導教員または研究指導補助教員として適切に配置するため、「大学院担当

教員の基準」（資料 3-10）および「大学院「合」教員の資格要件」（資料 3-11）を定めて

いる。  

薬学部の専任教員数（教授、准教授、講師、助教）は 91 名（うち、教授 41 名）であり、

大学設置基準に定められた薬学部の必要教員数 67 名（うち、教授 34 名）を上回っている。 

また、薬学科および生命創薬科学科の専任教員数 67 名（うち、教授 30 名）および 24

名（うち、教授 11 名）は、設置基準に定められた必要教員数 37 名（うち、教授 19 名）お

よび 8 名（うち、教授 4 名）を満たしている。（大学基礎データ 表 2）一方、専任教員

一人あたりの在籍学生数は 24.3 人であり、薬学部としての教育目標を達成するための理想

とする少人数教育には達していない。（大学基礎データ 表 2）年齢構成では、61～65 歳

の教授が全教授の 43.9％（学部 18/41）、そのうち大学院を兼担している教授は 34.6％（大

学院 9/26）を占め、現状では高年齢に偏っているが、このうち学部で 3 名（うち、教授 2

名）の教員が 2015（平成 27）年度末に定年退職し、2016（平成 28）年度末～2017（平成

29）年度末の 2 年間で 12 名の教員（うち、教授 12 名で 6 名が大学院兼担）が退職するの

で、偏りは大幅に改善される見込みである。（資料 3-21） 

大学院の専任教員は研究指導教員と研究指導補助教員から成る。本学の新課程の薬学専

攻博士課程（4 年制）における研究指導教員は 17 名（うち教授 17 名）、研究指導補助教

員は 16 名であり、研究指導教員と研究指導補助教員を合わせて 33 名（うち教授 17 名）と

なり、設置基準で定められた、「研究指導教員を 5 名（うち教授 4 名）以上で、研究指導

教員と研究指導補助教員を合わせて 9 名以上」を満たしている。本学の生命創薬科学専攻

博士課程（前期）では、研究指導教員が 16 名（うち教授 14 名）、研究指導補助教員は 36

名であり、設置基準で定められた、「研究指導教員を 8 名（うち、教授 6 名）以上で、研

究指導教員と研究指導補助教員を合わせて 14 名以上」を満たしている。同博士課程（後期）

では、研究指導教員が 10 名（うち教授 9 名）、研究指導補助教員が 9 名であり、設置基準

で定められた専任教員数「研究指導教員 5 名（うち、教授 4 名）以上で、研究指導教員と

研究指導補助教員」を合わせて 9 名以上を満たしている。（大学基礎データ 表 2） 

＜2＞薬学部 

1、2 年次のカリキュラムは、薬学科、生命創薬科学科（以下、「両学科」という。）と
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も「素養科目」および「薬学基礎科目」を中心に、大部分が共通科目で編成されている。

そのため、3 クラス（定員：120 名）とも両学科の学生が混在する。ただし、外国語教育並

びに学内実習教育については、教育的効果を高めるため、各クラスをさらに複数の班編成

で対応している。3 年次以降は、学科別のクラス編成に伴い、各学科の特色を反映させた

カリキュラムを編成している。（資料 3-22 p.019～058） 

このうち 1、2 年次に開講される「素養科目」は主に、リベラルアーツ系の教員（教授 5

名、准教授 1 名、講師 2 名）、薬学教育研究センターの基礎科学部門（教授 3 名、准教授

2 名）、数理科学部門（教授 1 名、准教授 1 名、講師 2 名）および基礎薬学部門（教授 3

名、講師 2 名、助手 2 名）に所属する教員が担当し、「基礎科目」は同センターの基礎科

学および基礎薬学部門の教員と、両学科の専門系研究室に所属する教員（資料 3-22 p.063

～065）が互いに協力して担当する。さらに専任教員だけではカバーすることができない「素

養科目」の外国語や人文社会科学分野関連科目を中心に非常勤講師を配備（資料 3-22 p.066

～067）している。また、1～4 年次には「専門教育科目」として、「基礎科目」、「衛生

科目」、「医療科目」、「総合科目」および「コース科目」を開講しており、両学科の専

門系研究室および薬学教育研究センターの臨床薬学部門（教授 2 名、准教授 3 名、講師 3

名、助手 1 名）に所属する教員が協力して担当している。なお、3 年次以降は、両学科そ

れぞれ独自の教育カリキュラムが本格的に開講され、4 年次（薬学科は 6 年次前期まで）

に卒業研究を行うため学生全員を研究室に配属するなど、各学科のカリキュラムが効果的

に機能するための教員組織を構築している。 

薬学科は、将来、医療現場で活躍し、信頼される「医療人」としての薬剤師養成に必要 

な臨床薬学教育に重点を置いている。1、2 年次の「柔らかな心と臨床能力を育む薬剤師早

期教育科目」、5 年次の病院および薬局における各 11 週間の「実務実習」に加えて将来の

多彩な進路に対応可能な「コース特別実習・演習」など、他大学に例を見ない独自のカリ

キュラムが円滑に運営できるように、臨床系教員（実務家教員）11 名を配置するとともに、

学内実務実習委員会（事前実務実習部門・OSCE 実施部門）、学外実務実習委員会（病院実

習部門・薬局実習部門）、早期体験学習委員会（見学学習部門・体験学習部門）を設置（資

料 3-7）し、カリキュラムが適正に運用されているか点検・見直し・改善を行い、情報の

共有に努めている。薬学科の専門教育は、17 研究室（薬効学研究室、薬物体内動態学研究

室、病態生理学研究室、薬剤学研究室、薬剤情報解析学研究室、薬物治療学研究室、臨床

薬剤学研究室、天然薬物学研究室、機能分子化学研究室、分析化学研究室、生体機能分析

学研究室、衛生化学研究室、公衆衛生・疫学研究室、生化学研究室、感染制御学研究室、

医療製剤学研究室、分子製剤学研究室）が担当している。なお、薬学科 5 年次の病院およ

び薬局実務実習においては、各 11 週間の実習期間中、助教以上のすべての教員と「薬学実

務実習教育支援特任教員規程」（資料 3-23）に定めた薬学実務実習教育支援特任教員が原

則として 3 回（事前、中間、事後）実習施設を訪問し、指導薬剤師と連携して点検・指導

を担当している。 

生命創薬科学科は、「生命科学」と「創薬化学」の急速な発展に対応できる次世代を担う 

優れた創薬研究者・専門技術者を育成するために、大学院と一体化した独自のカリキュラ

ムを編成し、学部 4 年間に大学院生命創薬科学専攻博士課程（前期）2 年間を加えた 6 年

間の教育を見据えている。1 年次「薬の発見・発明」において、情報収集能力、問題発見・
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解決能力およびプレゼンテーション能力を身につけさせるために複数分野の専門系研究室

が担当している。4 年次の卒業研究を行う研究室配属の決定にあたり、3 年次「薬科学総合

実習・演習」において、生命科学および創薬化学の各分野からそれぞれ 2 研究室で実験と

セミナーなどを通して研究マインドを醸成している。この科目を含めて、本学科の教育・

研究に関しては 10 研究室（薬化学研究室、薬品製造化学研究室、薬品物理化学研究室、生

体分子学研究室、バイオインフォマティクス研究室、微生物学研究室、生薬学研究室、薬

理学研究室、医薬分子設計学研究室、薬効学研究室）が担当している。 

薬学科と生命創薬科学科を構成する専門系の 26 研究室は、原則として 1 研究室あたり 3

名の教員が配置されている。なお、「明治薬科大学教務委員会規程」（資料 3-24）に則り、

両学科の教育課程の実施体制等を点検・整備するために、教務委員会が毎月（8 月を除く）

定例会議を開催し、所属する子委員会（国家試験・CBT 対策委員会、学生実習委員会、学

内実務実習委員会、学外実務実習委員会、早期体験学習委員会、マルチメディア教育委員

会：資料 3-7）からの報告・提言について協議している。また、両学科の教員はその担当

科目によって、教養系、語学系、化学系、物理系、生物系、医療系、臨床系等の分野に分

かれ、それぞれの分野責任者のもと、当該分野の科目責任者および授業担当者が一堂に会

して、同分野における年次ごとの授業科目の教育目的、学習到達目標の設定、授業改善に

向けた提言などを図っている。なお、2015（平成 27）年度より、薬学を支える基礎教育科

目（化学、物理、生物、数学）の学力が十分身についていない学生を対象とする基礎教育

支援制度をスタートしたが、この担当者として「基礎教育支援特任教員規程」（資料 3-25）

に則り、本学の学部教育に精通した退職教員（4 名）を基礎教育支援特任教員として配置

している。 

 

3-（3）教員の募集・採用・昇格は適切に行われているか。 

＜1＞大学全体・薬学部 

教員の募集、採用および昇格（昇任）を含む人事に関して、「明治薬科大学教員選考規

程」（資料 3-20）が定められている。原則として専任講師以上の採用および昇格は「明治

薬科大学教員の資格に関する規程」（資料 3-3）に定めており、教授会に設けられた選考

委員会で審査する。昇格の対象は学内教員のみであるが、採用は公募制（本学ホームペー

ジおよび日本薬学会会員誌『ファルマシア』をはじめとする専門求人誌に募集要項を掲載）

で公正に行われている。 

教員の採用については、学長が必要と判断した分野（教員）について、大運協および教

授会で審議・承諾ののち学長が任命した委員による分野検討委員会を設置し、本委員会は

本学の教育研究体制を維持・発展させるために必要な領域の教員をどのような職位で採用

するか検討し、その必要性の可否を審議する。次に当該委員会の最終答申を受け、学長は

当該領域で必要と認められた教育・研究領域を大運協に提言し、教授会の審議を経て、選

考委員会（構成委員 10 名：学長が任命した大運協メンバー5 名と教授会で互選された関連

分野の教授 3 名および非関連分野の教授 2 名）を立ち上げる。選考委員会は、学長を委員

長として、公募教員が担当する分野・科目、応募資格、着任時期などを含む公募要領の原

案を作成し、大運協および教授会で審議、承認を得た後、大学ホームページや日本薬学会

会員誌「ファルマシア」を含む学術求人欄を介して、公募する。選考委員会では、第 1 次
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選考として書類選考（応募者の履歴、教育歴、業績目録、研究業績の概要、本学における

薬学教育と研究に関する抱負）を経て候補者を 2 名以内に絞り込む。次に第 2 次選考では

選考委員会委員に対する模擬講義および口頭試問（非公開）を通して、応募書類とプレゼ

ンテーションスキルや人物像などから総合評価を行い、最終教授候補者（原則として 1 名）

を学長に答申する。大運協の討議・承認を経て、学長は教授会へ最終候補者を報告、教授

会メンバーによる無記名可否投票により採用教員を決定し学長が理事会に推薦する。理事

会は学長の上申により「学校法人明治薬科大学職員の任免に関する規程」（資料 3-26）に

基づき理事会で審議し採用を決定している。なお、教授会での投票にあたり、教員候補者

が 1 名の場合は、教授会構成員の 3 分の 2 以上の出席のうち、過半数以上の得票で採用が

決定する。准教授および講師の採用も教授採用に準ずる。ただし、助教、助手の採用は、

「明治薬科大学教員選考規程」（資料 3-20）および「明治薬科大学教員の資格に関する規

程」（資料 3-3）に則り、採用予定の研究室主任が学長に推薦し、学長が大運協、教授会

に報告後、教授会メンバーによる無記名可否投票により助教、助手を選定し、学長が理事

会に推薦し、理事会で審議し採用を決定している。  

なお、薬学実務実習教育支援特任教員および基礎教育支援特任教員の採用については、

「薬学実務実習教育支援特任教員規程」（資料 3-23）および「基礎教育支援特任教員規程」

（資料 3-25）に則って行われる。 

＜2＞薬学研究科  

本学の大学院担当教員は「大学院担当教員の基準」（資料 3-10）および「大学院「合」

教員の資格要件」（資料 3-11）に則した教員資格を持つことを必要とするが、学部学生の

教育・研究を兼務するため、原則として教員の募集・採用・昇格に関する内容は、大学全

体・薬学部で記載した内容である。  

 

3-（4）教員の資質の向上を図るための方策を講じているか。 

＜1＞大学全体 

教員の教育研究能力と資質については、採用・昇任時に教育・研究歴、人物像をはじめ 

とする評価基準に基づいて評価、確認するとともに、それ以降は、過去 5 年間の教育・研

究業績を作成している。（資料 3-27）また、学生による授業評価を受けるための授業アン

ケートの実施を全教員に義務付けるとともに、2012（平成 24）年度より試行している全教

員対象の「教員業績審査・評価」の試行により大学全体の質の向上をはかっている。 

なお、2005（平成 17）年以降に採用したすべての専任教員（教授、准教授、講師、助教、

助手）は「明治薬科大学における教員の任期に関する規程」（資料 3-28）によって、5 年

間の任期制教員制度（再任可）を導入しており、5 年ごとに当該教員の主に教育活動、研

究活動、大学の管理・運営および社会貢献の 4 分野について、評価委員会（学長、副学長

および教務委員長で構成）が評価を行っている。 

教員は、日本薬学会をはじめとする各種学会に毎年参加し、資質の向上を図っている。

また、大学においては教員の資質向上を目的に、ハラスメント防止委員会主催によるハラ

スメント防止講演会を、さらに、安全衛生委員会主催による本学カウンセラーによる講演

会も毎年（年 2 回）開催している。 

＜2＞薬学部  
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単科大学であるため、大学全体の記述と同じであるが、これに加え、教員の講義、演習

および実習の点検・評価、改善を目的として学生による授業アンケート調査を実施してい

る。授業アンケートは授業内容や授業形態などに関する 10 項目について Web 上、五者択一

方式（2015（平成 27）年度よりマークシート方式に変更）で回答させ、また、改善点など

を自由に記述させる。その後、担当教員には学生の意見やコメントに対する回答書の作成

を義務付け、それを学生ホールの指定掲示板に掲示する。教員は、指摘を受け、次年度の

授業方法等の改善に生かしている。なお、授業アンケート結果は、教務委員長、FD 委員長

および教務部長が閲覧し、評価の高い教員や改善を要する教員を学長に上申し、学長は教

員会議（教員は助教以上、事務職員は課長以上が出席）で評価の高い教員（各年度 5 名程

度）を学内に公表し、教員会議議事録に記載するとともに学生ホール掲示板に掲示してい

る。一方、改善を要する教員については、学長が口頭で注意を促し、改善計画書の提出を

義務付けている。また、FD 委員会が「明治薬科大学 FD 委員会規程」（資料 3-29）に則り、

FD 研修会（年 1～2 回程度）を開催、さらにはマルチメディア委員会がマルチメディアを

利用した教育発表会（MBI 研究発表会：年 1 回）などを開催し、学内教員の教育方法の質

的向上・改善、強化を図っている。（資料 3-30、3-31） 

＜3＞薬学研究科  

学部における専門教員の主な業績評価対象である教員の教育・研究活動の大半が、大学 

院における活動の点検・評価資料である。原則としてすべての教員は過去 5 年間の業績を

マイポートの教員 DB 管理内に学内公開・更新している。また、日本学術振興会（JSPS）科

学研究費補助金など、外部研究補助金への応募を推奨し、研究レベルの底上げに努めてい

る。 

 生命創薬科学専攻では、薬学領域の第一線で活躍されている優れた若手研究者を招いて、

大学院担当若手教員や大学院生を対象とする大学院若手講話会（定期開催：年 5～6 回程度）

を開催し、次世代を担う若手教育・研究者の育成に努めている。（資料 3-32） 

薬学専攻では「がんプロフェッショナル養成基盤推進事業」による講演会やがんプロ連

携 FD 研修会（資料 3-33）などを通して専門薬剤師の養成と臨床薬学教育・研究の研鑽に

努めている。なお、すべての大学院担当教員を各年度末に招集して開催している「拡大大

学院薬学研究科会議」は、当該年度、大学院生に対する指導に関連する様々な問題提起と

改善策の提案など、情報の共有化につながり、教員全体の質的向上に寄与している。また、

学内設置委員会である大学院 FD 委員会（資料 3-7）が全大学院担当教員が参加する大学院

FD 研修会（年度末、年 1 回）を開催し、本学大学院の問題点の抽出と改善策の構築および

報告書の学内公開により、教員の資質向上に組織的に取り組んでいる。（資料 3-34） 

 

【点検・評価】  

●基準 3 の充足状況 

 教育に関する適切な評価について、また、教員の研究時間が十分取れていない点、およ

び教員の年齢と構成は改善の余地があるものの、教員に求める能力・資質をはじめ教員構

成も明確に定められている。また、教員の募集や採用も公正に行われており、さらに、資

質向上をはかるための FD も毎年定期的に行われており、おおむね基準を充足している。  

①効果があがっている事項  
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＜1＞大学全体  

1.教員の能力・資質等に関しては、新規採用および昇任の際、標準的な方法が「明治薬科

大学教員の資格に関する規程」（資料 3-3）に明文化されているので、教育目標の達成

に向けて有効に機能している。  

2.教員の募集・採用・昇任に関する規程および手続きは「明治薬科大学教員選考規程」（資

料 3-20）に明文化されているので、公正に教員の募集・採用・昇任が行われている。 

3.2005（平成 17）年以降に採用されたすべての教員に対して任期制（5 年間）が導入され

ており、教員の資質の向上と活性化に貢献している。（資料 3-28） 

4.各年度科研費の募集に際し、採択課題代表者および審査結果 B 以上の研究課題申請者が

所属する研究室に「研究奨励金」を配分する制度や、科研費の継続研究課題代表者、新

規採用者、審査結果 A の研究者に助成金を上乗せして配分する「恩田剛堂奨励金制度」

があり、学内で積極的に推進すべき優れた研究課題の絞込みによる教員のモチベーショ

ンの高揚に寄与している。 

5.「大学運営協議会」の規程（資料 3-6）を明文化したことによりその役割が明確となっ

た。 

＜2＞薬学部  

1．臨床系教員（実務家教員）だけに薬剤師養成のための医療薬学教育、臨床薬学教育を特

化させるのではなく、すべての教員が積極的に理解・協力して教育に当たる全学的な組

織体制が構築されている。 

2．薬学実務実習教育支援制度（資料 3-23）および基礎教育支援制度（資料 3-25）の導入

により教員の負担軽減につながっている。 

②改善すべき事項 

＜1＞大学全体 

1.薬学教育 6 年制に伴い教員の担当・指導領域が多様化・広範化したため、負担が増加し

ている。大学設置基準は満たしているが、教員一人あたりの学生数が多いため増員が必

要である。 

2.専門系研究室 3 名体制を早期に確立する。  

3.教育業績を客観的かつ適切に評価する基準の明確化が急務である。 

＜2＞薬学部  

1.臨床系教員（実務家教員）の再研修制度が必ずしも十分に整備されていない。 

2.授業の担当時間数を平準化する。 

3.専門職間の連携教育を実践していくための組織が明確となっていない。  

＜3＞薬学研究科  

1.明治薬科大学大学院担当教員の資格に関する規程等の整備が不十分である。 

2.大学院薬学専攻博士課程（4 年制）の授業時間割が平日の夜間や土曜日の午後に集中す

るなど社会人を中心に編成され、その多くが集中講義形式であり、高い教育効果が得ら

れていない。 

3.ここ 2～3 年間に、複数の臨床薬学系教授が定年退職を迎える予定であり、この領域の博

士課程指導教員（博士研究指導教員）の人員補充等が喫緊の課題である。 

4．若手教員の学部教育担当領域が増加傾向のため、研究に費やす時間の確保が容易ではな
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い。 

 

【将来に向けた発展方策】 

①効果があがっている事項  

＜1＞大学全体  

1.全教員対象の「教員業績審査・評価」における評価項目、評価細目、業績および評価基

準点等の設定について、不断の点検・見直しを行い、「教員業績審査・評価」精度を上

げていく。 

2.特に、採用については、教員の年齢構成を考慮する必要がある。  

3.教員の任期制に関わる業績審査において、高い評価を受けた教員に対するテニュア制の

導入を検討している。  

4.「研究奨励金」および「恩田剛堂奨励金制度」の運用を継続していく。  

5.大学運営協議会による全学的な教学マネジメント体制をさらに充実させていく。 

＜2＞薬学部  

1.薬剤師養成のための医療薬学教育および臨床薬学教育は引き続き全学体制で取り組む。 

2.薬学実務実習教育支援制度並びに基礎教育支援制度のさらなる充実・安定化を図り、教

員の負担を軽減する。 

②改善すべき事項  

＜1＞大学全体  

1.教員 1 人当たりの学生数が多く教育負担が大きいので改善していく。 

2.専門系研究室 3 名体制は、研究室スタッフの年齢構成、教育・研究分野のバランスおよ

び大学全体の教員人事計画を考慮しながら早期に改善していく。 

3.教育業績を客観的かつ適切に評価する基準の策定について検討する。  

＜2＞薬学部  

1.臨床系教員（実務家教員）に対する研修制度の制度設計に着手する。  

2.授業分担時間の偏りの修正と適正な教育実績評価基準の構築に努める。 

3.専門職間連携教育をさらに推進するための組織を構築し教育内容を充実させていく。  

＜3＞薬学研究科  

1.明治薬科大学大学院担当教員の資格に関する規程等を整備する。 

2.大学院薬学専攻の授業日程の編成方法について検討する。  

3.大学院薬学専攻の研究指導教員の人員補充計画を早急に策定する。  

4.全学的に若手教員の研究に費やすエフォートの割合を増加させるための方策を構築する。 

 

【根拠資料】  

3-1  事業報告書 平成 26 年度（抜粋）(CD-R) 

3-2  学校法人明治薬科大学職員組織規程（CD-R） 

3-3  明治薬科大学教員の資格に関する規程（CD-R） 

3-4  平成 27 年度学校法人明治薬科大学予算編成方針（既出 資料 1-11） 

3-5  明治薬科大学薬学教育研究センター規程(CD-R) 

3-6  明治薬科大学大学運営協議会規程（既出 資料 2-12） 
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3-7  学内常置委員会・学内設置委員会（CD-R） 

3-8  明治薬科大学教授会規程（既出 資料 2-13） 

3-9  明治薬科大学大学院薬学研究科会議規程（既出 資料 2-14） 

3-10 大学院担当教員の基準（大学院薬学研究科会議（平成 24 年 9 月 20 日開催）議事 

   録の抜粋）(CD-R) 

3-11 大学院「合」教員の資格要件（大学院薬学研究科会議（平成 27 年 8 月 3 日開催）議

事録の抜粋）(CD-R) 

3-12 2015-2016 年大学院要覧（既出 資料 1-8） 

3-13 明治薬科大学大学院生命創薬科学専攻博士課程（前期）シラバス（CD-R） 

3-14 明治薬科大学大学院生命創薬科学専攻博士課程（後期）シラバス（CD-R） 

3-15 明治薬科大学連携大学院に関する規程（CD-R） 

3-16 明治薬科大学連携大学院の手引き（CD-R） 

3-17 明治薬科大学連携大学院方式による客員教員に関する規程（CD-R） 

3-18 明治薬科大学大学院薬学専攻博士課程（4 年制）シラバス（CD-R） 

3-19 大学院担当教員一覧（既出 資料 2-8） 

3-20 明治薬科大学教員選考規程（CD-R） 

3-21 専任教員年齢構成（CD-R） 

3-22 平成 27（2015）年度履修の手引き（既出 資料 1-6） 

3-23 薬学実務実習教育支援特任教員規程（CD-R） 

3-24 明治薬科大学教務委員会規程（CD-R） 

3-25 基礎教育支援特任教員規程（CD-R） 

3-26 学校法人明治薬科大学職員の任免に関する規程（CD-R） 

3-27 専任教員の教育研究業績（CD-R） 

3-28 明治薬科大学における教員の任期に関する規程（CD-R） 

3-29 明治薬科大学 FD 委員会規程（CD-R） 

3-30 平成 26 年度 学部 FD 活動報告書（CD-R） 

3-31 平成 26 年度 MBI 研究発表会（CD-R） 

3-32 大学院若手講話会開催状況（平成 22～26 年度実績）（CD-R） 

3-33 平成 27 年度がんプロフェッショナル養成基盤推進プランがんプロ連携 FD 研修会

（CD-R） 

3-34 平成 26 年度大学院 FD 研修報告書（CD-R） 
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第４章 教育内容・方法・成果 
4-1 教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針  

 

【現状の説明】 

4−1−（1）教育目標に基づき学位授与方針を明示しているか。  

＜1＞大学全体 

 薬学部の教育目標は、教育基本法および学校教育法に基づき、学術を教授・研究し、薬

学並びに公衆衛生の向上および増進に貢献するとともに、人格の陶冶に努め、有為の人物

を育成して文化の創造と進展に寄与することである。（資料 4−1−1 第 1 条、4−1−2 第 1 条）

また、薬学研究科の教育目標は、学術の理論および応用を教授研究しその深奥を極め、も

って文化の創造発展と人類の福祉に寄与することである。（資料 4−1−3 第 1 条）これらの

教育目標に則して、薬学部および薬学研究科では各々次の学位授与方針を大学ホームペー

ジおよび履修の手引きに示している。（資料 4−1−4、4−1−5、4−1−6） 

＜2＞薬学部 

 薬学科の教育目標は、医療技術の高度化、医薬分業の進展などに伴う医薬品の安全使用

といった社会的要請に応えうる医療の担い手としての質の高い薬剤師の養成である。学士

（薬学）の学位は、薬学科に 6 年以上在籍し、卒業に必要な単位（2015（平成 27）年 4 月

現在 1 年次在籍者：186 単位以上、2～6 年次在籍者：187.5 単位以上）を修得し、以下の

学位授与方針を達成した者に対して授与する。（資料 4−1−4、4−1−6 p.005） 

薬学部薬学科 学位授与方針（ディプロマ・ポリシー） 

 

薬学科は、医療人としての社会的使命を担える薬剤師や医療系研究者の養成、薬物治療に

責任をもてる薬剤師の養成、医療人としてのコミュニケーション能力を備えた人材の育成、

そして医療全体を社会的視点で思考することができる人材の育成を目指しています。その

ためには医療・製薬・保健衛生の様々な分野で必要となる基本知識・技能・態度を習得す

るとともに、生涯に亘って学習する習慣を身につけ、医療と薬学の進歩・発展に寄与でき

る人になることが求められます。このような目的で編成されたカリキュラムを履修し、卒

業に必要な単位を習得した者に対して、卒業を認定し、「学士（薬学）」の学位を授与しま

す。 

 生命創薬科学科の教育目標は、生命科学と創薬化学の確かな基礎学力と研究能力を身に

つけ、問題提起および解決を図ることのできる人材の育成である。そこで、学士（薬科学）

の学位は、生命創薬科学科に 4 年以上在籍し、次に示す学位授与方針を達成したものに授

与される。すなわち、「生命科学分野と創薬化学分野の基礎学力に加え、医療薬学を含む

幅広い学問分野の素養を身につけることにより強い探求心と洞察力を養い、論理的思考に

基づく知識の応用ができる独創性豊かな創薬科学者および高度な技能を有する技術者を育

成すること」を目指している。この様な目的を達成するために、製薬、保健衛生の様々な

分野で必要となる基本知識・技能・態度を身につけ、卒業に必要な単位（2015（平成 27）

年 4 月現在 1 年次在籍者：124 単位以上、2～4 年次在籍者：128.5 単位以上）を修得した

者に対して、卒業を認定し、「学士（薬科学）」の学位を授与する。（資料 4−1−4、4−1−6 
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p.005） 

＜3＞薬学研究科 

 薬学研究科の教育目標は、大学院学則に定め、各専攻に分けて明示している。（資料 4−1

−3 第 4 条）薬学専攻博士課程の教育目標は、「特定の臨床領域における高度な知識・技能・

態度を持ち、全人的で論理的な問題解決能力を有する専門薬剤師の養成と種々の病態・病

因を究理解明する生命科学又は医薬品のレギュラトリーサイエンスや薬剤疫学などに高度

な知識と研究能力を持つ研究者および教育者の養成」である。一方、生命創薬科学専攻博

士課程（前期）の教育目標は、「グローバルな視野に立ち精深な学識を授け、専攻分野にお

ける優れた研究能力と高度な研究技能およびその基盤となる豊かな学識を養う」ことにあ

る。また、同専攻博士課程（後期）では、「卓越した学識並びに優れたリーダーシップと精

巧な技能を備えた力量ある専門研究者、教育者又はその他関連する様々な業務従事者とし

て国際的に広く通用する優れた人材の育成に必要な論理的思考能力と豊かな基礎的学識を

養うこと」を目的としている。これらの教育目標に基づき、各専攻の学位授与方針を定め

ている。（資料 4−1−5、4−1−7 p.6-9） 

薬学専攻博士課程では、所定の単位を取得し、かつ独創的研究に基づく博士論文の審査

および最終試験に合格し、医療薬学分野と基礎薬学分野で卓越した研究能力および精深な

学識・国際的に通用する優れたコミュニケーション能力、柔軟でかつ論理的な思考能力、

崇高な倫理観を身につけ、優れたリーダーシップを発揮し次世代を牽引する医療関連研究

者および基礎薬学研究者となる資質をもつ学生に博士（薬学）の学位を授与する。 

一方、生命創薬科学専攻博士課程（前期）では、所定の単位を取得し、かつ学位論文審

査および最終試験に合格し、生命科学、創薬化学などの分野で高度で優れた研究能力およ

びそれを支える豊かな学識、グローバルな視野とコミュニケーション能力、柔軟な思考力、

高い倫理観を修得した学生に修士（薬科学）の学位を授与する。また、同専攻博士課程（後

期）では、所定の単位を取得し、かつ新規性、再現性の高い独創的研究成果に基づく博士

論文の審査および最終試験に合格し、生命科学、創薬化学などの分野で卓越した研究能力

および精深な学識、国際的に広く通用する優れた論理的思考能力、崇高な倫理観を身につ

け、優れたリーダーシップを発揮し薬科学分野での研究・教育の中核となる力量ある学生

に博士（薬科学）の学位を授与する。 

 

4−1−（2）教育目標に基づき教育課程の編成・実施方法を明示しているか。  

＜1＞大学全体 

 本学の教育目標を達成するために定められた学位授与方針に対応する教育課程の編成・

実施の方針が適切に明示されている。（資料 4−1−5、4−1−6 p.005-006、4−1−7 p.6-9、4−1−

8） 

＜2＞薬学部 

 薬学部では、学科ごとに教育課程の編成・実施の方針を定め、それに基づいて授業科目

を設定している。授業科目は素養科目、基礎科目、衛生科目、医療科目などを適切に関連

づけ（カリキュラムマップ、カリキュラムツリー）、１年次から卒業年次まで一貫した教育

課程を編成し、実施している。（資料 4−1−6 p.059-062）これらの授業科目は必修科目、選
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択必修科目、選択科目および自由選択科目に区分され、科目ごとの区分、単位等は学科ご

とに規程が設けられ明示されている。（資料 4−1−6 p.025-027、p.033-035、p.041-043、

p.049-051、p.056-058、4−1−9 第 2 条、第 4 条、4−1−10 第 2 条、第 4 条、4−1−11 第 2 条、

第 4 条、4−1−12 第 2 条、第 4 条、4−1−13 第 2 条、第 4 条）各学科の教育課程の編成・実

施の方針は次の通りである。 

 薬学科は、前述の教育目標を達成するために、教育課程は「薬学教育モデル・コアカリ

キュラム」を礎とし、サイエンスに裏づけされた実学としての薬学教育・薬剤師教育によ

り専門的知識・技能・態度が身につけられる本学独自のカリキュラムを編成しており、6

年間の教育を 1、2 年次の基礎教育と 3 年次以降の 4 年間の専門教育に大別している。  

 1、2 年次の基礎教育：薬学への導入教育科目、薬学を支えるサイエンスにおける主要な

薬学基礎科目を履修するとともに、人格形成に必要な素養科目、医療人に求められる幅広

い視野を養う早期体験学習などの早期薬剤師教育カリキュラムを編成している。 

 3、4 年次の専門教育： 医療・衛生系薬学専門科目を中心に履修する。また、事前実務

実習を履修し薬剤師業務に必要とされる基本的な知識・技能・態度を修得するとともに、4

年次以降の卒業研究により問題点の発見・研究遂行意欲および問題解決能力を身につけら

れるよう編成している。 

 5、6 年次の専門教育：病院および薬局における薬剤師業務に関わる基礎的知識・技能・

態度の修得を目的とした薬学実務実習を履修するとともに、本学独自の 7 コース特別実

習・演習（病院薬学、地域医療、臨床開発、健康薬学、伝統医療薬学、海外医療研修、薬

学研究）のうち、一つを選択し、薬学実務実習よりもさらに実践的かつ専門性の高い知識・

技能・態度を修得する。また、6 年次後期には実務実習での体験と知識の融合を図る「コ−

ス特論・演習」や薬学科の教育課程の締めくくりとする「総合医療薬学演習」を履修する。

これらの科目を含むカリキュラムを編成している。 

 生命創薬科学科は、前述の教育目標を達成するために、1 年次の「薬の発見・発明」を

はじめとして、少人数制の行動型授業でコミュニケーション能力を養うとともに、多彩な

研究体験を通して論理的思考力を伸ばしていくことができるように、大学院生命創薬科学

科博士課程（前期）と連携した講義や実習により、生命科学や創薬に密接に関係した教育・

研究を基盤にした本学独自のカリキュラムを編成している。  

 1、2 年次の基礎教育：薬学への導入教育科目、人格形成に必要な教養科目を履修すると

ともに、生命科学と創薬化学の基礎科目を重点的に履修し、さらにいくつかの少人数制の

能動的演習科目により確実な基礎知識と積極的な学修態度を身につけられるカリキュラム

を編成している。 

 3 年次専門教育：生命科学と創薬化学の専門科目、医療・衛生科目を履修するとともに、

「薬科学総合実習・演習」における生物系研究室および化学系研究室における長期総合実

習・演習を通して、多彩な研究体験を積み、早い段階から研究に対する意識づけが明確に

できる科目や大学院進学に直結する専門性豊かなコース科目を編成している。 

 4 年次専門教育：卒業研究と大学院の教育・研究とを連動させ、専門分野の知識や技術

を実践できる総合力（探求心、論理的思考、 洞察力、および語学力）を養うことができる

カリキュラムを編成している。 



 

25 

 

＜3＞薬学研究科 

 前述の教育目標に基づき、専攻別に次に示す教育課程の編成・実施の方針を定めている。

（資料 4−1−5、4−1−7 p.6-9） 

 薬学専攻博士課程（4 年制）は、医療薬学分野と生命科学を基盤として、それらが融合

しつつ展開される研究領域において、具体的な問題の抽出と解決策の構築、国際的な視野

に立ち、強い責任感、高い倫理性、卓越した専門的技能の修得により社会のニーズに適切

に対処し、これらの課題研究を遂行し、次世代を牽引する優れた薬剤師研究者を養成する

ための教育課程を編成している。 

 生命創薬科学専攻博士課程（前期）は、生命創薬科学科で培った基礎薬学を礎として生

命科学と創薬化学などの多彩で高度な専門的知識と技能の修得に優れた研究能力を養成し、

精深な学識、幅広い視野、柔軟な思考力、崇高な倫理的観念を育成し、人類の健康と社会

への貢献を視野に入れた薬科学関連分野の基盤的研究を担える研究者・技術者を養成する

ための教育課程を編成している。また、同専攻博士課程（後期）は、生命科学と創薬化学

などの独創的研究を自発的に推進でき、国際的に活躍できる次世代を担う力量ある研究

者・高等教育機関教育者を養成するための教育課程を編成している。 

 両専攻とも教育課程の編成・実施方法に基づいて選定された、科目区分、必修・選択の

別、単位数および履修方法は、大学院学則第 10 条の別表に明示されている。（資料 4−1−3 

第 10 条 別表 1-3） 

 

4−1−（3）教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針が、大学構成員（教職

員および学生等）に周知され、社会に公表されているか。 

＜1＞大学全体  

 学位授与方針および教育課程の編成・実施方針は、薬学部および薬学研究科のホームペ

ージ上で公開されている。（資料 4−1−4、4−1−5、4−1−8） 

＜2＞薬学部 

 教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針は、ホームページに掲載され、

（資料 4−1−4、4−1−8）大学構成員に周知され、社会にも公表されている。また、履修の手

引きの冒頭に学位授与方針および教育課程の編成・実施の方針が記され、全学生および教

員に印刷物として配布することでも周知されている。（資料 4−1−6 p.005-006）さらに、オ

ープンキャンパス、進学説明会および高校教員対象進学説明会において、本学の教育目標

と特徴および教育課程の実施方針を、学外に広く説明している。（資料 4−1−14） 

＜3＞薬学研究科 

 教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針は、ホームページに掲載され、

（資料 4−1−5）大学院構成員に周知され、社会にも公表されている。また、大学院要覧に

各学位授与方針および教育課程の編成・実施の方針が明記され、学生および教員に印刷物

として配布することでも周知されている。（資料 4−1−7 p.6-9）さらに、入試説明会におい

て、大学院の教育目標と特徴および教育課程の実施方針を説明している。（資料 4−1−14 p. 

27-28） 
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4−1−（4）教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期

的に検証を行っているか。 

＜1＞大学全体  

 教授会または大学院薬学研究科会議において、協議・承認が行われ適切性を検証してい

る。定例会議は、定期的に月例で開催されており、必要に応じて臨時会議も開かれること

から常に協議事項として審議できる状況が整っている。（資料4−1−15、4−1−16） 

＜2＞薬学部  

 教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性については、教務委

員会で協議・決定されている。教務委員会には、早期体験学習委員会、学生実習委員会、

学内実務実習委員会、学外実務実習委員会、国家試験・CBT対策委員会、マルチメディア教

育委員会が接続しており、薬学科および生命創薬科学科の両学科に関して入学から卒業ま

での一貫した教育における具体的事項を検討し実施している。教務委員会は、8月を除く毎

月定期的に開催されており、本委員会での決定事項は大学運営協議会で審議された後、教

授会または教員会議で審議される。（資料4−1−17） 

＜3＞薬学研究科 

 教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について、必要に応

じて大学院運営委員会を中心として検証しており、本委員会での決定事項は大学院薬学研

究科会議で審議される。 

 

【点検・評価】 

●基準 4-1 の充足状況 

薬学部および薬学研究科では、それぞれ教育目標に基づき学位授与方針を定め、これら

と整合性のある教育課程を編成し、実施している。教育目標、学位授与方針（ディプロマ・

ポリシー）、教育課程の編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）は科目区分、必修・

選択の別、単位数とともに、本学ホームページで広く一般に公表し、大学構成員（学生、

教職員など）には「履修の手引き」（資料 4-1-6）、「大学院要覧」（資料 4-1-7）を配布し周

知している。さらに、薬学教育モデル・コアカリキュラムの改訂などを踏まえ、次年度の

予定を決定する際には教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施の方針が適切であ

るか、検証を行っている。以上のことから、基準 4-1 を充足している。 

①効果が上がっている事項 

＜1＞薬学部 

 2006（平成 18）年の薬学部 6 年制移行に伴い、本学では薬学科（6 年制）と生命創薬科

学科（4 年制）の 2 つの課程が併設された。両学科に共通の目標と独自の目標、目標設定

のためのカリキュラム編成が行われ実施されている。その内容は履修の手引きやホームペ

ージで全学的に予め明示するとともに、学年ごとに実施する教務オリエンテーションを通

じて説明され、学生の能動的な学びの助けになっている。卒業生数、就職率、進路の多様

性、薬学共用試験合格率、薬剤師国家試験合格率は、理念に基づいた教育課程の実施が適

切であることを判断する指標となっている。 

＜2＞薬学研究科 
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 薬学研究科生命創薬科学専攻博士課程（前期・後期）の新規大学院教育カリキュラムは

それぞれ初の博士課程（前期）修了者（2011（平成 23）年度：26 名）および博士課程（後

期）修了者（2014（平成 26）年度：1 名）を社会に輩出できたことから順調に機能してい

る。なお、6 年制移行に伴い改定された薬剤師国家試験受験資格取得を可能にする経過措

置によって生命創薬科学科専攻博士課程（前期）修了者のうち、本学医療薬学専攻コース

に所属した学生 3 名が第 99 回薬剤師国家試験に合格した。 

②改善すべき事項 

＜1＞薬学部 

 薬学科では医療人の養成は着実に進んでいるが、卒業生のうち大学院への進学者は毎年

数名と極めて僅かである。旧 4 年制薬学部出身者は、医療機関（病院・薬局）における薬

剤師業務だけではなく、研究職、開発職、教育職および行政等の薬剤師職以外の分野でも

活躍してきた。従って、研究指向の薬学科卒業生を増やすことが課題である。 

 生命創薬科学科では、薬剤師国家試験受験資格取得を可能にする経過措置にも配慮して、

1～2 年次で薬学科と一部の科目を除き合同で授業を行っているが、2017（平成 29）年度入

学者をもってこの経過措置が終了となる。1 年次から本学科の教育目標に沿った特色ある

授業を増やすなどの方法により、本学科の魅力をさらに高める必要がある。 

＜2＞薬学研究科 

 薬学専攻博士課程（4 年制）の医療薬学分野は実学的な要素が高く、同分野における学

術的評価基準を明確に示すことが困難な場合が多い。それでも、本学は 1996（平成 8）年

に全国に先駆け、大学院薬学研究科に臨床薬学専攻博士課程（前期・後期）を開設し、数

多くの修士（臨床薬学）と博士（臨床薬学）の学位を授与してきた経験を生かしながら、

博士（薬学）の学位にふさわしい臨床薬学領域の研究成果を追求していく必要がある。 

 

【将来に向けた発展方策】 

①効果が上がっている事項 

＜1＞薬学部 

 各科目の関連が明確になるように、履修の手引きにカリキュラム系統図（カリキュラム

マップ、カリキュラムツリー）を掲載している。学年ごとに実施している教務オリエンテ

ーションなどを通して、学生が科目の流れと相互の関係を理解して主体的に学修すること

をさらに支援していく。（資料 4−1−6 p.059-062） 

＜2＞薬学研究科 

薬学研究科生命創薬科学専攻博士課程（前期）の修了者は毎年入学定員（20 名）以上と

なっているが、大学院運営委員会などで検討のうえ、さらに充実した教育・研究を展開し、

より多くの修了者が研究職・技術職などで活躍できるようにしていく。 

②改善すべき事項 

＜1＞薬学部 

薬学科では、薬学部卒業生は研究職、開発職、教育職および行政等の薬剤師職以外の分

野でも活躍してきたことを学生に周知し、ゼミの開講などを通じて研究に対する関心を高

めていく。 
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 生命創薬科学科では、薬剤師国家試験受験資格取得を可能にする経過措置が 2017（平成

29）年度入学者をもって終了する。これを契機として特色ある魅力的なカリキュラム編成

について教務委員会などで早急に検討していく。 

＜2＞薬学研究科 

 薬学専攻博士課程（4 年制）の第 1 期修了者が出て課程が完成した段階（2016（平成 28）

年予定）で大学院運営委員会を中心として問題点の抽出と改善を図っていく。 

 

【根拠資料】 

4−1−1  明治薬科大学学部学則（平成 27 年度 1 年生用）（既出 資料 1-2） 

4−1−2  明治薬科大学学部学則（平成 27 年度 2～6 年生用）（CD-R） 

4−1−3  明治薬科大学大学院学則（既出 資料 1-3） 

     ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/grad/images/mpu_g_r.pdf 

4−1−4  薬学部の概要、ディプロマ・ポリシー（学位授与方針） 

     ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/kyoumu/outline_dp.html 

4−1−5  薬学研究科概要（既出 資料 2-5） 

     ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/grad/pharmacy/index.html 

4−1−6  平成 27（2015）年度履修の手引き（既出 資料 1-6） 

4−1−7  2015-2016 年大学院要覧（既出 資料 1-8） 

4−1−8  薬学部の概要、カリキュラム・ポリシー 

     ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/kyoumu/outline_cpcm.html 

4−1−9  明治薬科大学薬学部薬学科教育課程及び履修方法等に関する規程（平成 27 年度 1

年生適用）（CD-R） 

4−1−10 明治薬科大学薬学部薬学科教育課程及び履修方法等に関する規程（平成 27 年度 2

～4 年生適用）（CD-R） 

4−1−11 明治薬科大学薬学部薬学科教育課程及び履修方法等に関する規程（平成 27 年度 5

～6 年生適用）（CD-R） 

4−1−12 明治薬科大学薬学部生命創薬科学科教育課程及び履修方法等に関する規程（平成

27 年度 1 年生適用）（CD-R） 

4−1−13 明治薬科大学薬学部生命創薬科学科教育課程及び履修方法等に関する規程（平成

27 年度 2～4 年生適用）（CD-R） 

4−1−14 アクセスガイド 2015（既出 資料 1-4） 

4−1−15 明治薬科大学教授会規程（既出 資料 2-13） 

4−1−16 明治薬科大学大学院薬学研究科会議規程（既出 資料 2-14） 

4−1−17 明治薬科大学教務委員会規程（既出 資料 3-24） 
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4−2 教育課程・教育内容 

 

【現状の説明】 

4−2−（1）教育課程の編成・実施方針に基づき、授業科目を適切に開設し、教育課程を体系

的に編成しているか。 

＜1＞大学全体 

 薬学部および薬学研究科では、それぞれの教育課程の編成・実施方針に基づき授業科目

を開設している。薬学部では、薬学科と生命創薬科学科でそれぞれの目標に基づいた共通

科目と独自性を表す科目が適切に開設されている。また、大学院との連携を考慮しつつ大

学全体としても体系的に編成されている。これらの科目の関連が分かるようにカリキュラ

ム系統図（カリキュラムマップ、カリキュラムツリー）を作成して「履修の手引き」に掲

載している。（資料 4−2−1、4−2−2）カリキュラムの運用等の細目は教務委員会、場合によ

っては委員会内にワーキンググループを立ち上げ、検証を行っている。（資料 4-2-3） 

＜2＞薬学部  

 薬学科では、学位授与方針に従った講義と実習を 1 年次から卒業年次まで系統的に配し

ている。教育課程は、薬学教育モデル・コアカリキュラム（資料 4−2−4）を礎として、サ

イエンスに基づく実学としての薬学教育・薬剤師教育により専門的知識・技能・態度が適

切に身につけられるように独創性豊かな明治薬科大学のカリキュラムを編成している。す

なわち、「医療人としての社会的使命を担える薬剤師及び医療系薬学研究者の養成」、「薬物

治療に責任をもてる薬剤師の養成」、「医療人としてのコミュニケーション能力を備えた人

材の育成」、「医療全体を社会的視点で思考することができる人材の育成」を目的とする開

講科目を、素養科目、基礎科目、衛生科目、医療科目、総合科目およびコース科目に区分

して配置している。素養科目（初年次教育、高大連携に配慮した科目を含む）は、人文社

会、外国語、薬学入門、自然科学で構成され、人文社会には、史学、文学、社会学、健康

運動科学、倫理哲学、経済学、心理学、臨床心理学、法学、文章表現、医療面接入門、医

療倫理、人間関係論の 13 科目、外国語には総合英語 A・B、総合ドイツ語 A・B、総合中国

語 A・B など 27 科目、薬学入門には早期体験学習を含む薬学への招待、健康運動演習、体

験学習に加えて、高校での学修が十分でない学生にも配慮した物理学入門、化学演習、生

物学入門など 10 科目、自然科学には情報処理演習、数学Ⅰ・Ⅱ、基礎物理学、基礎化学、

基礎生物学、基礎統計学の 7 科目が含まれる。基礎科目は、物理系、化学系、および生物

系で構成され、物理系には物理化学Ⅰ～Ⅲ、分析化学Ⅰ・Ⅱなど 7 科目、化学系には有機

化学Ⅰ～Ⅳ、生薬学、天然物化学など 7 科目、生物系には生化学Ⅰ～Ⅲ、微生物学Ⅰ・Ⅱ、

免疫学など 7 科目が含まれる。衛生科目には健康科学、衛生化学Ⅰ・Ⅱ、放射化学など 7

科目、医療科目には薬理学Ⅰ～Ⅳ、薬物治療学Ⅰ～Ⅵ、薬剤学Ⅰ～Ⅲ、薬学と社会Ⅰ・Ⅱ

など 49 科目、総合科目には医薬品開発、卒業研究Ⅰ・Ⅱ、病院実習、薬局実習など 8 科目

と総合人文社会科学が含まれる。コース科目には、病院薬学コース、地域医療コース、臨

床開発コース、健康薬学コース、伝統医療薬学コース、薬学研究コース、海外医療研修コ

ースの 7 つのコースに特化した実習・演習などが含まれ、希望進路に即した実践的な実習

や研修が受けられる本学独自カリキュラムとなっている。薬剤師国家試験出題基準の領域
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と出題項目は網羅され、さらに多様な学生の要望に応えるために臨床検査関連科目等も含

まれている。なお、最近、文部科学省により明確に示された「薬剤師として求められる基

本的な資質」として 6 年卒業時に必要とされている 10 の資質（①薬剤師としての心構え、

②患者・生活者本位の視点、③コミュニケーション能力、④チーム医療への参画、⑤基礎

的な科学力、⑥薬物療法における実践的能力、⑦地域の保健・医療における実践的能力、

⑧研究能力、⑨自己研鑽、⑩教育能力）が身に付くように、低学年から高学年にかけて系

統的に編成されている。（資料 4−2−1、4−2−5） 

 生命創薬科学科では、学位授与方針に従った講義と実習を 1 年次から卒業年次まで系統

的に配し、大学院教育への継続性に重点をおいた教育課程を編成している。すなわち、 1、

2 年次には「① 幅広い学問分野の素養を身につけ、強い探究心と洞察力を養う」ための人

文社会、外国語、数学、物理学、生物学等の素養科目を配置している。また、「②  創薬化

学分野の基礎学力を確実に身につける」ための物理化学、有機化学、分析化学、および生

薬学などの物理・化学系薬学と密接に関連する基礎科目と「③  生命科学分野の基礎学力を

広く身につける」ための生化学、薬理学、微生物学、および衛生化学などの生物系薬学に

関連する基礎科目を 1～3 年次で履修する。さらに、3、4 年次には、「④ 創薬科学に関わ

るために必要な医療薬学的素養を身につける」ための製剤学、生物薬剤学、物理薬剤学、

薬物治療学などの医療系薬学科目を履修する。最終学年の 4 年次には、素養科目や専門科

目の集大成として「⑤ 論理的思考に基づく知識の応用の仕方を学び、発想力と独創性を涵

養」し、創薬科学技術者・研究者育成の第一歩として重要な卒業研究（15 単位）に取り組

むように編成している。その他、上述の①～④の知識と⑤の実践とを合目的に結びつける

ために、1 年次にアクティブ・ラーニングとして「薬の発見・発明」を開講しプレゼンテ

ーション能力を養い、また、3 年次には約 6 ヶ月間に化学系 2 研究室と生物系 2 研究室を

巡り、専門性豊かな科学実験を体験する「薬科学総合実習・演習」を配置している。さら

に、4 年次には「生命創薬科学総合演習ゼミ」を開講し、大学院課程へのスムーズな移行

を可能にしている。なお、臨床検査関連科目等を開講し、学生の多様な要望に応えている。

（資料 4−2−1、4−2−6） 

＜3＞薬学研究科 

 生命創薬科学専攻博士課程（前期）では、教育課程の編成・実施方針としての「生命科

学と創薬化学などの多彩で高度な専門的知識と技能の習得に優れた研究能力を養成し、精

深な学識、幅広い視野、柔軟な思考力、崇高な倫理的観念を育み、人類の健康と社会貢献

を視野に入れた薬科学関連分野の基盤的研究を担える研究者・技術者を育成する」ための

教育課程として、必修科目 14 単位（生命創薬科学課題研究 I、薬学総合講義、学術論文総

説講演 I、製剤学特論）および選択科目 16 単位（コース特論・演習）を適切に編成してい

る。なかでも、1 年次に開講される以下の集中講義は、薬学研究科の独自性を明確に示す

ものである。すなわち、「薬学総合講義」は、創薬、薬事行政、環境・衛生、社会貢献など

について第一線で活躍している実務者を講師として招聘して概説し、「薬」をキーワードと

する多彩な研究マインドを早期に育成する。また、「製剤学特論」は、「薬のかたち」を通

して薬の適切な使用法や医療経済への貢献など、「薬の開発」部門で活躍できる優れた人材

の育成に直結している。さらに、「学術論文総説講演 I」は、創薬科学領域において世界か
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ら発信される優れた研究成果に触れることにより専門的知識を育成する。なお、年数回程

度、国内外の第一線で活躍されている研究者による「大学院特別講義」や最先端の研究を

実践する次世代を担う優れた若手研究者による「大学院若手講話会」などを開催し、優れ

た研究者に直に触れる機会を提供することにより、研究者マインドの研鑽に努めている。  

 生命創薬科学専攻博士課程（後期）では、新規性、再現性、および独創性豊かな博士論

文作成を目的とした「生命創薬科学研究課題 II」を中心として、学位授与の方針に示され

た人材を適切に養成するために「学術論文作成・発表演習」と「学術論文総説講演 II」を

配置し、将来、自立して創造的研究活動を牽引できる能力を養成している。  

 薬学専攻博士課程（4 年制）では、「将来、医療薬学と基礎薬学の領域で優れたリーダー

シップを発揮し、次世代を牽引する医療関連研究者および基礎薬学研究者となる資質をも

つ人材の育成」のため、次に示す教育課程を適切に編成している。  

1.必修総合科目（8 単位）：「学術論文講読・演習」、「学術論文作成特論」、 

            「研究計画立案（リサーチ・プロポーザル）演習」、「学術発表演習」 

2.選択総合科目（12 単位）：自らが所属する研究室関連科目を含む特論・演習  

3.薬学課題研究（必修：20 単位）：学位論文の骨子となる研究課題に関連する実験 

 本課程は、研究テーマの選定において自立性を涵養するための「研究計画立案演習」か

らはじまり、原則として 2 年次末までにすべての選択科目を履修するように編成されてい

る。この中には、「実践英語 I・II」や「海外研修 I・II（それぞれ 6 ヶ月の海外留学）」な

ど、グローバルな視野と素養の研鑽による多彩な人材の育成を可能にする科目が柔軟に編

成されている。課程の後半は、「薬学課題研究」の実施とともに、データの解析・評価を経

て、「学術論文作成特論」や「学術発表演習」など、研究成果を適切に発表できる能力を育

成する。なお、「教育・研究指導演習（選択科目）」により、新しい薬学教育制度において

優れた研究・教育能力をもつ教員の養成、また、「がんプロフェッショナル推進事業」に関

連する特別講義などによる特化した専門性豊かな研究者の育成をめざしている。（資料 4−2

−2、4−2−7、4−2−8） 

 

4−2−（2）教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供している

か。 

＜1＞大学全体 

 薬学部および薬学研究科では、大学の教育目標を達成し、また社会的要請に応えるため、

各課程に相応しい優れた教育内容を提供している。薬学部と薬学研究科が連携できる一貫

した内容を含んでいる。 

＜2＞薬学部 

 薬学科では、1・2 年次の素養科目・基礎科目から、3・4 年次の衛生科目・医療科目、5・

6 年次の総合科目・コース科目へと段階的に学びながら、医療におけるくすりの役割を多

角的に理解するための科目を配置している。選択科目では、広い視野をもつための素養科

目や実践的外国語科目を設け、質の高い柔軟性に優れた薬剤師・医療の担い手を目指す薬

学科の学士教育を可能とするものであると考える。 

 生命創薬科学科では、基本的知識を修得・実践し、必要に応じて知識と実践とを横断的
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に関連づけることができるように有機的に科目が配置されている。さらに、生命創薬科学

専攻大学院教育への橋渡しとなるいくつかのプログラムが提供されている。従って、創薬

科学の研究者や技術者を目指す本学科の学位授与方針に相応しいものと考える。  

＜3＞薬学研究科 

 薬学専攻博士課程（4 年制）および生命創薬科学専攻博士課程（前期・後期）ともに、

学位の取得に直結する研究課題のもと、研究背景の位置づけ、実験と結果・考察、研究成

果の公表に必要な専門的知識と卓越した技能の習得において、それぞれの学位授与方針に

相応しい科目を質・量とも適切に配置している。 

 

【点検・評価】 

●基準 4-2 の充足状況 

薬学部および薬学研究科では、それぞれ教育課程の編成・実施の方針に基づき、必要な

授業科目を開設し体系的に配置している。薬学部では、授業科目を素養科目（初年次教育、

高大連携に配慮した科目を含む）、基礎科目、衛生科目、医療科目、総合科目およびコース

科目に区分して、これらの科目の関係はカリキュラム系統図（カリキュラムマップ、カリ

キュラムツリー）で明示している。以上のことから、基準 4-2 をおおむね充足している。 

①効果が上がっている事項 

＜1＞薬学部 

1.入学から卒業までの教育課程を通して、薬学科および生命創薬科学科の目標達成に適し

た順次性のある体系的な教育内容となっている。 

2.薬学科では、1～2 年次の主に基礎を学ぶ時期に早期体験学習と体験学習を必修科目とし

て、早い時期から体験を通して医療人としての人格形成、行動力やコミュニケーション

能力の養成に効果を上げている。また、実務教育への重心移動に伴い医療倫理、生命倫

理的教養科目が充実したものとなっている。5 年次には、7 コースから成る特別実習・演

習を設け、アクティブ・ラーニング方式による教育方法を取り入れ、将来を見据えた実

務実習や研修を受けることにより実践的能力を磨いている。  

3.生命創薬科学科では、3 年次に薬科学総合実習・演習が行われる。ここでは、学生が生

命科学系と創薬化学系の研究室で 2 ヶ月の実習を行い、最先端の研究に触れて多くの実

習体験を積みながら自分に合った研究分野を見つけている。  

4.2014（平成 26）年度に明治薬科大学附属薬局が文部科学大臣の認可を受けて開設された。

本薬局は、収益を目的としない教育研究施設、すなわち学生の早期体験学習、薬局実務

実習等の場として運営されている。 

＜2＞薬学研究科 

1.生命創薬科学専攻博士課程（前期）では、初年度 4 月に開講されている「薬学総合講義」

において「くすり」をキーワードとする企業、公的機関、医療現場、および行政に関わ

る科学的研究について、少人数討論、講義内容の要点整理とグループ発表、質疑応答、

問題の抽出と改善策の構築など、講演者と学生が一体となった内容の濃い授業が展開さ

れ、研究者としての素養と多様な専門的知識の習得に効果が上がっている。  

2.「製剤学特論」の開講により、学部と連動した創薬科学研究者として修得すべき素養が
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ほぼ整った。その結果、他の理科系大学院では成しえない多様な知識を備えた「くすり」

の専門研究者の育成が可能となった。 

3.本学アジア・アフリカ創薬研究センターを有効に利用し、教育、研究の国際化を検討す

る。 

4. 講演会やセミナーの開催を増やし、大学院教育、研究をさらに活性化させる。  

②改善すべき事項 

＜1＞薬学部 

1.柔らかな心と豊かな人間性を持った国際的に通用する薬学人の育成には、多様な人文社

会系教養科目を開講し、履修の機会を設ける必要があるが、単科大学では困難である。 

2.1～2 年次は、薬学科と生命創薬科学科を分けずに混合型のクラス編成をしている。その

理由のひとつは、生命創薬科学科卒業生は大学院博士課程（前期）修了後、さらに科目

等履修生医療薬学専修コースに進み、所定の単位を修得すれば厚生労働省の個別審査に

より薬剤師国家試験受験資格が認められる移行措置によるものである。しかし、2018（平

成 30）年度入学者からその移行措置が撤廃される。現行の生命創薬科学科のカリキュラ

ムは薬剤師資格を目指す学生にも十分に配慮したものになっているが、 2018（平成 30）

年度以降は、これらの薬剤師教育用の科目の見直しを行い、より創薬科学技術者・研究

者養成という色合いを濃くした新たな教育課程、特に大学院教育との連動をさらに強化

した教育課程の構築が必要である。それにより、薬学科と生命創薬科学科各々の特徴と

役割を明確にできる。 

＜2＞薬学研究科 

1.すべての大学院担当教員が学部の講義や実習を兼務しており、特論講義の準備や学生の

指導に当てる時間は十分とはいえない。また、特論講義で取り上げるテーマの多くが専

門性の高い最先端の研究成果であるため、専門外の学生には難解で消化不良を起こして

いる。 

2.博士課程（社会人）や論文博士の学位申請者の研究に対する心構えが決して高いとはい

えず、途中で挫折する確率が上昇傾向にある。 

  

【将来に向けた発展方策】 

①効果が上がっている事項 

＜1＞薬学部 

1.薬学科では、薬学教育モデル・コアカリキュラムの改訂に合わせて、教務委員会を中心

として教育課程のさらなる充実について検討していく。 

2.体験学習、倫理関係科目や 7 コースから成る特別実習・演習など世の中が求める薬剤師

育成に役立つ科目が定着してきた。さらに、必要な科目があれば教務委員会で順次検討

していく。また、薬学科の海外医療研修コースにおいて、カナダや英国の薬学部で実施

している短期研修制度で得られた貴重な経験を生かし、アジア圏を含む海外短期研修制

度を構築し、国際的に活躍が期待できる専門臨床研究薬剤師の育成をめざす。  

3. 3 年次の薬科学総合実習・演習の内容で、共通に行うべき項目（研究論文の輪読や、研

究発表など）を検討する。 
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4.2014（平成 26）年度に開設した明治薬科大学附属薬局では、実践的な教育を行うと同時

に、保険薬局業務を通じて地域社会との連携を深め、地域医療への貢献を図っていく。 

＜2＞薬学研究科 

1.「薬学総合講義」は、講義を聴いた後、KJ 法を用いて小グループディスカッションを行

い発表する形式で座学だけではないので、能動的教育にも寄与している。このような能

動的教育を加味した講義が多くなるように各教員に講義内容を検討してもらう。  

2.「製剤学特論」の他にも創薬科学研究者に必要な科目（主に臨床系科目）があれば、積

極的に組み入れることを検討する。 

3.本学アジア・アフリカ創薬研究センターを中心として徐々にアジア圏諸国の優れた大学

と教育・研究に関する覚書を締結し、いくつかの共同研究を立ち上げ国際化に向けた実

の有る取り組みを開始して、毎年数名の大学院客員研究員や大学院受託学生を受け入れ

ており、さらなる共同研究の展開をめざす。 

4.私立大学戦略的研究拠点形成事業やがんプロフェッショナル推進事業をはじめとする外

部資金の獲得に努力し、講演会やセミナーの開催により、大学院研究をさらに活性化す

る。 

②改善すべき事項 

＜1＞薬学部 

1.他大学との連携を図り（インターネットを含む）、単位互換制度を活用して、多様な人文

社会系教養科目を開講し履修の機会を設けることによって、柔らかな心と豊かな人間性

を持った国際的に通用する薬学人を育成する。 

2.薬学科と生命創薬科学科各々の特徴と役割を明確にしたカリキュラムの編成を行う。薬

学科では、地域の保健・医療における実践的能力やチーム医療の参画に必要とされるス

キルを身につけるためのインタープロフェッショナル教育を推進する。生命創薬科学科

では、創薬科学技術者・研究者養成という色合いを濃くした新たな教育課程、特に大学

院教育との連動をさらに強化した教育課程を構築する。  

＜2＞薬学研究科 

1.大学院担当教員の教育、研究に対する過重な負担を軽減し、学生に十分な指導ができる

ようにするために、ポスドク制度や若手研究員（任期制）の積極的活用について大学院運営

委員会などで検討する。特論講義は専門性が高いため難解になりがちであるが、事前に資

料を配布するなど分かりやすくする方策を検討していく。 

2.博士課程（社会人）や論文博士の学位申請者が途中で挫折しないように、研究に対する

心構えを含めて研究指導教員が中心となって指導を強化していく。 

 

【根拠資料】 

4−2−1 平成 27（2015）年度履修の手引き（既出 資料 1-6） 

4−2−2 2015-2016 年大学院要覧（既出 資料 1-8） 

4-2-3 明治薬科大学教務委員会規程（既出 資料 3-24） 

4−2−4 薬学教育モデル・コアカリキュラム（CD-R） 

4−2−5 薬学科のカリキュラム 
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ホームページ 

https://www.my-pharm.ac.jp/kyoumu/pharmaceutical/curriculum.html 

4−2−6 生命創薬科学科のカリキュラム 

ホームページ https://www.my-pharm.ac.jp/kyoumu/discovery/curriculum.html 

4−2−7 薬学研究科概要（既出 資料 2-5） 

   ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/grad/pharmacy/index.html 

4−2−8 がんプロフェッショナル養成プラン（平成 19 年～平成 23 年度） 

    がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン（平成 24 年度～） 

    ホームページ 

https://www.my-pharm.ac.jp/koho/education/special/cancer.html   
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4−3 教育方法 

 

【現状の説明】 

4−3−（1）教育方法および学習指導は適切か。 

＜1＞大学全体  

 薬学教育制度および薬剤師国家試験受験資格の変更に伴い、本学薬学部には 2006（平成

18）年度より 6 年制の薬学科および 4 年制の生命創薬科学科が併設された。さらに、薬学

系学術研究の推進を図るため 2010（平成 22）年に薬学研究科生命創薬科学専攻博士課程（前

期）が、さらに 2012（平成 24）年に薬学研究科生命創薬科学専攻博士課程（後期）および

薬学研究科薬学専攻博士課程がそれぞれ設けられた。薬学部および薬学研究科では、それ

ぞれの教育課程の編成・実施の方針に基づいた教育を行っている。（資料 4−3−1 p. 005-006、

4−3−2、4−3−3 p.6-9、4−3−4） 

＜2＞薬学部 

 2006（平成 18）年度より薬学科（6 年制）および生命創薬科学科（4 年制）の二学科を

併設している。学部 2 年次までは両学科とも、学科の特徴を考慮した一部の科目を除いて

それぞれの教育目標の達成に向けて、講義、演習および実習を共通に実施している。なお、

学生が主体性をもって取り組む参加型授業として problem-based learning（PBL）等が取

り入れられている。（資料 4−3−5、4−3−6、4−3−7、4−3−8、4−3−9、4-3-10） 

 全ての授業は単位化されており、その計算方法は「1単位の履修時間を教室内および教室

外をあわせて45時間とし」（資料4−3−11 第28条、4−3−12 第28条）、講義科目、外国語科

目、実習および実技、集中講義、演習についてそれぞれ下記の基準を設けている。  

・講義科目は、2時間の講義に2時間半の準備のための学修を必要とすることを考慮し、毎

週2時間15週の講義をもって1.5単位とする。 

・外国語は、2時間の講義に1時間半の準備のための学修を必要とすることを考慮し、毎週 2

時間15週の講義をもって1単位とする。 

・実験および実技は、30時間から45時間の範囲をもって1単位とする。 

・集中講義は、30時間の講義をもって1.5単位とする。 

・演習は、15時間から30時間の範囲をもって1単位とする。 

なお、時間割上の 1 コマの授業時間は 80 分で、これを 2 時間と数えている。（資料 4−3−5、 

4−3−6、4−3−7、4−3−8、4−3−9 第 3 条）さらに、総合医療薬学演習（薬学科）、卒業研究等

の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認め

られる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位を定めることができるとしてい

る。（資料 4−3−11 第 28 条、4−3−12 第 28 条）各学年で修得できる単位数の上限は、次の

ように定められている。すなわち、薬学科では 1 年次 41 単位、2 年次 49 単位、3 年次 52.5

単位、4 年次 50 単位、5 年次 42.5 単位、6 年次 30.5 単位である。また、生命創薬科学科

では、1 年次 43 単位、2 年次 48 単位、3 年次および 4 年次が 51.5 単位である。両学科と

もに 3 年次および 4 年次で上限が 50 単位を超えているが、下級年次科目を 6 単位未修得の

まま進級した学生が、何らかの理由により、当該年次科目すべてが未修得となり原級に留

まった場合を考慮した上限単位数による措置である。（資料 4−3−11、4−3−12） 
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 薬学科の 2 年次では、「体験学習」を必修としている。ここでは、夏休みまたは春休みの

約１週間、医療系をはじめとする分野での奉仕活動やボランティア活動に参加し、その体

験を通して医療人に求められる人格形成を早い段階から図っている。実習後には報告書を

まとめ、発表会を開催しプレゼンテーション能力を養っている。 5 年次には、薬剤師国家

試験受験資格である病院および薬局における薬剤師業務の基礎的知識・技能・態度が修得

できるよう各々11 週間、合計 22 週間の薬学実務実習を履修するとともに、本学独自の 7

つのコース（病院薬学、地域医療、臨床開発、健康薬学、伝統医療薬学、海外医療研修、

薬学研究）特別実習・演習のいずれかを選択することにより、より実践的で専門性の高い

知識・技能・態度の研鑽に努めている。また、6 年次では、実務実習での実体験と知識の

融合を図る「コ−ス特論・演習」や、6 年間の総復習として「総合医療薬学演習」を開講し

ている。「コース実習・演習」（5 年次）や「コース特論・演習」（6 年次）では、小グル

ープでの発表と討論など能動的・参加型授業を多く取り入れている。  

 生命創薬科学科では、低学年から創薬科学技術者・研究者育成を目指す科目を取り入れ

ている。1 年次には、プレゼンテーションの基礎的知識・技能の習得を目的としたアクテ

ィブ・ラーニング方式で行う「薬の発見・発明」を履修する。また、2015（平成 27）年度

入学者からは、文章表現力を鍛えるために「文章表現」の履修を義務づけた。3 年次には、

「錯体化学」、「創薬化学」、「分子構造解析」、「免疫学」、「分子生物学 I」など、

創薬化学と生命科学に特化した応用科目を履修するとともに、創薬化学系 2 研究室と生命

科学系 2 研究室において各 3 週間ずつ専門的実験技能を研鑽することにより、創薬の実践

に直結するすべての基本要素を修得する。さらに、3 年次 12 月には研究室配属を行い、卒

業研究を開始し、卒業論文をまとめる。この研究成果は、全学的な卒業論文発表会におい

てポスター形式で発表し、評価を受ける。また、3、4 年次には、創薬において重要な位置

を占める薬剤学関連科目や薬物治療に関する講義を履修し、創薬科学技術者・研究者とし

ての素養を醸成する。 

＜3＞薬学研究科 

 すべての授業は単位化（学部と同じ方法で算出）されており、学部と同様の講義形式科

目については、学部と同様に担当教員が適切に評価している。大学院では特に課題研究が

重要な位置を占めており、その教育方法、学習指導は適切に機能する体制が整備されてい

る。 

 課題研究は、生命創薬科学専攻博士課程（前期）で生命創薬科学課題研究 I（10 単位）、

同専攻博士課程（後期）で生命創薬科学課題研究 II（12 単位）、薬学専攻博士課程（4 年

制）で薬学課題研究（20 単位）が開講されている。 

 課題研究の実施方法は次のとおりである。学生は、指導を受ける研究室に所属し、教員

との討議を経て研究課題を選定し、在籍期間内の到達目標（どのような方法で、何をどこ

まで明らかにするか）を設定し、具体的な実験を実施する。考察、評価を加えて研究成果

を定期的にまとめあげ、研究室のセミナーなどで報告する。指導教員は実験結果を評価、

問題点の抽出を経て、さらなる研究の方向性について討議し、適切に指導する。これを繰

り返し、最終的に学位論文を作成、学位論文の審査にのぞむ。この間、指導教員は問題点

の解決に向けた助言の提供、学会および専門学術雑誌への投稿に向けた学術論文の作成指
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導、英文校閲など、積極的に指導を行う。なお、研究の継続を中止し、新たな研究課題へ

の移行を提言する場合もある。 

 

4−3−（2）シラバスに基づいて授業が展開されているか。 

＜1＞大学全体 

 毎年度、教務委員会あるいは大学院運営委員会が中心となり薬学部あるいは薬学研究科

のシラバスを見直し、教育すべき項目を確認している。各教員は、自らの担当項目に則し

た授業計画を練りあげ、教育課程の編成・実施の方針に矛盾しないシラバスとし、教務委

員長などの第三者による点検を経て、それに基づいて学部、大学院共に教育研究指導を行

っている。（資料 4−3−13、4−3−14、4−3−15、4−3−16） 

＜2＞薬学部 

 シラバスは毎年度改定され、「履修の手引き」の名で新年度開始時に印刷物として学生

に配布している。（資料 4−3−1）科目ごとに、対象学科と学年、学期、単位数、授業科目

の区分（素養、基礎、衛生、医療、コースおよび総合科目）、必修・選択必修・選択・自

由選択科目の別、科目責任者、教育目的、学習到達目標、準備学習（予習・復習）、授業

内容、授業分担者、成績評価方法、教科書、参考書が記載されている。シラバスの作成は

科目の担当者自らが行い、教務委員長および副委員長が全てを検証している。また、履修

の手引きには「学位授与及び教育課程の編成・実施の方針」、履修の方法、進級・卒業条

件、履修規程及び教育課程表、カリキュラムマップ、カリキュラムツリー、教員一覧が掲

載され利用しやすいように編纂されている。また、シラバスは Web でも公開されており、

各科目について検索して閲覧することができる。（資料 4−3−10）シラバスの内容を含むガ

イダンスは、年に 2 回教務委員長および副委員長により学年および学科毎に（ただし、2

年次は両学科同時）行われている。各科目の担当教員は、授業内容・方法とシラバスの整

合性について常に留意しており、各授業終了時までに実施する学生の授業アンケートの質

問項目にも含まれている。（資料 4−3−17） 

＜3＞薬学研究科 

シラバス（学部と同じ形式）は毎年度改定され、新年度、専攻ごとに入学式終了後のガ

イダンスにおいて、印刷物として学生に配布し、周知徹底している。シラバスの作成は科

目担当者自らが行い、大学院研究副委員長が全てを検証している。一方、大学院要覧には

「学位授与及び教育課程の編成・実施の方針」、履修の方法、進級・修了要件、教員一覧

などが掲載されている。（資料 4−3−3）各科目の担当教員は、授業内容・方法とシラバス

の整合性について常に留意しており、各授業終了時までに実施する学生の授業アンケート

の質問項目にも含まれている。（資料 4−3−18、4−3−19） 

 

4−3−（3）成績評価と単位認定は適切に行われているか。 

＜1＞大学全体・薬学部 

 単位認定については、授業科目を履修しその試験に合格した者には所定の単位を与える

としている。また、他大学等で修得した授業科目の単位は、60 単位を上限として本学で修

得したものとみなすことができる。（資料 4−3−11 第 29 条-第 30 条、4−3−12 第 29 条-第
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30 条） 

 試験の種類として、定期試験、追試験および再試験がある。授業科目の成績評価は、100

点満点とし、S・A・B・C・Dの５種の評語をもって表し、S・A・B・Cを合格とする。Sは100

～90点、Aは89～80点、Bは79～70点、Cは69～60点であり、59点以下は不合格でDと評価す

る。また、再試験による成績評価は79点を上限としている。評価方法としては筆記試験の

ほか、レポート提出、プレゼンテーション、実習・実技試験等がある。成績の評価方法は、

シラバスに記載し、事前に学生に周知している。授業で用いたプリント、プレゼンンテー

ション資料、試験答案、採点結果と評価データは大学で一括して保管されており、単位認

定の適切性の検証が確保されている。（資料4−3−5、4-3−6、4−3−7、4−3−8、4−3−9） 

 薬学科 5 年次の薬学実務実習およびコース特別実習・演習は、4 年次までの所定の単位数を

すべて修得し、かつ、薬学共用試験の合格資格が有効期限内の者が履修できる。薬学共用試験

は、基本的な知識を客観的に評価する Computer-Based Testing（CBT）および基本的な技

能・態度を客観的に評価する Objective Structured Clinical Examination（OSCE）の 2

種類の試験から成り、4 年次に受験する。合否判定は、全国統一の合格基準で行っている。

6 年次では「総合医療薬学演習」が行われる。この単位を認定する「総合医療薬学演習試

験」の問題は分野ごとに編集会議を行って精査し、合否は事前に学生に周知した合格基準

に従い、卒業研究の学生を受け入れている研究室の全教員（助手は除く）が出席する「総

合医療薬学演習試験合否判定会議」で決定している。（資料 4−3−5 第 13 条、第 14 条、4−

3−6 第 13 条、第 14 条、4−3−7 第 13 条、第 14 条） 

＜2＞薬学研究科 

 大学院における履修科目の単位認定は、大学院学則第 3 章第 11 条に明記されている。（資

料 4−3−20 第 11 条）大半の大学院講義では紙ベースの試験による評価は実施せず、少人数

教育の利点を活用して、課題レポートや授業態度、出席状況などをそれぞれシラバスに明

記した配点方法で点数化し、合計点をもって総合的成績を 4 段階（優、良、可、および不

可）で評価し、優、良、可を合格、不可を不合格としている。 

 

4−3−（4）教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の

改善に結びつけているか。 

＜1＞大学全体・薬学部 

 授業改善の取り組みとして以下のことを実施している。  

FD（ファカルティ・ディベロップメント）委員会（資料 4−3−21）が中心となって教員に

よる相互評価および教育方法に関する研修・講演会を毎年実施している。これに加えて

2014（平成 26）年度は、新たに導入した Cbox（講義収録/動画コンテンツ作成システム）

および学習支援システム MY-CAST （MeiYaku-Campus Support Tool）を利用して、講義収

録ビデオを用いた自己評価および同僚教員によるピアレビューを実施した。（資料 4−3−22）

また、学生による授業アンケート評価は教務委員会が中心となって実施している。さらに、

マルチメディア教育委員会の企画として、マルチメディアを利用した教育法を紹介する 

MBI（Multimedia Based Instruction）研究発表会と、先進的な ICT の取り組みを紹介する

明治薬科大学 IT コンソーシアムを合同で開催し、教育への ICT 活用の推進と振興を図って
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いる。（資料 4−3−23） 

＜2＞薬学研究科 

 大学院運営委員会の中に大学院 FD 委員会を設置し、各年度末に大学院担当教員が一堂に

会し、予め選定したテーマについて討議し、問題点の抽出、改善策の提案などを行ってい

る。さらに、参加者全員から報告書を収集し、冊子体を無記名電子ファイル版として配信

し、教員間の情報共有により、個々の授業改善につなげている。  

 

【点検・評価】 

●基準 4-3 の充足状況 

薬学部および薬学研究科では教育目標を達成するために、適切な授業形態（講義、演習、

実習など）を採用し、学習到達目標、毎回の授業内容、成績評価方法などを明示したシラ

バスに基づいて授業を実施し、成績評価を行うとともに、学生が主体性をもって取り組む

problem-based learning（PBL）を取り入れるなど工夫している。さらに、学生の授業アン

ケートや教員による相互評価および教育方法に関する研修・講演会を行い、授業内容や方

法の改善を図っている。また、薬学部では履修可能単位の上限を定め、学習指導の充実を

図るとともに、他大学などで修得した単位は成績および当該大学のシラバスで授業内容を

確認のうえ認定している。以上のことから、基準 4-3 をおおむね充足している。 

①効果が上がっている事項 

＜1＞大学全体 

 薬学部および薬学研究科各々で、学生が主体性をもって取り組む PBL（課題解決型学習）

を取り入れるなど、授業形態、授業方法などに工夫を凝らし補助金も利用して学修活性化

のための措置を講じている。さらに学内で指導法を向上させる取り組みを行い、また授業

アンケートも行って、充実した教育内容となるように教育方法の改善に努めている。 

＜2＞薬学部 

1.学生による授業アンケートを Web 経由で行っていたが、回答率が低いことが課題であっ

た。そこで、2015（平成 27）年度よりマークカード方式に変更したところ、2015（平成

27）年度前期は全体として回収率が科目平均で 87.1%と大幅に上昇した。さらに、講義

科目では講義収録ビデオを用いた自己評価を行った。これらの結果、教員が学生の視点

に立った点検・検証が可能になった。 

2.卒業研究は、両学科ともに 4 年次より全員が研究室に所属して卒業研究を行い、時間を

かけて自主的に課題に取り組む姿勢を養い論理性の高い問題解決型人材の育成につなが

っている。 

3.文部科学省による大学教育改革支援事業の一つである「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 Good Practice）」に選定された。柔ら

かな心と臨床能力を育む薬剤師早期教育として 1 年次の「早期体験実習」と 2 年次の「体

験実習」を実施し、3 年次には「医療人コミュニケーション教育」と「電子カルテシス

テム」を利用した臨場感のある薬物治療学教育、医薬品情報学教育と演習を行い、多様

なニーズに対応できる薬剤師の育成を行っている。（資料 4−3−24） 

4.本年度より新入生対象に「化学、物理、数学、生物」のプレイスメントテストを 4 月に
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実施し、基礎学力が十分身についていない学生の視点に立った教育を実施している。  

5. FD 委員会委員長、新カリキュラム検討委員会委員長および教務委員会正副委員長が、

シラバスの記載内容（教育目的、学習到達目標、準備学習（予習・復習）、授業目標、学

習到達目標、授業内容、成績評価方法等）等が適正か否かを定期的に点検し、必要に応

じて科目責任者および授業担当者と協議してシラバスを改定しているため、シラバスの

記載内容の妥当性が適切に検証されている。 

＜3＞薬学研究科 

1.学生から寄せられた授業アンケートと FD 報告書により、講義において改善すべき項目を

明確に把握することが可能であり、それぞれの教員の教育に対する意識が向上した。ま

た、このアンケート（回収率 100％）はオムニバス形式の講義を担当されている学外講

師の授業改善（講義内容や配布資料の質・量、他）にも少なからず貢献している。  

2．大学院運営委員会正副委員長が、シラバスの記載内容（教育目的、学習到達目標、準備

学習（予習・復習）、授業目標、学習到達目標、授業内容、成績評価方法等）等が適正か

否かを定期的に点検し、必要に応じて科目責任者および授業担当者と協議してシラバス

を改定しているため、シラバスの記載内容の妥当性が適切に検証されている。 

②改善すべき事項 

＜1＞薬学部 

1.薬学科と生命創薬科学科は、設置の目標が異なり各々の定員数も前者が 300 人、後者が

60 人と大きく異なる。しかし、生命創薬科学科所属学生の一部が薬剤師国家試験受験資

格取得を希望していることもあり、1～2 年次では両学科混合型 120 名でクラス編成をし

ている。科目によっては再履修者や上級学年科目履修者も加わり講義室定員に対して余

裕のない人数を収容する必要がある。学科別も含めて、クラス編成を見直す必要がある。  

2.授業アンケートは一般に最終回の授業で行われるため、学生から寄せられた授業改善の

要望が当該学生に全く反映できない、ひとつの科目を数名の教員が分担して担当する場

合、意見や感想が特定の教員に片寄る傾向が見られるなどの問題が生じている。  

3.履修可能な単位の上限が両学科ともに 3、4 年次で 50 単位を超えている。（資料 4−3−5

第 6 条、4−3−6 第 6 条、4−3−7 第 6 条、4−3−8 第 5 条、4−3−9 第 5 条）これは、下級年

次科目を 6 単位未修得のまま進級した学生が、何らかの理由により、当該年次科目すべ

てが未修得となり原級に留まった場合考えられ得る最大の単位数として算出されたもの

であるが、これまでにこの事例はない。そこで、両学科の教育課程および履修方法等に

関する規程を 50 単位未満に改正し、次年度から実施する。 

4.薬学科では、卒業研究が 4 年次と 6 年次にそれぞれ卒業研究Ⅰ、卒業研究Ⅱの科目名で

行われている。しかし、4 年次は薬学共用試験の準備、6 年次は国家試験の準備のため、

卒業研究に取り組む時間が十分に確保されているとはいえない。特に 6 年次は前期のみ

であり、5 年次は薬学実務実習に加えて明治薬科大学独自のコース特別実習・演習を行

うため、卒業研究にとって空白の時期となっている。 

5.MBI（マルチメディアを基礎にした教育）研究発表会への参加は任意であり、その位置づ

けが明確でないこと、また、週末開催のため参加者が少ない点が課題である。  

＜2＞薬学研究科 
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 薬学専攻は大半の学生が社会人であるため、講義を土曜日あるいは平日の夜間に集中形

式で実施せざるを得ない。 

 

【将来に向けた発展方策】 

①効果が上がっている事項 

＜1＞大学全体 

 学生の主体的参加を促す授業方法が増加している。例えば、薬学科の「症例解析演習」

や「コース特別実習・演習」、生命創薬科学科の「薬の発見・発明」や「薬科学総合実習・

演習」、薬学研究科の総合講義が代表的科目である。このことは、当該科目に留まらず能動

的な学修への取組み、積極的な行動、プレゼンテーション能力育成に効果が上がっており、

このような授業方法をできるだけ多くの科目に取り入れていく。 

＜2＞薬学部 

1.教員による自己評価と学生による授業アンケートを一層充実し、結果などを総合的に検

証して更なる授業改善に結びつけ、評価の高い教員の顕彰方法を充実させる。 

2.問題解決能力を向上させるためにも卒業研究をさらに充実させる。  

3.文部科学省による大学教育改革支援事業などの補助金を獲得し、多様なニーズに対応で

きる薬剤師の育成を目指す。 

4.学習能力の底上げをめざし、プレイスメントテストを行い、リメディアル教育につなげ

る。 

5.第三者によるシラバスチェックを引き続き行い、シラバス内容の妥当性、担当教員の適

合性および関連分野の内容との重複等を確認し、当該分野間の連携を構築する。  

＜3＞薬学研究科 

1.学生から寄せられた授業アンケートと FD 報告書により明確になった改善すべき点を踏

まえて、さらに充実した講義の実施に努める。 

2.第三者によるシラバスチェックを引き続き行い、シラバス内容の妥当性、担当教員の適

合性および関連分野の内容との重複等を確認し、当該分野間の連携を構築する。  

②改善すべき事項 

＜1＞薬学部  

1.1～2 年次では両学科混合型でクラス編成を行い、講義室定員に対して余裕のない人数を

収容しているが、薬剤師国家試験受験資格取得に関する移行措置が撤廃される 2018（平

成 30）年度入学者から、生命創薬科学科は 1 年次から薬学科とは別クラスで授業を実施

することも含めて検討する。 

2.授業アンケートは授業の最終回だけでなく、途中の回でも実施するなど、内容や実施方

法をさらに検討し、できるだけ多くの学生の意見を適切に授業に反映させるようにして

いく。 

3.留年をした学生の場合の上限の履修単位を実情に合わせ変更し実施する。  

4.薬学科では卒業研究に十分な時間を取りにくいが、卒業研究Ⅰと卒業研究Ⅱに分離しな

いで継続したテーマで研究を行うなどの方策により卒業研究を充実させる。 

5.MBI 研究発表会の教育・研究における位置づけを明確にし、開催日を平日に設定するな
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どの方策で参加者数の増加と内容の充実を図る。 

＜2＞薬学研究科 

 一部を学外の先生に分担していただくなど、担当教員の負担を少しでも軽減し、充実し

た講義が実施できる方策を検討していく。 

 

【根拠資料】 

4−3−1  平成 27（2015）年度履修の手引き（既出 資料 1-6） 

4−3−2  薬学部の概要、カリキュラム・ポリシー（既出 資料 4-1-8） 

     ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/kyoumu/outline_cpcm.html 

4−3−3  2015-2016 年大学院要覧（既出 資料 1-8） 

4−3−4  薬学研究科概要（既出 資料 2-5） 

     ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/grad/pharmacy/index.html 

4−3−5  明治薬科大学薬学部薬学科教育課程及び履修方法等に関する規程（平成 27 年度 1

年生適用）（既出 資料 4-1-9） 

4−3−6  明治薬科大学薬学部薬学科教育課程及び履修方法等に関する規程（平成 27 年度 2

～4 年生適用）（既出 資料 4-1-10） 

4−3−7  明治薬科大学薬学部薬学科教育課程及び履修方法等に関する規程（平成 27 年度 5

～6 年生適用）（既出 資料 4-1-11） 

4−3−8  明治薬科大学薬学部生命創薬科学科教育課程及び履修方法等に関する規程（平成

27 年度 1 年生適用）（既出 資料 4-1-12） 

4−3−9  明治薬科大学薬学部生命創薬科学科教育課程及び履修方法等に関する規程（平成

27 年度 2～4 年生適用）（既出 資料 4-1-13） 

4−3−10 MY-CAST 2015:シラバス検索 

ホームページ 

http://my-cast.my-pharm.ac.jp/moodle2015/blocks/syllabusview/index.php 

4−3−11 明治薬科大学学部学則（平成 27 年度 1 年生用）（既出 資料 1-2） 

4−3−12 明治薬科大学学部学則（平成 27 年度 2～6 年生用）（既出 資料 4-1-2） 

4−3−13 平成 27 年度前期時間割（CD-R） 

4−3−14 平成 27 年度後期時間割（CD-R） 

4−3−15 2015 年度（平成 27 年度）大学院生命創薬科学専攻博士課程（前期）講義時間割

（CD-R） 

4−3−16 2015 年度薬学専攻博士課程［4 年制課程］時間割（CD-R） 

4−3−17 薬学部学生による授業アンケート（CD-R） 

4−3−18 生命創薬科学特論学生による授業アンケート（CD-R） 

4−3−19 大学院薬学研究科学生による授業アンケート（CD-R） 

4−3−20 明治薬科大学大学院学則（既出 資料 1-3） 

4−3−21 明治薬科大学 FD 委員会規程（既出 資料 3-29） 

4−3−22 FD 活動 

ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/koho/education/fd.html 
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4−3−23 MBI 研究発表会 

ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/event/it_mbi18.html 

4−3−24 医療人 GP（good practice） 

       ホームページ https://www.my-pharm.ac.jp/education/special/gp.html 
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4−4 成果 

 

【現状の説明】 

4−4−（1）教育目標に沿った成果が上がっているか。 

＜1＞大学全体 

 薬学部および薬学研究科では、各々到達目標達成の評価が行われ学習成果が検証されて

いる。評価には、自己、教員相互および学生からの評価が含まれる。教員は、評価に関す

る客観的考察と問題点の抽出、および改善策の立案などについて、 FD 活動や MBI

（Multimedia Based Instruction）研究発表会などを利用してより合理的かつ高い効果が

期待できるものを積極的に取り入れるよう継続して研鑽に努めている。（資料 4−4−1、4−4−

2） 

＜2＞薬学部 

 各科目の学習成果は、事前に明示した到達目標および成績評価方法により正当に評価し

ている。定期試験で合格点に達しなかった必修および選択必修科目は再試験により判定す

る。一方、選択科目については再試験を行っていないため、次年度再履修となる。学科お

よび学年ごとに進級および卒業条件が設けられ履修登録者に公開しており、（資料 4−4−3 

p.017-018）教授会で審査のうえ進級および卒業を認めている。 

 薬学科では、4 年次に行われる薬学共用試験にほぼ全員が合格している。薬学科卒業生

にとって薬剤師の資格取得は不可欠であるが、本学の薬剤師国家試験新卒者合格率は常に

全国平均を大きく上回っており、十分に教育の成果が上がっている。（資料 4-4-4）2015（平

成 27）年 3 月に 6 年制を卒業した第 4 期生の進路は、薬局 38.0％、病院 36.9％、製薬会

社などの企業 15.8％、公務員・公益法人 7.2％および大学院 0.8％（本学、他大学各 0.4％）

でほぼ 100％の進路決定率であった。（資料 4-4-5 図 1）約 75％が薬剤師職であることに加

えて医療・薬学の様々な分野で活躍していることから、様々な分野でリーダーとなる人材

を育成することを目標とした本学の使命を十分に果たしている。（資料 4−4−6 p.11）また、

卒業研究およびコース特別実習・演習等の学習成果として、毎年、多くの学生が学会で発

表している（卒業研究 71 件、コース特別実習・演習 7 件:平成 26 年度）。この取り組みは

学部の教育目標達成へ寄与しているものと考える。（資料 4−4−7） 

 生命創薬科学科では、教育方法に記載した学部教育を受けた学生のほぼ 60％は、創薬科

学技術者・研究者を目指して大学院生命創薬科学専攻博士課程（前期）に進学し、（資料

4-4-5 図 2）修了後には製薬企業などで研究、開発、技術職などに就いていることから、

（資料 4-4-5 図 3）本学生命創薬科学科の教育課程を実践することにより柔軟性かつ力量

ある人材の育成が行われているものと判断できる。（資料 4−4−6 p.11） 

＜3＞薬学研究科 

薬学研究科における各科目の学習成果は、シラバスに明示したそれぞれの到達目標と少

人数教育体制を生かした論文調査能力、読解力、プレゼンテーション技能および課題レポ

ートなどに出席状況を加味して総合的に判定し、正当に評価している。特に、生命創薬科

学専攻博士課程（後期）および薬学専攻博士課程（4 年制）における学術論文作成や研究

成果の発表など研究成果の公表に必要な素養と技能の研鑽を経て、優れた学術雑誌への掲
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載を実践しており、適切に機能していると判断できる。  

各課程の修了時には大学院薬学研究科会議において各科目の評価の妥当性を確認し、認

定後、最終試験として研究課題に関わる研究成果について、講演要旨の提出と口頭発表会

によるプレゼンテーション能力や質疑応答について総合的に評価される。さらに、生命創

薬科学専攻博士課程（後期）および薬学専攻博士課程（ 4 年制）では学位論文を主査と 2

名の副査により適切に評価し、大学院薬学研究科会議で投票により合否が判定される。  

大学院薬学研究科生命創薬科学専攻博士課程（前期）は、2011（平成 23）年度に初の修

了者を輩出後、その進路からアドミッション・ポリシーに示した人材の育成に十分に適合

していると判断できる。（資料 4-4-5 図 3）また、大学院薬学研究科生命創薬科学科博士課

程（後期）は、2015（平成 27）年 3 月に初の博士（薬科学）（1 名）を農薬系企業の研究所

に輩出し、社会的ニーズに応えることができた。なお、大学院薬学研究科薬学専攻（4 年

制）は 2016（平成 28）年 3 月に初の修了者が社会に巣立つ予定である。 

 

4−4−（2）学位授与（卒業・修了認定）は適切に行われているか。 

＜1＞大学全体 

 学位認定は、明治薬科大学学部学則、（資料4−4−8、4−4−9）明治薬科大学大学院学則（資

料4−4−10）および明治薬科大学学位規程（資料4−4−11、4−4−12）に定められており、当該

規則に則り学士（薬学又は薬科学）、修士（薬科学）および博士（薬学又は薬科学）が授

与される。 

＜2＞薬学部 

 薬学科では6年、生命創薬科学科では 4年の修業年限以上本学に在学し、所定の単位数 

（2015（平成27）年度入学の薬学科は186単位以上、生命創薬科学科は124単位以上）を修

得した者について、教授会の議を経て、学長が卒業を認定する。卒業の認定を受けた者に

対して、薬学科では学士（薬学）、生命創薬科学科では学士（薬科学）の学位がそれぞれ

授与される。（資料4−4−8、4−4−9、4−4−11、4−4−12）単位認定においては、試験結果が評

価の主体となる授業科目に加えて卒業研究、実務実習、コース特別実習・演習などがある。

これらは、出席、態度、報告会での内容と質疑応答、研究課題への取り組み方とその成果

を重視し厳正に評価している。審査基準等については、各学年での教務ガイダンスで概要

を説明するとともに「履修の手引き」（資料4−4−3）を事前に配付して学生に周知している。 

＜3＞薬学研究科 

 いずれの専攻も大学院薬学研究科会議において本学大学院学則第 3 章（資料 4−4−10）に

規定された単位認定、課程修了条件に基づき適切に判定し、修了が認定されたものに対し

てそれぞれの学位を授与している。 

 

【点検・評価】 

●基準 4-4 の充足状況 

薬学部および薬学研究科では、学生の学習成果を事前に明示した到達目標および成績評

価方法により適切に評価し、学則（明治薬科大学学部学則、明治薬科大学大学院学則）お

よび明治薬科大学学位規程で定めた学位授与基準、学位授与手続きに基づき学位を授与し
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ている。卒業後の進路決定率はほぼ 100％で病院薬剤師、薬局薬剤師、製薬企業、化粧品、

衛生行政など様々な分野で活躍していること、さらに薬学科では薬剤師国家試験新卒者合

格率は毎回全国平均を大きく上回っていることから、教育目標に沿った成果が十分に上が

っている。以上のことから、基準 4-4 をおおむね充足している。 

①効果が上がっている事項 

＜1＞薬学部 

薬学科では、4 年次の薬学共用試験は、ほぼ全員が合格している。また、本学の薬剤師

国家試験新卒者合格率は常時全国平均を大きく上回っており、十分な成果が上がっている

と判断できる。さらに、学生の研究に対する意識を高めるためコース制を見直し、薬学研

究コース A の充実を図り、学内公開で研究成果の発表会を実施した。その結果、2014（平

成 26）年度卒業生から初の他大学大学院薬学研究科（4 年制）進学者が誕生した。また、

進路決定率はほぼ 100％を維持している。病院薬剤師、薬局薬剤師はもとより製薬企業、

化粧品、衛生行政など様々な分野で活躍する人材を輩出している。 

＜2＞薬学研究科 

1.新規大学院カリキュラムの開始に伴い導入した「学術論文総説講演 I、II」や「学術論

文作成・発表演習」により、大学院在籍中に国際的に優れた学術雑誌に採択される論文

数の増加に伴い、日本学生支援機構「奨学金返還免除」受領者や 2014（平成 26）年度か

らスタートした日本薬学会「長井記念薬学研究奨励支援金」受領者の輩出、さらに様々

な学会における「優秀発表賞」受賞者の増加など、本学大学院生の力量が高く評価され

ている。 

2.2014（平成 26）年度秋に薬学専攻博士課程（4 年制）に新たに「分子製剤学」を新設、

また、2015（平成 27）年春から生命創薬科学専攻に所属していた「機能分子化学」研究

室を薬学専攻に移籍し、薬学専攻博士課程を構成する研究領域を拡充した。  

3.2006（平成 18）年、本学にアジア・アフリカ創薬研究センターが開設され、本学の海外

学術協定校から大学院生を「大学院受託研究生」として毎年若干名引き受けてきた。こ

の結果、大学院生の国際的素養や英語による討議能力などが劇的に向上してきている。  

②改善すべき事項 

＜1＞薬学部 

1.薬学科では、卒業研究、コース特別実習・演習、実務実習など同一科目で多くの教員が

成績評価に携わる科目に対する学習成果を公正・適切に判定する必要がある。 

2.薬学科卒業後に、大学院薬学専攻博士課程（4 年制）への進学を選択することができる。

しかし、進学者は毎年 1～2 名ときわめて少ない。この傾向は本学だけでなく、一部の国

立大学を除き、全国的に見られる傾向であるが、次世代を担う薬学研究者あるいは大学

における指導者等の養成にとって早急に改善すべき課題である。   

3.生命創薬科学科卒業生に対する薬剤師国家試験受験資格の移行措置が 2018（平成 30）年

度入学者から撤廃される。現行の生命創薬科学科のカリキュラムは薬剤師資格を目指す

学生にも十分に配慮したものになっているが、2018（平成 30）年度以降は、これらの薬

剤師教育用の教育科目を見直し、より創薬科学技術者・研究者養成という色合いを濃く

した新たな教育課程、特に大学院教育との連動をさらに強化した教育課程の構築が必要
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である。 

4.生命創薬科学科の卒業生の大学院生命創薬科学専攻博士課程（前期）の進学率はわずか

ながら低下傾向が認められる。これは、社会的経済情勢の不安定化に加え、学生に真理

を探究する魅力が十分に伝わっていないことも原因のひとつであると思われる。 

＜2＞薬学研究科 

1.薬学専攻博士課程（4 年制）は医療薬学分野と基礎薬学分野から成り立っているが、教

員の高齢化に伴い博士課程学生を引き受けられない医療薬学分野の研究室が増加してい

る。 

2.薬学専攻博士課程（4 年制）社会人コースの学生について、課題研究の実施に必要な時

間の確保と講義開催時期の拘束は、指導教員にとって多大な負荷を与えている。また、

一般学生と同じ基準で評価することの難しさが浮き彫りとなっており、社会人学生が修

業年限までに課程を修了することが非常に困難な状況である。  

 

【将来に向けた発展方策】 

①効果が上がっている事項 

＜1＞薬学部 

薬学科（6 年制）では、薬剤師国家試験の高い新卒合格率を維持するとともに、本学独

自の 7 コース特別実習（薬学研究コース A など）をさらに充実し、病院薬剤師、薬局薬剤

師だけでなく、様々な分野で活躍する人材を輩出していく。 

＜2＞薬学研究科 

1.各種奨学金を受ける学生、また、学会において優秀発表賞を受賞できる学生を増やすく

らいの研究の充実を図る。 

2.薬学専攻博士課程を構成する研究領域を拡充した。薬学科（6 年制）から同専攻への進

学者の増強をめざす。 

3.アジア・アフリカ創薬研究センターを拠点として、大学院生の国際的素養や英語による

討議能力などをさらに向上させていく。 

②改善すべき事項 

＜1＞薬学部 

1.同一科目で多くの教員が成績評価に携わる科目に対する学習成果を公正・適切に評価す

るための指標作成とその利用方法について、さらに検討する必要がある。  

2.次世代を担う薬学研究者あるいは大学における指導者等の養成のためにも、大学院薬学

専攻博士課程（4 年制）への進学をあげるための方策を検討する（たとえばポスドク制

の拡充や任期制助手や助教の制度化など）。 

3.生命創薬科学科においては、創薬科学技術者・研究者養成という色合いを濃くした新た

な教育課程、特に大学院教育との連動をさらに強化した教育課程を構築する。そのため

に、各教員が研究に携わる喜びや楽しさを積極的に伝え、生命創薬科学科の卒業生の大

学院生命創薬科学専攻博士課程（前期）の進学率を高め、次世代を担う人材の育成に努

めていく。 

4.各研究室の教員が、自分の研究を例に、研究のすばらしさを学生にアピールする時間を
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設ける。 

＜2＞薬学研究科 

1.薬学専攻博士課程（4 年制）の医療薬学分野で博士課程学生を引き受けられない研究室

が少なくない。公募による教員の適切な採用などを実施して、引き続き多様な人材の育

成に寄与していく。 

2.薬学専攻博士課程（4 年制）社会人コースの学生が修業年限までに課程を修了できるよ

うに、入学前書類審査の見直しやオリエンテーションなどを積極的に活用して、理科系

の「学位」取得のための心構えについてこれまで以上に十分に説明していく。 

 

【根拠資料】 

4−4−1  明治薬科大学自己点検・評価委員会規程（CD-R） 

4−4−2  明治薬科大学 FD 委員会規程（既出 資料 3-29） 

4−4−3  平成 27（2015）年度履修の手引き（既出 資料 1-6） 

4−4−4  薬剤師国家試験新卒合格率推移（本学）（CD-R） 

4-4-5  平成 26 年度学部卒業生・研究科修了者進路（CD-R） 

4-4-6  アクセスガイド 2015（既出 資料 1-4） 

4−4−7  平成 26 年度学部学生の学会出張（CD-R） 

4−4−8  明治薬科大学学部学則（平成 27 年度 1 年生用）（既出 資料 1-2） 

4−4−9  明治薬科大学学部学則（平成 27 年度 2～6 年生用）（既出 資料 4-1-2） 

4−4−10 明治薬科大学大学院学則（既出 資料 1-3） 

     ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/grad/images/mpu_g_r.pdf 

4−4−11 明治薬科大学学位規程（CD-R） 

4−4−12 明治薬科大学学位規程施行細則（CD-R） 



50 

 

第５章 学生の受け入れ 

 

【現状の説明】 

5-（1）学生の受け入れ方針を明示しているか。 

＜1＞大学全体 

 本学では、両学科と両専攻のアドミッション・ポリシーを、それぞれ教授会および大学

院薬学研究科会議で制定し、ホームページ、入学試験要項、およびアクセスガイド（大学

案内）において求める学生像を受験生のみならず社会一般に公開している。（資料 5-1、5-2、

5-3）出願資格に身体等の障がいに関する制限を特に設けていないが、薬学部における実習

教育や卒業研究の実施に大きな支障がなければ問題ないものと判断している。個別に相談

があった場合には、講義や実習内容について十分に説明した上で、受験生に判断材料を提

供している。また、入学試験の受験時には、申し出があれば、受験場や座席位置の変更な

ど、できる限り、特別の処置にも応じている。 

＜2＞薬学部 

 薬学部のアドミッション・ポリシーは、学科別に次のように定めている。薬学科では、

「医療技術の高度化、医薬分業の進展などに伴う医薬品の適正使用といった社会的要請に

応える医療の担い手として現場で活躍できる薬剤師・医療系研究者を目指す学生」を求め

ている。また、生命創薬科学科では、「生命科学と創薬化学の確かな基礎学力と研究能力を

身につけ、製薬企業、研究機関等で活躍できる研究者、技術者を目指す学生」を求めてい

る。これらの各学科のポリシーに加え、両学科共通のポリシーとして「目標に向かって強

い意志と意欲をもち、自ら考え、行動でき、医療人としての豊かな人間性（生命の尊重と

人への共感の心）をもつ学生」を求めることが示されている。さらに、入学までに身につ

けてほしいこととして、「薬学部における学修の基礎になるのが、高等学校の「化学」、「物

理」、「生物」であり、その学力を入学前に身につけておくことがきわめて重要」であるこ

とを明示すると共に、必要とされる知識等の内容や水準を定めている。これらのポリシー

は、いずれもホームページや「アクセスガイド」、「入学試験要項」等で発信している。ま

た、オープンキャンパス等の大学説明会や各高校等で開催される進学説明会（資料 5-4）

では、上述のアドミッション・ポリシーに加えて各学科の特色を具体的に説明し、受験生

の理解をできるだけ深めるように努力している。また、個別の相談にも入試課員および入

試委員を中心に積極的に応じるようにしている。 

＜3＞薬学研究科 

 ホームページの薬学研究科の概要（資料 5-5）に明示したとおり、薬学専攻では、「社会

において薬剤師が遭遇する広範な研究課題に卓越した探究心をもって意欲的に取り組み、

問題を実践的に解決して、その成果を社会に還元できる学生」を求めている。一方、生命

創薬科学専攻博士課程（前期）では、「グローバルな視野に立ち精深な学識を身につけ、優

れた研究能力と卓越した技能とその礎となる豊かな学識をもって科学技術社会を支える学

生」を、また、博士課程（後期）では、「卓越した学識と優れたリーダーシップと精巧な技

能を備えた力量ある専門研究者、または関連する様々な業務従事者として国際的に活躍で

きる学生」をそれぞれ求めている。 
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 以上の学生の受け入れ方針は、募集要項、大学院要覧、およびホームページを活用して、

学内外の入学希望者のみならず社会に対して広く発信している。（資料 5-6、5-7、5-8） 

 

5-（2）学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に学生募集を行っているか。 

＜1＞大学全体 

 学生募集と入学者選抜については、薬学部では、入試委員会が原案を作成し、大学運営

協議会および教授会で承認を得た上で実施している。また、薬学研究科では、大学院運営

委員会で原案を作成し、大学運営協議会および大学院薬学研究科会議で承認後、実施する

体制を整えている。 

 学生募集に関する広報活動は、薬学部では入試広報委員会、薬学研究科では大学院運営

委員会が計画し、委員会と入試課および教務課を中心にオープンキャンパスの実施などの

実務を行っている。また、入試の日程、選抜方法、募集定員等に関する情報は、ホームペ

ージに掲載すると共にアクセスガイドや募集要項等の配布により広く公開している。（資料

5-1、5-2、5-3、5-6、5-7、5-8） 

 入試の実施については、薬学部と薬学研究科とで詳細は異なるものの、教授会および大

学院薬学研究科会議の責任の下、入学者選抜の透明性と公正な措置を講じている。 

＜2＞薬学部 

 薬学部の入試は、両学科とも推薦入試（指定校、公募）、一般入試（A, B, C 各方式）、

および特別選抜（編入学、社会人、帰国子女）に区分して行われている。（資料 5-1、5-2、

5-3） 

 指定校推薦入試では、全国の高等学校の中から本学に対するこれまでの実績を考慮しつ

つ指定した学校に推薦を依頼し、評定平均 4.0 以上の高い学力を有する入学希望者の修学

意欲と人間性を重視した面接の実施により選抜している。公募制推薦入試では、高等学校

長からの推薦に加え、一定の学力を担保するための学力考査（英語、数学、化学）と面接

によって薬学を学ぶ意欲を確認しつつ選抜している。なお、公募制推薦にあっては、本学

のみを志願する専願制を活用することにより、本学を第一志望とし、意欲ある学生を積極

的に確保している。一般入試のうち、A 方式と C 方式では、センター試験を利用した選抜

を実施している。A 方式では、センター試験の英語、数学、化学を課している。一方、 C

方式では、センター試験から数学 I・A（必須）、英語と国語（現代文）のうち一科目、お

よび数学 II・B、生物、物理のうち一科目を課し、本学で別途作成した化学の試験結果と

併せて合否を判定している。また、B 方式では、前期と後期の二つの日程で行い、受験生

に課す試験は全て本学で作成した問題を使用している。 B 方式前期では、英語、数学、化

学を課し、いずれも 100 点満点で採点している。B 方式後期では、試験科目は B 方式前期

と同一であるが、化学の配点を 150 点に設定し、科学的素養を重視した試験を行っている。

なお、2016（平成 28）年度入学試験からは、受験生や入学者の多様性を考慮した一つの試

みとして B 方式後期の理科を化学と生物から選択できるようにした。特別選抜では、公募

制推薦入試と同様に、試験により一定の学力を担保した上で、面接や小論文によって薬学

を学ぶ意欲と人格を最大限考慮した選抜を実施している。  

＜3＞薬学研究科 

 生命創薬科学専攻博士課程（前期）、生命創薬科学専攻博士課程（後期）、および薬学専
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攻博士課程では、いずれも 2 つの入学試験制度（推薦、一般）による学生募集を行ってい

るほか、社会人や外国人に対しても門戸を開き、以下のような入学試験を実施している。

（資料 5-7、5-8） 

 生命創薬科学専攻博士課程（前期）の推薦入試は、例年 6 月中旬に実施され、薬学部生

命創薬科学科と大学院との柔軟かつ適切な連動性を基盤とし、学部成績と面接のみで合否

判定している。なお、推薦の要件は、大学院カリキュラムを適切に履修できる基礎学力、

および向上心、創造力、倫理性を備え、論理的思考力とリーダーシップをもち、かつ合格

した場合には必ず入学することである。なお、学部成績ポイント等の推薦基準は予め募集

要項に公開している。また、一般入試は、学内外の学生を対象とした一般選抜試験であり、

例年 8 月上旬に実施している。英語と専門科目（4 科目選択）による筆記試験に面接点を

加えた総得点を基準として合否を判定する。さらに生命創薬科学専攻博士課程（後期）で

は、同課程（前期）の成績と修士論文の要約説明を中心とした面接の結果を合わせて合否

を判定する。 

 薬学専攻博士課程の推薦入試は毎年 6 月中旬に実施され、推薦の要件は学部において一

定以上の成績（学部成績ポイントによる基準を定めている）を修め、かつ将来薬学の教育・

研究に貢献が期待できる人格的にも優れていることである。また、一般入試は、出願資格

（理科系大学を卒業した者または当該年度 3 月卒業見込みの者、あるいは相当以上の学力

が認められた者）を持つ学内外の受験生に対して毎年 8 月下旬に実施している。英語と専

門科目（2 問）、および面接試験結果から総合的に合否を判定する。 

 その他、両専攻とも医療機関・企業等在職者並びに外国人を対象とする学生募集を年間

2 回（春季・秋季）行い、社会の多様な要請に応えられるように準備している。  

 

5-（3）適切な定員を設定し、学生を受け入れるとともに、在籍学生数を収容定員に基づき

適正に管理しているか。 

＜1＞大学全体 

 本学では、収容定員の管理を薬学部および薬学研究科の責任において実施する体制をと

っている。2015（平成 27）年現在、学部、研究科共に、修学上支障を生じるほどの収容定

員の大幅な過剰や未充足は認められず、収容定員に対して適切な学生在籍比率を保ってい

る。（大学基礎データ 表 3、表 4） 

＜2＞薬学部 

 2015（平成 27）年 5 月 1 日現在、収容定員 2040 名に対して在籍者数 2237 名で、充足率

は 1.09 となっている。（大学基礎データ 表 3、表 4）学科別では、薬学科では、収容定員

1800 名に対して在籍者数 1952 名で、充足率は 1.08、生命創薬科学科では、収容定員 240

名に対して在籍者数 285 名で、充足率は 1.19 であり、いずれの学科とも適切な在籍学生比

率である。 

 一方、薬学部の過去 5 年間の入学定員に対する入学者数の比率の平均値は 1.1 である（大

学基礎データ 表 4）。また、学科別では、薬学科 1.1、生命創薬科学科 1.2 となっていて、

生命創薬科学科でやや高い比率であるが、おおむね許容範囲にあると考えている。入試方

式別に見ると、指定校推薦入試で入学する学生の比率が年を追うごとに増加傾向にあるが、

その反面、一般入試で入学する学生の比率が低下傾向にある。（大学基礎データ 表 3）こ
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れは、平成 2012（平成 24）年に指定校の大幅な見直しを行ったためであるが、今後もこの

傾向が続くようであれば、各入試方式の定員の再検討も必要である。ただし、2018（平成

30）年以降に予測されている 18 歳人口の大幅な減少や 2020（平成 32）年度に予定されて

いる「大学入学希望者学力評価テスト」などの動向を見極めた上で、慎重に対処したいと

考えている。 

＜3＞薬学研究科 

新しい薬学教育制度に対応すべく、2010（平成 22）年 4 月、薬学研究科に博士課程（前

期）生命創薬科学専攻（定員 20 名）を、続いて 2012（平成 24）年度から薬学研究科に薬

学専攻博士課程（4 年制：定員 5 名）と博士課程（後期）生命創薬科学専攻（定員 5 名）

をそれぞれ設置し、新たにスタートしたところである。2015（平成 27）年 3 月、生命創薬

専攻博士課程（後期）から初の修了者を「薬科学博士」として送り出したが、薬学専攻（ 4

年制）は完成年度に至っていない。（2015（平成 27）年度完成予定）2015（平成 27）年 5

月現在の在籍者数は薬学研究科全体で 88 名であり、薬学研究科の過去 5 年間入学者比率の

平均値は 1.36 倍である。（大学基礎データ 表 4）また、専攻別では、薬学専攻博士課程（4

年制）1.35 倍、生命創薬科学専攻博士課程（前期）1.54 倍、生命創薬科学専攻博士課程（後

期）0.50 倍となっている。 

 一方、薬学研究科の収容定員に対する在籍学生比率は 1.17 倍であり、専攻単位では、薬

学専攻博士課程（4 年制）1.20 倍、生命創薬科学専攻博士課程（前期）1.30 倍、生命創薬

科学専攻博士課程（後期）0.60 倍となっている。（大学基礎データ 表 4）これらの結果か

ら充足率はおおむね適切な範囲にあると判断できる。  

 

5-（4）学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施

されているか。 

＜1＞大学全体 

 学生募集および入学者選抜の適切性については、薬学部の入試委員会、および薬学研究

科の大学院運営委員会において定期的に検証されている。  

＜2＞薬学部 

 学生募集および入学者選抜については、入試委員会で審議・検証し、改訂が必要な場合

には、入試委員会の提案に基づき、大学運営協議会での審議を経て教授会に提案され、そ

の後承認するという手続きをとっている。 

 入学試験問題の出題・編集委員は、学長と入試委員長が協議の上、講師以上の教員から

学長が任命するが、入試の公正性を担保するために学内外には公表せず、任命された委員

もその秘匿を遵守することが求められている。試験結果に基づく合否の判定は、教授会の

責任において実施し、学長と大学運営協議会でその入試判定結果の適正性を検証している。

また、入試委員会は入学試験成績と入学後の成績の追跡調査を行い、入学試験の適切性を

検証している。 

＜3＞薬学研究科 

 学生募集および入学者選抜については、両専攻とも、大学院運営委員会で毎年、入学後、

学生の追跡調査などにより評価・検証し、大学院運営委員で問題を抽出、改善策を構築し、

大学院薬学研究科会議への提案・承認を得て、選抜が適正かつ効果的に実施できるように
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努めている。 

 

【点検・評価】 

●基準 5 の充足状況 

 大学院博士課程および大学院博士課程（後期）への進学に若干問題点はあるものの、学

部生募集方針、入学者選抜の実施方法、入学者数に関しては、同基準をおおむね充足して

いる。また障がいのある学生を過去に受け入れ、卒業、就職へと導いた経験もあるので、

この点に関しても充足している。 

①効果が上がっている事項 

＜1＞薬学部 

1. 2012（平成 24）年の指定校の見直しや 2010（平成 22）年より公募制推薦入試に専願制

を導入したことにより、本学を第一志望として、高い学修意欲をもつ優秀な学生が多く

なってきた。特に薬学科で顕著であるが、最近では生命創薬科学科でも同様の傾向が認

められる。（大学基礎データ 表 3） 

＜2＞薬学研究科 

1.推薦入試は、本学の薬学部生命創薬科学科を卒業した研究志向性が強い優れた学生を、

本学独自の一貫性のある教育制度に従って効果的に教育する面で有効に機能している。  

2.推薦入試は、入学定員の確保に貢献している。 

3.一般入試は、学部の後半においてようやく科学領域の研究に目覚めた伸び盛りの学生に

対して、進学の機会を効果的に提供している。 

4．合格が決定後、直ちに、大学院の研究課題に連動した学部・卒業研究を展開可能である。  

②改善すべき事項 

＜1＞薬学部 

1.指定校の見直しや公募制推薦への専願制の導入により、これらの選抜制度による入学者

数が増加傾向にある。その結果、一般入試で入学する学生数の入学者総数に対する割合

が減少し、入試各方式の募集人員と実際の入学者数との乖離が大きくなってきている。

（大学基礎データ 表 3） 

＜2＞薬学研究科 

1.推薦入学試験では、合格後、原則として入学を辞退できないので、外部大学院への進学

を希望する学生に対して、受験の機会を与えていない。  

2.昨今、就職試験が後ろ倒しとなったことに伴い、国公立大学の大学院入学試験実施時期

が変更されてきた。本学から外部の大学院へ進学を希望する学生に、できるだけ入試を

受験する機会を確保するための入学試験実施時期の検討が望まれる。（資料 5-7、5-8） 

3.薬学 6 年制教育制度が開始され、本学では 2012（平成 24）年 4 月から薬学専攻博士課程

をスタートさせた。薬学学部教育の年限延長の影響もあり、内部進学者の激減を招いて

いる。社会人博士課程の併設により、定員は維持されているものの、学内を含む医療系

6 年制学部出身者や他学部理科系博士課程（前期）修了者に対する新たな試験制度の構

築は急務である。 

4.本学大学院の魅力を、海外大学間協定校を経由してアジア圏の理系および医療系学部に

発信し、外国人大学院生の増員をはかる必要がある。  
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【将来に向けた発展方策】 

①効果が上がっている事項 

＜1＞薬学部 

1.公募制推薦入試への専願制導入結果をさらに数年間データを集め、専願制導入の良否を

検討する。 

＜2＞薬学研究科 

1.学部成績で推薦に該当しない学生に対しても、向上心の高い学生などは考慮することも

課題とする。 

2.入学定員の確保という面では 1.で述べたように、推薦枠の拡大もこれからの検討課題で

ある。 

3.学習に興味を持つのが遅い学生に対しても入学の機会を検討する。  

4.卒業研究と大学院研究課題の連動を維持する。 

②改善すべき事項 

＜1＞薬学部 

1.六年卒業時までの追跡調査を行い、適切な各方式の定員数の見直しを行う。  

＜2＞薬学研究科 

1.定員とのかね合いもあるが、推薦入学制度の見直しを行い、外部大学院への進学もかな

えられるような方策を検討しなければならない。 

2.国公立大学の大学院入学試験実施時期を早い時期から調査を行い、他大学院も受けられ

るような本学の大学院入学試験日を早い時期に決定し、学生に告知する。 

3.学習に興味を持つのが遅いが、研究意欲旺盛な大学院希望者も、チャレンジできる入試

制度の構築も検討課題である。 

4.大学院留学生も受け入れられるような、講義をはじめとする受け入れ側の諸問題を解決

する。 

 

【根拠資料】 

5-1 薬学部入試情報 

ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/shiken/index.html 

5-2 アクセスガイド 2015（既出 資料 1-4） 

5-3 薬学部入試要項 

（1）平成 27 年度入学試験要項［一般入試（B 方式前期・後期）、センター試験・ 

個別試験併用入試（C 方式）、センター試験利用入試（A 方式）］ 

   （2）平成 27 年度入学試験要項［公募制推薦入試］ 

   （3）平成 27 年度入学試験要項［薬学科指定校制推薦入試］ 

   （4）平成 27 年度入学試験要項［生命創薬科学科指定校制推薦入試］  

   （5）平成 27 年度入学試験要項［社会人特別選抜］ 

   （6）平成 27 年度入学試験要項［帰国子女特別選抜］ 

   （7）平成 27 年度入学試験要項［編入学特別選抜］ 

5-4 2014 年進学説明会等実施状況（CD-R） 

5-5 薬学研究科概要（既出 資料 2-5） 
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ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/grad/pharmacy/index.html 

5-6 2015-2016 年大学院要覧（既出 資料 1-8） 

5-7 大学院入試情報 

ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/grad/examination/index.html   

5-8 大学院入学試験要項（CD-R） 

  （1）2015 年度明治薬科大学大学院薬学研究科生命創薬科学専攻博士課程（前期）  

推薦入学試験（学生募集要項） 

  （2）2015 年度明治薬科大学大学院薬学研究科生命創薬科学専攻博士課程（前期）  

（学生募集要項） 

  （3）2015 年度明治薬科大学大学院薬学研究科生命創薬科学専攻博士課程（後期）  

（学生募集要項） 

  （4）2015 年度明治薬科大学大学院薬学研究科薬学専攻博士課程〔4 年制課程〕 

推薦入学試験（学生募集要項） 

  （5）2015 年度明治薬科大学大学院薬学研究科薬学専攻博士課程〔4 年制課程〕 

（学生募集要項） 

  （6）2015 年度明治薬科大学大学院薬学研究科生命創薬科学専攻博士課程（前期）  

春季外国人学生（募集要項） 

  （7）2015 年度明治薬科大学大学院薬学研究科生命創薬科学専攻博士課程（後期）  

春季社会人学生（募集要項） 

  （8）2015 年度明治薬科大学大学院薬学研究科生命創薬科学専攻博士課程（後期）  

春季外国人学生（募集要項） 

  （9）2015 年度明治薬科大学大学院薬学研究科生命創薬科学専攻博士課程（後期）  

秋季社会人学生（募集要項） 

  （10）2015 年度明治薬科大学大学院薬学研究科生命創薬科学専攻博士課程（後期）  

秋季外国人学生（募集要項） 

  （11）2015 年度明治薬科大学大学院薬学研究科薬学専攻博士課程〔4 年制課程〕 

春季社会人学生（募集要項） 

  （12）2015 年度明治薬科大学大学院薬学研究科薬学専攻博士課程〔4 年制課程〕 

春季外国人学生（募集要項） 

  （13）2015 年度明治薬科大学大学院薬学研究科薬学専攻博士課程〔4 年制課程〕 

秋季社会人学生（募集要項） 

  （14）2015 年度明治薬科大学大学院薬学研究科薬学専攻博士課程〔4 年制課程〕 

秋季外国人学生（募集要項） 
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第６章 学生支援 
 

【現状の説明】 

6-（1）学生が学修に専念し、安定した学生生活を送ることができるよう学生支援に関する

方針を明確に定めているか。 

本学では、学生の人権、個性、自律心を尊重しつつ、学生が学修に専念し、学生生活を

快適に送り、ミスマッチのない進路選択ができるよう全学的な支援体制としての委員会を

整え、それらの組織を核に修学・生活支援および進路就職支援を行っている。  

修学支援については、教務委員会、教務課が中心となり基礎教育支援（資料 6-8）、学習

質問相談コーナー・ピアサポート（資料 6-1 p.12）等学生が必要とする修学支援を実施し

ている。  

生活支援については、学生厚生委員会、健康相談室、学生支援課が連携を取りながら学

生生活全般を支援している。学生が学修に専念し、学生生活を快適に送ることができるよ

う、学生生活を送る上での連絡事項・情報提供、学生の心身の健康保持・増進、ハラスメ

ントの防止、奨学金制度などの学生生活に関する事項について、冊子「キャンパスライフ」

（資料 6-2）等に明記し、学生生活に必要な規程を冊子諸規程集（資料 6-3）にまとめて提

示している。 

進路就職支援については、進路就職支援委員会の企画・立案のもと、キャリア支援課・

大学院担当教員・卒業研究担当教員と連携を強化し、就職活動全般について「明治薬科大

学 就活事典」（資料 6-4）に支援内容、就職活動スケジュールを記載して学生の進路就職

活動をサポートしている。また、明治薬科大学同窓会（明薬会）も在校生の就職を支援し

ており、全学的な学生支援体制を構築している。 

学生の学修支援、生活支援、進路支援とも各委員会が責任主体となり、担当各課とと

もに年間計画を立て実施し、検証を行って次年度に活かしていく体制を整えている。  

 

6-（2）学生への修学支援は適切に行われているか。 

学生の修学支援については、教務委員会（教授 14 名、准教授 2 名、事務系 4 名）、教務

課（事務系 8 名）が中心となり、学生厚生委員会（教授 6 名、准教授 3 名、講師 1 名、事

務系 3 名）、学生支援課（事務系 3 名）と連携を取りながら行っている。 

①留年者および休・退学者の状況把握と対処 

留年した学生には、各学生に 1 名の教員（助手は除く）が留年生アドバイザーとなり、

学生の生活指導や修学に関するアドバイス等を実施している。年間に少なくとも 3 回の面

談を実施し、学生の修学状況や生活習慣の確認をしている。（資料 6-5） 

休・退学を希望する学生には、学生厚生委員会・教務委員会教員と学生支援課・教務課

職員が窓口となって面談を行い、必要に応じて健康相談室カウンセラーと協力して対応し

ている。 

②アドバイザー制度（資料 6-6） 

新入生 5 名に対して 1 名の教員（助手は除く）がアドバイザーとなって学生からの質問

や相談に応じている。また、アドバイザーは前期と後期に面談を各 1 回ずつ行い、学生が

大学生活にうまく適応できているかを確認している。なお、アドバイザーは担当学生が 2
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年生になった後も継続担当することになっている。 

③オフィスアワー（資料 6-7） 

すべての教員がオフィスアワーを設け、公開している。そして、予約なしでも講義に関

する学生からの質問や相談等に応じられるようにしている。  

④基礎教育支援制度（資料 6-8） 

1～2 年次の基礎教育科目（物理、数学、生物、化学系科目）の学力を確かなものとする

ように、教育歴が豊富な特任教授による個別指導等が受けられる制度を 2015（平成 27）年

より開始した。開講時間は月曜日～木曜日の 13：00～17：00、質問のある学生は予約不要

にて個別指導を受けることができる。従来より本学で実施している学修支援制度（入学前

教育、リメディアル教育、アドバイザー制度、オフィスアワー、学習相談・質問コーナー、

ピア・サポート）と並行して、個々の学生に適したきめ細やかで多面的な学修支援環境を

整備している。 

⑤成績優秀者に対する奨学金制度 

学業奨励目的の奨学金として、本学では 2 つの制度を設けている。 

1 つは、「明治薬科大学奨学金」（資料 6-3 p.22）であり、成績優秀者に授与される。

選考基準は、2 年生以上については前年度における必修科目の総合成績、1 年生については

前期の必修科目の総合成績に基づいて選考される。2014（平成 26）年度における本奨学金

の給付人数は、学部学生が各学年 18 名以内の計 103 名、大学院生が計 10 名であった。な

お、学部の奨学金は 1 名あたり 20 万円、大学院は 25 万円と 15 万円の 2 種類である。（資

料 6-9 p.14、20） 

2 つ目は、入学試験の成績上位者に対して 1 年次の授業料を免除する「特待生制度」（資

料 6-10）である。B 方式前期、編入学・推薦入学者特待生選抜試験合格者のうち成績上位

者について、薬学科 10 名、生命創薬科学科 3 名を入学特待生 A として初年度授業料全額を

免除する。また、入学特待生 A に次ぐ成績上位者について、薬学科 10 名、生命創薬科学科

2 名を入学特待生 B として初年度前期分授業料を免除している。 

⑥障がいのある学生に対する就学支援 

障がいのある学生が入学してきた場合に備えて、本学の校舎は障がいのある者に配慮し

た構造になっている。車椅子であっても講義棟、実習棟、研究棟、フロネシス棟、研究・

図書・厚生棟、そして本部棟への移動はエレベーターとスロープを利用した出入りと移動

が可能な構造となっている。ただし、体育館と学生自治活動のためのサークル棟は例外で、

ここでは階の移動に階段を使用しなければならない。  

⑦学会発表支援 

卒業研究およびコース特別実習・演習等の学習成果として、学会発表を演者として行う

場合、年 1 回、交通費（実費）と参加費+宿泊費（1 万円までの実費）を補助している。 

 

6-（3）学生への生活支援は適切に行われているか。 

学生の生活支援については、学生厚生委員会が中心となり、学生支援課および健康相談

室（看護師 2 名、校医 1 名、精神科医 1 名、カウンセラー2 名）と連携を取りながら行っ

ている。 
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①健康診断・健康相談（資料 6-2 p.36、37） 

身体的な健康管理・健康相談としては、毎年度の 4 月早々に定期健康診断を実施してい

る。健康相談室には看護師が 2 名、午前 9 時から午後 6 時までの時間帯に在室しており、

学生の健康相談やケガ等の応急処置などに従事している。また、内科を専門分野とする校

医が月に 1 日在室し、学生の健康相談等に応じる体制をとっている。  

②こころの健康相談（資料 6-2 p.36、37） 

精神的（メンタル）な健康管理・サポート体制としては、健康相談室内に「相談室」を

設け、男女 1 名ずつ、計 2 名の臨床心理士が週に各 1 日ずつ、火曜日と金曜日の午前 11

時から午後 5 時の時間帯に面談に応じている。また、心療内科を専門分野とする校医が月

に 1 日在室し、面談に応じている。 

③不登校学生の早期発見対策（資料 6-11） 

年に 2 回、前期と後期の授業開始から 5 週間が経過した時期に必修科目の科目責任者に

協力を求め、欠席回数が 3 回以上となっている学生の情報を収集し、不登校学生の早期発

見に努めている。不登校の疑いがある学生については、学生支援課の職員から本人もしく

は保護者に連絡を入れ、欠席理由等の聴取および教育的な指導等を行っている。  

④経済的支援のための奨学金制度 

経済的支援目的の奨学金としては、「日本学生支援機構奨学金」がある。この奨学金に

は、1 種（無利子）と 2 種（有利子）の 2 種類がある。2014（平成 26）年度における学部

の奨学生数と在籍学生数に対する比率は、奨学金（学部）1 種が 270 名（12%）、奨学金（学

部）2 種が 561 名（25%）、奨学金（大学院）1 種が 21 名（12%）、奨学金（大学院）2 種

が 12 名（14%）であった。（資料 6-9 p.14、20） 

その他、民間の財団等が募集している各種奨学金制度について応募したい学生がいれば

教員が推薦書を書くなど支援している。（資料 6-12）また、大正製薬株式会社からの寄付

金によって本学独自の経済支援である「大正製薬特別奨学金」も制度化している。（資料

6-3 p.23） 

④ハラスメント防止対策（資料 6-3 p.31） 

ハラスメント防止委員会を 2000（平成 12）年に発足させ、以来、この委員会が中心とな

って防止のための啓蒙活動に取り組むと同時に、相談窓口としての機能を果たしている。  

本委員会は、教員と事務職員の男女 10 名によって構成されている。 

防止のための啓蒙活動としては、大学のホームページ、全学生に毎年配布される「キャ

ンパスライフ」誌にハラスメント防止の呼びかけと相談窓口の紹介を行っている。（資料

6-2 p.51-55）他に、学内 LAN を通じての広報活動を年間に 2 回以上の頻度で、学生ならび

に教職員全員にセクハラ防止のためのキャンペーンが展開されている。また、新入生に対

しては 4 月のオリエンテーションの中でセクハラの防止を呼び掛けるとともに相談窓口の

周知を図っている。さらに教職員を対象にして、学外から専門家を招き、ハラスメント防

止講演会を毎年 3 月に開催し、啓発活動を行っている。（資料 6-13） 

⑤課外活動の支援 

学生のサークル活動組織としては、現在 5 つの委員会、44 の部、4 つの同好会がある。 （資

料 6-14）同好会を除き、委員会と部には大学から部室が貸与されている。 

大学としては、年に一度、優秀活動クラブの表彰を実施しており、2014（平成 26）年度
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は 5 つのサークルおよび個人 1 名（マナーアップ委員会、DRUG5（薬物乱用防止キャンペー

ン活動、研究室有志団体）、水泳部、陸上競技部、μstream（国際交流委員会）、IOC 主催

第 4 回アジアビーチゲームにフラッグフットボールの日本代表として出場し、銅メダルを

受賞した男子学生）が表彰された。（資料 6-3 p.37） 

サークル活動は学生の自治活動であり、自治委員会がその統括団体としての役割を担っ

ている。自治会費の配分については、前年度における各サークルから提出され活動報告書

と予算請求書を精査し、学生自治会総会での承認を経て各サークルへ支給されている。な

お、自治会費の徴収は大学が学生自治会からの委託を受けて徴収を代行している。  

各サークルには、原則として、専任教員が顧問となりサークル活動の指導・監督に当た

っている。顧問教員が学生のサークル活動そのものを指導することは少ない。ただし、学

生が合宿や対外試合に出かけたり、学内でコンパを開催する際などに提出することを義務

づけている行事許可申請書は顧問教員の承認を得なければ申請できないことになってい

て、サークル活動の活動状況が顧問教員に伝わるような制度が取り入れられている。  

 

6-（4）学生の進路支援は適切に行われているか。 

進路就職支援委員会（教授 5 名、准教授 2 名、講師 2 名、事務 4 名）、大学院就職支援

検討委員会（大学院教授 4 名、事務系 3 名）の企画・立案のもと、キャリア支援課（事務

4 名、うちキャリアカウンセラー1 名）が中心となり、大学院担当教員・卒業研究担当教員

と連携を強化し、就職活動該当学年を中心に、各学年に対応した内容の取り組みを実施し

ている。以下に主な取り組みを示す。なお、進路・就職に関する情報（就職支援体制・就

職年間行事・就職状況データ・インターンシップの取り組み等）をホームページで公開し

ている。 

①進路就職ガイダンス（資料 6-15） 

対象学年を考慮して、低学年は年 1～2 回程度、就職活動該当学年は年 5～6 回程度開催

している。内容としては、各学年への定期的な進路就職関係のガイダンスの他、就職活動

該当学年については、業界や職種についての理解を深めてもらうために関連業界から講師

を招いて開催しているキャリアガイダンス、ビジネスマナーを中心として就職活動および

インターンシップ準備として開催しているマナー講座、エントリーシートおよび履歴書の

書き方対策、SPI（適性試験）対策および模擬試験、選考の面接試験対策として模擬面接（個

人面接・グループ面接）などを実施している。 

②就職活動体験発表会（資料 6-15） 

就職内定者・公務員試験合格者に、各々の体験について発表してもらう。対象は発表者

の次学年で、就職活動を控えている学生である。 

③企業合同セミナー、薬局合同セミナー、病院合同セミナー（資料 6-15） 

合同説明会方式で、企業・薬局・病院と学生との情報交換の場を提供している。例年、

企業・薬局合同セミナーは 50 社前後、病院合同セミナーは 40 機関前後の参加となってい

る。 

④インターンシップおよび報告会（資料 6-16） 

本学ではインターンシップを 2001（平成 13）年度から実施しており、企業の大学推薦枠

への参加について単位化している。履修者は主に夏期休業期間中にインターンシップに参
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加し、11 月下旬にインターンシップ報告会を行う。報告は参加学生全員に義務づけている。 

⑤公務員ガイダンス・公務員セミナー（資料 6-15、6-17） 

ガイダンスでは、公務員試験制度・公務員の種類等について解説する。セミナーは、夏

期休業期間中に基礎講座（8 日間）、春期休業期間中に応用講座（3 日間）を開催している。 

⑥カレッジ TOEIC 特別試験（資料 6-15、6-18） 

新入生全員を対象に、早期からの英語力強化の必要性の意識づけを促す目的で実施して

いる。 

⑦国家公務員総合職試験合格奨励金（資料 6-3 p.27） 

平成 26 年度に国家公務員総合職を目指す学生の支援を目的として奨励金制度を設けた。

国家公務員総合職試験に合格し就職を決めた者に対し、奨励金を給付する。  

⑧明薬会進路選択支援フォーラム（資料 6-19） 

本学同窓会が中心となり、現在各方面で活躍している OB・OG を招き、実務体験を講演の

後に在学生と懇談するプログラムを提供している。  

⑨卒業後のサポート（資料 6-20） 

ホームページ上で、キャリア支援課で受け付けた既卒者対象の求人情報リストを公開し

ており、希望者には ID を交付して利用に供している。また、来校相談があれば随時対応し

ている。 

⑩就職支援ツール「就職支援サービス」の提供（資料 6-21） 

明薬ポータルサイト「マイポート」に「就職支援サービス」を掲載して、随時学生が利

用できる環境を整えている。求人票検索や、就職関連イベント情報検索などができる。  

⑪キャリア形成支援教育 

1～3 年次の早期体験学習（資料 6-22 p.44）・体験学習（資料 6-22 p.91）では、医療

系をはじめとする関連分野への見学や奉仕活動、ボランティア活動に参加する体験を通し

て薬学へのモチベーションを高めるとともに、医療人に求められている人格形成を図って

おり、低学年からのキャリア形成支援を行っている。 

   

【点検・評価】 

●基準 6 の充足状況 

学生が学習に専念するための、修学支援並びに生活支援は整備されている。学生の進

路支援に関しても、進路決定率の高さからもわかるように、十分に行われている。障が

いのある学生の就職に関しても過去に実績がある。従って同基準をおおむね充足してい

る。 

①効果が上がっている事項 

6-（2）修学支援 

1.2015（平成 27）年度より基礎教育支援制度を設け、特任教授による個別指導を始めた。

学生の苦手科目の解消等を目的に開設されたものであり、この制度を利用する学生数は

増えつつある。講義内容に関してよく理解できなかった点は講義担当教員に直接質問す

るのが本来のあるべき姿であるが、この制度を利用すれば 1 人あたり 30 分以上の時間

をかけて個々の学生の理解度に応じて、学生の質問にわかりやすく解説がしてもらえ

る。講義担当教員にとって授業外に時間をかけて学生の個別指導をする余裕はあまりな
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いので、この制度は教員の負担軽減にも役立っている。  

2.成績優秀者に対する「明治薬科大学奨学金」は、学生の勉学意欲を高めるために一定の

役割を果たしている。選考された学生からは自分の勉強方法についての所感を提出して

もらい、勉強方法のコツなどを匿名にて学内で公開して、他の学生への啓発資料として

いる。 

6-（3）生活支援 

1.前期および後期の授業開始から約 1 ヶ月経過した時点で、必修科目の授業を 3 回以上欠

席している学生の情報を収集することにより、不登校学生の早期発見に努めている。こ

の情報に基づき、定期試験の受験資格を失う前に該当学生もしくはその保護者に連絡を

取って理由を尋ねるとともに、必要な指導等を行っている。長期欠席学生を早期に発見

し、注意を喚起することにより、出席回数不足のために定期試験の履修資格を喪失する

学生はほぼゼロにすることができている。 

2.こころの健康管理に関して、臨床心理士 2 名により健康管理室内にてカウンセリングを

行っている。カウンセリングの件数は、年々増えているということはないものの、守秘

義務のあるカウンセラーとの面談により心の安定を維持・回復できている学生も少なく

ない。 

6-（4）進路支援 

1.2011（平成 23）年に事務組織の改編を行い、新たな課として「キャリア支援課」を立ち

上げ、課員を 3 名から 4 名（課長 1 名、課長補佐 1 名、課員 2 名）へ増員し、学生のキ

ャリア支援体制を強化したことにより進路相談が充実できていることである。2 階事務

室ワンフロアを拡大して、「就職関連資料コーナー」（資料 6-2 p.8）として最新の就

職資料を設置するとともに、学生面談カウンターを新たに 2 か所設け、予約なしの個別

相談を実現しており、学生の進路相談が集中する上期の相談数は格段に増えた（4 月～

10 月 724 人、同時期 2014 年は 460 人、2013 年は 530 人）。 

2.低学年から高学年まで、各学年に適った就職関連行事を多数企画しているが、進路就職

ガイダンス等の各種プログラムを通じ、早い段階から学生の進路の方向付けを行うこと

によって、学生の意識が高まり、高い進路決定率の継続を実現している。 

 

②改善すべき事項 

6-（2）修学支援 

1.新入生に対するアドバイザー制度は、学生 5 名ごとに 1 名の教員がアドバイザーとなり、

学生指導や相談窓口としての機能を果たしている。ただし、 1 年生も後期になると、大

学生活に慣れて、とくに質問したい内容もあまりないためか、アドバイザーが面談の呼

出をしても呼び出しに応じない学生が 10％程度発生している。2015（平成 27）年度か

らは、担当学生の前期成績データをアドバイザー教員に提供して面談をしてもらうこと

にした。 

2.予約なしでも講義に関する学生からの質問や相談等に応じられるように、すべての教員

がオフィスアワーを設け、公開しているが、この仕組みは十分に活用されているとは言

い難い。研究室まで足を運んで質問に来る学生は滅多にいないのが現状である。また、

試験前の時期になると、オフィスアワーとは関係なしに研究室まで質問に来る学生が増
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える。 

6-（3）生活支援 

1.こころの健康相談に関して臨床心理士 2 名によって週に火曜日と金曜日の 2 日間、カウ

ンセリングを行っているが、面談学生数が金曜日の方に偏る傾向がある。火曜日の担当

者が男性で、金曜日は女性であることが一因であるのかも知れないが、火曜日の午後は

時間割に実習が入っている日が多いためかも知れない。  

6-（4）進路支援 

1.ガイダンスの日程について、カリキュラムが過密であり、正課外の進路支援ガイダンス

の日程選定が難しい。 

2.進路決定にまだ間がある低学年のガイダンス参加人数が減少している。 

 

【将来に向けた発展方策】 

① 効果が上がっている事項 

6-（2）修学支援  

1.学生支援では、1 年生と 2 年生の基礎教育科目について苦手科目をもたせないように指

導することが 3 年生や 4 年生の上級学年での留年生を減らすために有効な基本的方策で

あると考え、2015（平成 27）年 5 月より、基礎教育学修支援制度をスタートさせた。5

月の利用学生数は 45 名（12 日間）、6 月は 84 名（19 日間）であった。（資料 6-8）こ

の制度をスタートさせたことの効果を短期的に測定することは困難であるが、学生から

の需要があることは間違いなく、今後、上級学年での留年生発生率がどのように推移す

るか、注目していく。 

2.「明治薬科大学奨学金」の財源の維持を行なう。 

6-（3）生活支援 

1.不登校学生を早期に発見し、定期試験の受験資格を喪失する前に連絡を取り、必要に応

じてカウンセリングを受けさせたり基礎教育支援制度を利用するように助言するなどの

生活支援活動が円滑に行われている。具体的には、前期と後期の授業開始から 5 週間が

経過した時期に必修科目の科目責任者に協力を求め、欠席回数が 3 回以上となっている

学生の情報を収集し、不登校学生の早期発見に努めている。欠席理由を聴取し、その理

由を長期欠席届によって担当科目の教員に伝えるとともに、欠席した講義や実習につい

てどのように補えばよいかについて学生支援課長が教員からのアドバイスを求め、その

内容を学生に伝えるというような支援活動も行っている。このような仕組みができあが

る前は、定期試験の開始直前になってから長期欠席学生の存在が浮かび上がることが多

く、効果的な生活支援活動が出来なかった。今後は、アドバイザーにも長期欠席学生の

情報を速やかに伝え、アドバイザー教員からも何らかのアドバイスをしてもらえるよう

に体制を強化していく。 

2.これからもカウンセリングの件数や内容を精査し、より一層の充実を図る。 

6-（4）進路支援 

1.キャリア支援課のみならず、卒業研究（資料 6-22 p.226-228、269）指導教員、また薬

学科ではそれに加えて 5 年次の本学独自カリキュラムである 7 つのコース特別実習・演

習（資料 6-22 p.230）担当指導教員等から、ゼミ等を通じて実践的なキャリアサポート
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を受けることもできる。この全学的就職支援体制の構築を維持して行く。 

2.ガイダンスの各種プログラムについて、定期的に学生の要求にあったものに変えていく

ことを検討する。 

 

②改善すべき事項 

6-（2）修学支援 

1.今年度から、アドバイザー教員に前期成績データを提供して面談をしてもらうことに

したが、この方策が教員と学生の接触回数増加につながるか、数年のデータをとって

検討する。 

2.形骸化したオフィスアワーに変わる手段を早急に検討する必要がある。  

6-（3）生活支援  

1.来年度からは試みとして週 2 日のカウンセリングを 2 日とも実習のない月・金曜日に変

更した上で、面談学生数の動向を見て検討する。 

6-（4）進路支援  

1.適切な開催時期やガイダンス内容を検討した上で、できるだけ早く、学事スケジュール

との調整を行ない、変更する場合も早急に行ない、ガイダンス開催を維持する。  

2.広報手段やプログラム内容、開催時期などを見直し、参加者の増加につなげ、低学年で

のガイダンス参加が、高学年での就職活動に活きるような仕組みを構築していく。 

 

【根拠資料】 

6-1  アクセスガイド 2016（既出 資料 2-1）  

6-2  キャンパスライフ 2015 

6-3   諸規程集 2015 年度 

6-4   明治薬科大学 就活事典 2015 

6-5  平成 27 年度 1～6 年留年生（再入学者含む）アドバイザーについて（CD-R） 

6-6  アドバイザー面談の実施要領・アドバイザー教員一覧（CD-R） 

6-7  オフィスアワー一覧【平成 27 年度】（CD-R） 

6-8   平成 27 年度基礎教育支援（前期・人数、後期予定）（CD-R） 

6-9  事業報告書 平成 26 年度（抜粋）（CD-R） 

6-10  明治薬科大学入学特待生規程（CD-R） 

6-11 平成 27 年度前期欠席調査依頼メール（CD-R） 

6-12 平成 26 年度、27 年度 学外奨学金採用実績（CD-R） 

6-13 明治薬科大学ハラスメント防止講演会 開催記録（CD-R） 

6-14 サークル活動 

    ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/gakusei/circle.html 

6-15 平成 27 年度 進路就職行事一覧表（CD-R） 

6-16 平成 27 年度 インターンシップ実施企業・団体一覧（CD-R） 

6-17 2015 年度 明治薬科大学 公務員セミナー講座日程（CD-R） 

6-18 平成 27 年度 カレッジ TOEIC 特別試験（CD-R） 

6-19 明薬会進路選択支援フォーラムのお知らせ（CD-R） 
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6-20 卒業生の方の就職について 

ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/shushoku/graduate/index.html 

6-21 進路・就職システム Web サイト（CD-R） 

ホームページ（学内専用） 

https://my-port.my-pharm.ac.jp/ActiveCampus/index_after.html 

6-22 平成 27（2015）年度履修の手引き（既出 資料 1-6） 
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第７章 教育研究等環境 

 

【現状の説明】  

7-（ 1）教育研究等環境の整備に関する方針を明確に定めているか。  

本学は、薬学の普及と社会に有用な薬剤師を養成し、医薬分業を実施し、もって国

民の保健衛生へ貢献することを『建学の精神』とし、これまでの 113 年を超える歴史

の中で、堅実且つ着実に歩んできている。  

新たな 100 年を刻むための指針として、2012（平成 24）年 5 月 16 日に『学校法人明

治薬科大学運営の大綱』を制定し、常に薬剤師養成教育に於ける flagship university

（旗艦大学）としての確固たる地位を堅持しつつ、薬科学研究者等の養成教育の充実

を図り、さらなる発展を目指している。  

教育研究面において、学部では 2014（平成 26）年 3 月に卒業の薬学科第 3 期生の薬

剤師国家試験の合格率と就職動向を検証しつつ、 2015（平成 27）年 4 月から導入した

新薬学教育モデル・コアカリキュラムに基づいた薬学科と生命創薬科学科のカリキュ

ラム等の円滑な実施を図っている。また、大学院においても、生命創薬科学専攻博士

課程（前期）修了者の就職動向を踏まえ、 2012（平成 24）年度に新設された大学院生

命創薬科学専攻博士課程（後期）、薬学専攻博士課程〔 4 年制課程〕と併せて、高い教

育研究水準を維持していくための教育研究体制のさらなる整備充実および生命創薬科

学専攻博士課程（後期）修了者の就職等が、学部と同様に最重要課題であるといえる。  

以上のことから、「建学の精神」（資料 7-1）「学校法人明治薬科大学運営の大綱」

（資料 7-2）｢学校法人明治薬科大学行動規範｣（資料 7-3）の理念や目標を踏まえて、

上記の学内外の環境を十分認識するとともに、 15 項目の予算編成基本方針を定めてい

る。その項目の第一番目に「 1．薬学教育・研究環境の整備充実」を明確に掲げている。

（資料 7-4）  

教育研究等環境に関する検証体制に関しては、予算・施設委員会が責任主体となり、

実行されている。  

薬学教育・研究環境の整備充実  

（ 1）教員組織の整備および研究体制の充実  

（ 2）薬剤師国家試験対策の充実  

（ 3）薬学実務実習およびコース特別実習・演習受入施設との連携による実務実習の実   

施  

（ 4）総合教育研究棟フロネシスを活用した実践的教育の推進  

高い臨床能力を持つ薬剤師養成教育に必要な事前実務実習、 CBT、 OSCE 等を効率

的に実施し、実践的な教育のさらなる推進を図る。  

（ 5）附属薬局を活用した実践的教育の推進  

（ 6）学部（薬学科・生命創薬科学科）の整備充実  

（ 7）進路・就職支援体制の充実  
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（ 8）情報インフラの安定運用  

（ 9）がんプロフェッショナル養成基盤推進プランの推進  

（ 10）私立大学戦略的研究基盤形成支援事業への応募  

（ 11）寄付講座の充実  

（ 12）薬学教育研究の機動的、柔軟な運営経費  

（ 13）東久留米市地域三師会等との医療連携の推進  

（ 14）清瀬市内 3 大学等と専門職連携教育（インタ－プロフェッショナル教育）の推  

   進  

（ 15）国際学術交流の充実  

 また、大学の施設・設備全体としては、「中長期建物維持保全計画」に基づいて、

毎年見直しを掛けながら、計画的に施設の改修を進めている。（資料 7-5）  

 

7-（ 2）十分な校地・校舎および施設・設備を整備しているか。  

（校地・校舎等）  

校地面積については、大学設置基準に定められた 21,150 ㎡に比較し、79,905 ㎡であ

り（大学基礎データ  表 5）（収容定員 2,115 名： 37.8 ㎡／人）、そのうち屋外運動場

敷地としての面積は、グラウンドとテニスコートを合わせて 13,248 ㎡を有しており、

（資料 7-6）十分な広さに加え、自然豊かな清瀬に立地しており、本学環境方針の基本

理念である「自然環境を常に意識し、自然と共生した、自然にやさしい大学になる」

ことにも繋がっている。  

校舎面積については、大学設置基準に定められた 14,287 ㎡に比較し、49,620 ㎡であ

り、（収容定員 2,115 名： 23.5 ㎡／人）十分な広さを確保している。  

（薬学教育 6 年制）  

薬学教育 6 年制に対応するべく、 2009（平成 21）年 2 月には、総合教育研究棟フロ

ネシス（地上 3 階建て）が完成し、3 階は事前実務実習を行うための施設を中心に構成

されている。  

また、実習施設以外においても教育やアメニティーの充実を図り、400 人収容可能な

大講義室では、2 学科合同の講義に使用されると共に、公開講座・セミナー等の多数の

聴講者への対応、地域社会への貢献が可能となるよう設置された。他に講義室（ 200 人

収容）が 2 室、ゼミ室（ 30 人収容×8 室）等が設置されている。  

学生に新しいアメニティスペースを提供しより多くのコミュニケーションが図れる

よう配慮された軽食ラウンジ（ 180 人収容）や自習室（ 80 人収容）も配置し、学生同

士の交流や学習意欲の向上に寄与している。  

（安全・健康）  

清瀬キャンパスは 1998（平成 10）年に竣工しており、新耐震基準は満たしているが、

国の推進する非構造部材の耐震対策については、2015（平成 27）年 8～ 9 月に、研修・

図書・厚生棟の学生ロビーおよび多目的大講義室において耐震対策工事（天井・照明

器具等の落下防止）の実施を予定している。  

研究棟の実験室においては、学生・教員の健康を守るため、労働安全衛生法に定め

られた作業環境測定（年 2 回）を実施し、有機溶剤等による健康被害の防止に努めて
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いる。化学物質の管理においては、薬品ごとにバーコードを貼り在庫管理を集中して

行うことで、毒物及び劇物取締法および消防法（危険物）に対応するべく管理を行っ

ている。  

また、周辺環境にも配慮し、定期的な排水（排出下水）の水質測定を実施するとと

もに、実験室系統の排水については、除害施設（中和施設）を経由して排水している。  

学内における緊急時の備えについては、「学校法人明治薬科大学  危機管理基本規程」

より、危機の発生を未然に防止するための事前対策（リスクマネジメント）および危

機の発生時における被害および影響を最小限にとどめるための組織的な取組等につい

て定めている。（資料 7-7）  

防火防災管理については、「消防計画」（資料 7-8）により、周知されている。毎年

10 月には、所轄消防署にも協力を受けて防災訓練も実施している。  

設備的には、 AED・担架・防災備蓄品（食料・水・医薬品等）等を備えており、更に

災害時のライフラインの確保のために自家発電装置も設置している。  

施設のバリアフリーの対応として、すべての棟で車椅子のまま利用できるように、

段差のない通路を設けている。また、本部棟、講義棟、研修・図書厚生棟、研究棟、

総合教育研究棟フロネシスには、障害者用のトイレも設けている。  

キャンパス内での喫煙については、有能な薬剤師ならびに薬学研究者を養成すること

を通して国民の健康と福祉の発展に貢献することを目的とした教育研究機関として、

本学の使命を深く自覚するために 2010（平成 22）年 4 月 1 日から大学敷地内を禁煙と

している。  

（快適性）  

 2013（平成 25）～ 2014（平成 26）年度において、講義棟、研修・図書・厚生棟、研

究棟他におけるトイレの自動洗浄便座・自動水栓への更新を実施した。2015（平成 27）

年度には、学生食堂の増席および座席配置バリエーションの変更や学生同士の語らい

やバーベキューのできる屋外の「コミュニケーション広場」の充実を予定している。  

 研究棟では、空調方式において、これまでは熱源機械室による中央方式で管理され

ていたが、快適な教育・研究空間の確保と省エネルギーの為に 2014（平成 26）年度よ

り 3 か年計画で機器の経年劣化の更新と合わせ、個別空調システムに変更を実施して

いる。  

 また、清瀬キャンパス移転後 17 年経過した現在においても、日々のきめ細やかな清

掃を実施しており、オープンキャンパス等のアンケートでは「きれいな大学」である

との評価を受けている。  

（環境）  

ISO14001（ 2007（平成 19）年 11 月 7 日認証取得  継続中）の取組の中で省エネルギ

ー、廃棄物の削減、化学物質の適正管理、グリーン購入の推進、緑化の維持向上等の

為に目標設定をし、全学的に意識を高める活動を行っている。取組の例として、共同

利用室や廊下ロッカー室等に照明人感センサーを配置、ほぼすべてのトイレにおいて、

中水利用をすること等により省エネ効果と意識を高める工夫も行っている。  

2008（平成 20）年より開始した ESCO サービス事業※は、本学の地球温暖化対策の中

核をなしており、空調設備等の全面更新（氷蓄熱システムの導入と熱源機の高効率化）、
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空調機給気温度の最適化、照明器具の高効率化、照明の入感センサー制御（トイレ）

等の更新・改修を実施している。特に氷蓄熱システムの導入は、エネルギー使用のピ

ーク時間帯の平準化を図り省エネルギーに寄与している。東京都の地球温暖化対策  

第一計画期間（ 2010（平成 22）～ 2014（平成 26）年度）における 8％削減目標につい

ては、達成できる見込みである。  

（※ ESCO サービス事業： ESCO とは、 Energy Service Company の略称で、 ESCO 事業

は、省エネルギーに関する包括的なサービスを提供し、それまでの環境を損なうこと

なく省エネルギーを実現し、さらにはその結果得られる省エネルギー効果を保証する

事業。 1970 年代にアメリカで生まれた民間ビジネスで、欧米においては省エネルギー

推進手法の中心的存在として位置付けられている。日本でも省エネルギー実現のため

の有効な手段として普及が期待されている。）  

（附属施設）  

明治薬科大学附属薬局  

明治薬科大学附属薬局（面積 193.40 ㎡（ 58.50 坪））は、東久留米駅徒歩 1 分の立

地に、無菌製剤室 20.65 ㎡（ 6.25 坪）、健康管理室 3.74 ㎡（ 1.13 坪）、予備待合室、

スチューデントエリア等の設備・環境を整備し、時代に即応した薬剤師像と教育・研

究内容を築いていくために教育研究活動と密接に関連する大学の付随事業として 2014

（平成 26）年 2 月 24 日に開局した。  

本薬局は、（ 1）地域における薬物治療および疾病予防の担い手としての保険薬局の

活動を確立する、（ 2）地域医療および地域保健を担う薬剤師を養成する、（ 3）地域

における薬物治療および疾病予防の担い手としての保険薬局の活動を学部学生の教育

に反映させるためのカリキュラム創成に取り組む、（ 4）薬局を端緒とした研究シーズ

発掘の場とするという方針を掲げている。（資料 7-9 p.4-8）  

その方針に基づき、① 1 年次の「早期体験学習」において学生の導入教育を行う、②

5 年次の「薬局実務実習」および「地域医療コース」において地域の中核を担う薬剤師

を育成する、③学年を問わず、将来の薬局像を見据えた実践的内容を学部学生の学内

講義へ反映させる、④学生が行った研究内容および企画内容を地域住民へ発信し、「医

薬品の適正使用」「健康サポート情報」等の啓発活動の場とする、⑤教員が専門領域

に関する「情報発信・収集」を行う、⑥臨床系教員が最新情報を得るための「研修」

を行うことを目標として運営を行っている。（資料 7-9 p.26-28）  

剛堂会館ビル  

剛堂会館ビルは、1974（昭和 49）年創学 70 周年記念事業の一環として、創学者恩田

重信（剛堂）の偉業を顕彰するため、本学発祥の地である紀尾井町（東京都千代田区）

に建設され、収益事業（貸事務所、貸会議室などの貸付業）としてビルの各室を企業

等に賃貸し、その収益金は、本学の教育研究に還元されている。また、同ビルの 1 階

には、明治薬科大学紀尾井町サテライトラーニングセンターが設置され、講演会や生

涯教育などに利用されている。  

明治薬科大学女子寮  せせらぎ  

 「明治薬科大学女子寮  せせらぎ」が 2016（平成 28）年 4 月より、新しい学生寮と

して運用開始の予定である。部屋タイプは個室と寮生のコミュニティを重視したシェ
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アユニット（ 4 個室 +共有ラウンジ）を有し、収容人員は 60 名である。規律ある共同生

活を通じて協調性を養い、相互の親睦を図るとともに、社会に貢献できる人材を育成

する事を目的としている。  

（維持保全）  

 清瀬キャンパスに移転して 17 年が経過し、「中長期建物維持保全計画」に沿って、

計画的な修繕を実施している。（資料 7-5）  

 

7-（ 3）図書館、学術情報サービスは十分に機能しているか。  

図書館および情報教育研究センター（以降「情報センター」という）は、学術資料

の充実と学習基盤の整備、快適な学習空間の提供を目指しており、学術研究に不可欠

な専門雑誌およびデータベース類の整備と情報ネットワーク環境の充実を図っている。

（資料 7-10）また、明薬資料館は、薬学教育への貢献を目的とし、薬業薬学の歴史と

成果に関わる貴重資料を学内だけでなく広く一般にも公開している。（資料 7-11）  

図書館の構成職員は、2015（平成 27）年 3 月 31 日現在、図書館長として兼任の教員

1 名、兼務職員 2 名と、 2015（平成 27）年 4 月からは更なる図書館業務の効率化を目

指して、カウンター業務、図書の発注受入、館内整備を外部委託とし司書資格者 6 名

を配置している。その他、夜間開館を臨時職員 3 名が交替で担当している。また、情

報センターは、情報センター長として兼任の教員 1 名、兼務職員 1 名、専任職員１名、

特別職員 1 名、派遣職員 2 名が担当している。なお、特別職員は 2013（平成 25）年よ

り講義支援システム担当として増員している。明薬資料館は兼務職員 2 名と受付担当

の臨時職員 2 名が交替で担当している。  

本学図書館の所蔵資料は、2015（平成 27）年 3 月 31 日現在、蔵書数 138,993 冊、雑

誌種類数 602 種、視聴覚資料 623 点である。  

閲覧座席数は、図書館のレイアウトを見直して、2012（平成 24）年に一人用 47 席を

増設し、さらに、2014（平成 26）年に一人用 27 席を増設し合計 291 席となり、総学生

数 2,298 名（ 2014（平成 26）年 5 月 1 日現在）に対する割合は 12.7％になる。  

図書館入館者数は、 2014（平成 26）年度は延べ 81,506 人であった。（資料 7-12）1

日の平均利用者数は 315 名で、学生の約 16％が毎日図書館を利用している。図書の年

間貸出数は、 2014（平成 26）年度 7,520 冊であり、利用者 1 人当たり 5.6 冊の貸出に

なる。  

図書の貸出手続きは、入館と同じ ID カード（学生証）を利用するシステムを採用し

ている。また、時間外の返却用には図書館入り口わきにブックポストを設置している。

退館ゲートにはブックディテクションシステム（ BDS）を設置し、無断帯出者をチェッ

クしている。開館時間は、平日は 9 時から 19 時 50 分、土曜日は 9 時から 17 時、試験

期間（ 7 月・1 月の指定日）は、月曜～日曜・祝日  8：30～ 19：50 である。（市民公開

利用者除く）2013（平成 25）年度より試験期間前に休日開館と、 30 分繰り上げ開館を

実施している。また、大学院生と教員は自動入退館システム（夜間カード入館）によ

り、月曜～土曜の 24 時まで時間外利用が可能である。（資料 7-13）  

図書館 ICT システムとして、サーバ（業務用、検索用、アプリケーション用）3 台、

業務用端末 8 台、検索用端末 3 台を導入しており、図書業務全般の管理、運営を行っ
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ている。また、学術情報相互提供システムとしては、国立情報学研究所の NACSIS-CAT

により他大学図書館との連携を強めており、さらに日本薬学図書館協議会および日本

医学図書館協会との協力を含め、積極的に相互貸借サービスに参加している。学内か

らは図書館ホームページより文献複写依頼を行うことができ、迅速な文献の入手を可

能にしている。昨年の実績は、依頼が 1,888 件で受付が 394 件あった。また、CiNii に

もリンクを張っていて、図書館ホームページから移動できる。  

2015（平成 27）年 1 月現在利用できる電子ジャーナルは、Amer.Chem.Soc. , Nature, 

Science Direct, Springer Link, Wiley InterScience 等、薬学、医学、化学、生物系

の主たる出版社の電子ジャーナルパッケージを中心に 5,500 タイトルである。（資料

7-12）視聴覚資料は、医学・薬学系の DVD やビデオ等のデジタル資料の収集に力を入

れており、タイトル数は 623 点に達している。  

情報センターは、学内 LAN システムの管理・運営や学内システムの操作支援および

個人の持ち込み PC のトラブル対応も行っている。  

Web システムとしては、休講や教室変更、重要なお知らせを掲載するポータルサイト

（マイポート）や  フリーソフトの Moodle を用いて構築した授業資料の公開機能やレ

ポート提出機能、さらに授業収録したコンテンツの配信機能を有する講義支援システ

ム（マイキャスト）を備えている。また、クラウド型のメールシステムを活用するこ

とにより、 24 時間、 365 日メールの送受信が可能となっている。これらのシステムは

学外のみならず、学内に整備された無線アクセスポイントを介してどこからでもアク

セスが可能となっている。  

2012（平成 24）年には「実習支援システム」が ICT 活性化推進事業に採択され、2013

（平成 25）年に、実習報告会等の複数学年に対して行われるイベントや講義に対応で

きる教室間連携システムや医療現場の知識習得や実習関係のコンテンツ収録システム

を構築し、さらにコンテンツ視聴環境と語学学習環境の改善を図るために CALL 教室を

整備した。（資料 7-14）  

明薬資料館は、大原薬業資料 697 点、大学資料 883 点、写真 603 点、本学・名誉教

授佐藤文比古寄贈書籍約 2,137 点、および生薬標本・さく葉資料 23,923 点を収蔵して

いる。展示資料に関しては、特に一般の来館者や本学の学生の興味を引くものを厳選

しており、 2014（平成 26）年度来館者数は延べ 2,613 人であった。（資料 7-15）  

 

7-（ 4）教育研究を支援する環境や条件は適切に整備されているか。  

（情報教育）  

情報センターは、（ 1）学内ネットワークの管理・運営、（ 2）情報処理教育および

研究に関わる ICT システムの整備・運営、（ 3）情報処理教育の支援、（ 4）その他情

報処理について必要な業務に関する業務を担っている。学内ネットワーク（ MY-PORT）

の管理運営を始めとして、基幹サーバの維持更新管理、ネットワークセキュリティー

の確立、 mail システムの構築、認証システムの構築、学内 LAN の再編成と通信速度の

増強、インターネットとの通信回線の増強、アプリケーションソフトウェア利用環境

および教育用コンテンツ通信環境の整備、遠隔教育支援システムの維持管理等、情報

処理教育および研究に関わる ICT システムの整備や学内 ICT 強化に向けて努力してい
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る。すべての学生は各自 PC を所持しており、様々な教育、資料がインターネットやイ

ントラネットを活用して取得できるようになっている。  

（ TA・ RA）  

大学院生の TA、RA 採用について、博士課程（前期）の学生は、当人の希望によりテ

ィーチング・アシスタント（ TA）に採用される。所属する研究室の薬科学総合実習・

演習や卒業研究、さらに所属研究室以外の学生実習の補助業務を所定時間行い、その

手当として業務時間に応じて年額 12 万～ 17 万円程度が給付される。博士課程（後期）

または博士課程〔 4 年制課程〕の学生は、指導教員の許可のもと、リサーチ・アシスタ

ント（ RA）に申請できる。研究プロジェクトの補助業務に従事するもので、手当とし

て月額 85,000 円、年額で 1,020,000 円が支給され、RA の手当としては国内最高水準の

金額が保証されている。  

（薬用植物園）  

キャンパス内にある薬用植物園では、日本薬局方収載生薬の基原植物をはじめとし

て、多種の植物を展示植栽している。これは、教育における主たる目的である、講義、

実習などを通して薬学の歴史の原点を学ぶことと、生薬の基原植物や重要な医薬品の

原料としての薬用植物などを直に触れてもらうことのためである。また、薬用植物や

生薬は日常の生活に密着しており、セルフメディケーションや予防医学の見地から漢

方や薬草への関心の高い方も多いので、一般公開して知識などの普及にも努めている。

一般の見学者も多いことから、半日陰の区域に多くの山野草を植栽して、四季折々、

訪れる見学者の目を楽しませている一方、本園は、日本薬剤師研修センターが推し進

めている生涯学習のひとつである、「漢方薬・生薬認定薬剤師制度」の薬用植物観察

実習の受入れ薬草園としても協力している。  

（機器分析センター）  

機器分析センターは、教育研究用共同機器の管理・運営を行なうとともに本学の教

育研究活動に寄与することを目的として、 1971（昭和 46）年に設置された。  

 主な業務として、依頼された試料の測定、 RI 実験施設、バイオハザード実験施設お

よび共同利用室の管理・運営を行っている。  

 先進の大型機器を揃え、専用の空調設備を設置するなど、精密分析に必要な環境

を備えた研究サポート施設で、整備されている機器は以下のとおりである。  

①  機器分析センター（ 1 階）  

フーリエ変換核磁気共鳴装置（ 500MHz）、ガスクロマトグラフ質量分析計、元素分

析計、高速アミノ酸分析計、プロテインシーケンサー、 DNAシーケンサーなど  

②  機器分析センター共同利用室（ 1階）  

化学系共同測定室：フーリエ変換核磁気共鳴装置（ 500,400, 300MHz）  

生物系共同測定室：共焦点レーザー顕微鏡、イメージングサイトメーター  

③  機器分析センター共同利用室（ 4 階）  

生物系測定室 1：液体クロマトグラフ質量分析計、円二色性分散計、生体分子間相互

作用解析装置、 ICP 質量分析装置、近赤外イメージングシステム、コロナ吸光蛍光

マイクロプレートリーダーなど  

生物系測定室 2：自動細胞解析分取装置、高速液体クロマトグラフ質量分析計  
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生物系測定室 3：質量分析装置、画像解析システム  

NMR 測定室：フーリエ変換核磁気共鳴装置（ 400MHz）、高速液体クロマトグラフ質

量分析計  

細胞培養室：クリーンベンチ、 CO2インキュベーター、冷却遠心機など  

滅菌室：オートクレーブ、振とう培養機  

超遠心機室：超遠心分離機、冷却遠心機など  

低温室：クロマトラックなど  

④  フロネシス：マイクロアレイ解析システム、リアルタイム PCR システムなど  

（ RI実験室）  

RI（放射性同位体）を利用した最先端の薬学研究を行うための施設で、 780㎡の広

いスペースに、一般実験室、動物代謝実験室、 RI貯蔵室、測定室などがあり、様々な

研究や実験に対応できる液体シンチレーションシステム、オートウエルガンマシステ

ム、バイオイメージングアナライザーなど最新鋭の機器を備えている。  

（動物研究施設）  

世界最高水準の飼育設備を備えた動物研究施設は、コンベンショナル動物飼育室 12

室、SPF 動物飼育室 3 室、処置室 5 室、代謝実験室 2 室等を擁し、動物福祉に配慮した

飼育設備を完備しており、マウスやラットなどの動物を用いて様々な研究を行うため

の施設である。動物の福祉に配慮し、高度な飼育技術を駆使し、多様化する薬学の研

究に貢献している。  

（総合教育研究棟フロネシス）  

薬学実務実習を行うための施設を中心に、 2009（平成 21）年 2 月に総合教育研究棟

フロネシス（地上 3 階建て）が完成し、3 階にはモデル薬局のほか、散剤・水剤・錠剤・

注射・無菌調製の各調剤室、鑑査・病棟服薬指導室、準備室が設けられ、いずれの室

も廊下よりガラス越しに実習風景が見える開放的で明るい空間づくりをしている。  

 

7-（ 5）研究倫理を遵守するために必要な措置をとっているか。  

明治薬科大学に所属する職員で研究活動に従事する者が、人を直接対象とする薬学

的、生物医学的および行動科学的研究を実施するに当たり、ヘルシンキ宣言（ 1964 年

世界医師会で採択、 2013 年最終修正）および国内の諸倫理指針の趣旨に沿い、倫理的

観点および科学的観点から適正な実施を確保することを目的とし、研究倫理委員会を

設置している。委員会の構成は、教授会の議を経て学長が委嘱する。（資料 7-16）  

動物実験については、科学的かつ倫理的な実施を図るため、明治薬科大学動物実験

指針を定めるところにより、動物倫理に関する職務を適正に実施するために動物実験

倫理委員会を置いている。（資料 7-17、 7-18）  

組換え DNA 実験に当たっては、実施する際に遵守すべき安全確保に関する基準を示

し、もって組換え DNA 実験の安全かつ適切な実施を図るために明治薬科大学組換え DNA

実験安全管理規程を定めている。（資料 7-19）  

 「研究活動による不正行為への対応等に関するガイドライン」（平成 1261 年 8 月文

部科学大臣決定）に関しての対応として、 CITI Japan が提供する研究者行動規範のプ

ログラムを大学教員ばかりでなく、大学院生（前期・後期課程）も受講することを義
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務付け実行した（ e-ラーニング）。  

 

【点検・評価】  

●基準 7 の充足状況  

 教員の研究専念時間に関しては十分とはいえないが、教育・研究・学生の部活動に

必要な校舎、設備、図書館、電子情報設備、研究室、研究費（一部傾斜配分）、研究倫

理、さらには TA、RA の教育研究支援については整備されており、同基準をおおむね充

足している。  

①効果が上がっている事項  

1.化学物質の管理において、薬品ごとにバーコードを貼り管理を集中して行うことで、

リアルタイムに在庫把握ができるようになり、法に則した管理が明確になった。  

2.省エネ対策においては、2008（平成 20）年より開始した ESCO サービス事業による大

幅な熱源機器の入替・更新によって、大学全体のエネルギー使用量としては ESCO サ

ービス開始前年度の 2007（平成 19）年度で 109,233 GJ、 ESCO サービス開始初年度

の 2008（平成 20）年度では 103,398GJ（ -6％）であり、2014（平成 26）年度では 97,125 

GJ で（ -12％）順調に省エネルギー効果を得ている。（資料 7-20）CO 2 の削減につい

ても基準年度（ 2002（平成 14）～ 2004（平成 16）年度）平均 4,539ｔ CO 2 より 2013

（平成 25）年度では 4,043ｔ CO 2 となっており 12.3％削減している。（資料 7-21）  

3.研究棟の空調方式において、これまでは熱源機械室による中央方式で管理されてい

たが、個別空調システムに更新を実施（現在継続中）したことにより、学内全エネ

ルギーの約１％の削減が見込まれている。  

4.薬学部 6 年制への移行に伴う学生数の増加に対応するため、図書館の一人用閲覧席

を 74 席増やしたこと、また、定期試験前の休日開館を始めたことで、図書館の利用

環境が改善された。また、資料館の催しの充実も行っている。講義支援システムの

導入により ICT（情報通信技術）を活用した教育研究システムの充実が図られた。  

5.明治薬科大学附属薬局については、①「早期体験学習」に関して、 2014（平成 26）

年度は 115 名、 2015（平成 27）年度は 138 名の学生が参加し、「薬局の未来像を思

い描いている施設を見学し、今後、目的と向上心をもって常に歩いていきたいと感

じた」等の感想を得ている。（資料 7-22）また、②「地域医療コース」に関して、

2014（平成 26）年度は 1 名を受け入れて薬局内の健康管理室の役割に焦点をあてた

研究テーマに取り組み、その成果を附属薬局・学生・大学の三者で学会発表に結び

つけており、（資料 7-23）①②に関してはおおむね方針に基づいた活動が行われ、

理念・目的、教育目標がほぼ達成されていると評価できる。  

②改善すべき事項  

1.清瀬キャンパスも竣工以来、 17 年経過しており、施設・設備の更新を計画的に実施

する時期に来ている。「中長期建物維持保全計画」に基づいて、毎年見直しを掛け

ながら、計画的に施設の改修を進めているが、現状と今後の検証、予算を勘案しな

がら優先順位を定めて実施する必要がある。  

2.明治薬科大学附属薬局において、①「学内講義」に関しては現状一部の学内講義、

学内実習のみ、（資料 7-24 p.194、 223）②「自発的にコミュニティに参加」は一
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部の学生のみ、③「情報発信・収集」は一部の教員のみの活動である。また、④「研

修」に関しては、指導薬剤師（ 2014（平成 26）年度は 3 名、2015（平成 27）年度は

4 名）が研修しているが、その効果がまだ不透明であり、方針に沿っての③ -④の目

標に対する取り組みがやや不十分と考える。  

3.2014（平成 26）年から学術雑誌の価格高騰に対応して、必要性の見直しだけではな

くペイパービューの利用を推進しているが、価格高騰には追い付かず、雑誌の削減

を余儀なくされている。今後、実態に合ったより有効な図書費の運用を図る必要が

ある。  

4.情報センターは、5 年計画を立てて機器の入れ替えを実施しているが、ICT の進歩は

目覚ましく、共有 PC は 3～ 4 年で見直す必要に迫られている。  

 

【将来に向けた発展方策】  

①効果が上がっている事項  

1.過剰な在庫溶媒を抱えないためにも（溶媒の適正管理）バーコードを徹底する。  

2.省エネ対策は満足することなく引き続き検討する。  

3.研究棟の個別空調化により、教員個々の省エネルギーに対する意識の向上が高まっ

ており、今後「電力量の見える化」を進めて更なる発展を目指す。  

4.学生の学習環境向上のためにも、試験前の開館時間の延長以外の方策も検討する。

地域住民への明薬資料館の充実・活性化と教育研究への更なる活用を図るため、2015

（平成 27）年度は「資料館子ども向けイベント」および「明薬資料館フォーラム」

の開催を企画している。講義支援システム（マイキャスト）の授業資料公開機能、

レポート提出機能、授業収録したコンテンツの配信などの機能やその利用法を積極

的に紹介し、さらなる利用拡大を図る。  

5.「早期体験学習」では多くの学生が附属薬局を見学しているが、「地域医療コース」

では 1 名の受け入れであった。開局後 1 年半であるため、やむをえないと考えるが、

将来は受け入れ学生数の増加を図る。  

②改善すべき事項  

1.研究棟の実験室においては、学生・教員の健康を守るため、労働安全衛生法に定め

られた作業環境測定（年 2 回）を実施し、有機溶剤等による健康被害の防止に努め

ている。将来的には、研究棟全体の空調システムを見直しながら、現在のドラフト

チャンバーだけでなく、実験台に組込む形の下方排気システムも検討していき、更

なる環境改善に努める。  

2.明治薬科大学附属薬局は開局後まだ 1 年半であるため、本薬局の設備・環境を活か

して今後さらなる教育研究成果と附属薬局の果たす地域健康支援ステーションとし

ての機能を高め、目標に向け活動していく所存である。  

3.電子ジャーナルなど学術雑誌等の価格高騰が図書館運営を圧迫している。本学の利

用状況に即した持続性のある新たな購読契約形態について早急に検討する必要があ

る。  

4.共有 PC が 5 年を待たずに入れ替えが必要となる場合は、予算的に根本的な改善を早

急に検討する。  
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【根拠資料】  

7-1  建学の精神、大学の理念、教育目標（既出  資料 1-1）  

    ホームページ  http://www.my-pharm.ac.jp/koho/idea.html 

7-2  学校法人明治薬科大学運営の大綱（既出  資料 1-10）  

ホームページ  http://www.my-pharm.ac.jp/koho/general.html 

7-3  学校法人明治薬科大学行動規範（ CD-R）  

7-4  平成 27 年度学校法人明治薬科大学予算編成方針（既出  資料 1-11）  

7-5  中長期建物維持保全計画（ CD-R) 

7-6  平成 27 年度  学校施設調査票（ CD-R）  

7-7  学校法人明治薬科大学危機管理基本規程（ CD-R）  

7-8  消防計画（ CD-R）  

7-9  明治薬科大学  附属薬局設置に関する報告書（まとめ）（ CD-R）  

7-10 明治薬科大学情報教育研究センター規程（ CD-R）  

7-11 明薬資料館管理運営規程（ CD-R）  

7-12 明治薬科大学図書館概要  平成 22 年～ 26 年度（ CD-R）  

7-13 明治薬科大学図書館利用規程（ CD-R）  

7-14 平成 23 年度・24 年度  私立学校施設整備費補助金（大学・短大・高専分）交付

決定一覧（ CD-R）  

7-15 明薬資料館入館者数  平成 22～ 26 年度（ CD-R）  

7-16 明治薬科大学研究倫理委員会規程（ CD-R）  

7-17 明治薬科大学動物実験指針（ CD-R）  

7-18 明治薬科大学動物実験倫理委員会規程（ CD-R）  

7-19 明治薬科大学組換え DNA 実験安全管理規程（ CD-R）  

7-20 エネルギー使用の合理化等に関する法律第 15 号第 1 項による定期報告書（ CD-R） 

7-21 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第 6 条による地球温暖化対策計

画書提出書（ CD-R）  

7-22 平成 26 年度早期体験学習報告書  p.65-83（ CD-R）  

7-23 日本薬学会第 135 年会、発表番号 27I-am02（ CD-R）  

7-24 平成 27（ 2015）年度履修の手引き（既出  資料 1-6）  
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第８章 社会連携・社会貢献 
 

【現状の説明】 

8-（1）社会との連携・協力に関する方針を定めているか。 

本学の建学の精神「薬学の普及と社会に有用な薬剤師を養成し、医薬分業を実施し、も

って国民の保健衛生へ貢献する」（資料 8-1）が、本学の社会連携・社会貢献の礎となっ

ている。本学では大学運営の大綱（資料 8-2）に「薬剤師生涯教育の更なる充実を図る」

「公開講座、講演会等を充実し、地域社会に貢献する」「附属薬局整備の調査・検討を行

なう」などを謳っている。このことは、「薬剤師生涯学習」、「公開講座」などを通して、

地域および職域との連携・協力を推進して行くことが教育機関としての本学の使命である

ことを示している。また、本学では収益を目的とせず教育研究活動と密接に関連する大学

の付随事業として文部科学大臣の認可を受けた附属薬局（資料 8-3）を開設し、実務教育

の充実とともに、地域住民に対する健康管理や在宅医療の拠点となることで、地域社会と

の連携および地域貢献に寄与している。 

産・学・官との連携に関しては「明治薬科大学産学官ポリシー」を作成中である。また、

「明治薬科大学利益相反ポリシー」は既に設定しているが、（資料 8-4 第 9 章）昨今の利

益相反に関する産・学での議論の進展に沿って現在改訂中である。 

国際社会への協力としては、本学は 2005（平成 17）年 4 月に「明治薬科大学アジア・ア

フリカ創薬研究センター」（資料 8-5）を開設し、一部独立行政法人日本学術振興会（JSPS）

の援助を受けタイ、インドネシア、フィリピンなどの国々と学生派遣などを含め学術交流

を行っている。 

社会連携・社会貢献に関しては、広範囲にわたる事から、大学運営協議会が責任を持っ

て、検証を行っている。 

8-（2）教育研究成果を適切に社会に還元しているか。 

本学では、社会との連携・協力事業として次の取り組みを行っている。これらの事業内

容は、計画時から理事会、教授会、教員会議等で公表され、教職員の共通意識の下で行っ

ている。また、一般社会・地域に対しては、大学ホームページへの掲載、市報（清瀬市）

など、職域（薬剤師）については、ホームページのほかに業界紙、薬剤師情報サイトへ掲

載を通して広く情報公開を行っている。 

①薬剤師生涯学習講座（資料 8-6）：近年の地域医療の現場における薬剤師の役割の拡大と

責任の増大に伴い、薬剤師の業務としての生涯学習の重要性が高まっている。本学での

生涯学習は同窓会が中心となり行ってきた。大学の移転を機に 1992（平成 4）年よりこ

れを大学が引き継いで 1994（平成 6）年より日本薬剤師研修センターとの共催の形で行

っている。薬剤師の知識・技能・態度をより一層高いレベルに引き上げ、医療人薬剤師

としての能力育成を支援するため、2007（平成 19）年 3 月、薬剤師認定制度認証機構（CPC）

より、認定薬剤師研修制度としての認証（認証番号 G06）を受け、2010（平成 22）年に

更新が認められた。薬剤師生涯学習講座は 4 月～12 月の第一および第四日曜日に開催し、

年間 60 コマ（1 コマ 90 分）を開催している。出席者の内わけは、本学の卒業生（6 割）、

他薬科大学（薬学部）卒業生（4 割）となっており、開かれた講座となっている。また、

この講座の企画は「研修企画実行委員会」が行い、運営には多くの本学の教員が参加し
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ており、教員の“医療に対する情熱”が受講者に伝わっていると確信している。また、

認定薬剤師研修制度に則った認定薬剤師の評価は「認定評価委員会」が担当している。 

②市民大学講座（資料 8-7）：1999（平成 11）年度より大学の公開と地域住民への貢献を目

的に市民講座『薬用植物 （ハーブ） や漢方薬 （生薬）に親しむ会』を開催してきた。

2006（平成 18）年度より、名称を市民大学講座『自然と健康を考える』に改め、引き続

き、講座を開催している。本講座は、「地域貢献委員会」が担当している。4 月～12 月の

第三日曜日に行い、年間 50 コマ（1 コマ 70 分）程度開催している。講座の講師として

本学の教員が参加しており、日頃の教育・研究の成果を盛り込んだ講座となっており、

参加者は毎年 500 名を数え、教育研究成果は適切に社会に還元されている。 

③公開講座（資料 8-8）：本学では医学・薬学などに関する知識や情報を広く一般の方々に

提供し、また共有することを目的に公開講座を開催している。身近な「健康」や「から

だ」をキーワードに最先端の医療に関するホットな話題や、「くすりの飲み方」といった

生活に密着したテーマを毎回取り上げている。医科大学との連携講座や学園祭における

公開講座も開催している。この公開講座は、「公開講座・シンポジウム委員会」が立案し、

本学若手教員の日頃の教育・研究の成果の発表の場となっている。  

④附属薬局：附属薬局では、「地域医療への貢献」を理念として掲げ、保険調剤機能はもち

ろんのこと、在宅医療支援をはじめ一般用医薬品等の適正な使用に関する助言や健康相

談、情報提供等を通じセルフメディケーションを推進している。また、健康管理室や本

学学生等による情報発信のコーナーを設け、地域住民への健康に関する啓蒙活動を通し

て、日頃の教育成果を適切に地域に還元している。 

⑤薬用植物園・資料館の公開（資料 8-9、8-10）：本学の薬用植物園は、日曜・祝祭日およ

び大学休日以外の午前 9 時～午後 5 時（冬期は午後 4 時）まで一般公開している。また

ジャコウジカの剥製など貴重な薬学関連の資料を展示している明薬資料館は、火曜日～

木曜日は午後 1 時～午後 4 時まで、土曜日（第二土曜日を除く）は午前 10 時～午後 1

時まで開館しており一般に公開している。なお、薬用植物園は「薬用植物園運営委員会」

が、明薬資料館は「図書館・資料館運営委員会」が運営を担っている。また、「図書館・

資料館運営委員会」が立案した明薬資料館子供向けイベントとして「見てみよう！ふれ

てみよう！！くすりの世界！！～くすりになる身近な植物～」を開催した（担当：高取

薫 准教授（生薬学研究室））。（資料 8-11）前半は、珍しい薬学資料が見られる「明薬資

料館」と生薬の基原植物を展示してある「薬草園」の見学を行い、後半は実習室へ場所

を移し、花の色素分析実験や軟膏作りを体験した。  

⑥ひらめき★ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～ KAKENHI：日常生活で科学が

持つ意味を理解してもらうプログラムとしてひらめき★ときめきサイエンスを行ってい

る。本年は夏休みに 2 回開催した。1 回目は「菌って 良いやつ？悪いやつ？」。対象は

小学校 5、6 年生と中学校 1、2 年生。担当は公衆衛生・疫学研究室 庄野あい子 助教。

（資料 8-12）2 回目は「ミクロからマクロまで 脳をまるごと大調査!」。対象は中学生。

担当は薬理学研究室 小川泰弘 講師。（資料 8-13） 

⑦高校生のための「夏の学校」（資料 8-14）：毎年夏休みに高校 1 年生～3 年生を対象に、

薬学の基盤を支える「化学」と「生物」の講義と実習を通して『薬学』に興味を持って

もらうプログラム、高校生のための『夏の学校』を開催している。  
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⑧三大学包括連携協定（資料 8-15）：清瀬市内にキャンパスが所在する本学と国立看護大

学校ならびに社会事業大学による包括連携協定が 2014（平成 26）年 5 月 21 日に結ばれ

た。協定大学相互の信頼関係を基盤とし、教育・研究・社会貢献および産学官連携活動

に必要な情報の共有を図ると共に相互に連携協力することで、協定大学ならびに地域社

会の活性化・発展に寄与することを目的としている。平成 26 年度から教育交流として本

学で提携校の教員による特別講義を 2 回、交流ワークショップを社会事業大学で開催し

本学学生と教員が参加している。 

⑨図書館の開放（資料 8-16）：本学図書館は、本学卒業生以外にも教育研究目的者や清瀬

および近隣市民にも、本学学生、教員の教育研究に支障のない範囲で開放している。 

⑩国際交流事業：「明治薬科大学アジア・アフリカ創薬研究センター」が、毎年数人のアジ

ア圏の学生または教員を相互に受け入れ、共同研究を行っている。（資料 8-5） 

⑪受託研究：受託研究に関しては、2012（平成 24）年度 11 件、2013（平成 25）年度 9 件、

2014（平成 26）年度 23 件となっている。（資料 8-17） 

 

【点検・評価】 

●基準 8 の充足状況  

産・学・官の連携は充足していないが、高校生、卒業生、一般市民、大学間連携、さら

に国際交流に関しては充足しているので、同基準をおおむね充足している。 

①効果が上がっている事項 

1.薬剤師生涯学習講座：卒業後の生涯学習を通した自己研鑽の重要性は益々高まっている。

しかし、近年、生涯学習における受講者の全国的な減少、特に地方で働く薬剤師の受講

機会の少なさが問題となっている。本学では、これらの問題点の解決策の一つとして、

2012（平成 24）年より e-ラーニング講座を開講した。このことは、今後の生涯学習の在

り方を考えると評価に値する。 

2.市民大学講座：開講以来会員制で行っており、毎年 500 名以上の参加者があり好評を得

ている。 

3.公開講座：他大学との連携講座（年三回）、オープンキャンパス開催時の市民公開講座、

大学祭開催時の特別講演などを開催し、好評を得ている。 

4.附属薬局：附属薬局では、高齢化社会の進展に伴い通常の保険薬局業務を行う傍ら、地

域住民に対する健康管理や在宅医療の拠点として様々な設備・機能を設け、地域住民へ

貢献している。また、薬局を開設しているビルの 3 階にサテライトキャンパスを設置し、

1 階の附属薬局で行う「早期体験学習」、「薬局実務実習」等の教育活動で利用する施設

であると共に、地域住民に対して行う各種研修会やセミナーを開催できる場所、地域の

薬剤師会、医師会、歯科医師会との共催で行う薬剤師生涯学習の会場としても利用して

いる。 

②改善すべき事項 

1.薬剤師生涯学習講座：プライマリ・ケア、漢方・鍼灸、服薬支援、緩和ケアの講座を開

講しているが、他の機関の講座内容との重複もあり、受講者のニーズに十分に応えられ

ていない部分もある。 

2.市民大学講座：会員制のため受講人数は確保できているが、受講者の高齢化に伴う安全
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性の確保が問題となるとともに、新規受講者の増員の歯止めとなっている。 

3.公開講座：受講対象者が明確でないため、広報の在り方を検討する必要がある。  

 

【将来に向けた発展方策】 

①効果が上がっている事項 

1.薬剤師生涯学習講座：e-ラーニング講座は一定の評価を得ている。また、漢方・鍼灸の

講座 21 コマを開講しているが、受講者が積極的に参加できるよう、講座数を増加する方

向で検討している。受講者がポートフォリオを自ら作成し、PDCA サイクルを構築できる

環境の整備を行っていく。このことは一大学では不可能であるので、CPC（薬剤師認定制

度認証機構）に認証された機関で検討し、各機関の役割を明確にし、公表していく。 

2.市民大学講座：講座の内容の充実に配慮し、継続努力を怠らないようにする。 

3.公開講座：講演内容の多様性を維持し、幅広い層に受講興味を持たせる。 

4.附属薬局：「早期体験学習」、「薬局実務実習」等の受け入れ人数を徐々に多くする。また、

地域住民に対して行う各種研修会や地域の薬剤師会、医師会、歯科医師会との共催で行

う薬剤師生涯学習の会場としての利用回数を徐々に多くする。  

②改善すべき事項 

1.受講者がどのような講座、どのような講義内容を希望しているのかアンケートをとり、 

ニーズに応えていく。 

2.市民大学講座の受講者の制限（連続何年まで）などの対策が必要か検討する。 

3.公開講座に関してはホームページ以外に、内容に則した雑誌などへの広報も行う。 

 

【根拠資料】 

8-1 建学の精神、大学の理念、教育目標（既出 資料 1-1） 

ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/koho/idea.html 

8-2 学校法人明治薬科大学運営の大綱（既出 資料 1-10） 

ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/koho/general.html 

8-3  附属薬局  

ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/outsite/fuyaku.html 

8-4  明治薬科大学利益相反ポリシー（CD-R） 

8-5  明治薬科大学アジア・アフリカ創薬研究センター 

ホームページ 

http://www.my-pharm.ac.jp/koho/education/high/study_center.html 

http://www.my-pharm.ac.jp/AACDD/top.html 

8-6  薬剤師生涯学習講座 

ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/nintei/chemist/index.html 

8-7  市民大学講座 

ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/shimin/citizen.html 

8-8  公開講座 

    ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/koho/extension.html 

8-9  薬用植物園 
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ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/herb/index.html 

8-10 明薬資料館 

ホームページ http://www3.my-pharm.ac.jp/museum/main.html 

8-11 「見てみよう！ふれてみよう！！くすりの世界！！～くすりになる身近な植物～」

ポスター（CD-R） 

8-12 ひらめき★ときめきサイエンス「菌って 良いやつ？悪いやつ？」ポスター（CD-R） 

8-13 ひらめき★ときめきサイエンス「ミクロからマクロまで 脳をまるごと大調査!」ポ

スター（CD-R） 

8-14 高校生のための「夏の学校」ポスター（CD-R） 

8-15 三大学包括連携協定  

ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/koho/education/exchanges.html 

8-16 明治薬科大学図書館 

ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/toshokan/index.html 

8-17 科学研究費補助金・受託研究費等の外部資金受け入れ状況一覧（平成 24～26 年度）

（CD-R） 
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第９章 管理運営・財務 
9-1 管理運営 

 

【現状の説明】 

9-1-（1）大学の理念・目的の実現に向けて、管理運営方針を明確に定めているか。 

 本学では、建学の精神（資料 9-1-1）、大学の理念（資料 9-1-1）及び教育目標（資料 9-1-1）

を踏まえ、2012（平成 24）年 5 月 16 日開催の理事会において、4 年間の指針として「学校

法人明治薬科大学運営の大綱」（以下「運営の大綱」という。）（資料 9-1-2）を策定した。 

この運営の大綱を踏まえ、理事会において毎年度予算編成方針を掲げ、事業計画を定め

ている。事業計画は、学校法人明治薬科大学寄附行為（以下「寄附行為」という。）（資料

9-1-3 第 20 条）に基づき、理事長において、あらかじめ評議員会の意見を聞いたうえで、

毎年度、理事会で審議・決定している。 

なお、運営の大綱、予算編成方針および事業計画は、学内では、教授のほか准教授、講

師および助教が参加する教員会議での理事会報告、事務職課長以上で構成する事務協議会、

学内メ-ルなどにより周知を図るとともに、本学ホームページ、大学広報誌、法人広報誌に

より周知している。なお、大学広報誌は本学ホームページでも公開している。 

管理運営に関する方針について、運営の大綱には、「3.財政基盤の確立と経営の効率化を

計る」の下、「（3）新・旧給与体系の制度間の調整および円滑な運用の確立並びに人事評価

制度の構築と運用の確立を図る」および「9.コンプライアンスの徹底に努める」を掲げ、

事業計画には「3.組織・人事・給与制度の整備」を定めている。（資料 9-1-4） 

給与制度について、学校法人明治薬科大学任期制教員給与規程（平成 23 年 10 月 1 日以

降採用者適用）、（資料 9-1-5）学校法人明治薬科大学事務職員等給与規程（平成 23 年 10

月 1 日以降採用者適用）（資料 9-1-6）を新たに制定し、それぞれの職位に応じた役割・責

任に相応しい処遇にすることを目的とした新給与体系を導入した。  

また、退職金制度については、新給与体系の導入に先立ち、学校法人明治薬科大学退職

金規程（平成 22 年 4 月 1 日以降採用者適用）（資料 9-1-7）を制定し、在職期間の役割に

応じたポイント制による新退職金制度を導入した。 

 新給与体系導入前から引き続き本学に勤務している教員および事務職員については、新

給与体系ではなく従前からの給与体系を適用している。退職金制度についても同様である。

よって、本学では 2 つの給与体系、2 つの退職金制度を併存して運用している。 

法人としての意思決定は、寄附行為（資料 9-1-3）に基づき、理事会が行い、理事長が

法人を代表し、法人業務を統理している。理事は、寄附行為施行規則（資料 9-1-8 第 14

条）に基づき、常置委員会および臨時委員会等での協議に基づき、理事会において最終の

意思決定を行うプロセスが確立している。 

 評議員会は、私立学校法に定められた学校法人に必置の諮問機関として、寄附行為（資

料 9-1-3 第 18 条）において設置を定めている。理事長において、あらかじめ、評議員会

の意見を聞かなければならない事項として、予算、事業計画、寄附行為施行規則の変更等

（資料 9-1-8 第 20 条第 1 項）を定めている。また、評議員会の議決を要する事項として

は、寄附行為の変更等を定めている。（資料 9-1-8 第 20 条第 2 項）  

なお、法人の業務日程の調整、法人と大学との連携および連絡調整、理事会および評議
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員会の議案等に係る事項等については、毎月 1 回 8 月を除き開催している法人運営協議会

において行っている。（資料 9-1-8） 

教学組織における意思決定は、教授会規程を改正し「学長が最終決定権を有する。」（資

料 9-1-9 第 6 条第 2 項）と定めており、学長の校務に対する最終的な決定権は担保され、

教授会の審議を経て最終的に学長が決定する。なお、学部学則において「本学の学部の教

学に関する事項を審議するため、教授会を置く。」（資料 9-1-10 第 11 条）と定めており、

教授会を必置としているが、本学は、薬学部 1 学部 2 学科であり教授会は一つである。 

学部教授会の役割は、学校教育法改正の趣旨を踏まえ、教育研究に関する論議・検討す

る審議機関であり、構成員は、「教授会は学長及び教授をもって構成する。」（資料 9-1-9 第

2 条）と定めている。 

 教授会は毎月 1 回 8 月を除き開催しているほか、入学試験による合格者決定など必要に

応じて臨時に開催している。なお、教授会とは別に、教員会議を毎月 1 回 8 月を除き開催

している。教員会議では、学長報告、学内常置委員会等における報告・審議を通じて、教

学にかかわる全学的合意形成を図っている。また、理事会報告を行い、大学設置者の審議

事項等を周知している。 

大学における意思決定プロセスは、学部学則（資料 9-1-10）に基づき行っている。学内

常置委員会および学内設置委員会（資料 9-1-11）での協議を経て、大学運営協議会（資料

9-1-12）が教授会および教員会議に附議する議題の整理、調整ならびに教学全般にわたる

重要事項等について協議している。ただし、大学運営協議会は決定機関ではなく、教授会

および教員会議に諮り、最終的に学長が大学の意思を決定するプロセスが確立している。

一方、大学院については、大学院学則（資料 9-1-13）に基づき、大学院運営委員会、大学

院薬学研究科会議（大学院教授会に相当）で審議している。 

教授会および教員会議で了承された事項のうち、教員人事、法人所掌の諸規程の制定お

よび改廃、予算等については、理事会で最終決定されており、教学組織（大学）と法人組

織（理事会等）の権限と責任を明確にしている。   

以上のことから、大学の理念・目的の実現に向けて、管理運営方針を明確に定めている

と判断している。 

 

9-1-（2）明文化された規程に基づいて管理運営を行っているか。 

 2015（平成 27）年 4 月 1 日施行の学校教育法などの改正を受け、関係する内部規則の総

点検・見直しを行い、法改正の趣旨を踏まえ教授会規程を改正（資料 9-1-9 第 11 条）し、

教授会の役割の明確化、学長の校務に関する最終決定権の担保など必要な改正を行なった。 

学長の選考については、理事会が主体的に判断できるよう、明治薬科大学学長選考規程

を改正（資料 9-1-14）し、理事長が学長候補者の上申を受けたときは、「これを尊重しつ

つ」理事会が最終決定することを明確にした。また、規程の改廃は教授会の発議だけでな

く、理事会自らが学長選考方法を再点検し、理事会からの発議を可能とした。 

なお、学長候補者の選考は、学長選挙管理委員会の管理の下、在籍 1 年以上の助教以上

の教員による投票により、大学の意思として学長候補者を決定する。この改正学長選考規

程による最初の学長選考は、2015（平成 27）年度に実施された。 

学長は教学組織の長として大学を代表している。職員組織規程を改正し、「学長は、大学
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を代表し、法人の基本方針に基づいて教育研究の責に任じ、校務をつかさどり、職員を統

率監督し、校務に関する最終決定権を有する。」（資料 9-1-15 第 3 条第 1 項第 1 号）と定

めた。従って、学長は、大学の設置者である法人の運営の大綱、予算編成方針および事業

計画等に則り大学を運営する職責を有している。また、理事として、理事会において、大

学からの議案を提案している。 

 本学は、薬学部単一学部の大学であるため、学部長は設置していないが、副学長を 2 名

配置している。副学長の職責は職員組織規程において、「副学長は、学長を助け、命を受け

て校務をつかさどる。また、学長に事故あるときは学長事務を代行する。なお、薬学科長、

生命創薬科学科長が副学長に任命されている場合で、学長に事故あるときは、両副学長の

うちから理事長の指名により当該副学長が学長事務を代行する。」（資料 9-1-15 第 3 条第

1 項第 2 号の 1）と定めている。 

 大学院薬学研究科長の職責は、職員組織規程において、「学長の指示により、大学院の校

務について企画及び調整する。」（資料 9-1-15 第 3 条第 1 項第 3 号）と定めている。 

 副学長および大学院薬学研究科長は、学校法人明治薬科大学職員の任免に関する規程（以

下「任免に関する規程」という。）（資料 9-1-16 別表）に基づき、学長が教授会に諮り、

人事委員会で審議し理事会の議決を経て理事長が任命している。 

なお、学内諸規程については、Web 上に掲載し、教職員が閲覧できるようになっている。

（資料 9-1-17） 

 以上のことから、明文化された規程に基づいて管理運営を行っていると判断している。  

 

9-1-（3）大学業務を支援する事務組織が設置され、十分に機能しているか。 

 本学では、2011（平成 23）年 10 月に事務組織を改組した。従前の組織は、2003（平成

15）年 10 月にグループ制を導入したが、薬学教育の 6 年制移行により生じた収容定員 600

名増による日常業務の多忙化、進路・就職支援体制の充実、標準実務実習およびコ-ス特別

実務実習の教育基盤整備、大学業務内容の多様化などに適切に対応できる事務体制の確立

が必要と考え、対外的な分かりにくさを解消した部および課を単位とした組織を基本にし

た。1 課 1 事務所並びに 4 グループを 1 課 1 事務所並びに 4 部（10 課・3 室）（資料 9-1-18）

に改編し、キャリア支援課および実務実習支援課を設置した。なお、この事務組織改編に

あたり、事務職員 3 名を増員（資料 9-1-19）し支援体制を整えた。 

 その後、2013（平成 25）年 1 月 1 日付で、本学の産学連携および研究活動を計画的かつ

効果的・効率的に支援するため、財務部財務課に「産学連携・研究支援室」（資料 9-1-20）

を設置した。   

現在は、収益事業を含め、1 課 1 事務所並びに 4 部（10 課・4 室）を組織して、専任事

務職員は事務局長以下 49 名、専門的に優れた能力・資格・経験等を有する特別職員（有期

雇用契約の常勤職員）7 名を配置しているほか、派遣職員や短時間勤務のパート職員等を

活用して業務の多様化に適切に対応している。（資料 9-1-21、9-1-22）   

事務組織における事務分掌は、学校法人明治薬科大学事務組織規程（資料 9-1-23）に定

めている。 

 事務部門の会議として、事務局長、部長および課長の管理職で構成する事務協議会を毎

月 1 回開催して事務組織全体の連携を図っている。  
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 事務職員の採用に関しては、学校法人明治薬科大学事務職員等就業規則に「法人の事務

職員等として、適任と認めた者を採用するものとし、人事委員会の議を経て、理事会にお

いて決定する。」（資料 9-1-24 第 5 条）と定めている。 

事務職員の採用に当たっては、転職サイトによる公募とし、その都度、年齢構成等を考

慮した上で社会人経験者を中途採用している。選考は、筆記試験、作文、適性試験などの

ほか、プレゼンテーション並びに事務局長および各部長による 2 回の面接による総合評価

により最終候補者数人を選考し、法人の人事委員会における最終面接により採用者を内定

し理事会において決定しており、公正性は確保されている。 

 事務職員の昇任・昇格に関する規程は制定していないが、事務職員の昇任については、

勤務実績、資質等を総合的に勘案し課長および課長補佐への昇任は各部長からの推薦書な

どを踏まえ、任免に関する規程に基づき事務局長の上申により人事委員会で審議し理事会

の議決を経て理事長が任命（資料 9-1-16 別表）しており、適切に運用されている。 

以上のことから、大学業務を支援する事務組織が設置され、十分に機能していると判断

している。 

  

9-1-（4）事務職員の意欲・資質の向上を図るための方策を講じているか。 

 事務職員の人事評価制度については、処遇に反映できる評価制度は未整備である。しか

し、毎年度、予算編成方針、事業計画に基づく各部・課の業務目標を設定し、達成度を検

証している。（資料 9-1-25）これは、事業報告書の基礎資料の一部として活用している。 

事務職員の資質向上を図る研修は、2011（平成 23）年度から多様な研修テーマのある外

部の研修システム等を活用している。その他、日本私立大学協会、私学関係団体および経

営団体等が主催する担当業務別研修等に参加している。（資料 9-1-26）また、階層別研修

として、新規採用事務職員には、外部研修のほか事務局長からの大学を取り巻く環境や大

学事務職員としての意識を高める講話等をはじめ各部長および各課長から所掌の業務内容、

現状等について 5 日間にわたり実施（資料 9-1-27）し、課長昇任者には、管理職としての

心構えなどを外部研修を活用し意欲向上に努めている。 

スタッフ・ディべロップメント（SD）は、定型業務だけではなく、高度化業務、諸課題

等に対応できる大学事務職員として、一層の資質向上を図るため実施している。（資料

9-1-28） 

人事異動に当たっては、「事務職員の人事異動基本方針」（資料 9-1-29）を踏まえ実施し

ている。また、事務職員の意欲と自主性を引き出すため、毎年、定期的に「人事異動個人

調書」（資料 9-1-30 様式）を直接、事務局長に提出・面談し、人事異動の意向、今後取

り組みたい業務、新たに取得した資格・免許並びに配慮すべき特段の事由などを申告する

機会を設定している。 

以上のことから、概ね事務職員の意欲・資質の向上を図るための方策を講じていると判

断している。 

 

【点検・評価】 

●基準 9-1 の充足状況 

 大学の理念・目的の実現に向けて、管理運営方針を明確に定め、大学構成員へ周知して
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いる。意思決定プロセス、教学組織（大学）と法人組織（理事会等）の権限と責任および

教授会の権限と責任についても明確化した運営を行っている。 

関係法令に基づく管理運営に関する学内諸規程に則り、学長等の権限と責任を明確にし

ており、学長選考および研究科長等の選考方法についても適切に行われている。 

大学業務を支援する事務組織が設置され、専任事務職員と専門的に優れた能力・知識を

有する経験豊富な特別職員等を活用し、業務内容の多様化に対応でき、適切な業務遂行に

支障なく人員配置しており、機動的な組織として十分に機能している。  

事務職員の採用等に関する諸規程の整備とその適切な運用、人事考課に基づく適正な業

務評価と処遇改善、スタッフ・ディべロップメント（SD）の実施状況と有効性、事務職員

の意欲・資質の向上を図る仕組みにおいて、職員の昇任昇格等に関する規程の整備、人事

考課に基づく適正な業務評価と処遇改善については、未整備であり今後の課題である。 

以上のことから、同基準をおおむね充足している。 

 

①  効果が上がっている事項  

1.理事会における常置委員会および臨時委員会は、構成員として大学教員および事務職員

も参画し、法人と大学の意思疎通を図るとともに大学の意向が反映できる組織である。

（資料 9-1-31） 

2.理事長直轄の監査室を設置（資料 9-1-32）し、内部監査による適切な監査を行っており

コンプライアンスの実効性を確保している。（資料 9-1-33） 

3.事務組織と教員との連携に関して、大学運営協議会において、事務局長のほか 4 名の部

長が意思決定に参画するとともに、各関連委員会では、教員と事務職員が委員として意

思決定に参画し、職種を超えて協力する教職協働が確立され、「就職に強い大学」として

高い就職率の維持・継続、高い薬剤師国家試験の合格率の維持・継続、入学志願者の確

保などに効果が表れている。（資料 9-1-34、9-1-35、9-1-36） 

4.教学においても事務職員の部長制を導入しており、教員の関連委員会委員長とともに大

学運営に関する多様な業務の政策立案等において十分機能している。 

5.教員会議においては、事務組織からも事務局長をはじめ各部長および課長が出席し、課

長から関連委員会の報告等を行うなど、大学運営における教職員の一体性が確立してい

る。   

6.事務職員の人事異動については、同一部署に長く留まることを解消し、大学事務職員と

しての多様な視点と幅広い知識を習得し、様々な業務に取り組む人材育成として定着し

ている。（資料 9-1-37） 

②  改善すべき事項 

1.大学の委員会の数が多いことから集約することが課題である。   

2.スタッフ・ディべロップメント（SD）は、実施しているが、計画的に管理運営や教育・

研究支援のテ-マに沿った実施ができていないことが課題である。 

3.事務職員の昇任については、一定のルールに基づいて実施しているが、昇任昇格等に関

する諸規程の整備が課題である。 

4.人事考課に基づく適正な業務評価と処遇改善が課題である。 

5.学長候補者選挙の事務職員の選挙権付与。 
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【将来に向けた発展方策】 

①  効果が上がっている事項  

1.重要課題などは、プロジェクトチームやワ-キンググループを主体に検討を行う。 

2～6.目的達成のために必要な管理運営体制が組織されているが、今後とも大学業務を円滑

に、かつ効果的に行うためには、学長のリーダーシップのもと教職協働を推進する。 

②  改善すべき事項  

1.大学の委員会を見直し、役割の点から集約できるものは集約する。  

2.スタッフ・ディべロップメント（SD）のテーマを体系的に開催する。 

3.事務職員の人事評価制度について、評価結果を正当に処遇に反映させるには精度の高い

制度設計が求められ大変難しいが、理事会において社会一般における最近の検証結果な

ども参考に検討し、人材育成、意欲向上に連動した制度に再構築していく。  

4.課長以上の管理職への昇任は、ポスト不足もあり人事管理における処遇や新たな人事制

度設計などの方策を理事会において検討する。 

5.学長選考規程に基づく、学長候補者選挙の選挙権は、助教以上の教員に限定されている

が、学長は、大学を代表し、職員を統率監督し、校務に関する最終決定権を有すること

から、教員会議に参画する事務職課長以上の管理職等の選挙権付与について理事会にお

いて検討する。 

 

【根拠資料】 

9-1-1  建学の精神、大学の理念、教育目標（既出 資料１-１） 

           ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/koho/idea.html 

9-1-2  学校法人明治薬科大学運営の大綱（既出 資料１-10） 

           ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/koho/general.html 

9-1-3  学校法人明治薬科大学寄附行為（CD-R） 

9-1-4  平成 27 年度事業計画書（CD-R） 

9-1-5  学校法人明治薬科大学任期制教員給与規程（平成 23年 10 月 1日以降採用者適用）

（CD-R） 

9-1-6  学校法人明治薬科大学事務職員等給与規程（平成 23年 10 月 1日以降採用者適用）

（CD-R） 

9-1-7  学校法人明治薬科大学退職金規程（平成 22 年 4 月 1 日以降採用者適用）（CD-R） 

9-1-8  学校法人明治薬科大学寄附行為施行規則（CD-R） 

9-1-9  明治薬科大学教授会規程（既出 資料 2-13） 

9-1-10  明治薬科大学学部学則（既出 資料 1-2） 

9-1-11  学内常置委員会・学内設置委員会（既出 資料 3-7） 

9-1-12  明治薬科大学大学運営協議会規程（既出 資料 2-12） 

9-1-13  明治薬科大学大学院学則（既出 資料 1-3） 

      ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/grad/images/mpu_g_r.pdf 

9-1-14  明治薬科大学長選考規程（CD-R） 

9-1-15  学校法人明治薬科大学職員組織規程（既出 資料 3-2） 
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9-1-16  学校法人明治薬科大学職員の任免に関する規程（既出 資料 3-26） 

9-1-17  共有フォルダ/規程集（CD-R） 

ホームページ（学内専用） 

https://my-port.my-pharm.ac.jp/ActiveCampus/module/WebExplorerGroup.

php?mode=chdir&path=/%E8%A6%8F%E7%A8%8B%E9%9B%86 

9-1-18  事務組織図（2011（平成 23）年 10 月１日現在）（CD-R） 

9-1-19  明治薬科大学広報 №82（2011（平成 23）年 10 月 5 日発行）P.10（CD-R） 

9-1-20  事務組織図（2013（平成 25）年 1 月 1 日現在）（CD-R） 

9-1-21  事務組織図（2015（平成 27）年 5 月 1 日現在）（CD-R） 

9-1-22  平成 27 年度私立薬科大学（薬学部）専任教員及び職員数調（一般社団法人日本

私立薬科大学協会）（CD-R） 

9-1-23  学校法人明治薬科大学事務組織規程（CD-R） 

9-1-24  学校法人明治薬科大学事務職員等就業規則（CD-R） 

9-1-25  平成 26 年度 各部・課の目標達成度（CD-R） 

9-1-26   2011（平成 23）年度からの外部研修実績（CD-R） 

9-1-27  新規採用職員研修予定表（CD-R） 

9-1-28   2014（平成 26）年度、2015（平成 27）年度スタッフ・ディべロップメント（SD）

実施内容（CD-R） 

9-1-29  事務職員の人事異動基本方針（CD-R） 

9-1-30  人事異動個人調書（様式）（CD-R） 

9-1-31   学校法人明治薬科大学理事会 常置委員会・臨時委員会（CD-R） 

9-1-32   学校法人明治薬科大学内部監査規程（CD-R） 

9-1-33   平成 26 年度 内部監査（定期監査）の結果等について（報告）（CD-R） 

9-1-34   就職率の推移表 

      ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/news/info_detail.html?id=647 

9-1-35   薬剤師国家試験合格率の推移表 

      ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/kyoumu/national.html 

9-1-36   入学志願者の推移表 

           ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/shiken/data.html 

9-1-37   人事異動実施表（CD-R） 

9-1-38  理事会名簿（CD-R） 
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9-2 財務 

 

【現状の説明】 

9-2-（1）教育研究を安定して遂行するために必要かつ十分な財政的基盤を確立しているか。 

2012（平成 24）年 5 月に理事会で「学校法人明治薬科大学運営の大綱」（以下、運営の

大綱という。）を策定している。（資料 9-2-1）このうち、「財務」の方針として、「3.財政

基盤の確立と経営の効率化を計る」の下に、「（1）中長期経営計画を策定し、定期的に経営

状況の検証と財務予測を行い、経営の安定化を図る」、「（2）財政基盤を確立し、更なる発

展のための資金基盤を整備する」、「（3）新・旧給与体系の制度間の調整及び円滑な運用の

確立並びに人事評価制度の構築と運用の確立を図る」、「（4）寄付金並びに収益事業収入の

安定確保を図る」ことを掲げている。 

この方針に基づき、以下のとおり、到達目標を定めている。  

（1）については、予算編成方針（資料 9-2-2）において基本方針（事業計画の骨子に相

当）を明示するとともに、収入と支出の各科目の予算編成方針を掲げて事業計画および予

算案を策定している。 

また、決算において、財務状況を正確に理解するために理事会および評議員会で、財務

計算書類（資料 9-2-3）のほかに、決算解説書（総括版と詳細版）、（資料 9-2-4、9-2-5）

消費収支計算書推移表、（資料 9-2-6）キャッシュフロー計算書等、（資料 9-2-7）財務比

率表（資料 9-2-8）等を提示して決算の状況を明確に把握できるよう努めるとともに、日

本私立学校振興・共済事業団の「定量的な経営判断指標に基づく経営状態の区分」により

経営状態を認識する。（資料 9-2-7） 

なお、主な競合校との財務分析（決算書比較）の概要（資料 9-2-9）を理事会に報告し、

自法人の財務状況の理解に役立てることとする。 

（2）については、決算の見通しを踏まえて、余剰資金を特定預金・資産化して資産運用

に努める。これにより各種引当金の資金の裏付けを確保するなど、将来の支出に備えて財

務体質の改善に努めることとする。 

（3）については、「（1）管理運営」に記載のとおりである。 

（4）については、学生納付金以外の自己資金（収入）の確保の観点から、「明治薬科大

学基金」（目的：教育研究、国際交流及び社会貢献等の推進、キャンパス環境の整備・充実

等に関する各種事業の支援）を設立して、恒常的に一定の金額を確保するよう努める。（資

料 9-2-10） 

また、私立学校法上の収益事業（貸事務所、貸店舗等の貸付業）（資料 9-2-11 p.1 第

4 条第 2 項、p.8 第 38 条、第 39 条）を行い、（収益）事業会計から一定額の学校会計繰入

額を学校会計（事業収入・収益事業収入）に計上するものとする。 

 

また、本学における過去 3 年間の科学研究費補助金、受託研究費等の外部資金の受け入

れ状況は、別表のとおりである。（資料 9-2-12） 

 

さらに、本学の平成 26 年度決算の財務状況の概略は、以下のとおりである。 

消費収支計算書関係比率（大学基礎データ 表 6）では、人件費比率 39.4%、教育研究経
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費比率 39.0%、管理経費比率 5.4%、借入金等利息比率 0.3%、帰属収支差額比率 15.4%、消

費収支比率 109.6%、学生生徒等納付金比率 79.0%、寄付金比率 1.8%、補助金比率 8.2%、基

本金組入率 22.8%である。貸借対照表関係比率（大学基礎データ 表 8）では、自己資金構

成比率 94.4%、消費収支差額構成比率△2.3%、固定比率 98.2%、流動比率 441.8%、総負債

比率 5.6%、負債比率 5.9%である。なお、日本私立学校振興・共済事業団の「平成 26 年度

版 今日の私学財政（大学・短期大学編）」の平成 25 年度財務比率比較表（大学法人）の全

国平均（医療系法人を除く）と比較すると、運用資産余裕比率は 3.1 年（全国平均 1.8 年）、

消費収支差額構成比率は△1.4%（△12.2%）、基本金比率は 98.3%（97.1%）、減価償却比率

は 23.9%（48.0%）、人件費依存率は 47.1%（72.4%）、教育研究経費比率は 43.2%（31.5%）、

管理経費比率は 4.9%（8.8%）であった。 

 

9-2-（2）予算編成および予算執行は適切に行っているか。 

予算編成に関しては、「運営の大綱」を踏まえて、予算編成方針を作成している。（資料

9-2-2）主な予算編成の手順は、以下のとおり。 

①予算編成方針案を 10 月の理事会で審議・承認して、学内にメール等で周知。（資料 9-2-13） 

②各部署又は委員会等から予算概算請求の申請を受け付ける。（資料 9-2-14） 

③1 月の予算・施設委員会（大学の常置委員会）で、新規案件又は予算規模の大きい案件

を中心に、ヒアリングを実施して、事業内容の確認と申請金額の適否を審査。（資料

9-2-15） 

④2 月の財務委員会（法人の常置委員会）で、上記③の案件（事業計画）を中心にヒアリ

ングを行い、個別の予算措置について決定。（資料 9-2-16） 

⑤施設委員会（法人の常置委員会）で、施設関係予算案の検討を行う。 

⑥収益事業委員会（法人の常置委員会）で、（収益）事業会計の予算案の検討を行う。 

⑦事業計画書案は、事務局が中心となって作成し、大学運営協議会（大学執行部の合議体）

並びに財務委員会および法人運営協議会（法人の合議体）で確認の上、3 月定時理事会

に予算案と併せて上程し、評議員会への理事会提示案として審議・承認。  

⑧3 月定例評議員会で、次年度の予算案および事業計画書案並びに収益事業予算案につい

て、意見を聴取するとともにその後の臨時理事会でこれらを審議・承認して確定。  

   

予算執行に関しては、理事会（評議員会）で承認された予算および事業計画に基づき、

学校法人明治薬科大学経理規程、（資料 9-2-17）学校法人明治薬科大学調達規程、（資料

9-2-18）学校法人明治薬科大学固定資産および物品管理規程（資料 9-2-19）などの経理関

連規程により執行するとともに、定時理事会において会計報告（資料 9-2-20）を行ってい

る。特に、研究関連経費の執行に当たっては、学内研究費、民間企業等の研究助成金、国

等の競争的資金ごとに予算使用できるものの内容を明文化した、研究費等取扱要項（資料

9-2-21 p.17-18）により学内に周知している。さらに、研究室予算等の執行状況は月末締

めで計算し、翌月中旬に内部予算実績表（資料 9-2-22）で当月実績や予算残等を研究室に

通知し予算執行管理に資するよう努めている。施設設備関係の主な予算執行については、

中長期建物維持保全計画（資料 9-2-23）の 5 年単位の計画のもと、これまでの進捗状況や

今後の見通し等を考慮して策定された各年度の予算に基づき実行している。  
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予算管理は、会計システム（グレ-プシティ株式会社のレ-ザ-学校会計）を導入して、伝

票（証票）に基づき取引を入力し、研究室消耗品予算、研究室機械予算、研究室修理予算

等を管理するとともに、各種の帳票（決算書類を含む。）を作成している。 

さらに、12 月定例評議員会で、理事会から当年度の事業計画の執行状況を報告（確認）

している。（資料 9-2-24）その後、私立学校法および私立学校振興助成法に基づき、財務

計算書類並びに事業報告書（資料 9-2-25）および財産目録（資料 9-2-26）を作成するとと

もに、監事監査（資料 9-2-27）および公認会計士等監査（資料 9-2-3 p.1）を受けて、5

月定時理事会で審議・承認するとともに、5 月定例評議員会に報告している。 

 

また、文部科学省の「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施

基準）」（平成 26 年 2 月 18 日改正）と「研究活動における不正行為への対応等に関するガ

イドライン」（平成 26 年 8 月 26 日決定）に対応するべく、学校法人明治薬科大学における

公的研究費の不正使用防止に関する規程、（資料 9-2-28）学校法人明治薬科大学における

研究活動上の不正行為への対応に関する規程（資料 9-2-29）を整備して、研究費の受け入

れや適正執行に努めている。なお、監査室（理事長直轄の内部監査部門）による科学研究

費補助金を中心とした公的研究費の管理状況の監査も実施している。  

 

【点検・評価】 

●基準 9-2 の充足状況 

「運営の大綱」に定めた「3.財政基盤の確立と経営の効率化を計る」の財務の方針のも

と、経営状況全般に関しては、平成 26 年度決算において、帰属収支差額は 8 億 8174 万 6980

円のプラス（帰属収支差額比率 15.45%）、教育研究活動キャッシュフロ-収支差額は 16 億

5812 万 7665 円のプラス（教育研究活動キャシュフロ-収支差額比率 29.30%）であり、積立

率は 88.97%であるため、日本私立学校振興・共済事業団の「定量的な経営判断指標に基づ

く経営状態の区分（法人全体）」の正常状態の「A2」に該当しており、同基準をおおむね充

足している。（資料 9-2-9 p.1-2） 

個別具体には、平成 26 年度決算の消費収入の部では、学生納付金の帰属収入に占める割

合は 79.0%であるものの、補助金の割合は 8.2%、資産運用収入は 0.5%、事業収入は 4.7%

であるなど、多様な財源の確保に努めている。（資料 9-2-30）これは、事務組織に産学連

携・研究支援室を設置して、教員（研究者）の寄付講座、受託研究、共同研究の受け入れ

に対する支援、また、明治薬科大学基金による恒常的な寄付金の募集と運用、安定した収

益事業活動の展開による平均 72,140 千円余りの寄付金の受け入れ（資料 9-2-31）によっ

て実現されている。また、消費支出の部では、人件費の帰属収入に対する割合は 39.4%で

あるが、教育研究経費の割合は 39.0%であるなど、高い水準で教育研究活動を展開してい

る。平成 26 年度決算において、貸借対照表に関しては、資産の部では特定預金・資産の金

額として 112 億 6958 万 5340 円（資料 9-2-32）を計上して将来の支出に備えるとともに、

負債の部では清瀬キャンパスの建設資金の借入金（1997（平成 9）年に日本私立学校振興・

共済事業団から 30 億円を借入）を 2015（平成 27）年 3 月に繰上返済した。 
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① 効果が上がっている事項 

1.予算配分において、研究室への従来の一律配賦のほかに、質の高い研究業績を成し遂げ

た研究室に対する傾斜配分予算を引き続き確保し、更なる競争的環境の創出により研究

活動の一層の充実と活性化を図る。科学研究費補助金の申請者に対しては、一定の審査

結果を踏まえて研究奨励金を付与する。 

2.監事監査において、監事から理事会で事前に監査項目の説明を受けるとともに、「監査項

目に対する法人（大学）の回答」（資料 9-2-33）を文書で監査実施日前に配布した後、

監査当日に監事と理事、大学執行部、関係事務局とが監査項目について意見交換（質疑

応答）を行い、必要に応じて業務の見直し等に役立てている。また、一定期間を経て、

監査項目に対する、その後の対応について理事会で報告を行っている。  

3.主な競合校との間で相互に財務計算書類を交換しており、この決算比較によって、自法

人の経営状況および財政状態等について更に理解を深めることができている。特に、平

成 25 年度決算からは、計数の比較一覧表に加えて、決算比較の概要を文書で取り纏める

など、理事・監事や関係事務局に対する説明に役立っている。（資料 9-2-9） 

 

② 改善すべき事項 

1.平成 22～26 会計年度にかけて、「帰属収支差額」はプラス（黒字）を計上したが、「消費

収支差額」は、平成 22・23 会計年度はマイナス（赤字）であり、平成 24・25 会計年度

はプラスとなったものの、平成 26 会計年度はマイナスを計上するなど、平成 20 会計年

度で計上した「翌年度繰越消費支出超過額」を解消することができていない。（資料 9-2-6）

学校法人会計基準の趣旨（収支均衡の原則による教育研究活動の永続性の確保）に照ら

し、長期的な収支均衡を図る必要がある。 

 

【将来に向けた発展方策】 

① 効果が上がっている事項 

1.科学研究費補助金の申請を増やすため、現在行っている取組みについて、予算・施設委

員会で改善策の検討を行い、2016（平成 28）年度以降の採択件数の更なる向上を図る。 

2.監事の業務監査および財産（会計）監査等を通じて、法人経営および大学運営の課題に

ついて関係者で認識を共有するとともに、方策を検討するなど、PDCA サイクルを理事会

が主体となり着実に循環させる。 

3.今後は、決算比較の内容について財務委員会で精査するとともに、次期予算編成方針の

策定など財務戦略の立案にあたり、活用することとする。  

 

② 改善すべき事項 

1.予算編成にあたり、予算と実算との乖離が大きくならないように見積ること、特に、支

出については経費節減を図り、事業の必要性・緊急性の観点のほか、前年度において予

算と決算との差異が著しい項目や継続事業についても予算概算請求の査定をより厳格に

行い、「事業活動収入（帰属収入）」と「事業活動支出（消費支出）」を試算して、「基本

金組入前当年度収支差額」を算定し、この範囲内に「基本金組入額合計」が収まり、「当

年度収支差額」のプラスを確保できるようにする。なお、「第 2 次中期経営計画」を 2015
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（平成 27）年 11 月に発足する次期理事会で策定する方向である。  

 

【根拠資料】 

9-2-1  学校法人明治薬科大学運営の大綱（既出 資料 1-10） 

ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/koho/general.html 

9-2-2  平成 27 年度学校法人明治薬科大学予算編成方針（既出 資料 1-11） 

9-2-3  財務計算書類（平成 22～27 年度）（CD-R） 

9-2-4  平成 26 年度決算解説（総括）（CD-R） 

9-2-5  平成 26 年度決算解説書（CD-R） 

9-2-6  明治薬科大学消費収支計算書推移表（平成 17～26 年度）（CD-R） 

9-2-7  平成 26 年度キャッシュフロー計算書等（CD-R） 

9-2-8  財務比率表（大学の部）（CD-R） 

9-2-9  平成 26 年度決算書に見る本学と主な薬科大学との決算比較の概要（CD-R） 

9-2-10  明治薬科大学基金 募金趣意書 平成 26 年度版 

9-2-11  学校法人明治薬科大学寄附行為（既出 資料 9-1-3） 

9-2-12   科学研究費補助金・受託研究費等の外部資金受け入れ状況一覧（平成 24～26 年

度）（既出 資料 8-17） 

9-2-13  平成 27 年度の予算編成方針について（CD-R） 

9-2-14  平成 27 年度予算概算請求について／予算概算請求書の提出について（CD-R） 

9-2-15  平成 27 年度予算概算請求に係る学内ヒアリングの実施について（CD-R） 

9-2-16   平成 27 年度予算概算請求等のヒアリングの実施について（CD-R） 

9-2-17  学校法人明治薬科大学経理規程（CD-R） 

9-2-18   学校法人明治薬科大学調達規程（CD-R） 

9-2-19   学校法人明治薬科大学固定資産及び物品管理規程（CD-R） 

9-2-20  平成 27 年 5 月支払主要支出一覧 他（CD-R） 

9-2-21   研究費等取扱要項（平成 27 年 4 月 第 4 版）（CD-R） 

9-2-22   内部予算実績表（平成 27 年 6 月 30 日）（CD-R） 

9-2-23   中長期建物維持保全計画（15 年目期の 3）（CD-R） 

9-2-24   平成 26 年度事業計画とその執行実績について（10 月末）（CD-R） 

9-2-25  事業報告書（平成 22～27 年度）（CD-R） 

9-2-26  財産目録（平成 22～27 年度）（CD-R） 

9-2-27   監査報告書（平成 22～27 年度）（CD-R） 

9-2-28  学校法人明治薬科大学における公的研究費の不正使用防止に関する規程（CD-R） 

9-2-29   学校法人明治薬科大学における研究活動上の不正行為への対応に関する規程 

     （CD-R） 

9-2-30  5 ヵ年連続消費収支計算書（CD-R） 

9-2-31  5 ヵ年連続資金収支計算書（CD-R） 

9-2-32  5 ヵ年連続貸借対照表（CD-R） 

9-2-33   平成 26 年度期末・監事監査 監査項目に対する法人（大学）の回答 
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第 10 章 内部質保証 
 

【現状の説明】 

10-（1）大学の諸活動について点検・評価を行い、その結果を公表することで社会に対す

る説明責任を果たしているか。 

自己点検・評価の定期的実施  

 本学は、大学としてふさわしい教育研究水準を維持し、本学の理念・教育目標の実現を

図るため、組織的な点検・評価体制を整備し、恒常的に自己点検・評価を実施している。

本学では、1991（平成 3）年に大学設置基準に自己点検・評価の必要性が明文化された事

を受け 1992（平成 4）年 12 月に自己点検・評価委員会を設置し、1996（平成 8）年 2 月に

「明治薬科大学自己点検・評価報告書」を発行した（1991（平成 3）年度～1995（平成 7）

年度実績）。また、2001（平成 13）年度には大学基準協会の相互評価を申請し、1996（平

成 8）年度～2000（平成 12）年度にわたる自己点検・評価を行い、「明治薬科大学自己点検・

評価報告書（1996-2000）」にまとめ、2001（平成 13）年度に大学基準協会の審査を受け、

基準に適合していることを認定された。2013（平成 25）年 11 月には自己点検・評価規程

を制定し、2001（平成 13）年度～2008（平成 20）年度分の活動を「明治薬科大学自己点検・

評価報告書（2001-2008）」にまとめ、2009（平成 21）年度、大学基準協会による第三者評

価を受け基準に適合していることを認定された。この際の「点検・評価報告書」および「大

学認証評価結果」は全てホームページで公開している。（資料 10-1） 

 

受験生を含む社会一般に対して、必要な情報の公表  

 本学は「学校法人明治薬科大学情報公開規程」（資料 10-2）により、ホームページなど

により情報公開を行っている。 

 ホームページの教育情報において、①大学の理念、大学運営の大綱、②教育研究上の目

的、③教員組織、④入学者受け入れ方針（アドミッションポリシー）、入学者数、卒業者数、

進学者数、就職状況、⑤授業科目、内容、⑥学習成果の評価、卒業認定基準、⑦設備、教

育研究環境、⑧授業料、入学料、⑨就学支援、学生生活支援を公開している。（資料 10-3）

また、毎年発刊している「明治薬科大学アクセスガイド」において、上記情報の他、入学

試験概要、前年度入学試験データ、薬剤師国家試験合格者に関するデータ、詳細な就職実

績データなども公表している。（資料 10-4） 

2006（平成 18）年に薬学新教育制度がスタートし、それに伴い本学では薬学科（6 年制）

と生命創薬科学科（4 年制）の 2 学科制とした。両学科の「概要」、「ディプロマ・ポリシ

ー」および「カリキュラム・ポリシーとカリキュラムマップ」はホームページで公開して

いる。（資料 10-5、10-6、10-7）また、本学が実践している新制度の薬学教育の質を保証

するために一般社団法人「薬学教育評価機構」が定めた「薬学教育（6 年制）第三者評価 

評価基準－平成 19 年度版」に基づいた自己評価（自己評価 21）を行い、その結果をホー

ムページで公開している。（資料 10-8） 

 大学院担当教員の研究活動に関しては、「教員総覧」に掲載してきたが、2008（平成 20）

年度を最後に、同様の内容をホームページ（研究概要と関連論文）で公表することとなっ

た。（資料 10-9） 
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その他大学院に関しては、生命創薬科学専攻博士課程（前期）および（後期）、薬学専攻

博士課程別にそれぞれアドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、ディプロマポリ

シーを大学院要覧に掲載している。（資料 10-10 p.6-9）その他「明治薬科大学大学院学則」、

「明治薬科大学学位規程」および「明治薬科大学学位規程施行細則」も掲載した。 

 また本学では、教育と研究活動の公開発表の場として 1961（昭和 36）年から現在まで毎

年｢明治薬科大学研究紀要（専門系・人文社会系）｣を発刊し、教員の教育と研究への積極

的な関与を促してきた。 

 受験生に対する直接的な情報公開の手段としてオープンキャンパスを開催している。参

加者数の増加に伴い、現在では夏 2 回、春 1 回の計 3 回開催している。プログラムとして

は、「教育内容と進路」、「入学試験の概要」の説明後、本学教員による「薬学ミニ講義」、

その後、学生は「薬学体験実習」を、保護者には「学業、奨学金など入学後の学生生活」、

「本学の進路就職支援」の説明会を行っている。その他、個別進学相談、在校生とのフリ

ートーク、キャンパスツアーなども行っている。また、秋には「進学説明会」を行い、本

学受験希望者に対し、詳細な説明会を開催している。 

 さらに、高校教諭を対象とした「高校教員対象進学説明会」を行っている。内容として

は、薬学部の概要説明と個別進学相談を行っている。  

 財務に関しては、「私立学校法第 47 条」の規定に基づき過去 3 年間分の財務情報をホー

ムページの「財務情報」にて公開している。（資料 10-11） 

 

10-（2）内部質保証に関するシステムを整備しているか。  

 大学の教育目標（資料10-12）を達成するためには、大学の質の担保並びに向上させなけ

ればならない。そのため、本学は、学部学則第12条第2項および大学院学則第22条第2項の

規定に基づき「自己点検・評価委員会」（委員長は学長。構成員は各委員会委員長など10

名および事務職員8名）を設置している。本委員会は「明治薬科大学自己点検・評価委員会

規程」（2011（平成23）年5月制定：資料10-13）に則り、自己点検および評価を実施し、報

告書を作成し、文部科学大臣が認証した評価機関による認証評価を受け、改善が必要であ

る事項について、遅滞なく必要な処置を講ずること、また、この結果を公表することを業

務としている。 

 本学は教育研究水準を維持、向上させ、また、理念・教育目標の実現を図るため、教育、

研究などの大学運営において委員会方式をとっている。（資料 10-14）学則に定める 8 委員

会が責任を持って、1 年単位で PDCA サイクルを実施している。つまり、前年度に定めた方

針（Plan）に沿って新学期から実行し（Do）、方針と実行を検証し（Check）、それを基に改

善を行い（Act）、次年度の方針を新たに作成している（Plan）。 

 

教員評価 

 本学は2007（平成19）年9月に制定された「明治薬科大学教員評価規程」（資料10-15）に

基づいて、教員が行う各々の教育、研究、その他諸々の活動を、自らが不断に改善し発展

させ、本学の教育・研究の活性化と恒常的発展を図ることを目的（内部質保証）として教

員の自己点検評価を行ってきた。さらに、法人は「学校法人明治薬科大学 自己点検・評

価規程」（1993（平成5）年11月制定：資料10-16）により、新たに「教員業績審査・評価表」
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による評価を行うこととなり、2013（平成25）年度にトライアルが行われた。大学教員の

業務が多岐にわたる事から、各業務を公平に評価するため「教員業績審査・評価表」の改

定を行い2014（平成26）年度にもトライアルが行われた。教員からの意見も反映した更な

る「教員業績審査・評価表」の改定が行われている。ここで行われる評価と従前の「明治

薬科大学教員評価規程」に基づいた評価の多くの部分が重複することから、現在は、法人

が行う「教員業績審査・評価表」による評価に一本化されつつある。  

 

任期制教員評価 

「学校法人明治薬科大学任期制教員就業規則」（2005（平成17）年4月制定：資料10-17）

第7条に明記されている通り、雇用期間は5年である。雇用契約の更新は、本人が提出する5

年間の業績を考慮し、教授会および理事会の議を経て行っている。 

 

事務職員評価 

事務職員に関しては、職員の人材育成と事務組織の活性化を図ることを目的に、2005（平

成 17）年 1 月に制定された「学校法人明治薬科大学事務職員人事評価規程」（資料 10-18）

に基づいて、人事評価の試行を開始したが、「基準 9（1）管理運営」に記述のとおり、処

遇に反映できる評価制度は未整備である。これは、「基準 9（1）管理運営」の「将来に向

けた発展方策の改善すべき事項」で記述したとおり、評価結果を正当に処遇に反映させる

には精度の高い制度設計が求められることなどから、2011（平成 23）年 10 月 1 日以降採

用者適用の給与規程の附則において、「人事評価については、別の定めが制定されるまで

の間、適用しない。」と定め、教員の「教員業績審査・評価」制度が整備され次第、法人

において制度の見直しを進めることとしている。 

 

10-（3）内部質保証システムを適切に機能させているか。  

 本学の教学運営は委員会制度をとっている（教務、入試、学生厚生、進路就職支援、薬

学情報、予算・施設、薬学教育研究センター、大学院運営）。（資料 10-19 第 9 条）したが

って、大学の諸活動における検証と見直しのシステムは、それぞれの委員会が以下のよう

に実施している。すなわち、活動成果の評価と改善案をもとに次年度予算を提案する（Act）。

年度末に、予算申請結果に基づき次年度分の計画を立て（Plan）、それぞれの委員会がそれ

を実行に移す（Do）。実行した案に関して評価を行い（Check）、再び改善案を作成する（Act）

という PDCA サイクルを実施している。なお、作成された改善案は大学運営協議会、次いで

教授会で審議し、決定次第、毎月行われる教員会議において報告し、教員に周知している。  

 

学外有識者による監事監査 

 本学は、学外有識者監事 3 名により、年 3 回監事監査を行っている。上記各委員会の業

務および財務に関して適切かどうかを監査し、その監査結果について各委員会で改善の方

策を討議し、改善案を作成し実行している。 

 

内部監査 

 「学校法人明治薬科大学内部監査規程」（資料 10-20）に基づき、理事長直轄の監査室を
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設置して、倫理性、適法性および効率性の観点から公正かつ客観的な立場で検討、評価し、

その結果に基づく情報提供および改善のための助言、提案等を行うことにより、大学の健

全なる発展および社会からの信頼の保持に資することを目的とし、内部監査（監査室長以

下 4 名の監査担当者は、いずれも事務職員が兼任）による適切な監査を行っておりコンプ

ライアンスの実効性を確保している。 

 

コンプライアンス 

 コンプライアンスの徹底は、大学運営の重要課題であり法令や諸規程等を遵守し社会的

責任を果たすよう努めている。 

「学校法人明治薬科大学行動規範」（資料 10-21）に、「高等教育機関に課せられた公

共性と社会的使命・責任を認識し、職務の遂行に際して誠実で高い倫理観を保持し、教育

研究活動の目標を実現するため、研究活動の公正性、倫理性、信頼性を確保し、研究活動

を行う機関としての社会的な使命・責任を果たすための行動実践」の一つとして「法令等

の遵守」を掲げ、役員および職員並びに本学において研究を行うすべての者に周知してい

る。 

 

大学基準協会の大学評価（認証評価）における「大学に対する提言」への対応  

 2009（平成 21）年度大学基準協会の大学評価の際に助言を受けた事項に対して、改善報

告書を 2013（平成 25）年 7 月 26 日に提出し、「改善報告書検討結果」において「再度報告

を求める事項はなし」と言う評価をいただいている。しかし、その中で「引き続き一層の

努力が望まれる。」項目は以下の 2 点あり、その後の改善に努めている。 

 

1．「「学位申請基準」（学位論文審査要件）に関して、オリエンテーションなどで学生に説

明している点では改善が見られるものの不十分であり、また、学位審査基準は明示されて

いないため、両基準ともに『大学院便覧』等に明示するよう、改善が望まれる」 

 大学院要覧に「明治薬科大学大学院学則」の他、「明治薬科大学学位規程」および「明治

薬科大学学位規程施行細則」を掲載し「学位審査に必要な要件」について明示した。しか

し薬学専攻課程博士は現在修了者が出ていないので、「学位論文の審査および試験」につい

ては、今年はプリント配布を行い対処した。（資料 10-22）薬学専攻課程博士修了者が出次

第「学位論文の審査および試験」に関しては大学院要覧に掲載する予定である。  

2．「専任教員の年齢構成について、51～60 歳で 41.6%と依然として高い比率にあるので、

引き続き改善が望まれる。」 

前回の大学評価（2009（平成 21）年）の助言事項の１つに、「51～60 歳の専任教員が 43.3%

と多くなっているので、年齢構成の全体的バランスを保つよう改善の努力が望まれる。」と

の指摘があったが、その後の若手教員の新規採用などにより、改善報告書（2013（平成 25）

年 7 月 25 日提出）で、41.6%と減少したとの改善を報告した。今回の自己評価時点での専

任教員年齢構成（資料 10-23）では、さらに 38.7％と改善した。また、全体的バランスを

考慮して 50 歳を境に 2 群に分けてみてみると、前回大学評価では、51 歳以上 63.9%、50

歳以下 36.1%、改善報告書では、51 歳以上 62.9%、50 歳以下 37.0%、今回の報告では、51

歳以上 60.2%、50 歳以下 39.9%と徐々にではあるが改善されている。 
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その他の対応 

学校教育法第 92 条と 93 条の改正に伴う学則等の変更 

学校教育法第 92 条と 93 条の改正（2015（平成 27）年 4 月 1 日施行）に沿って、学長の

権限、副学長の権限、教授会のあり方などに関し、「明治薬科大学学部学則」、「明治薬科大

学教授会規程」および「学校法人明治薬科大学職員組織規程」の変更を行った。 

 

【点検・評価】 

●基準 10 の充足状況  

法人で行っている教員の「教員業績審査・評価」制度が整備され次第、法人において職

員の評価制度の見直しを行うことになっている。この点を除けば、情報公開、学生による

教員（講義）評価、内部および外部における監査、コンプライアンスの徹底、教学運営に

おける委員会制度の充実、文部科学省および認証評価機構からの指摘事項への適切な対処

に関してはおおむね充足している。 

①効果が上がっている事項 

1.教員評価 

先にも述べたが、新たに法人による「教員業績審査・評価表」を用いた教員の業績評価

のトライアルが 2013（平成 25）年度から開始されている。教員の業務が多岐にわたってい

ることを考慮して、公平に評価を行うことを目的としているので、「教員業績審査・評価表」

の項目は、かなり詳細になっている（更なる改正も進行中）。また各項目を点数化し、その

総合点により各職位毎に A、B、C の 3 段階で評価している。評価は教員にフィードバック

されており、個人としての PDCA サイクルを生み出している。さらに C 評価の教員は、学長

が面談により改善へのアドバイスを行うなどの支援を行い業務改善に繋がることが期待さ

れている。 

2.ホームページの充実 

受験生も含めた社会に向けての情報公開の手段としてホームページでの公開が多くなっ

ている現状から、適宜更新を行っている。本学の教育活動や取り組み、学内のニュースな

ど、さまざまな情報を紹介している『明治薬科大学広報』は従来、冊子体のみであったが、

現在は冊子体のみではなくホームページ上にも発信している。  

3.専任教員の年齢構成の改善 

 先にも述べたように、前回の大学評価（2009（平成 21）年度大学基準協会の大学評価）

で指摘され、改善報告書（2013（平成 25）年 7 月 26 日に提出）を提出し、改善が認めら

れた専任教員の年齢構成に関しては、さらに改善が進行した。  

 

②改善すべき事項 

1.教員評価で述べた、「教員業績審査・評価表」の改正が進行中であるが、全教員が納得す

る「教員業績審査・評価表」を完成させる努力が継続されている。 

 

【将来に向けた発展方策】 

①効果が上がっている事項 
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1.新たに法人が導入した教員評価は、毎年教育・研究・社会貢献の各項目を点数化し、そ

の総合点により各職位毎に A、B、C の 3 段階で評価、これをフィードバックするもので

ある。C 評価を受けた教員は、研究・教育活動改善への動機付けが行われ、個人として

の PDCA サイクルが生み出される。過去 2 回のトライアルで、この方法の効果は上がって

いるが、評価に使用している「教員業績審査・評価表」の項目の細部には改善を求める

意見もあるので、教員すべてが納得する「教員業績審査・評価表」の作成に努力してい

るところである。 

2．情報公開の手段として主流となっているホームページを用いた社会に対する情報公開が

かなり充実してきた。これからもホームページを更新し新たな情報の提供を行っていく。

受験者からのより詳細な情報の入手希望や質問に対しては、オープンキャンパスや進学

説明会で対処していく。 

3.専任教員の年齢構成については、先にも述べたとおり、現在徐々にではあるが改善が進

んでいる。最終的には、年齢構成を 5 歳間隔で区切った際、一つの年齢群が 20%を超え

ることがないような年齢構成を構築したい（現在 61 歳～65 歳が 20.4％、51 歳～55 歳が

22.6%）。ただしこれに関しては短期間で処理できる問題ではないので、毎年少しずつで

も改善して行く。 

 

②改善すべき事項 

 現在、法人で行っているトライアルに関して、教員の意見をできるだけ受け入れて改定

を行っていく。評価項目の見直しを数年毎に行う必要がある。  

 

【根拠資料】 

10-1  大学基準協会による大学評価（認定評価） 

     ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/koho/oi_scsa_dkk_dh.html 

10-2  学校法人明治薬科大学情報公開規程（CD-R） 

10-3  教育情報 

     ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/koho/oi_education.html 

10-4  アクセスガイド 2015（既出 資料 1-4） 

10-5  薬学部の概要、ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）（既出 資料 4-1-4） 

ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/kyoumu/outline_dp.html 

10-6  薬学部の概要、カリキュラム・ポリシー（既出 資料 4-1-8） 

     ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/kyoumu/outline_cpcm.html 

10-7  薬学科および生命創薬科学科のカリキュラムマップ 

ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/kyoumu/images/y_cm.pdf 

ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/kyoumu/images/ss_cm.pdf 

10-8  薬学教育評価機構による自己評価 21 

         ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/koho/oi_scsa_ykhk_zh21.html 

10-9  教員組織（既出 資料 1-17） 

     ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/education/kdb/kyoin/index.html 

10-10 2015 -2016 年大学院要覧（既出 資料 1-8） 
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10-11 財務情報 

ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/koho/oi_financial.html 

10-12 建学の精神、大学の理念、教育目標（既出 資料 1-1）  

ホームページ http://www.my-pharm.ac.jp/koho/idea.html 

10-13 明治薬科大学自己点検・評価委員会規程（既出 資料 4-4-1） 

10-14 学内常置委員会・学内設置委員会（既出 資料 3-7） 

10-15 明治薬科大学教員評価規程（CD-R） 

10-16 学校法人明治薬科大学 自己点検・評価規程（CD-R） 

10-17 学校法人明治薬科大学任期制教員就業規則（CD-R） 

10-18 学校法人明治薬科大学事務職員人事評価規程（CD-R） 

10-19 明治薬科大学学部学則（既出 資料 1-2） 

10-20 学校法人明治薬科大学内部監査規程（既出 資料 9-1-32） 

10-21 学校法人明治薬科大学行動規範（既出 資料 7-3） 

10-22 配布プリント 明治薬科大学大学院 生命創薬科学専攻・薬学専攻 課程博士の学

位申請について（CD-R） 

10-23 専任教員年齢構成（既出 資料 3-21） 
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終章 

 

2006（平成 18）年には新薬学教育制度への移行に伴い、薬学科（6 年制）と生命創薬科学科

（4 年制）を設置し、続いて生命創薬科学専攻博士課程（前期）は 2010（平成 22）年に、生命

創薬科学専攻博士課程（後期）および薬学専攻博士課程（4 年制）は 2012（平成 24）年に開設

された。 

前回 2009（平成 21）年の大学基準協会による認証評価から 7 年が経過した。その間、新薬学

教育制度が完成し、薬学コアカリキュラムの見直しが行われ、これからもまだ点検・評価し、

改善する点が出てくると思われる。  

本学では、新薬学教育制度移行期に、それまでに保有してきた薬学教育と研究の実績を踏ま

えて薬学科と生命創薬科学科を設置した。建学の精神を受け継いだ新しい理念「ソフィア（純

粋知）とフロネシス（実践知）を兼備えた人材を育成する」を掲げ、現実の諸問題に対して蓄

積した知識を柔軟に利用できる判断力、智慧、実践的智慧を養成することが本学の第一の使命

と考えている。  

薬学部薬学科では、医療現場を支え、人々の生活環境の向上、健康維持・増進に貢献できる、

論理的思考能力を備えた人間性豊かで優秀な薬剤師を養成することを理念・目的としている。5

年次における 7 つの研修コースでの実習を通して学生は薬学を学ぶ意義、薬剤師の使命を自覚

する。その結果として 10 年来の高い薬剤師国家試験合格率を維持してきた。これまでの卒業生

は基幹病院、医療機関および製薬関連企業に就職し、高度専門職業人として活躍している。ま

た生命創薬科学科では、創薬技術者・研究者の育成等、多様な人材の養成が目的となっている。

さらなる研究遂行のため大学院博士課程（前期）への進学者が他大学を含め毎年 6～7 割程度あ

り、就職者は創薬関係の企業などが多くを占めている。両学科ともほぼ設置の目的・理念に到

達していると考えている。また、薬学研究科では、生命創薬科学専攻（前期）は完成から 3 年

が経過し、修了者は製薬・化学・食品関連の企業への就職が順調に決まっており、今後、修了

者の活躍が期待でき、設置の目的・理念に到達していると思う。また、生命創薬科学専攻（後

期）と薬学専攻は新規カリキュラムがスタートして 4 年目に入り、薬学専攻はまだ修了者が出

ていないので、今後大学院運営委員会を中心に検証していきたい。  

優先的に取り組むべき課題として、薬学部では教員の補充を年齢構成、教育・研究分野のバ

ランスを考慮しながら行っていく。薬学研究科では、生命創薬科学専攻（後期）と薬学専攻へ

の進学者の増加に努める。  

設置の目的・理念に基づき、薬学科と生命創薬科学科および薬学研究科生命創薬科学専攻と

薬学専攻の教育・研究に関わる様々な観点から学内で点検・評価、検証を今後とも繰り返し行

い、これらの結果を報告書にまとめ、情報をホームページ等に積極的に公開し、新薬学教育制

度が十分社会的評価に耐えられるよう教育・研究面での「質の保障」と「質の向上」を常に図

り、さらなる大学の発展に努力する。  


