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な薬学教育課程として６年制課程が導入されるとともに、６年制課程を修めて卒業した者に薬剤師国家
試験の受験資格が与えられることとなった。その新６年制課程を修めた学生が受験する新薬剤師国家試
験がスタートして５年が経過した。
この間、それまでの「薬学教育モデル コアカリキュラム」および「実務実習モデル コアカリキュ
ラム」の二つを関連付けて一つのモデル コアカリキュラムとして新たな「薬学教育モデル コアカリ
キュラム」が作成され、２０１７年４月に施行されている。これは６年制薬学部のカリキュラム作成の
参考となる教育内容ガイドラインであり、学生が卒業までに身に付けておくべき必須の能力の到達目標
を提示している。また、教育課程の時間数の７割はモデル コアカリキュラムに示された内容を、３割
は大学独自のカリキュラムなどを履修するとしている。
また、教育課程が６年制に延長されて以降、薬学部の志願者は２０１０年度に底打ちし、２０１４年
度までに人気は回復したものの、２０１５年度、２０１６年度と再度減少している。この要因として

医療の高度化、多様化、医薬分業の進展など、薬剤師を取り巻く環境が大きく変化する中、最適な薬
物療法の提供、服薬指導、医療の安全確保など幅広い分野において、医療の担い手としての薬剤師に寄
せる期待が大きくなり、臨床に係る実践的な能力を有する薬剤師を輩出すべく、２００６年度から新た
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・ ・

・

・

・

は、薬学部の新設が増加したことと薬剤師
国家試験の合格率が低いこと、経済的理由
などによって他の進路を選択する傾向があ
るなどさまざまな因子が複雑に重なり合っ
ていると考えられている。なお、６年制課
程の設置とともに病院薬局実務実習の導入
や国家試験対策など大学側の負担も増して
いる。
こうした中、国家試験受験を対象としな
い４年制の課程を併置する大学も多い。薬
学を専門に学んだ学生のキャリア支援、業
界からのニーズ、大学院進学など、６年制
課程とは異なる需要や課題があるものと思
われる。
本特集では、６年制 ４年制課程を問わ
ず、薬学部を設置している大学から、優秀
・

な薬剤師の輩出や薬学の専門家養成といっ
たミッション、特色ある教育、社会からの
要望など薬学教育に課せられた課題をご紹
介いただくとともに、薬学教育を取り巻く
環境の変化や志願者の動向などを把握する
ことにより、薬学教育の現状と課題につい
て考える機会としたい。

薬学教育の課題と薬学教育協議会の役割

望月 正隆
●一般社団法人薬学教育協議会代表理事

チーム医療の中核を担う薬系人材の育成を目指して
田中 稔之
●兵庫医療大学薬学部長

―

医療現場から学ぶ

Beyond Borders 立命館大学薬学部
服部 尚樹
●立命館大学薬学部長、教授

―
医薬看専門職連携教育
政田 幹夫
●大阪薬科大学学長

高度な研究環境で展開される薬学教育

鍜冶 利幸
●東京理科大学薬学部部長、教授
宮崎 智
●東京理科大学薬学部生命創薬科学科主任、教授

近年の薬学部志願動向

富沢 弘和
●学校法人河合塾教育コンテンツ本部教育情報部部長
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●一般社団法人薬学教育協議会代表理事

・

２００４年に学校教育法が一部改訂され、医療人とし

・

改善 発展」を目的に任意団体として創設され、大学基

ての高い資質をもち、臨床能力を活用してチーム医療の

を見ない日本独特の薬学教育の発展をみたのである。

ぞれの時代に即した対応をすることによって、世界に類

薬学教育にも大きな変革の波が打ち寄せてきたが、それ

望月 正隆

薬学教育の課題と薬学教育協議会の役割

はじめに
薬学教育協議会は、１９５８年に「薬学教育の充実
準協会に対して「薬学教育基準」を答申するなど、薬学

現場で医師や看護師と協力し合うことができ、また地域
教 育 の 方 向 付 け に 深 く 関 わ っ て き た。 １ ９ ９ ０ 年 代 に

医療において薬の安全 適正使用に責任をもって対処で
国公私立大学教員が一堂に会して意見を交換するために

を設置した。２０００年代に入ると同一教科を担当する

る基礎研究者、および製薬企業の創薬研究と医薬品開発

認められた。同時に、伝統ある日本の薬学研究を継承す

きる薬剤師の養成を主目的とする６年制薬学科の設置が

・

教科担当教員会議を主宰するなど、創設時の精神を引き

などに携わる多様な人材の育成を主目的とする４年制薬

は、薬学生の実務実習を円滑に実施するための調整機構

継いで薬学教育全般に関わる事業を実施し、現在に至っ

科学科が並置された。さらに、それぞれの学科に対応す

つつも２０１２年に完成年度を迎えたが、これからが世

新制度による薬学教育は、まだいくつかの問題を残し

る大学院も設置された。

ている。

余年が経過する間には、

１ ６年制と４年制薬学教育体制
戦後の教育制度の改革から

60
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界に冠たる日本の薬学教育たり得るための正念場である
と薬学教育協議会は考えている。

３

薬学教育カリキュラムの検討

医療人としての高い資質をもってチーム医療や地域医

セルフメディケーションを含む地域医療の現場でその責

しての薬学を基礎に、薬の専門職として、チーム医療と

薬学教育協議会はヒューマニズムを原点とし、科学と

的に進め、学生が理解しやすいように教科間の流れを明

の務めと考えている。そのために、教科間の連携を積極

リキュラム作成に指導的役割を果たすことも、本協議会

などに関わる多様な人材の育成を目指す薬科学教育のカ

育と、基礎薬学研究、創薬研究と医薬品開発、情報提供

療の現場で活躍する薬剤師の養成を主目的とする薬学教

任を果たすことができる薬剤師、および創薬研究者、基

２ 薬学教育協議会の理念、目的とあり方

礎薬学研究者の養成に貢献し、もって公衆衛生の向上と

確に示すとともに、個々の進路をイメージできるような

提示する。この目的を達成するために、本協議会は教科

国民の健康増進を図るとともに、次代の薬学教育を担う
また、本協議会の理念に基づいて、薬学を選んだ学生が

担当教員会議を主宰し、講義と実習内容についての情報

体系的なカリキュラムと教育方法を協議し、その成果を

持てる能力を鍛え、最良の選択であったと振り返ること

交換の場とするとともに、教科の壁を越えて教科担当者

人材を育成する。

ができる教育環境を醸成することを目的に活動している。

間で話し合う場を設けることによって、質の高い授業実

長期の薬学実務実習教育体制の確立

存在し、それぞれが独自の事業を展開してはいるが、本

議が発展的に解消し、病院 薬局実務実習中央調整機構

２００８年には病院 薬局実務実習調整機構委員長会

・

協議会はこれらの諸団体と協力し、できるだけ効率のよ

委員会にまとめられた。病院

４

施に積極的に関わる。

さらに、薬学を担う人材育成のために、薬学教育協議
会は広く門戸を開き、各大学や関連団体または個人が参
加し、互いに自由に討論し、最良の道を探るための場と

い事業を展開できるよう調整するとともに、得られた情

うとともに、その質の向上と均一性を担保するために、

なることを目指している。薬学教育に関連する団体が種々

報を共有化するための役割を果たすものである。

・

・

薬局実務実習の調整を行
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長会議会長、日本薬剤師会会長、日本病院薬剤師会会長

大臣と厚生労働大臣に提出した。このような要望を薬学

各地区調整機構の独自性を尊重しつつ、情報交換を通し
また、薬学実務実習教育の指導者の育成については、

６団体の連名で提出したのは初めてであり、よりよい薬

は、連名で「薬学教育の支援に関する要望」を文部科学

薬の専門職の養成にとどまらず、安全 適正使用の責任

学教育を目指して薬学関係者が一致団結して意思表示し

て各地区調整機構の活動を支援している。

者である薬剤師を養成するために、薬学実務実習教育の

・

・

局勤務の薬剤師を対象に、優れた内容の実務実習教育指

の輪」を薬学会館で開催した。会場は満員となり、各大

ラム２０１０「伝えよう事前学習の成果、拡げよう連携

２０１０年は文部科学省委託事業による薬教協フォー

たことになり、大きな意味を持つことになった。

導者養成研修会として薬学教育者ワークショップを主宰

指導者の教育能力を高めることを目的として、病院 薬

している。
を受け、調査研究事業２件を進めることになった。この

習推進委員会の下に実務実習モデル コアカリキュラム

また、同じく２０１０年には薬学教育協議会の実務実

学の工夫を真剣に学ぶ姿が見られた。

後３年にわたる委託業務により、薬学教育協議会が全国

を検討する委員会が設置され、モデル

２００８年、文部科学省の医療人養成推進等委託業務

的に必要な調査研究を積極的に受け入れる方向ができあ

ムの果たした役割を検証するとともに、今後のカリキュ

・

・

調整機構委員会の下に緩やかな連携体制をとってきたが、

２０１５年、各地区調整機構と薬学教育協議会は中央

・

研究フォーラムを開

より有効な実務実習を展開するために、一つの法人であ

コアカリキュラ

催した。各大学の事前学習における特徴を提示し、互い

る一般社団法人薬学教育協議会本部、および支部として

ラム作成のための検討が開始された。

がった。
２００９年文部科学省の委託事業の一環として薬学教

に参考とするための議論の輪ができた。また、実習書の

育実務実習事前学習に関する調査

公開も行い、各大学は真剣なまなざしで他大学の実習書

の一体化が理事会において承認され、２０１６年総会か
・

・

学長）会議幹事、全国薬科大学長 薬学部

この結果、北海道地区調整機構（北海道支部）、東北地

ら正式に法人化した。

に目を通していた。
さらに、日本私立薬科大学協会会長、国公立大学薬学
部長（科長
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北陸地区調整機構（北陸支部）
、東海地区調整機構（東海

区調整機構（東北支部）
、関東地区調整機構（関東支部）、

薬学研究および創薬研究のあり方、研究能力を育成する

現状を調査し、卒業研究のあり方、大学院における臨床

・

・

山口地区調整機構

・

その結果、創薬および医薬品開発に関わる人材の育成

てきた薬学研究の人材育成に貢献してきた。

ための指導方針などについて協議し、長年にわたり培っ

四 国 支 部）
、九州

支部）
、近畿地区調整機構（近畿支部）
、中国 四国地区
調整機構（中国
・

（九州 山口支部）の８支部と薬学教育協議会（本部）が
一体化して日本の薬学教育を育てる体制が完成した。
年度改訂版として薬学系人材養成

・ ・

について、薬学部 薬系大学院教育では、臨床薬学と薬

いに進展し、その成果が医薬品開発および医療現場に波

・

及するものと期待できる。薬学教育協議会は時代に対応

創薬研究とのコラボレーションが大

コアカリキュラム」と、２０１５年に薬学実務実習に関

のあり方に関する検討会から出された「薬学教育モデル

する薬学のカリキュラムのあり方を考え、創薬および医

学特有の基礎研究

する連絡会議がまとめた「薬学実務実習に関するガイド

薬品開発に関わる薬学系人材の育成のための環境づくり

２０１３年に平成

ライン」に沿った実習は、２０１９年度に開始される。

を支援している。

第１期薬局実習が開始され、第２期は病院実習と薬局実

成とともに、医薬品の研究 開発 情報提供などに従事

薬学教育協議会は、新薬学教育体制の下での薬剤師養

理念を達成するための事業

習が同時で、第３期の薬局実習と病院実習、最後は第４

する研究者、技術者、薬学教育者など、多様な分野に人

６

期の病院実習となる４期生の実習が開始される。その準

・

・

・

・

研究 評価

薬学教育者ワークショップの実施

薬学教育カリキュラムの検討

薬学教育に関する調査

ある。

材を輩出するために以下の事業をその基盤とするもので

５ 薬学研究者の養成について

り組んでいる。

備に薬学教育協議会と各地区調整機構は全力を挙げて取

た。そのため２０１９年２月に２０１９年度実習として

期実習を開始しないと４期制実習が組めないことが分かっ

ただし、日程を組んでみると２０１９年２月中旬に第１

25

薬学教育協議会は「学生の研究能力を育てる教育」の
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事業を達成するための構成員である会員は、大学、薬

薬学教育に関する国際間の情報交換と協調

薬学部学生の病院 薬局実務実習の調整

薬学教科担当教員会議の主宰

士課程と博士課程、薬学専攻博士課程の教育、さらには

成員とし、６年制と４年制薬学部、大学院薬科学専攻修

全大学の全薬学部、および薬学教育に関連した団体を構

り、より良い薬学教育を求めて意見を交換する場である。

・

企業に関連する団体など、非常に幅広い分野の代表で構

薬の専門職であり、薬の責任者となり、かかりつけ薬剤

薬学教育の主な教育目標は、薬剤師法の改正により、

生涯学習にも関わっている。

成され、これらの構成メンバーから得られる英知は計り

師として、在宅医療の責任者の一人として臨床能力の高

剤師に関わる職能団体、卒後教育に関わる団体、医薬品

学部が大
・

い薬剤師の養成と、創薬研究者および基礎薬学研究者の

大学

学正会員として参加し、国公立大学薬学部長（科長 学

育成である。この教育目標を達成するために、薬学教育

知れない。薬学教育協議会は国公私立

長）会議、日本私立薬科大学協会、日本薬剤師会、日本

薬学教育協議会の進める現在の事業と、話し合いの場

協議会は設立の理念に基づき、構成員である各大学と関

議会、医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団、

となる主な委員会活動は次のように要約される。わが国

病院薬剤師会、日本薬剤師研修センター、日本薬学会、

日本女性薬剤師協会、日本保険薬局協会、薬学共用試験

の薬学教育は、国内にとどまらず、グローバルな視点を

連団体が自由に討論し、最良の道を探るための話し合い

センター、日本一般用医薬品連合会が団体正会員として

もって、外国との交流を広げることが必要である。特に、

日本薬学図書館協議会、薬剤師認定制度認証機構、薬学

加わり、日本製薬工業協会が賛助会員として参画してお

大学協会などを通して、諸外国の薬学教育団体との交流

アジア諸国の薬学教育を共に育てるために、アジア薬科

キュラムをより良いものとするための意見交換の場とし

カリキュラムに基づいて展開されているが、個々のカリ

を展開している。薬学教育全体は薬学教育モデル コア

・

薬学教育協議会は薬学教育に関わる全ての組織が集ま

７ 薬学教育協議会の活動

て参加している組織である。

り、薬学教育に関連するほとんど全ての団体が会員とし

の場となることを目指している。

74

教育評価機構、日本医薬情報センター、薬の適正使用協

73
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そのほか、長期間にわたって実務実習受け入れ施設証

て薬学教育に関する問題点を抽出し、解決法を探し出す

集約し、薬学教育カリキュラム評価検討委員会で検討し

の発行、実務実習に関する広報用ポスターの作成 配付、

て、教科担当教員会議を開催している。ここで顕在化し

た後、次回の薬学教育モデル コアカリキュラムの改訂

薬学部における在籍者数と実務実習実施結果調査の地区

ために活動している。

に際して、その時点における最良のカリキュラムを提示

別の集計と発表、薬学教員名簿の発刊と配付、就職動向

たさまざまな問題を薬学教育教科担当中央会議において

するものである。

・

調査の実施と報告書の配付など、地味ではあるが日本の

・

全国どこにおいても均質で最良の実務実習が展開でき
・

年は薬学教育の理想と

薬学の実態を調査し、記録し、保持する業務も継続して
いる。

おわりに
創設以来

年間、特に最近の

薬局実務実習地区調整

るように、全国で８地区の病院

機構が実習の調整を行い、実務実習指導薬剤師を養成す
るための認定実務実習指導薬剤師養成ワークショップ、
タスクフォーススキルアップ研修会、アドバンストワー
クショップを開催している。また、中央調整機構委員会

するカリキュラム像を求めて薬学教育協議会は努力を続

ことはなく、６年制薬学教育と４年制薬科学教育の両方

ではより良い実習のあり方を検討し、情報提供と提言を

において、学生にとって最良の選択であったと言える薬

けている。また、他の組織では関与しにくいような薬学

薬剤師教育に欠かすことができない実務実習において、

学を形成する方針の下に活動を続ける予定である。今後

している。薬剤師の地区偏在を防ぎ、実務実習の都市部

実習学生、教員、実務実習指導薬剤師とのコミュニケー

実務実習などの薬学教育に関する緊急の課題に対しても

ションに当たって不可欠となったＷＥＢシステムに関し

も、薬学教育に関連する諸団体の協力の下に、薬学を学

集中を避けるために、ふるさと実習を積極的に進めるべ

ては、ＷＥＢシステム検討委員会が最良のシステム内容
・

・

研究 評価委員会は、情報収集を通し

いきたいと考えている。 

び、薬学を巣立っていく人材とともに薬学教育を育てて

積極的に関与してきた。今後もこのような姿勢に変わる

10

く方策を検討している。

50

を関係者に提示している。
薬学教育調査
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急速な高齢化と少子化が同時に進むわが国にあって、

１

特集

チーム医療の中核を担う薬系人材の育成を目指して

２０２５年をめどに構築が急がれる地域包括ケアシステ

●兵庫医療大学薬学部長

兵庫医療大学は、薬学部、看護学部、リハビリテーショ

ムにおいて、多職種が連携するチーム医療を実践できる

田中 稔之

ン学部の３学部４学科を擁する医療総合大学として２０

良質な医療人を育成することは喫緊の社会的課題である。

「３学部（４学科）
＋医学部」が連携する学部の枠を超え

下、これからの医療に求められる「チーム医療」教育を、

科大学病院 同ささやま医療センターとの密接な連携の

学の最大の特徴は、兄弟校である兵庫医科大学、兵庫医

本学の３学部（４学科）が合同で実施する「チーム医療

専門基礎分野科目および専門分野科目で構成されており、

る。兵庫医療大学薬学部の教育課程は、基礎分野科目

る資質を備えた優れた薬系人材の育成が強く望まれてい

この観点から、６年制薬学教育にも、チームで協働でき

兵庫医療大学のチーム医療教育

０７年に開学し、これまでに２０００名を超える卒業生

はじめに

周年の節目を迎えた本

たボーダーレスな教育環境で実践できる点にある。本稿

教育」科目は、
「学部横断教育カリキュラム」として１年

を輩出している。本年度に開学

では、医療総合大学としての環境を生かして実施される

次から上級年次の基礎分野および専門基礎分野にスパイ

・

・

ラル状に配置されている。さらに、後記のようにこれら

兵庫医療大学薬学部の教育の特色を紹介したい。

10
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る「チーム医療教育」の概要を記す。

して実施に当たっている。以下に、本学で実施されてい

織に位置付けられた「共通教育センター」が学部と連携

る。このような「チーム医療教育」は、学部と同様の組

「３学部（４学科）
＋医学部」の４学部合同で実施してい

の科目の一部には兵庫医科大学から医学部学生が参加し、

ム医療について学

ル」において、チー

合同チュートリア

で実施する「４学部

も交えた４学部体制

けには、医学部学生

ぶ。４学部混成の小

床体験学習は、将来の医療職者への具体的なイメージづ

療現場に関する解説を受ける。このような入学直後の臨

臨床現場を目の当たりにしながら、医療スタッフから医

棟 薬剤部 リハビリテーション部などの施設を見学し、

部学生は３学部混成の少人数グループの一員として、病

院において実施する「早期臨床体験実習」に臨む。薬学

把握したのち、夏休み前に３学部合同で兵庫医科大学病

をもってスタートする。ここで医療全般の基礎的事項を

本学の「チーム医療教育」は、入学直後の「医療概論」

ここでは、３学部混成のグループで臨むチーム基盤型学

療教育は、２年次の「チーム医療概論」に引き継がれる。

調の必要性を理解することになる。このようなチーム医

る多職種の連携や協

び、各々の立場にあ

基本的な対応を学

加し、疾患に対する

オに関する討論に参

部学生は課題シナリ

・

くりと学習へのモチベーション向上につながっていく。

： Team Based Learning
）形式の討議や患者へ
習（ TBL
の基本的対応のあり方を、メンバーと協働して問題解決

グループの中で薬学

薬学部学生全員が第一線の臨床現場である大学病院で体

に当たる体験によって、各医療職者の役割 責任 連携

⑴ 早期臨床体験学習 ４学部合同チュートリアル

験学習できる教育環境は、病院を併設する医療総合大学

に関する理解を深めていく。

４学部合同チュートリアル

にあってこそ実現できるものである。続いて、夏休み明

・

・
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・

・

解を深めていく。ロールプレイング方式で各医療職者の

専門性、役割および責任を理解するだけでなく、チーム

⑵ 相互理解プログラム
チーム医療を実践するためには、薬学に関する確たる

医療の立場から医療をとらえ、メンバーと連携して問題

生だけでなく、兵庫医科大学の医学部生にとってもその

専門性ばかりでなく、他職種の異なる専門性に関する理

して他学部の専任教員が各々の専門領域を薬学部学生向

後の学習の大きな動機付けになっていると評価されてい

解決ができる力を身に付けることが期待されているので

けに講義する科目が設けられている。本学薬学部の学生

る。また、同時期に実施される１年次の合同チュートリ

解も不可欠の要素となる。この観点から、薬学専門教育

が「看護論」や「総合リハビリテーション論」を通じて

アルにも参加し、後輩の学習指導に当たる機会も設けら

ある。この合同学習は、薬学部生をはじめとする本学学

他職種者の専門性の一端を学び、将来のチーム医療の実

れている。

が進行する３年次においても、
「相互理解プログラム」と

践に役立てることができるのも、医療総合大学ならでは

講義し、薬学生が何をどのように学んでいるかを紹介し

学部やリハビリテーション学部の学生に「薬学概論」を

床現場とボーダーレスな教育環境の中でチーム医療につ

れたチーム医療教育に関するカリキュラムによって、臨

このように、入学直後から４年次まで計画的に設けら

のカリキュラムといえる。この時、薬学部教員は、看護

ている。

いて段階的に理解を深め、能力を高めることができるよ

部を含む４学部合同で実施され、４学部混成の小グルー

医療教育の総括的な意味を有している。この科目は医学

４年次の「チーム医療論演習」は、ここまでのチーム

最終学年次には、希望する学生に対して兵庫医療大学と

研鑽を続けていく。過密なカリキュラムの中にあっても、

リストとしての専門性を高め、国家資格取得を目指して

務実習や研究室における薬学研究を通じて薬のスペシャ

う教育課程が編成されている。薬学部学生は５年次の実

プでチーム医療のあり方や倫理的な諸問題について具体

兵庫医科大学の連携教育に対する支援などを目的として

⑶ チーム医療論演習

的な症例を用いたチームカンファレンス学習を通じて理

42
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設置された「医療人育成研修センター」が主体となり、
・

・

立した「学校法人兵庫医科大学中医薬孔子学院」が実施

校法人兵庫医科大学と中国の北京中医薬大学が共同で設

定されている。また、グローバル教育の一環として、学

施され、チーム医療を学ぶアドバンスト実習の機会が設

帯同して学ぶ「医療チーム実習」がカリキュラム外に実

教育課程が不可欠である。本学では、総合的学士力を有

者と議論し意見交換できる習慣を学生時代に身に付ける

円滑に実践するためには、薬学の専門性に加えて多職種

求められている。大学卒業後、医療現場でチーム医療を

り、医療者には生涯を通じて学び続ける自己研鑽能力が

わが国の医療を取り巻く環境は極めて厳しいものがあ

おわりに

する「北京中医薬大学短期留学プログラム」に、４学部

した次代を担う中核的医療人の育成を骨子とし、今後

感染対策 緩和ケア 呼吸ケアなどの専門医療チームに

から選抜された交換留学生として参加し、海外で幅広く
学ぶ機会も設けられている。

２ 医療人としてのキャリア形成の支援
本学の医療人育成教育は学部教育をもって終了するの
ではなく、生涯を通じたキャリアパス形成に連結するも
のと位置付けられている。多岐にわたる薬学部卒業生の
進路にあって、兵庫医科大学病院やささやま医療センター
に加え、法人関連の多くの医療施設でのキャリア形成も
積極的に支援できる体制をとっている。また、大学院薬
学研究科では、主に社会人学生に対して臨床現場で発見
された問題を解決すべく大学院専門教育を実施している。

年の目標を記した「 HUHS Vision 」
20を策定している。
本学薬学部は、チーム医療に真に貢献できる薬系人材の

10

育成という社会的使命に向けて、医療総合大学としての

特色ある教育をさらに発展させていく所存である。 
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はじめに

薬学教育のいま

―
Beyond Borders

立命館大学薬学部

服部 尚樹

●立命館大学薬学部長、教授

にあって、薬学部も特色ある薬学教育を展開している。

立命館大学薬学部の特色

立命館大学薬学部の特色として、「きめ細かな教育」、

立 命 館 大 学 薬 学 部 は、 ２ ０ ０ ８ 年 に ６ 年 制 の 薬 学 科
が、２０１５年に４年制の創薬科学科が設置された新し

「手厚いサポート」、
「総合大学の中の薬学部の強み」が挙
・

くさつキャンパス

バランスのとれた教育と研究

と清新」という建学の精神の元、
「自己の運命を自ら切り

の立命館附属校と共に立命館学園を形成している。
「自由

の半数を占める立命館アジア太平洋大学（ＡＰＵ）
、五つ

室に配属され、６回生前期終了時の卒研発表会まで、講

教育は行っていない。学生は全て、３回生後期に各研究

ある。しかし、立命館大学薬学部では、そのためだけの

格させることは極めて重要な、使命とも称すべきもので

６年制の薬学科にとって、学生を薬剤師国家試験に合

⑴

げられる。

い私立大学薬学部である。３万人を超える学生が学ぶ立
命 館 大 学 は、 薬 学 部 が あ る び わ こ

（ＢＫＣ）
、衣笠キャンパス（ＫＩＣ）
、大阪いばらきキャ
ンパス（ＯＩＣ）
、朱雀キャンパスの４キャンパスから成
カ国余りからの留学生が約６０００人の学生

開くことができる人材、国際社会で活躍し未来を担うこ

義、実習、演習と並行してさまざまな分野の研究に取り

り、世界

とができる人材の育成」を目標に掲げる立命館学園の中

90
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組 ん で い る。 分 野 は 異 な っ て も、 卒 業 研 究 で は

で、経験豊富な現職の薬剤師から薬剤師の業務

態度

What’s 員のほかに 名の現職薬剤師が嘱託講師として学生の指
導に当たっている。学生は、充実した実務前実習用施設

を探求するのは同じであり、
「自ら問題を見つけて
new?
解決していく力」
、
「考える力」を身に付けていく。国家

・

６年制薬学科の学生は、５回生時に薬局、病院で実務

のフィジコ２体、モニター上に種々のバイタルサインの

の実習では、フィジカルアセスメント用シミュレーター

医療薬学教育を展開している。フィジカルアセスメント

疾患の病態、薬物治療、フィジカルアセスメントなどの

立命館大学薬学部では、筆者も含めて医師が４名おり、

将来の在宅医療を見据えた充実した医療薬学教育

心構えなどを直接学ぶことができる。

けてからという学生が多い。それでも国家試験の合格率
校ある私立薬学部の

は全国でも毎年上位を占め、２０１７年２月に行われた
第１０２回薬剤師国家試験では、

⑶

試験の勉強を本格的に始めるのは、６回生の夏休みが明

11

パラメーターが表示されるＡＬＳシミュレーター１体を

⑵ 経験豊かな実務家教員と整った実務前実習用施設

中で出願者ベースで第３位の合格率であった。

57

実習を行う。そのための技能を研鑽するため、３〜４回
生時に「医療

聴診、心電計の付け方、ＡＥＤを用いた心肺蘇生の実習

用いて、血圧測定、正常 異常な心音、呼吸音、腸音の

・

薬学実習１」
「医 療 薬 学 実

と場所によると考える。病院内は医師がいるので、その

薬剤師にフィジカルアセスメントは必要か。それは時

夫を凝らした実習を行っている。

習、自己血糖測定器を用いた血糖測定などさまざまな工

機能検査、上回生を被験者にして実際の心電計で学ぶ実

クフローメーターやパルスオキシメーターを用いた呼吸

を行っている。さらに、学生同士で脈拍 血圧測定、ピー

・

習２」「実務前
実習」が配置
されている。
立命館大学薬
学部では、通
常の実務家教
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・

必要はない。ただ、今後日
本では高齢化が進み、自宅
で病気を看る在宅医療が広
まっていくと考えられる。

をネイティブ教員による徹底した訓練で総合的に高
skills

では、自分の関心に応じたテーマを学
めている。 Project
生自身で設定し、情報収集やプレゼンテーション、ディ

で発信力を高める必
スカッションを英語で行う。 Project
で基礎スキルを強化し
Skill Workshop

使用されているかどうかを

医療において、薬が適正に

が最近よく聞かれる。地域

（ JP1, JP2
）。４回
なプロジェクトを行う Junior Project
生では、薬学分野特有の専門用語や専門的表現を学び、

３回生では、専門分野からテーマを選び、アカデミック

に生かすといった立体的
て、そのスキルを再び Project
なプログラムとなっており、相乗効果を生み出している。

要 性 を 実 感 し、

チェックするのはかかりつ

薬学領域のテーマでプレゼンテーションを行う薬学専門

また、かかりつけ薬局、か

け薬剤師の使命であり、そ

英語演習を受講し、最終的に卒業研究プレゼンテーショ

かりつけ薬剤師という言葉

のとき、基本的なフィジカルアセスメントができること

ンを英語で行えるよう４年ないし６年間の一貫したプロ

大学院前期課程（薬科学専攻）の学生が海外で研究を体

プログラムを実施しており、２０１９年度に開設予定の

プログラムに参加
とができる Toronto Clinical Training
している。創薬科学科も同様にプロジェクト発信型英語

）と協定を結び、５回生時、
トロント小児病院（ SickKids
興味のある学生は、カナダの薬剤師の仕事を体験するこ

さらに、薬学科では、カナダのトロント大学薬学部、

グラムで英語力の涵養を図っている。

は大きな力になると思われる。
⑷ 実
 践的英語能力の修得を目指すプロジェクト発信型
英語教育
医療現場や学術会議で生かせる実践的な英語力を育成
する目的で、プロジェクト発信型英語プログラムを実践
（ S1
―
している。学生は１〜２回生時、 Skill Workshop

）と
（ P1
～ P4
） を 並 行 し て 受 講 す る。 Skill
S4
Project
で は、
「聞 く、 話 す、 読 む、 書 く」 の 四 つ の
Workshop
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ションが高まるという相乗効果を生み出している。

さらに、他大学に例をみないのがアドバイザー制度で

ある。これは、高校までのいわゆる担任制度であって、

教員は各学年６名～７名の担任となる。入学時のオリエ

・

後期の成績発表後には学生一人一人と面

ンテーションでは立命館大学の教育 研究の紹介や歓迎

会を行い、前

談をして学習や生活上の指導を行っている。また、毎月

１回、一緒に昼食をとるなど、１回生から６回生までが

一堂に会する機会を設け、情報交換を通じて互いに高め

総合大学の中の薬学部の強み

合い、さらにスポーツなどによって交流を深めている。

⑹
多様な学生が集まる立命館大学では、スポーツ系や文

化系をはじめ、約４５０のバラエティ豊かなクラブ サー

・

クルが活動しており、学生はそこで新しい仲間に出会い、

・

サークル活動に参加し、まだ見ぬ

互いに切磋琢磨しながら共に成長している。薬学部の学

生も積極的にクラブ

・

験できるように、米国イエール大学の研究室と交渉を進

めている。

演習科目を中心に、５回生以上の学生

・

・

自分と出会うために、日々仲間と共に挑戦している。

・
・
・

大学時報 2017.11

）制度とアドバイザー
⑸ Ｐ
 ｈ Ａ（ Pharmacy assistant
制度

本学では実習

が下級生の学習指導の補助を行うＰｈ Ａ制度を導入して

また、海外留学プログラムも豊富に設定されている。

生命科学部

いる。この制度により、上回生は自分が学んだことを下

級生に教えることによって自らの学習を振り返り、下級

部が合同で実施する、低回生向けの海外留学プログラム

薬学部 スポーツ健康科学部 総合心理学

生も先輩から助言を受けることによって学習へのモチベー
47
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・

特集

カリフォルニア大学デービス校や米国の現地企業を訪問

である「サイエンス＆テクノロジー」プログラムでは、

を聞いたり、スモールグループで互いに意見を交換して、

てグループ学習の後、薬害被害者の方々を招いて体験談

する介護体験などを実施している。さらに、薬害につい

薬害の悲惨さ、再発防止の大切さを学ぶ。

し、最先端の研究に触れる体験ができる。
立命館大学では、公務員を目指す学生のために公務員

学習すると同時に、人の命の尊さを心に刻み、医療人と

滋賀医科大学での人体解剖学実習では、人体の構造を

希望する学生は学部の授業と並行して公務員講座を受講

しての自覚を新たにしている。多職種連携を深める目的

講座を開講している。薬学部でも、公務員資格の取得を
名の学生が国

家公務員試験や地方公務員試験に合格し、厚生労働省や

招いて講義を行い、学生は、それぞれの職種の仕事に対

で、滋賀医科大学から医師や看護師など他職種の講師を

することができる。過去、４期生までに
経済産業省に勤務して医薬品の安全基準にかかわる国際

する理解を深めている。

ど、多岐にわたって活躍している。

さらなる広がりを目指す新分野での薬学教育

・

館大学薬学部では、患者の気持ちや他の医療従事者の仕

し、他の医療従事者と共にチーム医療に参加する。立命

薬学部の学生の多くが、将来、薬剤師として患者と接

基づいて客観的で的確な予測、評価、判断を行うことが

めには、品質、有効性、安全性について、科学的根拠に

クがある。したがって、医薬品を人と社会に役立てるた

の科学と言われている。全ての医薬品には副作用のリス

・

事を知るための演習として薬学応用演習を配置している。

必要となる。薬学教育におけるレギュラトリーサイエン

判 断」

医療救急隊と共に、衛星電話通信やトリアージ訓練を行

スの講義は、薬剤師の資質として必須であるレギュラト

評価

う災害時医療体験、身体障害者の気持ちが少しでも理解

リーサイエンスの考え方を学生に教授するだけにとどま

レ ギ ュ ラ ト リ ー サ イ エ ン ス は「 予 測

できるように、点字、白杖、アイマスク、車いすを用い

ら ず、 将 来、 そ の 関 連 分 野 で あ る 独 立 行 政 法 人 医 薬 品

⑺ 患者や他の医療従事者を知るための教育

た不自由体験、近隣の福祉施設を訪問して高齢者と交流

⑻

会議に出席したり、保健所で食品衛生業務に従事するな

29
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おわりに

（ＣＲＯ： Contract Research Organization
）への出口を
学生に見せることが可能となる。このため、立命館大学

の仕事である。では、カナダの薬剤師は何をしているの

もしない。それらは薬剤師免許を持たないアシスタント

カナダの薬剤師は調剤を行わないし、点滴の薬剤混注

薬学部では、レギュラトリーサイエンス分野の研究室を

だろうか。それは、ひとえに「患者に対する薬の説明」で

医 療 機 器 総 合 機 構（ Ｐ Ｍ Ｄ Ａ： Pharmaceuticals and
）や医薬品開発受託機関
Medical Devices Agency

２０１８年度に新設する予定である。

ある。患者に分かる言葉で薬の効果と副作用、正しい飲み

２０１９年に、薬学部創薬科学科の上に薬学研究科（薬

演習を配置し、専門薬剤師資格取得の一助としている。

に対する薬物療法の領域を中心に学べる高度薬剤師養成

ん化学療法、感染症治療、病院感染対策、妊婦 授乳婦

の養成に向け、現地の医師、薬剤師の指導のもとに、が

滋賀医科大学

関西医科大学と協定を結び、高度薬剤師

大学院（薬学専攻）では、多職種連携を深めるため、

薬物治療に関しては、医師と対等にディスカッションを

量を変更する。
「診断」をするのは医師の業務であるが、

）を薬剤師
定（ＴＤＭ： Therapeutic Drug Monitoring
が看護師に依頼し、採血の結果に基づいて薬剤師が投与

れているかどうかをチェックするための薬物血中濃度測

以上かけて説明することもある。適切な薬物治療が行わ

て薬物治療が受けられるようにする。患者１人に１時間

方を患者が理解できるまで説明し、患者が納得し安心し

科学専攻）を設置予定であるが、薬科学専攻の大学院生

）
して処方提案をする。薬物情報（ＤＩ : Drug Information
に 関 し て、 自 ら の 知 識 と 膨 大 な デ ー タ ベ ー ス を 駆 使 し

⑼ 大学院における教育の展開

が海外の研究者と一緒に研究し、研究に対するモチベー

て、

・

・

時間体制で電話やメールによって薬に関する問い

ションを高める目的で、現在イエール大学医学部の研究
室と交渉を進めている。

剤師の将来像を描きながら、それに必要な教育を実践し

合わせに答えている。立命館大学薬学部は、こうした薬

24

ている。 
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医療現場から学ぶ

２０１６年には大阪医科大学と法人合併を果たして学校

医薬看専門職連携教育―

本学は、１９０４年に薬舗の街、大阪道修町に創立さ

法人大阪医科薬科大学の一員となり、医療系総合大学と

●大阪薬科大学学長

れた大阪道修薬学校に源を発する。
「晝間業務ノ為メ修業

してスタートを切った。２０１８年には４年制薬学の入

政田 幹夫

スルコト能ハサル薬業家ノ徒弟ヲシテ夜間薬業ニ關スル

教育改革が叫ばれる昨今、薬学教育の現場においても

試を廃止し、６年制薬学一貫教育として歩むことになっ

専門学校を経て、１９５０年、新制大阪薬科大学に昇格。

医療人としての育成、すなわち総合的な人間力並びに薬

必須ナル學科ヲ教授スルヲ目的トスル」を校則に掲げ、

「自助自立した精神を涵養し、深く薬学の知識を授けるこ

剤師としての基盤の上に、専門領域の知識 技能を積み

ている。

とにより、豊かな人間性を備えた薬剤師 薬学人を養成

上げていかねばならない。また、臨床における体験型の

創設された。その後、帝国女子薬学専門学校、帝国薬学

し、もって人類の福祉と文化の向上に寄与する」ことを

実務教育が必須とされ、教育年限が６年に延長され、教

・

・

ＳＤ研修に積極的に取り

・

薬局薬剤師、

育者側も質の向上のためＦＤ

建学の精神としている。本学１１０余年の歴史の中で２
万人以上の卒業生を世に送り出し、病院

・

・

・

・

組まなければならなくなってきた。２０１５年度の新入

開発 情報提供者、国 地方

医薬食品関連企業の研究

生から学習成果基盤型教育が取り入れられ、

項目の薬

の医薬行政者、国公私立大学などの教育者等々が第一線
で活躍中の、歴史と実績を誇る薬科大学である。また、

学教育最終到達目標も設定されるなど、これまでの教育

10
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とは根本的に異なり、先行する教育制度改革に現場が追
表１）。

として、２０１７年に生涯学習センターを設置した（図

年が過ぎたが、本学では

いつくことが必要となってきた。チーム医療への参画、

薬学６年制教育の開始から

・

「医薬品に対する高度な知識
新コア カリキュラムの下、

・

力などといった資質を醸成するには単一科目担当制では

や技能の修得」という従来の薬学教育を一歩進めて、学

薬物療法における実践能力、保健 医療における実践能
難しく、薬学のみでなく、医療に関わる他職種を含めた

10

校法人大阪医科薬科大学の一員としての特色を十分に生

・

大阪薬科大学
６年制教育

研究体制の構築を推し進めていかなけれ

卒業後の自己研鑽を
強力にサポート

多面的な教育
ばならない時代になった。

・

・

生命科学研究者を育

・

じめ社会が求める多様な人材の育成とともに、研究面に

学としてスタートし、ＩＰＥに力を注ぎ、医療現場をは

本学は学校法人大阪医科薬科大学という医療系総合大

てることを目指している。

し崇高な臨床マインドを持つ薬学

である薬学臨床家としての薬剤師や、
「命の尊さ」を理解

の高い生命倫理観」を修得した上で、医療チームの一員

）に力を注いでいる。医療現場に
Professional Education
目を向け、そこから「人の命に係わる医薬品を扱うため

： Inter
かした医学 薬学 看護学の専門職連携教育（ IPE

・

本学も、２０１６
究センターおよび臨
床薬学教育研究セン
ターを設置し、基礎
研究を担う人員

から臨床までの教
育
の充実を試みてい
る。また、凄まじい
勢いの医療の進歩に

ベル賞博士山中伸弥先生の語る「治すすべのない患者さ

おいても基礎 臨床に係わらず医療現場に目を向け、ノー

・

追いつくために、在

学生や卒業生、地域

・

生命科学分野の発展に寄与する人材

・

を育成することを目指している。 

剤師を育て、薬学

んを何とかして治したい」という心を持った薬学人 薬

・

の薬剤師 薬学人に

（2016年度開設）
（2016年度開設）

図1

臨床薬学教育研究センター
基礎薬学教育研究センター

1

充実した臨床教育に向けた体制整備
図表１

専門職連携教育を取り入
れ、臨床現場で求められる
実践力を培う
医療現場で生じるさまざま
な課題に対し、柔軟に対応
できる基礎力を培う

（2017年度開設）

生涯学習センター

年に基礎薬学教育研

充実した臨床教育に向けた体制整備

貢献することを目的
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東京理科大学薬学部入口

●東京理科大学薬学部生命創薬科学科主任、教授

●東京理科大学薬学部部長、教授

高度な研究環境で展開される薬学教育
鍜冶 利幸
宮崎
智

本学が創立された。創立以来１３６年にわたる「実力主

義」の伝統を堅持しつつ、
「人間と自然のための科学技術

修了生が研究者

・

・

薬学部の基本理念

・

１

は生命創薬科学科を基礎とする薬科学専攻修士課程（２

学科（４年制）に改組され、現在に至っている。大学院

曲折を経て２００６年に薬学科（６年制）と生命創薬科

９６０年に設置された。当初は薬学科のみであったが、

薬学部は、
「良き理学の基礎を持つ薬学」を目指して１

技術者

専攻を擁し、毎年５０００名、

31

はじめに

研究科

の創造」を教育理念として、現在４キャンパス、７学部
学科、大学院

11

万人を超える卒業生
20

教育者などとして活躍している。

累計

31

東京理科大学は、１８
８１年創立の東京物理学
講習所を前身とする理工
系総合大学である。創立
者は東京大学を卒業した
日本最初の理学博士ら

という建学の精神を掲げ、

て国運発展の基礎とする」

あって、
「理学の普及を以

経済を重視する時代に

名の青年で、法律や政治

21
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２年設置）と、薬学科を基礎とする薬学専攻博士課程（２

０１０年設置）および薬科学専攻博士後期課程（２０１
必須ではない。

るが、
「薬をつくる」と「国民の健康を衛る」については

０１２年設置）である。

ゲノム創薬研究センター 生命医科学研究所
情報科学研究センター
薬学部校舎（14号館）
セミナーハウス
（ゼミ・宿泊棟）
13号館 DDS研究センター
コミュニケーション棟

薬学部は、病院 薬局などの医療現場で活躍する薬剤

技術者および衛生薬事行政の担い手を

養成する薬学科と、高度で徹底した研究活動に裏付けら

師、創薬研究者

・

・

科学的基盤であ

剤師の依って立つ

である。薬学は薬

者を養成すること

に付けるために不可欠な存在である。

方、生命創薬科学科にとって薬学科は医療臨床感覚を身

創薬科学科は高度な研究活動に不可欠な存在であり、一

学科の２学科から構成されている。薬学科にとって生命

れた創薬研究者

「薬をつくる」「国

わち「薬を使う」

他薬事衛生」
、すな

医薬品の供給その

る。このような理想的な学園環境の下で、東京理科大学

りとレイアウトされたリサーチパーク型キャンパスであ

ハウス、学生研修センター、大型研究施設などがゆった

科学研究所や、教室棟、図書館、グラウンド、セミナー

内に、薬学部のほか理工学部、総合研究院および生命医

東京理科大学野田キャンパスは、広大で緑豊かな敷地

り、薬剤師法第１

技術者を主として養成する生命創薬科

・

薬学部校舎（15号館）

・

薬学部の基本理念は、
「医薬分子を通して人の健康を守

森戸記念
体育館

16号館

学生研修センター

る」志を持った医療人、研究者 技術者、公務員、教育

赤外自由電子レーザー
研究センター
多目的
部室棟
トレーニングホール

条に定める「調剤、

民の健康を守る」

の薬学教育が行われている。

薬学科の教育

薬学科においては、高い専門性と倫理観、国際的な視

２
免許は「薬を使う」

野を持ち、ヒューマニティと研究心にあふれる薬剤師を

学である。薬剤師

務遂行のための科

という薬剤師の任

東京理科大学薬学部キャンパス

ために不可欠であ
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「コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能 力」
「基 礎 的 な 科 学 力」
「研 究 能

コースを活用し、医療に従事している薬剤師や企業研究

師の生涯教育を行う。また、大学院薬学研究科の社会人

薬剤師会とも共同しつつ、医療現場で活躍している薬剤

力」
「自己研鑽」
「教育能力」など、講義や実習よりも研

者による博士の学位取得を支援する。医療薬学教育研究

養成している。薬剤師に求められる の基本的資質には、

究活動による研鑽を通じて大きく養うことができるもの

く社会で活躍する薬系人材を学術的立場から支援しよう

支援センターは、東京理科大学薬学部が在学生だけでな

に寄与することは、薬剤師としての重要な責務である。

薬学６年制の施行に伴い、現在の生命創薬科学科が誕

・

できる。薬学教育モデル コアカリキュラムを確実に実

生した。本学科は当初から全国で唯一、３桁の定員を有

生命創薬科学科の教育

施しつつ、研究をしっかりと行うことにより、
「最先端の

年間で１２０

％以上が大学院に進み、修士課程修了者

し、卒業生の

％超を維持している。この

０名以上の学生が巣立った。全国の薬系大学４年制の募

の就職率は

うる能力」を持つ薬剤師を養成し、将来、基幹的医療機

集人数は、国公立大学を含めて年に約１０００名であり、

国家試験対策を支援する。一方、神楽坂拠点では、地区

坂キャンパスに拠点がある。野田拠点では、実務実習や

とから、医療人としてのヒューマニズムや薬事法に触れ、

生命創薬科学科で学ぶ創薬は、
「ヒトへの薬」であるこ

おける両輪であると捉えている。

的な創薬研究者の養成に努めるとともに、薬剤師教育に

薬学６年制教育の補完としての存在を超えて、より専門

10

・

月には、医療薬学教育研究支援センター

％を占める。本学の生命創薬科学科は、

関で指導的な役割を果たす薬剤師や創薬研究者 技術者、

２０１７年

ことを目標としている。

本学はその約

10

95

95

さらには大学において薬学教育を担う研究者を養成する

を発見し、それを解決に導くための方法を立案し実践し

医療に関する知識や情報を幅広く取り入れた上で問題点

３

とするものであり、今後の展開が期待される。

けでなく生命創薬科学科の研究室に所属して行うことも

教育や卒業研究を重視している。卒業研究は、薬学科だ

このような考えから、薬学部薬学科では薬学の基本的な

が含まれている。研究や職能の実践を通じて薬学の発展

10

が設立された。このセンターは、野田キャンパスと神楽

10
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外の単位をすべて修得できるようにし、４年次から各研

性を掲げてきた。そのために、３年次までに卒業研究以

る。学科開設以来、修士課程を含む６年一貫教育の必要

しての薬学の探求」が生命創薬科学科の大きな特徴であ

薬理や製剤の知識がなければならない。
「総合的な学問と

とでは済まされない。体内における代謝や吸収、毒性、

薬」であるからには、単に低分子化合物の合成というこ

それらを学ぶことが重要であると考えている。
「ヒトへの

して活躍する博士（薬学）の育成を目指している。

学んだことを高度化するだけでなく、薬学の大学教員と

公務員を輩出しているが、薬学専攻に進学して薬学科で

創薬に関わる研究者 技術者、薬事衛生行政を担当する

を設置している。薬学科では、中核的医療機関の薬剤師、

攻修士課程 博士後期課程の２専攻を擁する薬学研究科

科を擁する薬学部の上に、薬学専攻博士課程と薬科学専

東京理科大学は、薬学科および生命創薬科学科の２学

・

士課程に進学し、６年間一貫教育によって、先端創薬科

生命創薬科学科では、ほとんどの学生が薬科学専攻修

・

究室に配属して修士修了までの３年間を研究に没頭でき
る環境を整備している。

・

・

・

技術者だけでなく、化学 食品 化粧

・

物実験に限らず、コンピューターによるシミュレーショ

いる。それに呼応するために、従来の生化学的実験や動

生医療など、生体機能を利用した薬剤も次々に出てきて

はない。抗体医薬品や核酸医薬品、免疫系への応用や再

科学）は薬系人材としてきわめて重要な存在であり、創

科を卒業し薬科学専攻で高度な科学を身に付けた博士（薬

も基礎薬学領域の教員が不可欠であるが、生命創薬科学

術者として活躍している。６年制教育にも４年制教育に

品など幅広い分野で薬学を生かして活躍する研究者

学を担う研究者

ンやＡＩの活用を基盤とする科目や、薬が体に及ぼす影

薬研究者はもちろん、大学教員として基礎薬学領域の教

薬は低分子化合物であって経口投与するものばかりで

響やウイルスやバクテリアが薬剤耐性を獲得する仕組み

育を担うことが期待される。リサーチパーク型キャンパ

技

を考えるといった生命科学的な科目まで幅広い選択科目

スは、こうした社会的要請に応える東京理科大学薬学部

大学院薬学研究科の教育を力強く支えている。 

を設置し、最先端教育の実現を目指している。

おわりに
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薬学教育のいま

近年の薬学部志願動向
富沢 弘和

●学校法人河合塾教育コンテンツ本部教育情報部部長

学部系統の人気の変化は、社会情勢に大きく影響され

薬学部入試といえば、かつては設置校数が少なかった

低下）」→「資格系統学部の人気」という流れが起きやす

期は、
「企業の業績悪化」→「採用抑制の動き（就職率の

る。特に影響が大きいのは学生の就職環境で、景気低迷

こともあり、医学部や獣医学部などと並んで高倍率入試

い。逆に、学生の就職状況が堅調であると文系学部（と

はじめに

の代名詞であった。しかし、２０００年代に新設が相次

２０００年代初頭は、厳しい就職状況を反映して資格

くに社会科学系学部）の人気が高くなりがちである。

敬遠もあり、入試状況は大きく変化した。ここでは２０

系統学部の人気が上昇した。中でも医療系学部は高い人

いだことや、薬剤師養成課程の６年制化に伴う受験生の
００年以降の志願者数の変化と、その増減の背景につい

の志願者数が減少に転じた要因の一つは、センター試験

２００５年度から志願者数が減少に転じる。国公立大学

しかし、国公立大学では２００４年度、私立大学では

捉えてよい。

度までの志願者数増加、倍率上昇は薬学系の人気上昇と

気を示し、薬学部でも志願者増加が続いた。２００３年

２０
 ００年代の志願動向 

影響が大きかった薬剤師養成課程６年制化

て触れたい。

１

―

図表１は国公立、私立大学別に一般入試の志願者数と
倍率の推移をまとめたものである。
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いたのに対し、国立大学協会は、基礎学力の低下に対す

センター試験の必要教科 科目数を５教科６科目として

７科目化の動きである。それまでほとんどの国立大学が

度入試では国立大学離れが生じた。

科目へ）した。その結果、薬学部に限らず、２００４年

を１科目から２科目へ、理系学部は理科を１科目から２

・

2

（万人）
20

8.0
16

※倍率は志願者数÷合格者数

8

4.0

4

2.0

７

２倍へとダウン。２００５年度

入試でも、大幅な志願者減に至って

はいないものの、設置校が増えたこ

ともあって「入学定員増」→「合格

師養成課程の６年制化である。医療

が、２００６年度入学者からの薬剤

さらに大きな変化をもたらしたの

低下した。

者数増」となり、倍率は５ １まで

・

※数値は河合塾調べ

6.0
志願者

12

・

4

・

志願者
倍率

6

倍率

0 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 0.0
（年度）

・

（倍）
10.0

私立大学では、２００３年度に２大学が薬学部を新設

②私立大学（一般入試）

る懸念から、必要科目数を７科目とすることを提言した。

0 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 0.0
（年度）

したのを皮切りに、２００４年度に８大学、２００５年

2.0

これを踏まえて、多くの国立大学（および一部の公立大

国立大・前期日程

4.0

度に６大学が薬学部を設置した。２００４年度入試では

（千人）
10
公立大・中期日程

6.0

学）は２００４年度入試（一部は２００５年度入試）で

（倍）
10.0

志願者数は増加したものの、倍率は前年の８ ２倍から

①国公立大学（前期・中期日程）

必要な科目数を１科目増加（主に文系学部は地歴 公民

薬学部 一般入試志願者数・倍率推移
図表１

技術の高度化、医薬分業の進展など

に対応すべく、薬剤師養成のための

薬学教育は学部の修業年限が４年か

ら６年に延長された。修業年限が２

年増えたことによる学費の負担増は、
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8.0
志願者
倍率

8
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受験生を敬遠させるには十分な理由となった。私立大学

年度を底として２０１１年度以降は志願者数が増加に転

学部系統の人気は、２００８年秋のリーマンショック

じる。

年まで続いていた志願者減少に歯止めがかからず、前期

以降、学生の就職状況が急速に悪化したことを背景に、

と比較して学費の安い国公立大学でも影響が大きく、前
日程ではその後２０１０年度まで減少が続いた。また、

教育系や医療系といった資格系統学部の人気が上昇して

いく。また、全体的に文系から理系へ人気がシフトした。

国公立大学では募集人員の半数以上を４年制課程が占め
たが、４年制課程は事実上薬剤師の資格取得が困難であ

２０１０〜

年度入試までは理系人気が鮮明となり、特

り、進路を制限されることに不安を抱いた受験生も多かっ
たようで、こちらも影響を受けた。
国公立大学以上に６年制化の影響が大きかったのが私

に女子受験生の増加が目立ったために、世間では理系女

子や農学系女子を略した「リケジョ」
「ノケジョ」といっ

この間、薬学部も資格系、理系の人気上昇に乗る形で

たフレーズが注目を集めたことも記憶に新しい。

約３分の２まで落ち込んだ。一方、薬学部の新設は２０

万人を超えるまでに回復した。倍率も、２０１０年度

・

理系人気に陰りが見える一方、新設が相次ぐグローバル

０１５年度である。２０１５年度入試では、それまでの

しかし、こうした人気回復に歯止めが掛かったのが２

の３ ０倍から２０１４年度は４ ５倍へと上昇した。

・

・

２０
 １０年以降の志願動向 

０９年度には３ １倍となった。

２

・

・

・

政治系、経済 経営 商学系といった社

会科学系学部の人気が鮮明になった。その要因の一つが、

系学部や、法

薬剤師養成課程の６年制化以降、人気の低迷が続いた

大学生の就職状況が急速に回復し、むしろ売り手市場の

リーマンショックを契機に薬学人気復活

２０１０年度の約６万３０００人から２０１４年度には

志願者の増加が続いた。私立大学薬学部の志願者数は、

立大学である。２００６年度入試の志願者数は、前年の

14

であった設置

０６年度以降も続き、２００２年度には

大学となり、入学定員も

ていた倍率は、２００６年度には４倍を割り込み、２０

かつてのほぼ倍に増加した。２００３年度は８倍を超え

大学数は、２００９年度には

29

薬学部であるが、国公立大学、私立大学ともに２０１０

―

10
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ることとなったが、数学、理科といった理系科目に学ぶ

から、新しい学習指導要領の下で学んだ高校生が受験す

感が強くなったことである。さらに、２０１５年度入試
から急落して

している。特に２０１４年度は、前々年、前年の高倍率

較して薬剤師の国家試験合格率は年によって大きく変動
・

べき内容の増加があり、入試においては特に理系の負担

ており、薬学部進学をためらう者も少なからずいたはず

いて薬学部進学を検討する者の多くはこの状況を確認し

薬剤師国家試験

80%

医療系国家試験合格率推移
図表２

から２年連続、

歳人口は、２０１８年から再び減少期に突入する。

２０１７年に約１２０万人であった

歳人口は、２０２

年連続して減少

４年には約１０６万人（２０１７年と比較して約１割減）

られる。図表２

したことも挙げ

の合格率が急落

薬剤師国家試験

した要因には、

部志願者が減少

５年度から薬学

や卒業後の進路について、受験生に分かりやすいメッセー

いる薬学部が人気回復を果たすには、薬学の素晴らしさ

などが考えられる。現状において、人気がやや低下して

を取り巻く環境の変化（例えば画期的な新治療薬の発明）

善、学生の就職環境の変化といった動き、あるいは薬学

要だろう。具体的には、やや低い国家試験の合格率の改

が再び増加傾向に転じるには、何かしらのきっかけが必

こうした中、すでに減少基調である薬学部の志願者数

となる。

のとおり 、医

18

ジを届ける必要があるだろう。 

また、２０１

することとなる。

私立大学では３

２０１８年度以降の志願動向

感が増す形となった。これを機に、学部系統の人気は再

90%

３

である。

８％となった。２０１５年度入試にお
60

び理系から文系へシフトしていく。薬学部の志願者数の

看護師国家試験

70%

※厚生労働省資料より作成 ※合格率は合格者数÷受験者数で算出
※薬剤師の2010・11年は受験者が４年制既卒のみのため割愛

変化も同様の傾向を示し、国公立大学では２０１５年度
’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17
（年度）
60%

医師国家試験

（合格率）
100%

18

師、看護師と比
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