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設置の趣旨等を記載した書類 

 

１ 設置の趣旨及び必要性 

（１）設置の趣旨及び必要性 

① 学校法人の設立の目的及び設置大学の沿革 

学校法人北海道科学大学（現名称）の創立は、大正１３年の自動車運転技能教授

所の開設まで遡る。以来順次、北海道自動車学校、北海道自動車短期大学、北海道

工業高等学校（後の北海道尚志学園高等学校）、北海道工業大学、北海道薬科大学

を開学した。平成２６年から平成２８年には理事会で承認された「教学体制の再構

築並びにキャンパス再整備計画」に基づき、学部・学科の再編及び保健医療学部の

設置に伴い北海道工業大学を北海道科学大学へ、北海道自動車短期大学を北海道科

学大学短期大学部へ、北海道尚志学園高等学校を北海道科学大学高等学校へ名称変

更した。また、法人名称についても学校法人北海道尚志学園から学校法人北海道科

学大学へと変更した。 

本法人の設立目的は、「北海道進展の原動力となる有為な人材を輩出し、地域社

会の発展に寄与すること」であり、高度な専門の学術を教授研究することはもとよ

り、豊かな人間性を培い、探究心と創造力あふれる人材を育成することを教育の理

念とすると定めている。すなわち、平成１７年の中央教育審議会による「我が国の

高等教育の将来像」答申で示された７つの類型で言えば、「高度専門職業人養成」

と「社会貢献機能（地域貢献、産学官連携、国際交流等）」を主眼とする「人材養

成による地域貢献機能」にウエイトをおいた大学像を目指している。平成２６年の

法人創立９０周年を機に、１００周年に向けたブランドビジョンを策定し、その中

で、「基盤能力と専門性を併せ持つ人材を育成し、地域と共に発展・成長する」と

して、法人の基本姿勢をより一層鮮明に打ち出している。 

北海道科学大学の前身である北海道工業大学は、北海道内唯一の私立工科系単科

大学として昭和４２年４月に開学した。その後、社会の変化、時代の要請により教

育研究領域を拡充しながら、名称も北海道科学大学へと変更し、現在では、３学部

１２学科、１研究科を擁する理系総合大学として、これまでに約３２，０００人の

北海道及び我が国の地域社会の発展に資する人材を輩出している。この大学名称の

変更を機に、法人１００周年ブランドビジョンを反映させるべく、建学の精神の見
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直しを行った。建学の精神は３つの基本理念から構成されている。一つ目は、

「『科学的市民』の育成」であり、工学や保健医療学といった本学が展開する各教

育領域の基礎をなす「科学」と、知識基盤社会の中で主体的にその役割を果たすこ

とができる人材、すなわち我が国の学士課程教育の使命である「２１世紀型市民の

養成」を意図した、本学が養成すべき人材像を端的に表現している。二つ目の基本

理念、「時代の要請に即したプロフェッショナル教育」は、学生に対して、教育目

的と目的達成に向けた年次目標を明示しながら組織的な教育を展開すること、すな

わち「何を教えるか」から「何が出来るようになるか」へのパラダイムシフトを意

図して、平成１１年に策定された理念を継承しており、いわば本学の教育課程編成

の基本原理ととらえることができる。三つ目の理念、「地域社会への貢献」は、法

人設立以来継承されてきた「有為な人材の輩出による地域社会の発展」に加えて、

より直接的な知の拠点としての地域活性化への貢献を意図したものである。 

一方、現在の北海道薬科大学は、昭和４９年４月に「地域社会の要請に応え、質

の高い薬剤師を養成、輩出することによって北海道の医療の発展に貢献する」（建

学の精神）ことを目的に開学した。昭和５３年３月の学部完成を受け、同年４月に

大学院薬学研究科生物薬学専攻修士課程を設置し、さらに昭和５５年４月に生物薬

学専攻博士後期課程を設置した。その後、平成１８年度に薬剤師養成の教育課程が

６年制になったことに伴い、６年制薬学部薬学科へと移行し、完成年度に合わせ６

年制薬学部薬学科を基礎とする４年制博士課程を設置し、今日に至っている。北海

道初の私立薬科大学として、これまでに約６，７００人の卒業生を輩出し、北海道

内の薬剤師界を支える中核の高等教育機関としての役割を果たしてきた。また、４

年制薬学部薬学科を卒業後、大学院修士課程と博士後期課程を修了し、博士（薬学）

の学位を授与された１６人の学生も、北海道内・外において薬剤師、薬学研究者・

技術者、大学教員等として活躍している。 

両大学がこれまでに北海道を中心とした地域社会の活性化に寄与してきた実績は

ゆるぎなく、地域からの信頼を勝ち得ていると認識している。将来に目を向ければ、

政府の「まち・ひと・しごと創生基本方針 ２０１５ －ローカル・アベノミクスの

実現に向けて－」（平成２７年６月３０日 閣議決定）において、地方創生政策にお

ける大学に課せられた大きな役割として、地方への新しい「ひと」の流れをつくる

ため、「知の拠点としての地方大学強化プラン」など地方大学等の活性化が柱の一
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つに位置付けられている。また、地域に「しごと」をつくり、安心して働けるよう

にするため、大学、研究機関、企業等の連携による「日本型イノベーション・エコ

システム」の形成などにより、地域発のグローバルイノベーションを創出するなど

とされており、今後とも両大学が北海道を中心とした地域の活性化に果たすべき役

割や地域からの期待は非常に大きなものがある。 

② 設置に至った経緯及び趣旨 

前項に述べたとおり、地方大学に寄せられる期待が大きい一方で、１８歳人口の

急激な減少、３大都市圏への学生の集中、ユニバーサル・アクセス段階を迎える進

学率、多様化する学生の価値観など、特に地方に立地する大学を取りまく環境は厳

しさを増している。すでに国立大学では、２１世紀において、『競争的環境の中で

個性輝く大学』として、その使命や機能をより一層果たしていくためには、広い視

野と長期的展望に立って、従来の各大学や学部等の枠にとらわれず、人的・物的資

源を最大限に活用し、教育研究等の充実や特色の強化、基盤の整備を図ることが必

要である、また、法人化を控え、全学的視点で限られた資源を活用した戦略的な経

営を進めるうえで、ある程度のスケール・メリットを確保することも有効である、

として再編統合が進められてきた経緯がある（平成１０年６月３０日 大学審議会）。 

学校法人北海道科学大学では来る平成３６年に創立１００周年を迎えるにあたり、

中長期計画を策定した。すなわち、設置する各校は校舎の老朽化の時期でもあり、

加えて１８歳人口の減少、他県に比べて特に低い北海道の進学率といった、今後ま

すます厳しさを増す経営環境の下、経営資源の効率的な再配分を図るため、キャン

パス再整備計画を立案し、それまで３つのキャンパスに分かれていた２大学、１短

大を将来の統合も視野に入れて平成２７年に前田キャンパス（札幌市手稲区）に集

約した。この移転に併せて、法人が主管する将来計画検討委員会では、さらに北海

道科学大学と現在の北海道薬科大学を統合した場合の教育研究上のメリットについ

て、国立大学の再編・統合に際しての議論を参考に、以下の視点から議論を重ねた。 

ア 教養教育の幅の広がりや体制整備 

イ 専門教育・学術研究分野の拡大及びそれに触発された新分野の開拓 

ウ 次代を担う自学の教員など人材養成への対応 

エ スケール･メリットの確保（共通の教育研究組織、事務部門の簡素･合理化等） 

オ 地域の発展への貢献 
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「ア 教養教育の幅の広がりや体制整備」に関して、北海道科学大学ではいわゆ

る「学士課程答申」を受けて、各専攻分野を通じて培う「学士力」の醸成を目的と

した基本教育科目の導入を中心とするカリキュラムの改編をすでに行っている。一

大学化によって、薬学を学ぶ学生も北海道科学大学で配置している「学士力」の醸

成を目的とした基本教育科目を受講することが可能となり、これにより現在の北海

道薬科大学に比べて、広がりと深さを備えた教養教育の展開が期待できる。 

「イ 専門教育・学術研究分野の拡大及びそれに触発された新分野の開拓」に関

して、教育・研究面からは、統合により北海道科学大学の保健医療学部と設置する

薬学部薬学科が同一キャンパスにおかれる環境が整い、医療系教育の充実を目指し

た様々な連携が可能となる。特に多職種連携教育の充実に関しては、保健医療学部

の看護学科、理学療法学科、診療放射線学科の３学科が平成２９年度に完成年度を

迎えることから、統合後の実績を注視しつつ、将来的には特色あるカリキュラムの

構築も可能になると考えている。また、本学の工学部ではロボティクスやナノテク

ノロジー、情報科学、建築、都市計画、未来デザイン学部では人間の心理やコミュ

ニケーションなどの教育研究が行われており、ここに集う学生や教員の多様な知的

交流の結果、教育・研究分野の拡大及びそれに触発された新分野の開拓も期待され

るところである。 

「ウ 次代を担う自学の教員など人材養成への対応」に関して、大学院教育まで

含めた高等教育機関はそこで教育・研究を行う教員を自ら養成するという、初・中

等教育にはない特質を有する。特に、保健医療や薬学教育の分野ではこのことが、

「薬学系大学院の在り方に関する検討会（第３回）」の「資料１ 薬学系大学院の在り

方に関する論点整理（案）」において明確に人材養成の目的の一つとして掲げられて

いる。大学教員に求められる資質や能力の観点からは、統合によってもたらされる

多様な人的交流や教育研究環境が教育研究者としての幅の広さや奥の深さを醸成す

るうえでプラスに作用することが期待できる。 

「エ スケール・メリットの確保（共通の教育研究組織、事務部門の簡素・合理

化等）」に関して、今後１０年単位で見れば薬剤師の供給が需要を上回ることは否

定できないとの研究結果（２００２年「薬剤師需給の予測について」薬剤師問題検

討会）もあり、また、ますます高度化する医療への対応の観点からは、将来にわた

る入学生の質の確保は重要な課題である。単科大学としての運営では定員減は容易
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ではないが、総合大学としてのスケール・メリットを生かせば、定員の再配分等の

柔軟性が増し、社会状況や時代の要請に応じた定員変更も可能となりうる。加えて、

ユニバーサル化の潮流の下、大学教育は今後の一層の改革を迫られることとなり、

一大学化と、学長を中心とする教学マネジメント体制の強化が改革のスピードアッ

プに必須であることは言を俟たない。 

「オ 地域の発展への貢献」について、研究・社会貢献に視野を移せば、北海道

科学大学では地域の特色を活かし地域に貢献することを目的とした寒地未来生活環

境研究所などの多くの学部・学科横断型の研究体制が敷かれている。薬学部薬学科

の新設によって既存学部との新たな横断分野として生命科学から地域包括医療まで

の多様な研究領域への展開が期待される。 

以上のように、北海道科学大学が今後とも北海道及び我が国の活性化に資する人

材の輩出という社会的な責任を果たしていくうえで、統合がもたらす効果は少なか

らざるものがあるとの結論に達した。現段階において両大学の学生募集状況は順調

であるものの、将来にわたって安定した高等教育の環境を維持し、さらには発展さ

せるために両大学を統合するという決断に至った。現時点で同一法人内の大学を統

合する制度は存在しないことから、現在の北海道薬科大学及び北海道薬科大学大学

院を廃止し、北海道科学大学に６年制薬学部薬学科とこれを基礎とする４年制の薬

学研究科臨床薬学専攻博士課程を設置、学部は第１・２・３・４・５・６年次、研

究科は第１・２・３・４年次の同時開設として設置し、現在の北海道薬科大学及び

北海道薬科大学大学院の在学生を転入学させる計画としている。 

 

（２）大学院教育の必要性 

① 社会的要請 

設置する薬学研究科臨床薬学専攻は、社会の要請に応え、最新の医療を提供する

ことのできる高度な専門性を有する薬剤師を地域社会に輩出すべく、常に教育環境

と研究施設・設備の充実を図り、将来を担う人材を育成する社会的な責務があると

考える。現在の北海道薬科大学大学院薬学研究科臨床薬学専攻博士課程における入

学者数は、平成２４年度２人、平成２５年度１人、平成２６年度２人、平成２７年

度１人であったが、平成２８年度には３人が入学し入学定員を充足していることか

ら、高度な専門性を有する薬剤師養成に対する関心は高い。また、現在の北海道薬
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科大学大学院薬学研究科臨床薬学専攻修了生への求人数も平成２７年度は、病院２

１件、薬局１６件、製薬・化学企業・医薬品卸売業等１５件、平成２８年度は、病

院１８件、薬局１３件、製薬・化学企業・医薬品卸売業等１２件と一定した需要が

ある。加えて、現在の北海道薬科大学と連携協定を締結する医療機関からも博士課

程修了生に対する人材供給の依頼が寄せられていることから、医療施設で勤務する

薬剤師の臨床対応能力向上のために学修環境を提供する大学院教育への期待は大き

い。 

薬学研究科臨床薬学専攻の設置計画を進めるうえで、地域の医療機関や薬局など

からの人材需要について検証するために、病院、薬局などを対象として、本学が設

置を計画している薬学研究科臨床薬学専攻の必要性などに関するアンケート調査を

実施した。 

その結果、設置する薬学研究科臨床薬学専攻の必要性については、有効回答件数

６０件の８３．３％にあたる５０事業所等が「必要だと思う」と回答しているとと

もに、設置する臨床薬学専攻博士課程を修了した者の採用については、有効回答件

数５９件の７１．２％にあたる４２事業所等が「採用したいと思う」と回答してい

ることから、地域社会の人材需要の高さを窺い知ることができる（資料１：大学院

薬学研究科人材需要調査（事業所）集計表）。 

② 教育的要請 

日本の超高齢社会の到来や北海道をはじめとする地方の過疎化といった社会環境

の急速な変化や学術研究の著しい進展に伴い、社会的な要請や進学需要を踏まえた

専門分野における教育研究の方向性を見極めるとともに、学部教育との継続性と専

門性に十分配慮した大学院教育の研究体制の整備や教育研究内容の充実が求められ

ている。 

特に、今日的諸課題の高度化傾向から、学部６年間の教育において専門的な職業

を担うための能力を教授するには十分ではないとの考えから、大学院教育の必要性

の認識とともに、基礎、基本を重視する学部教育は、高度な専門の応用、総合化を

目指して、大学院教育との連携が重要とされている。 

このような背景から、薬学における大学院教育には最新の医学・薬学の知識と技

能を持ち地域医療を高度に担う薬剤師、臨床研究に貢献できる高度医療職業人の育

成、また臨床現場と連携した具体的な臨床研究の遂行が求められている。 
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（３）養成する人材と研究対象とする学問分野 

「新時代の大学院教育－国際的に魅力ある大学院教育の構築に向けて－答申」（平

成１７年９月５日 中央教育審議会）では、「大学院は、法制上、研究者養成と高度専

門職業人養成の二つの養成機能を中心にその役割を担っているが、今後の知識基盤社会

における人材養成の重要性や現在の大学院教育との関係を踏まえると、今後の大学院が

担うべき人材養成機能は、①創造性豊かな優れた研究・開発能力を持つ研究者等の養成、

②高度な専門的知識・能力を持つ高度専門職業人の養成、③確かな教育能力と研究能力

を兼ね備えた大学教員の養成、④知識基盤社会を多様に支える高度で知的な素養のある

人材の養成の四つに整理される」としている。一方、「日本の展望=学術からの提言

2010 報告 薬学分野の展望」（平成２２年４月５日 日本学術会議）においては、

「６年制学部に基礎を置く大学院における養成人材像を考えると、病院・薬局で働く高

度な職能を持つ薬剤師の養成に加え、医薬品の研究・開発・情報提供等に従事する研究

者や技術者、医薬品承認審査、公衆衛生などの行政従事者、薬学教育に携わる教員等、

多様な人材が養成されることになる。医学部・医系大学院において臨床に従事しながら

研究ができる医師（physician-scientists）が育成されているのと同様、薬剤師の養

成においても、職能教育にとどまらず、臨床に従事しながら研究ができる、あるいは臨

床の経験を生かして他の研究職域で活躍する薬剤師（pharmacist-scientists）を輩出

できるよう、実務に密接した研究能力を習得させる教育を行う必要がある。」としてい

る。すなわち、高度に専門的な薬剤師としての業務に従事するために必要な自立した研

究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことが求められる。 

博士課程の学生は、６年制薬学教育を修得して実務能力を身に付けた薬剤師である

ことから、「薬剤師としての知識を基礎に、実務に直結する研究課題を自らが発見・解

決する高度な専門職業人として、科学的思考・研究マインド・研究能力を身に付け、地

域医療の担い手として、各種専門・認定薬剤師を目指す薬剤師、臨床薬学の研究者、治

験・臨床開発従事者などの高度な専門的人材及び薬学部学生、大学院薬学研究科学生へ

の教育・研究を担う大学教員、大学における研究者を養成」を設置する薬学研究科臨床

薬学専攻の人材養成の目的とする。 

また、在宅医療において高度なファーマシューティカル・ケアを実践できる薬剤師、

薬物治療に精通した薬剤師、病院における薬剤師業務に精通した薬剤師、遺伝子情報と

薬物動態を総合的に理解し、個別化した薬物選択ができる薬剤師、医療薬学・臨床薬学
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の教育・研究を担当する大学教員を輩出するため、医師、看護師、ＣＲＣ（Clinical 

Research Coordinator）などの他の医療関係職種と協働して病態制御、薬物治療、在

宅医療、個別化医療、公衆衛生、薬剤疫学等に関する課題で医療薬学・臨床薬学に関す

る臨床研究を展開することから、組織として研究対象とする中心的な学問分野を「薬学」

とする。 

このような背景から、設置する薬学研究科臨床薬学専攻が養成する人材は現在の北

海道薬科大学大学院薬学研究科臨床薬学専攻の教育・研究を引き継ぎ、養成する人材の

目的を踏まえ、大学院生に学位を授与するにあたり大学院生が修得しておくべき能力を

含めた学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）を次のとおり定めることとする。 

 

＜ディプロマ・ポリシー＞ 

臨床薬学専攻では、別に定める修了要件を満たした学生に博士（薬学）の学位を授

与し、以下の知識、能力、態度が身についていることを保証します。 

１．臨床薬学・医療薬学に関する豊かな学識とともに、科学的視点をもって最新の

薬物療法を統合評価できる応用能力を身に付けている。 

２．地域医療の現状を理解し、地域医療が抱える薬物療法に関する問題を発掘・解

決できる優れた研究能力を身に付けている。 

３．臨床現場において指導的な立場で他者と協力し、薬物療法に関する問題の解決

に当たることができるマネジメント力、リーダーシップを身に付けている。 

 

 

２ 研究科、専攻等の名称及び学位の名称 

設置する薬学研究科臨床薬学専攻では、６年制の北海道科学大学薬学部薬学科を基礎

とし、薬剤師としての知識を基礎に、実務に直結する研究課題を自らが発見・解決する

高度な専門職業人として、科学的思考・研究マインド・研究能力を身に付け、地域医療

の担い手として先進的な医療薬学・臨床薬学の研究に取り組むことができる人材の育成

を目的とする。設置する薬学研究科臨床薬学専攻における養成する人材や専攻構成など

を反映する最も相応しい名称として、研究科の名称を「薬学研究科」、専攻の名称を

「臨床薬学専攻」、学位の名称を「博士（薬学）」とし、英訳名称については、国際的

な通用性に留意して、研究科の英訳名称を「 Graduate School of Pharmaceutical 
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Sciences」、専攻の英訳名称を「Division of Clinical Pharmacy」、学位の英訳名称を

「Doctor of Philosophy in Pharmacy」とすることとした。 

研究科の名称：薬学研究科「Graduate School of Pharmaceutical Sciences」 

専攻の名称：臨床薬学専攻「Division of Clinical Pharmacy」 

学位の名称：博士（薬学）「Doctor of Philosophy in Pharmacy」 

 

 

３ 教育課程の編成の考え方及び特色 

（１）教育課程の編成の考え方 

設置する薬学研究科臨床薬学専攻の教育課程は、前述の人材養成の目的に基づいて

編成しており、中央教育審議会答申の「新時代の大学院教育－国際的に魅力ある大学

院教育の構築に向けて－」（平成１７年９月５日）及び「大学院教育の実質化の検証

を踏まえた更なる改善について（中間まとめ）」（平成２２年１０月２９日）の基本

的な考え方である「大学院教育の実質化」に則り、一定の教育目標、修業年限及び教

育の課程を有し、学生に対する体系的な教育を提供する場としての位置付けを持ち、

そのような教育の課程を修了した者に特定の学位を与える課程制大学院制度を採って

いることを踏まえて教育課程を組織的に展開することを編成の基本としている。その

うえで、「研究者として自立して研究活動を行うに足る又は高度の専門性が求められ

る社会の多様な方面で活躍し得る高度の研究能力とその基礎となる豊かな学識を養う」

という設置基準に定める目的に応じた能力の修得という観点を踏まえ、薬学分野に関

する高度の専門的知識と能力の修得に向けた教育課程の編成とするとともに、人材養

成の目的や学位授与の方針を達成するために必要となる授業科目を配置することとし

ている。また、関連科目において研究計画の適切な構築法、共通科目において医療に

関わる倫理的配慮、医薬品の適正使用とその分析評価、及び研究結果の適切なまとめ

方を学修することとしている。 

在宅医療において高度なファーマシューティカル・ケアを実践できる薬剤師、薬物

治療に精通した薬剤師、病院における薬剤師業務に精通した薬剤師、遺伝子情報と薬

物動態を総合的に理解し、個別化した薬物選択ができる薬剤師、医療薬学・臨床薬学

の教育・研究を担当する大学教員などを輩出することを目的とし、以下に示すカリキ

ュラム・ポリシーを基盤として教育課程を編成することとしている。なお、ディプロ
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マ・ポリシー達成のためのカリキュラム・ポリシーと授業科目の対応を資料で示して

いる（資料２：ＤＰ、ＣＰと授業科目の対応表）。 

 

＜カリキュラム・ポリシー＞ 

大学院薬学研究科の人材養成に関する目的に基づき、課題研究を遂行するために必

要な基礎知識を修得し、臨床実地研修により地域の拠点病院において患者に提供され

ている最新の薬物治療の実際を学修するとともに、創造的研究の科学性と倫理性を備

えた企画能力、推進能力、研究成果の論理的な表現能力、英語での論文発表能力を高

める教育・研究を行ないます。 

１．臨床薬学・医療薬学における諸課題を解決するための基礎となる豊かな学識を

培う科目を配置する。 

２．臨床の現場において科学的視点をもって最新の薬物療法を実践できる応用能力

が身に付く科目を配置する。 

３．臨床現場の薬剤師に求められる高度な専門性と自立した研究能力を磨くための

科目を配置する。 

４．医療現場において、薬物療法に係わるための倫理的配慮やチーム医療における

薬剤師の役割を理解するための科目を配置する。 

 

前述のカリキュラム・ポリシーに対応し、設置する薬学研究科臨床薬学専攻の研究

指導領域として「地域医療薬学分野」、「薬物治療学分野」、「臨床薬剤学分野」、

「個別化医療薬学分野」の４分野を現在の北海道薬科大学大学院薬学研究科臨床薬学

専攻から継承して組織することとし、各分野の特徴及び編成を次のとおりとする。 

① 地域医療薬学分野 

高齢化が加速度的に進行するにあたり、北海道などの人口密度の低い地域におい

ては、医師、薬剤師、看護師など医療従事者の不足による医療過疎が深刻な社会問

題となっている。厚生労働省は、平成２８年７月６日に、在宅医療の推進に向け、

医療・介護の関係団体や学識経験者、自治体など３４団体を集めた「全国在宅医療

会議」において、医療や介護を一体的に提供する「地域包括ケアシステム」の構築

を進めるうえで、自宅などでの「みとり」が可能な環境整備を求めた。 

地域医療薬学分野では、上記を踏まえ在宅医療、地域の公衆衛生改善などの課題
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について問題点を抽出・解析して改善する研究能力とその基礎となる幅広い学識を

養うための教育・研究を行う。 

在宅医療に貢献することのできる高度な薬剤師となるためには、学部教育におい

て修得した基礎薬学を基本として、臨床的課題を論理的に解析して解決する能力が

求められる。こうした能力を獲得するために「在宅医療薬学特論」（１単位）では、

薬剤師の在宅医療へのかかわりが求められる中で、その意義、現状、問題点、課題

を整理し、在宅医療への薬剤師の介入の推進に向けた方策を見いだし、特に在宅医

療を推進・継続するために必要なスキルや医療インフラ供給などに関して、調査・

分析するための具体的な方策について学修する。また、「公衆衛生薬学特論」（１

単位）では、地域における保健衛生の面から公衆衛生を予防医療の観点でとらえ、

保健衛生の科学的・実践的知識を修得するとともに、環境諸要因に由来する健康被

害の防止について学修する。 

「臨床実地研修」（４単位）では、新薬を含む最新治療に用いられる医薬品につ

いての情報や臨床薬物動態学に関する知識を修得する。さらに、薬学研究に求めら

れる倫理的配慮と臨床で求められる社会的配慮を学修し、在宅医療に関する課題研

究を遂行する能力の醸成を図る。 

② 薬物治療学分野 

近年の医薬品開発はめざましく、有効で安全な薬物の使用法も細密化、高度化し

ていることから、正しい理論と知識を持って適正な薬物治療を行う必要性がある。

このため、予期せぬ副作用の発現を可能な限り未然に防止するなど、重要な事項を

多角的に解析することのできる薬物治療のスペシャリストとしての薬剤師が求めら

れている。 

薬物治療学分野では、上記を踏まえ薬物の治療効果を適正に評価するために、生

化学・薬理学・生理学・医薬化学の知識を基盤に、細胞・分子レベルでの病態・薬

効薬理解析を行うとともに、医薬品の適正使用に関する課題について、問題点を抽

出・解析して解決する研究能力とその基礎となる幅広い学識を養うための教育・研

究を行う。 

薬物治療に貢献することのできる高度な薬剤師となるためには、学部教育におい

て修得した基礎薬学を基本として、臨床的課題を論理的に解析して解決する計画を

立案する能力が求められる。こうした能力を獲得するために、「薬物治療学特論」
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（１単位）では各種疾患に対する最前線の薬物治療について学修する。また、「情

報機能薬学特論」（１単位）では、提示された症例に最適な治療法を立案してディ

スカッションすることにより、薬物選択と合理的な併用療法の知識などを学修する。

さらに、「病態制御医薬品学特論」（１単位）では、感染症、糖尿病、がん領域な

ど、医薬品の併用時における相互作用、医薬品の適正使用、患者の個別対応などを

学修する。 

「臨床実地研修」（４単位）では、薬学研究に求められる倫理的配慮と先端的な

医療を遂行するために必要な薬学的配慮を修得し、薬物治療に関する課題研究を遂

行する能力の醸成を図る。 

③ 臨床薬剤学分野 

生体内における薬物の動きを予測し、標的臓器に薬物を効率的に輸送制御するこ

とで疾病治療の効率を向上させる技術を駆使した経口及び非経口投与用のドラッグ

デリバリーシステム（ＤＤＳ）製剤が多く開発されている。このような背景から、

ＤＤＳ製剤の適正な薬剤学的評価及び患者に対する安全で効果的な製剤選択と適正

使用を行うための資質を備えた高度な薬剤師が求められている。 

臨床薬剤学分野では、医薬品の適正使用に関する課題について、薬剤学・薬物動

態学・調剤学・製剤学の知識を基盤に、ＴＤＭ、製剤設計などの科学的なアプロー

チによって問題点を抽出・解析して解決する研究能力とその基礎となる幅広い学識

を養うための教育・研究を行う。 

医薬品の適正使用に貢献することのできる高度な薬剤師となるためには、学部教

育において修得した基礎薬学を基本として、経口、非経口投与製剤の薬物動態学的

特性を理解し、患者への適正な投与計画を立案し、投与後の治療効果を適正に評価

する能力が求められる。こうした能力を獲得するために「病院薬剤学特論」（１単

位）では、病院内における感染対策、水・電解質輸液、栄養輸液などの意義と臨床

評価、さらには、がん化学療法で用いられる最新のレジメン評価などを学修する。

「病態制御薬剤学特論」（１単位）では、薬物体内動態を規定する因子の評価方法

を理解し、対象患者に対してＤＤＳ製剤を含む最適な製剤の選択と使用方法を学修

する。 

「臨床実地研修」（４単位）では、病院において先端的な医療を遂行するために

必要な倫理的配慮を修得し、臨床薬剤学に関する課題研究を遂行する能力の醸成を
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図る。 

④ 個別化医療薬学分野 

薬効の個人差の要因を可能な限り明確にすることにより、患者ごとに最適な薬効

用量を設定することが可能となりつつある。近年では、抗がん薬の一部においては

投与前の遺伝子検査により重篤な副作用の出現を高率に防ぐことが認められている

など、ゲノム解析技術とその統計解析手法も飛躍的に発達しており、遺伝子情報に

基づく臨床効果を予測した医薬品の適正使用が求められるようになっている。 

個別化医療薬学分野では、治療薬の有効性・安全性・投与計画の予測情報につい

て、遺伝子を含む情報を分析・蓄積し、確度の高いテーラーメード医療の実践に繋

がる臨床的課題について、自らその問題点を抽出・解析して改善する研究能力とそ

の基礎となる幅広い学識を養うための教育・研究を行う。 

ゲノム情報学・遺伝子解析学・医療情報学の知識を基盤とした専門的解析を行う

ことにより、その結果に基づく医薬品の適正使用をサポートし、患者個々の遺伝子

情報の解析に精通する高度な薬剤師が求められている。こうした能力を獲得するた

めに「遺伝子解析学特論」（１単位）では、患者の遺伝子の差異により臨床効果が

予測可能な医薬品が増加していることに鑑み、個々の患者に合わせ個別化された医

薬品の適正使用法を学修し、遺伝子の違いによる臨床効果の差異などを最新の臨床

ガイドラインなどに基づいてエビデンス構築の研究を行う。また、「臨床薬物動態

学特論」（１単位）では、疾患・病態による薬物体内動態の変化を考慮したＴＤＭ

に基づく個別化医療について、プレゼンテーションなどにより学修する。 

「臨床実地研修」（４単位）では、地域医療を実践している医療施設において薬

学研究に求められる倫理的配慮を修得し、個々の患者に対する薬物療法に関する課

題研究を遂行する能力の醸成を図る。 

上記４分野の教育課程は表１に示すとおり９つの特論及び特論演習で構成する。 
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分野区分 特論科目 特論演習科目 

地域医療薬学分野 
在宅医療薬学特論 

公衆衛生薬学特論 

在宅医療薬学特論演習 

公衆衛生薬学特論演習 

薬物治療学分野 

薬物治療学特論 

情報機能薬学特論 

病態制御医薬品学特論 

薬物治療学特論演習 

情報機能薬学特論演習 

病態制御医薬品学特論演習 

臨床薬剤学分野 
病院薬剤学特論 

病態制御薬剤学特論 

病院薬剤学特論演習 

病態制御薬剤学特論演習 

個別化医療薬学分野 
遺伝子解析学特論 

臨床薬物動態学特論 

遺伝子解析学特論演習 

臨床薬物動態学特論演習 

＜表１ 分野ごとの特論及び特論演習＞ 

 

各特論演習（５単位）では、研究課題に関連する資料収集、文献調査、論文読解、

文紹介などを行う。関連科目として、「臨床実地研修」（４単位）では外部医療施設

において患者に提供されている最新の薬物治療を理解するとともに、「研究計画法概

論」（１単位）では研究の立案方法、臨床データや文献情報から医薬品の有効性と安

全性を的確に評価するために重要な統計手法を学ぶ。 

共通科目として、「薬学研究と倫理」（１単位）、「先端医療と薬学」（１単位）、

「現代社会と薬学」（１単位）、「研究表現技法」（１単位）の４科目を配置する。

「薬学研究と倫理」（１単位）では、治験・臨床研究における各種の倫理的配慮など

を司る委員会などの役割と医療従事者の責任を学び、「先端医療と薬学」（１単位）

では、各種ガイドラインに基づく薬物療法、漢方薬の適正使用及び医療施設の医師と

薬剤師による最新の医療情報を学ぶ。また、「現代社会と薬学」（１単位）では、薬

剤疫学と及び医薬品の研究開発と市販後の適正使用について理解し、「研究表現技法」

（１単位）では、薬学研究に関する正しい日本語の表現及び英文の正しい書き方と英

語によるプレゼンテーション技法について考察する。 

また、博士課程の学生は、ティーチング・アシスタント（ＴＡ）として教育的配慮

の下に６年制薬学部学生の教育補助業務に従事し、実習・演習での指導能力を醸成す

ることにより、教育を担う者としての意識の涵養や、教育方法などの在り方を学ぶこ

とが可能であり、併せて薬物療法に関する知識・技能を再確認する機会を提供する。 
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さらに先進的な医療薬学・臨床薬学の研究に取り組み、将来、薬学研究者、地域医

療を担う薬剤師、専門薬剤師になることを思慮して、各分野が提示する多くの臨床的

課題の中から選択し指導教員を決定する。選択した課題についての教育・研究は、指

導教員だけではなく、その分野のすべての教員がかかわる集団指導体制によって遂行

する。 

 

（２）教育課程編成の特色 

大学院を担当する専任教員は教授及び准教授であり、組織的には各分野に所属する

が、課題研究においては所属分野に関係なく連携及び提携施設である「旭川医科大学

病院」（旭川市）、「社会医療法人母恋 天使病院」（札幌市）、「医療法人渓仁会 

手稲渓仁会病院」（札幌市）、「ＪＡ北海道厚生農業協同組合連合会厚生病院群」

（札幌市等）において学生の指導にあたる。ディプロマ・ポリシー及びカリキュラ

ム・ポリシーに準拠した人材の養成を目的とし、以下に４分野における教育課程編成

の特色を示す。 

① 地域医療薬学分野の講義・演習は、「在宅医療薬学特論」、「在宅医療薬学特論

演習」、「公衆衛生薬学特論」、「公衆衛生薬学特論演習」の２つの特論及び２つ

の特論演習で構成している。担当する研究指導教員及び研究指導補助教員は８人で、

うち２人の大学院担当実務家教員（臨床系教員）を「あさみ薬局」（札幌市）、

「医療法人財団夕張希望の杜 夕張医療センター」（夕張市）にそれぞれ派遣する。

在宅医療と地域の公衆衛生の高度化を希求するうえで、薬薬連携は必須であり、

「医療法人財団夕張希望の杜 夕張医療センター」（夕張市）が病院薬剤師側、

「株式会社アインファーマシーズアイン薬局夕張店」（夕張市）が薬局薬剤師側の

拠点として機能している。実務家教員１人を「株式会社アインファーマシーズアイ

ン薬局夕張店」（夕張市）に派遣し、医師、看護師、薬剤師など他の医療専門職と

協働して在宅医療にかかわっている。これらの医療施設を設置する薬学研究科臨床

薬学専攻の教育・研究資源として活用する。これらの地域の医療・公衆衛生に係る

医療施設と包括的に連携できることが、本分野において課題研究を遂行する際の特

色である。 

② 薬物治療学分野の講義・演習は、「薬物治療学特論」、「薬物治療学特論演習」、

「情報機能薬学特論」、「情報機能薬学特論演習」、「病態制御医薬品学特論」、
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「病態制御医薬品学特論演習」の３つの特論及び３つの特論演習で構成している。

担当する研究指導教員及び研究指導補助教員は１４人で、うち２人の大学院担当実

務家教員（臨床系教員）を「旭川医科大学病院」（旭川市）、「社会医療法人母恋 

天使病院」（札幌市）に派遣している。薬物治療学分野に所属する教員が、地域に

おける拠点病院に派遣されている分野教員と連携して、治療レジメンや治療ガイド

ラインの進歩による最新の薬物治療について連携して指導できることが本分野の特

色である。 

③ 臨床薬剤学分野の講義・演習は、「病院薬剤学特論」、「病院薬剤学特論演習」、

「病態制御薬剤学特論」、「病態制御薬剤学特論演習」の２つの特論及び２つの特

論演習で構成している。担当する研究指導教員及び研究指導補助教員は５人で、う

ち２人の大学院担当実務家教員（臨床系教員）を「社会医療法人北海道恵愛会 札

幌南三条病院」（札幌市）、「医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院」（札幌市）に派

遣している。薬剤部長の経験を有する教員とＤＤＳを含む医薬品の剤形開発を研究

している教員が連携して医薬品の適正使用について配属する学生の指導を行うこと

ができることが本分野の特色である。 

④ 個別化医療薬学分野の講義・演習は、「遺伝子解析学特論」、「遺伝子解析学特

論演習」、「臨床薬物動態学特論」、「臨床薬物動態学特論演習」の２つの特論及

び２つの特論演習で構成している。担当する研究指導教員及び研究指導補助教員は

４人であり、医師１人、国立大学病院薬剤部における長期間実務経験者２人が含ま

れている。遺伝子解析を行っている医師を含む教員と大学病院においてＴＤＭを含

む医薬品の適正使用に係る実務経験を有する教員が連携して患者の個別化医療に関

する研究を指導できることが本分野の特色である。 

大学院担当教員全員が博士の学位を有しており、大学院設置基準第９条を満たして

いる。研究指導教員は教授、研究指導補助教員は准教授とする。 

医療現場の日常業務の中で実務家教員及び実務経験を有する教員が臨床的課題のシ

ーズを探索し、研究指導教員及び研究指導補助教員と協議して、臨床にかかわる研究

課題を設定することとしている。学生は多くの臨床研究課題から希望する課題を選択

し、各課題を担当する指導教員は大学院入学時の希望により選択され、指導教員の他

に医療施設に派遣されている実務家教員を含む複数の研究指導教員及び研究指導補助

教員が一体となって研究指導にかかわることとしている。また、学生が自ら希望する
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臨床的課題を提案することも可能であり、適切な領域、分野の研究指導教員と協議の

うえ、研究課題を決定することができる。 

さらに、連携協定を締結し、研究指導教員及び研究指導補助教員として実務家教員

を派遣している「旭川医科大学病院」（旭川市）、「社会医療法人母恋 天使病院」

（札幌市）、「医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院」（札幌市）、また、新たに連携協

定を締結したＪＡ北海道厚生農業協同組合連合会が運営する北海道内各地の厚生病院

群を、臨床的研究課題を実施するためのフィールドとして用意している。なお、ＪＡ

北海道厚生農業協同組合連合会厚生病院群についても、研究指導教員及び研究指導補

助教員として実務家教員を派遣する計画を検討している。最終的に研究指導教員の指

導及び研究指導補助教員の支援の下で博士論文を作成し、博士論文発表会を行い、学

位審査を経て博士（薬学）の学位を授与する。 

設置する薬学研究科臨床薬学専攻博士課程は６年制薬学部を基礎とした修業年限４

年が原則である。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者にあって

は、３年以上在学すれば足りるものとする。 

 

 

４ 教員組織の編成の考え方及び特色 

設置する薬学研究科臨床薬学専攻では、薬学を研究対象とする中心的な学問分野とし

て、薬学分野に関する高度の専門的知識や能力の修得に向けた教育課程の編成としてい

ることから、専任教員の配置計画については、教育課程の編成の考え方に基づき、専任

教員３６人（教授２１人、准教授１５人）を配置することとしている。  

研究対象学問分野及び教育課程における中核的な科目や必修の理論科目等においては、

薬学に関する十分な研究業績を有する教授または准教授を配置しており、担当するすべ

ての専任教員が博士の学位を有し、大学院教育における教育・研究の十分な指導経験が

ある。 

薬学部薬学科の設置計画では在籍する実務家教員は１７人であるが、表２に示すとお

り、うち１０人（教授６人、准教授４人）が設置する薬学研究科臨床薬学専攻を担当す

ることとしている。 
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＊カッコ内は実務家教員数に占める施設派遣教員数の内数 

分野区分 研究指導教員数 
研究指導 

補助教員数 

研究指導教員、研究指導補助

教員に占める実務家教員数 ＊ 

地域医療薬学分野 ４ ４ ２(２) 

薬物治療学分野 ７ ７ ４(２) 

臨床薬剤学分野 ３ ２ ２(２) 

個別化医療薬学分野 ４ ０ ２(０) 

合 計 １８ １３ １０(６) 

＜表２ 臨床薬学専攻博士課程の分野ごとの 

研究指導教員・研究指導補助教員数、実務家教員数＞ 

 

そのうち６人を医療施設に派遣しており、２人は常駐派遣とし、実務経験を維持しな

がら臨床研究を進めることとしている。また３人は週に１～２日程度、１人は適宜派遣

し、臨床研究を行うとともに、臨床業務能力の維持に努めている。設置する薬学研究科

臨床薬学専攻を担当する実務家教員の派遣施設を表３にまとめた。 

 

派遣先 派遣日数 

社会医療法人北海道恵愛会 

札幌南三条病院（札幌市） 

臨床研究実務経験の維持 

臨床研究 
１日／週 程度 

あさみ薬局（札幌市） 
在宅医療を通した教育研究 

実務経験の維持 
常駐 

社会医療法人母恋 天使病院

（札幌市） 
臨床研究実務経験の維持 ２日／週 程度 

旭川医科大学病院（旭川

市） 
臨床研究実務経験の維持 常駐 

医療法人財団 夕張希望の杜

夕張医療センター（夕張

市） 

在宅医療の実践を通した教

育研究実務経験の維持 
２日／週 程度 

医療法人渓仁会 手稲渓仁会

病院（札幌市） 
臨床研究 適宜 

＜表３ 各実務家教員の派遣施設及び派遣日数＞ 
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このように、設置する薬学研究科臨床薬学専攻では、先進的な臨床薬学を基盤に高度

な知識を有する薬剤師を養成するための研究指導体制が確保されている。   

また、担当教員の多くが北海道薬剤師会、北海道病院薬剤師会などの職能団体や日本

在宅薬学会、日本プライマリ・ケア連合学会、日本ＴＤＭ学会、日本医療薬学会、日本

臨床薬理学会、日本リウマチ学会、日本老年薬学会、日本精神神経学会などの臨床系学

術団体に所属している。その中で、平成２７年から平成２９年の任期として、日本在宅

薬学会評議員、日本プライマリ・ケア連合学会北海道支部幹事を担当している教員１人

は、北海道における在宅医療の啓発と実践活動に従事している。平成２８年度から平成

２９年度の任期で北海道ＴＤＭ研究会の副会長に就任している教員及び前会長で現在は

相談役に就任している教員は、北海道におけるＴＤＭに関する知識と技能及び臨床業務

についての啓発・教育活動に積極的に貢献している。また、日本医療薬学会、日本臨床

薬理学会の評議員など、医療薬学・臨床薬理学の発展に貢献している教員が在籍してい

る。 

現在の北海道薬科大学は、日本臨床薬理学会の認定研修施設として日本臨床薬理学会

認定薬剤師養成に貢献しており、２年間にわたり現在の北海道薬科大学において臨床薬

理学に関する所定の研修を受けた薬剤師は日本臨床薬理学会認定薬剤師試験の受験資格

が得られる（http://www.jscpt.jp/seido/yaku/train_meibo.html）。 

さらに表４に示すように、担当教員は専門家としての高度な知識と洗練された技能を

備える医療提供者として相応しい実力を有し、研究業績や研修受講実績があり、認定試

験などを経て得られる各種学会・研修組織の認定・指導・専門資格を有している。資格

の更新には、資格認定中における継続した研究・研修成果が求められており、医療提供

者としての生涯研修に積極的に努めている。 
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（単位：人） 

専門・認定薬剤師等 
資格保有教員

延べ人数 

日本臨床薬理学会 認定薬剤師 

日本臨床薬理学会 指導薬剤師 

日本臨床薬理学会 専門医 

日本医療薬学会 認定薬剤師 

日本医療薬学会 指導薬剤師 

日本病院薬剤師会 感染制御専門薬剤師 

認定スポーツファーマシスト 

日本ＰＯＳ医療学会 ＰＯＳ医療認定士 

日本臨床精神神経薬理学会 専門医 

１ 

１ 

１ 

６ 

５ 

２ 

１ 

１ 

１ 

＜表４ 専門・認定薬剤師等資格別実務家教員数＞ 

 

平成３０年４月時点における設置する薬学研究科臨床薬学専攻の各特論の研究指導教

員（２１人）、研究指導補助教員（１５人）の年齢構成は表５のとおりである。 

 

（単位：人） 

年齢 研究指導教員（教授） 研究指導補助教員（准教授） 

４５歳以下 １ ５ 

４６歳〜５５歳 ５         ９ 

５６歳〜６５歳 １５ １ 

＜表５ 研究指導教員、研究指導補助教員の年齢構成＞ 

 

「学校法人北海道科学大学定年規程」では、教授・准教授・講師・助教の定年は６３

歳と定められているが、「学校法人北海道科学大学定年退職者の再任用に関する規程」

により６５歳まで再任用期間を更新でき、さらに再任用期間が終了した後も、理事長が

法人の運営上特に必要と認めた者については、７０歳に達した日の年度の末日を限度に

在籍できると定めている。なお、完成年度となる平成３３年度末には、定年年齢に達す

る専任教員及び定年後再任用期間満了により退職する専任教員が合わせて１０人となる

が、「学校法人北海道科学大学定年退職者の再任用に関する規程」により任用期間を更

新し、教育水準を維持しつつ、教員組織編成の整備と充実を図ることとする（資料３：

定年退職者の再任用に関する規程）。 

特に、若手の専任教員には設置する薬学研究科臨床薬学専攻を担当するに相応しい業



－21－ 

績を上げるためのサポートを行い、十分な業績が得られた場合には積極的に教員組織に

加え、適切な年齢バランスを確保する。また、設置する薬学研究科臨床薬学専攻及び薬

学部薬学科の教員組織の充実及び教育研究水準の維持、向上、活性化を図るため、教

育・研究業績を十分に有している若手教員、臨床施設において指導的役割を担う経験を

有する薬剤師を積極的かつ継続的に採用することを検討する（資料４：北海道科学大学

大学院担当教員選考規程）。 

 

 

５ 教育方法、履修指導、研究指導の方法及び修了要件 

（１）教育方法 

研究指導教員、研究指導補助教員及び「臨床実地研修」を指導する研修施設の薬剤

師が協働して学生を支援し、臨床に応用できる研究課題を自ら見いだし、計画・実行で

きる高度な薬剤師を養成する教育を行うこととする。 

臨床薬学専攻の設置計画においては教育課程の体系性に配慮し、各分野に配置され

た特論及び特論演習は１年次前期または２年次前期の開講とし、いずれかの配当年次で

履修する。特論演習は、主に研究指導教員が担当し、研究課題に関連する資料収集、文

献調査、論文読解、論文紹介などを行う。学生は特論及び特論演習を通して、研究計画

を立案し、研究手法の修得に努める。 

関連科目として研究方法立案のため「研究計画法概論」及び「臨床実地研修」は１

年次前期または２年次前期の開講とし、いずれかの配当年次で履修する。「研究計画法

概論」では、研究の立案方法、臨床データや文献情報から医薬品の有効性と安全性を的

確に評価するために重要な統計手法を学び、「臨床実地研修」は１年次後期から４年次

前期のいずれかの開設期の半年間を外部医療施設で実施し、最新の薬物療法、薬剤師職

能を学ぶことを目的とする。また、外部医療施設で実施することから、設置する薬学研

究科臨床薬学専攻への入学資格は、「日本国の薬剤師免許を有する者」とする。 

共通科目は、先端的な臨床薬学研究の遂行に必要な知識と態度の修得を図るために

「薬学研究と倫理」、「先端医療と薬学」、「現代社会と薬学」、「研究表現技法」の

科目群を配置し、１年次前期または２年次前期に履修する。 

「課題研究」は１年次前期から開始するが、本格的な実施は１年次後期からとする。

実務家教員が研究指導教員である場合、課題研究を外部医療施設で実施することができ、
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また、課題研究に適した臨床研究のフィールドが提供されれば、実務家教員が派遣され

ていない医療施設においても課題研究を実施することが可能である。 

現在の北海道薬科大学大学院薬学研究科臨床薬学専攻博士課程では、高度な臨床業

務に必要な知識と研究マインドを有し、地域医療の質的向上に寄与する意欲ある薬剤師

を受け入れるために、平成２７年度から社会人特別選抜制度を導入し、地域において活

躍する薬剤師の博士課程進学を受け入れてきた。設置する薬学研究科臨床薬学専攻の計

画では、大学院設置基準第１４条による教育方法の特例は適用しないが、今後の臨床施

設で活躍している薬剤師ニーズの一層の拡大に対応するため、社会人等も受け入れるこ

とから、以下の配慮を行うこととする（資料５：北海道科学大学大学院における長期履

修に関する取扱要領）。 

① 修業年限への配慮 

職業を有する学生の学びを支援するため、長期履修学生として、標準修業年限を

越えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを認める２年以内の長

期履修期間を設ける。 

② 学費負担への配慮 

長期履修学生の授業料は標準修業年限に納付する授業料の総額を認められた履修

期間で除した額とする。 

③ 履修指導及び研究指導の方法 

履修指導及び研究指導は、専任教員が対象学生と相談をしながら、勤務状況や生

活実態等を考慮した個別の対応を図ることとする。 

④ 授業の実施方法 

授業の実施方法は、個別の状況に応じて、夏季休業期間等を利用した集中講義を

開講するなど、履修上の便宜を図ることとする。 

⑤ その他 

図書館や厚生施設の利用方法及び必要な職員の配置等については、個別の状況を

踏まえたうえで、十分に配慮した運営を行うこととする。 

 

（２）履修指導の方法 

大学院の授業は、１コマ９０分を以て１授業時間とする。１単位の授業科目は４５

時間の学修を以て構成され、授業の方法に応じて、当該授業による教育効果及び授業時



－23－ 

間外の学修による教育効果を考慮して単位を計算する。特論は８回の授業をもって１単

位とする。 

特論は、シラバス（授業計画）に従って開講し、履修後に理解度・到達度を試験等

により確認し、優（Ａ）、良（Ｂ）、可（Ｃ）、不可（Ｄ）により段階評価する。可以

上の成績評価によって単位を付与する（資料６：北海道科学大学大学院薬学研究科履修

規程）。特論演習は、特論の補完、研究指導教員の特論に繋がる論文読解・演習に加え

て、課題研究に向けて学術論文の調査・読解・討論を行う。演習内容及び授業開講は、

シラバス及び時間割に基づき行われ、研究指導教員及び研究指導補助教員（実務家教員

を含む）が協働して指導にあたる。授業内容及び開講時期については、入学時のガイダ

ンスで周知する。 

平成２８年度の診療報酬改訂において、かかりつけ薬局・薬剤師を評価するための

「かかりつけ薬剤師指導料」が調剤報酬に関連する項目として新設された。超高齢社会

となった我が国で、特に過疎化が進行している地域において医療に携わる薬剤師として、

最新の医学・薬学の知識と技能を持ち、さらに薬剤師の教育や臨床研究にも貢献できる

練度の高い薬剤師の育成が求められている。設置する薬学研究科臨床薬学専攻に組織す

る地域医療薬学分野、薬物治療学分野、臨床薬剤学分野、個別化医療薬学分野では、社

会・医療が求める高度な薬剤師を養成することを目的とする。以下に履修モデルの特徴

を記載する（資料７：履修モデル）。  

① 在宅医療薬学履修モデル 

人口密度の低い地域における在宅医療の現状と問題点を実践によって学び、地域

医療、在宅医療にかかわる課題研究を通じてエビデンスを蓄積する。 

養成する人材像：薬剤師が質の高い在宅医療を地域の患者に提供するためには、

最新の医学・薬学の知識を持つとともに、患者に寄り添う「かかりつけ薬剤師」と

しての技能・態度の修得が必須である。在宅医療における薬剤師の役割・機能を主

体的に考察し、論理的に解析する能力を有する薬剤師を養成するとともに、最新の

薬物療法を用いた地域医療薬学を専門とする教育・研究者を養成する。 

研究指導者：地域医療薬学分野・在宅医療薬学特論担当教員 

担当教員は実務家教員として「あさみ薬局」（札幌市）に常駐して在宅医療に実

践的にかかわるとともに、活動を通した研究活動を進めている。学生は、担当教員

の指導の下で、在宅医療活動に従事し、活動の中で見出した問題をテーマとした課
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題研究活動を実施する。 

② 薬物治療学履修モデル 

医薬品の適正使用に関する課題について、問題点を抽出・解析して解決する研究

能力を醸成する。 

養成する人材像：最新の薬物治療の知識を学び、医薬品の適正使用、併用時にお

ける相互作用、患者に対する個別対応など、薬物療法を提供する際に必要な実践力

を身に付ける。修得した能力を基盤として、薬物選択と合理的な併用治療の方法に

必要な情報を分析・評価することにより、適正なクリニカルアウトカムを得ること

ができる高度な研究能力を有する薬剤師を養成するとともに、薬物治療学を専門と

する教育・研究者を養成する。 

研究指導者：薬物治療学分野・薬物治療学特論担当教員 

担当教員は「ＪＡ北海道厚生農業協同組合連合会」が設置した「札幌厚生病院」

（札幌市）の薬剤部に勤務経験が有り、薬物治療にかかわる数多くの著作物を執筆

している。現在の北海道薬科大学は「ＪＡ北海道厚生農業協同組合連合会」と教

育・研究に関する連携協定を締結しており、設置する薬学部薬学科においても協定

を継続する。薬物治療学分野を希望する学生は、担当教員の指導の下で、薬学的知

見に基づく高度な薬物治療にかかわる研究に従事する。 

③ 病院薬剤学履修モデル 

病院における医薬品の適正使用に関する課題について、問題点を抽出・解析して

解決する研究能力を醸成する。 

養成する人材像：医療用医薬品の適正使用を推進するため、患者に対して効果的

な医薬品の剤形選択を可能とし、そのＴＤＭ解析を適正に行うことができる高度な

研究能力を有する薬剤師を養成するとともに、病院薬剤学を専門とする教育・研究

者を養成する。 

研究指導者：臨床薬剤学分野・病院薬剤学特論担当教員 

担当教員は「社会医療法人北海道恵愛会 札幌南三条病院」（札幌市）の薬剤部に

おいて薬剤部長職を経験しており、札幌病院薬剤師会会長として札幌地域における

病院薬剤師の職域啓発に貢献してきた。病院薬剤学分野を希望する学生は、担当教

員の指導の下で、北海道地域における薬物治療の高度化にかかわる研究に従事する。 

④ 臨床薬物動態学履修モデル 
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薬の有効性・安全性・投与計画の予測情報を蓄積し、確度の高いテーラーメード

医療の実践に繋がる問題点を抽出・解析して解決する研究能力を醸成する。  

養成する人材像：患者ごとに個別化された投与薬物選択と使用方法を最適化する

ため、患者個々の遺伝子情報の解析に精通した薬剤師を養成する。特に、患者個々

の遺伝子の差異により臨床効果が予測可能な医薬品が増加していることに鑑み、個

別化された医薬品の適正使用法を教育するとともに、遺伝子の違いによる臨床効果

の差異などを最新の臨床ガイドラインなどに基づいた薬物治療計画を医師に提案で

きる能力を有する薬剤師を養成するとともに、臨床薬物動態学を専門とする教育・

研究者を養成する。 

研究指導者：個別化医療薬学分野・臨床薬物動態学特論担当教員 

担当教員は「北海道ＴＤＭ研究会」の副会長を務めており、長年に渡り、「社会

医療法人母恋 天使病院」（札幌市）、「医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院」（札幌

市）、及び「カロリンスカ研究所」（ストックホルム市、スウェーデン王国）と臨

床薬物動態学に関する共同研究を進めている。臨床薬物動態学分野を希望する学生

は、担当教員の指導の下で、薬物動態学の臨床応用にかかわる研究に従事する。 

 

（３）研究指導の方法 

「課題研究」は、基本的に研究指導教員及び研究指導補助教員（実務家教員含む）

を中心とした指導体制により実施し、学生一人ひとりの研究計画に対応する指導を中心

として博士の学位に相応しいレベルの論文作成を行うこととする。ただし、博士学位論

文作成の実質的指導は研究指導教員が責任を負う。「課題研究」では、１年次前期また

は２年次前期において、学部卒業研究生や他の学生の研究支援、ディスカッション、発

表などの支援活動を行うことにより自らの研究環境を整備し、その後、研究指導教員及

び研究指導補助教員の下で本格的な研究活動を展開する。また、３年次前期に課題研究

の進捗状況を確認するため、中間発表に基づく中間審査を行い、４年次後期には論文審

査及び最終試験を行う。課題研究の遂行にあたって、本学の研究倫理、実験動物の利用

に関する倫理、組換えＤＮＡ実験に関する規程・要領・ガイドラインを遵守するととも

に、関連の委員会に研究計画書を提出し、審査を受けなければならない。（資料８：研

究指導及び修了までのスケジュール表）。 
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（４）修了要件 

博士課程の修了要件単位数は、３０単位以上とする。研究指導教員が開講する特論

１単位及び特論演習５単位、所属分野の他の特論と「臨床実地研修」４単位を含む関連

科目５単位、課題研究１２単位を必修とし、他の分野の特論と共通科目２単位以上を加

えて３０単位以上を修了要件単位数とする。 

４年次後期には、薬学研究科委員会において、主査（研究指導教員）及び副査２人

を選出し、論文審査及び最終試験（最終試験は発表会での発表及びこれに関連する科目

についての試問とする）を行う。副査は研究指導教員、研究指導補助教員以外の分野に

属する大学院担当教員の中から選出する。 

授業科目履修、論文作成指導、学位論文審査等の各段階が有機的なつながりを持っ

て博士の学位授与へと導いていくことにより、学位の質の担保と円滑な学位授与が可能

となるように配慮する。 

 

（５）学位審査及び公表の方法 

北海道科学大学学位規程により博士の学位申請及び審査に関し必要な事項を定める。

（資料９：北海道科学大学学位規程）薬学研究科委員会は、主査１人、副査２人以上を

選出し、論文審査及び最終試験（最終試験は学位論文発表会での発表及び関連する科目

についての口頭試問）を行う。 

研究指導教員の指導の下に学位論文発表会を行い、博士学位論文を作成する。学位

論文発表会の開催にあたっては、学位論文発表申込書、学位論文発表の内容の要旨を薬

学研究科長に提出する。博士学位論文発表会は公開で行い、口述時間３０分、質疑応答

時間３０分とする。博士学位論文（Ａ４版、左綴じ縦長横書とし、日本語または英語で

作成）は、学位申請書、学位論文発表の内容の要旨等を添えて薬学研究科長に提出する。

学位審査の日程は表６のとおりである。 

博士学位論文のタイトルと論文内容の要旨は本学のホームページに掲載し、製本し

た学位論文１部を本学図書館に配架して自由に閲覧できるようにする。また、博士学位

論文の全文を本学リポジトリへ蓄積・保存し、学内・外へ無償で公開することにより研

究教育の発展と地域社会への貢献に寄与することとする。 
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時期 内容 備考 

４年次後期 

（未定） 

学位論文発表会

申込 

学生が薬学研究科長へ提出 

・学位論文発表申込書 

・学位論文発表の内容と要旨 

１月下旬 学位論文発表会 口述３０分、質疑３０分 

２月中旬 学位申請 

学生が薬学研究科長へ提出 

・学位申請書 

・学位論文（正１部、副２部） 

・学位論文の内容の要旨 

・主査１人、副査２人を選出 

２月中旬～ 

３月上旬 

論文審査・最終

試験 

主査１人、副査２人による論文審査、最終試験

（学位論文発表会での発表内容、関連科目） 

３月上旬 審査結果報告 主査から薬学研究科長へ提出 

３月上旬 学位審査 
薬学研究科委員会で学位授与の可否を審議し、学

長が決定 

３月中旬 学位授与 博士（薬学）授与 

＜表６ 学位審査日程＞ 

 

（６）研究の倫理審査体制 

倫理委員会、動物実験委員会、組換えＤＮＡ実験安全委員会を設置し、学部並びに

大学院での研究において倫理的妥当性の評価が必要な場合には、これらの委員会の審議

を経ることとする。各委員会は、科学的かつ倫理的視点を踏まえ、申請された研究の計

画書を審査し、必要があれば改訂を指導することができる。また、必要に応じて、認め

られた研究の進捗状況の報告を求め、研究が終了した際には報告書の提出を求める。さ

らに、研究終了報告書は対応する委員会で審議し、委員会での審査の妥当性を点検評価

することにより、倫理審査の適正な運用に努める。 

また、文部科学省による「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）、及び日本学術会議による「科学研究における健

全性の向上について」（平成２７年３月６日回答）に則り、研究推進にかかわる委員会、

公的研究費不正防止・内部監査にかかわる委員会を設置する。両委員会は連携して研究

に従事する教員、大学院生、学部学生に対して、毎年コンプライアンス教育と研究倫理

教育を実施する（資料１０：研究倫理に関する各種委員会規程）。 
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６ 施設、設備等の整備計画 

本学では、昭和４２年の開学以来、教育研究環境の整備と充実に積極的に取り組んで

きており、大学院の教育研究のために必要な校地、運動場及び校舎等は十分整備されて

いる。現在は「モバイルキャンパス構想」の推進によりＩＴ環境を整備し、校舎はもと

よりキャンパス全体にＩＴを導入している。講義室の情報コンセントや無線ＬＡＮのア

クセスポイントを構内各所に設置し、双方向での授業を展開するとともに学内の各種手

続きはネットワークを通して行うことができる環境としている。 

設置する薬学研究科臨床薬学専攻については、設置計画の薬学部薬学科を基礎とした

大学院研究科の構想であることから、現在の北海道薬科大学の既存の校地、校舎等を有

効的に活用することとし、本学に移管して整備する計画としている。昭和４９年に開学

した現在の北海道薬科大学は、平成２６年度に校舎の老朽化や耐震化対策の必要性から

建て替え工事を行い、北海道小樽市桂岡町にある桂岡キャンパスから平成２７年度に本

学と同じ敷地となる前田キャンパスにすでに移転している。現在、桂岡キャンパスにつ

いては、薬用植物園と標本館のみであり、既存校舎等は解体を前提に用途変更する計画

としている。 

また、平成２７年度のキャンパス移転では、同一法人の設置校である北海道科学大学

短期大学部も本学と同じ前田キャンパスに移転している。 

（１）校地、運動場の整備計画 

薬学研究科臨床薬学専攻の設置を計画している前田キャンパスは札幌市手稲区前田に

位置している。キャンパス全体の校地等の総面積は３９１，２６９㎡で、そのうち移管

分を含め本学の専用及び共用分は３８８，８５４㎡を有し、学生の休息、その他の利用

のための適当な空地を含む十分な校地面積が確保されており、学部及び大学院研究科と

しての教育研究に相応しい環境を整備している。 

運動場は、１２７，２５５㎡の面積を確保しており、運動用設備としては、野球場を

はじめ、サッカー場、ラグビー場、テニスコート６面などを備え、主に学生の課外活動

を中心として利用している。 

 

（２）校舎等施設の整備計画 

薬学研究科臨床薬学専攻の設置を計画している前田キャンパスは、現在、２０棟の校

舎などの施設を有している。キャンパス全体の校舎等の総面積は８９，５５３㎡で、そ
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のうち移管分を含め本学の専用及び共用分は８６，６７５㎡を有し、教育研究に必要と

なる主要な教室等の内訳としては、講義室５８室、演習室１６３室、実験実習室２１６

室、情報処理学習室２室となっている。また、専任教員の研究室は１９７室で、非常勤

教員室や図書館、学長室、会議室、事務室、医務室・学生相談室、学生自習室、学生更

衣室、学生食堂、体育館などを整備している。 

なお、設置する薬学研究科臨床薬学専攻においては、基礎となる薬学部薬学科が主に

使用する薬学部棟（Ｂ棟）などの既存校舎及び施設を有効的に活用することとしている

が、今般の薬学研究科臨床薬学専攻の設置にあたり、収容定員１２人分の大学院生研究

室４室と専用講義室３室を整備する。大学院生研究室の設備としては、書棚付き個別デ

スク、ロッカー、収納ワゴンなどを配備し、学生の研究環境の充実に努めることとする

（資料１１：大学院生研究室及び専用講義室）。 

また、専用講義室は大学院生研究室と同じ薬学部棟内に配置されており、研究室から

スムーズな移動が可能である。講義と室確保の観点から設置する薬学研究科臨床薬学専

攻の授業時間割モデルを作成し、支障のないことを確認している（資料１２：薬学研究

科授業時間割モデル）。 

専任教員の研究室の整備計画については、教員組織として計画している専任教員３６

人のうち、教授２１人に対しては、１室あたり約２１㎡の個室の研究室を、准教授１５

人に対しては、１室あたり約４２㎡の共同研究室９室をすでに整備している。 

設備の整備計画については、基礎となる薬学部薬学科（現 北海道薬科大学）で使用

している機械・器具等約９，０００点を有効的に転共用する（資料１３：専門科目に係

る主な機械・器具等一覧）。 

 

（３） 図書等の資料及び図書館の整備計画 

本学の図書館は、現在、北海道薬科大学及び北海道科学大学短期大学部の前田キャ

ンパス移転により３大学が共用する図書館としてすでに運用されている。面積は５，３

７１㎡で１階と２階合わせて４８７席の閲覧席があり、学生・教員の教育研究の場とし

て十分な座席数を確保している。また、図書館システムは、検索システム（ＯＰＡＣ）

を導入し、学内の所蔵資料の検索、貸出等を一元的に行っている。このほか図書館内に

は、キャレルデスクを設置した個別学習室２室（合計８６席）、少人数での研究会やミ

ーティング等に利用できるグループ学習室５室、ＡＶ視聴室も設置されている。１階に
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は講演会や発表会等に利用できる８３人が収容可能なＡＶホールとギャラリー、図書資

料の閲覧も可能なＰＣプラザでは、有線ＬＡＮ環境や学生利用のためのカラーレーザー

プリンタも設置され、授業や自学自習に多くの学生が利用し、多目的施設としての機能

も備えている。 

図書館では、閲覧室と書庫を合わせると約２６０，０００冊が収納可能であり、現

在、和書約１７４，０００冊、洋書約３１，０００冊、学術雑誌約４，７００種、視聴

覚資料約２，４００点を所蔵している。 

図書の選書にあたっては、北海道科学大学学術情報センター運営委員会により、学

科・教員・学生からの要望を集約し、研究分野のバランスに配慮しながら専門分野及び

必要性を考慮した書籍を選定し体系的に整備する。 

薬学研究科臨床薬学専攻の設置を計画するにあたり、北海道薬科大学の図書約４７，

０００冊（うち外国書約１３，０００冊）、学術雑誌約４００種（うち外国雑誌約３０

０種）のほか、電子ジャーナル約２，８００種、ビデオやＤＶＤなどの視聴覚資料約３

００点については、本学にすべて移管し有効的に活用する計画としている。また、北海

道薬科大学として契約していた電子ジャーナルやデータベース等については、これまで

契約しているサイエンスダイレクトやSpringerLink Value Collectionなどは引き続き

契約し、教育及び研究に用いることとする（資料１４：薬学研究科の電子リソース等）。 

図書館では、日本図書館協会や私立大学図書館協会、日本薬学図書館協議会への加

盟をはじめ、国立情報学研究所の目録所在情報サービスに加盟しているほか、各種研修

会等での情報交換や文献複写、相互貸借等や北海道地区大学図書館協議会相互利用サー

ビスにも加盟し、他大学の図書館との連携を図っている。 

 

 

７ 基礎となる学部との関係 

同時に設置を計画している北海道科学大学薬学部薬学科は、６年制の薬学部薬学科と

して、社会生活を送るうえで必要となる知識・理解、汎用的技能、態度・志向性、創造

的思考力の習得の下に、薬学分野に関する基礎的な知識及び基本的な技術と態度を基盤

とし、豊かな人間性と医療人としての高い使命感を有し、生命の尊さを深く認識し、生

涯にわたって薬の責任者としての自覚をもち、人の命と健康な生活を守るとともに、他

の医療関係職種と連携・協働して、地域社会の保健・医療・福祉の向上に寄与する人材
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を育成することを目的として、「基礎薬学部門」、「応用薬学部門」、「臨床薬学部

門」、「社会薬学部門」、「薬学教育学部門」の５部門から構成することとしている。 

設置する薬学研究科臨床薬学専攻は、６年制の薬学部薬学科を基礎とする博士課程と

して設置する。薬学部教育で修得した知識・技能を基礎として、最新の医療に対応した

科学的根拠を基盤とする解析能力を醸成し、指導的立場となり得る薬剤師を養成する。   

設置する薬学研究科臨床薬学専攻は様々な領域の専門的・多角的な教育・研究活動が

展開されるよう、学部の部門単位を横断し、「地域医療薬学分野」、「薬物治療学分

野」、「臨床薬剤学分野」、「個別化医療薬学分野」の４分野で構成することとする。

（資料１５：設置する大学院薬学研究科の構成と６年制薬学部教育における専門領域の

関係）。 

 

 

８ 入学者選抜の概要 

（１） 臨床薬学専攻 

設置する薬学研究科臨床薬学専攻では、「薬剤師としての知識を基礎に、実務に直

結する研究課題を自らが発見・解決する高度な専門職業人として、科学的思考・研究マ

インド・研究能力を身に付け、地域医療の担い手として、在宅医療における薬剤師業務

の普及・指導に関わる意欲ある薬剤師、専門薬剤師などを目指す高度医療に携わる意欲

ある薬剤師、および医療薬学・臨床薬学の研究者および６年制薬学教育に関わる大学教

員を目指す薬剤師を養成する」ことをアドミッション・ポリシーの基本方針とする。そ

のため入学受入れの対象者は、日本国の薬剤師免許を有する者及び入学までに取得する

見込みの者とする。また、すでに医療現場等において実務に携わっている薬剤師を社会

人学生として受入れる制度を設けることで、教育機会の拡大と多様な学生の受入れに積

極的に対応している（資料１６：臨床薬学専攻アドミッション・ポリシー）。 

① 求める人材像 

設置する薬学研究科臨床薬学専攻では、養成する人材の目的及び教育課程の編成

の考え方を踏まえて、下記のアドミッション・ポリシーに示すとおり、入学者の受

入方針を設定する。 

ア 在宅医療における薬剤師業務の普及・指導に関わる意欲ある薬剤師 

イ 専門薬剤師などを目指す高度医療に携わる意欲ある薬剤師 



－32－ 

ウ 医療薬学・臨床薬学の研究者および６年制薬学教育に関わる大学教員を目指す

薬剤師 

② 入学者選抜の実施方法 

入学者選抜の実施方法としては、設置する薬学研究科臨床薬学専攻における養成

する人材の目的や入学者の受入方針を踏まえたうえで、一般入試（社会人特別選抜

を含む）により選抜することとしている。 

一般入試（社会人特別選抜を含む）の実施方法は、「薬剤師として必要とされる

基礎的知識」「臨床研究を行うための思考力・判断力と取り組み意欲」「患者や医

療スタッフと良好な関係を築くためのコミュニケーション能力」「学部学生、地域

医療を担う薬剤師を支援する意欲」を確認するために小論文試験と面接試験を実施

し、さらに学部指導教員による推薦書（社会人特別選抜を除く）、学部成績証明書、

業務経歴書（社会人特別選抜入試のみ）及び研究計画書の内容を総合して選抜する。 

なお、募集人員は３人（社会人特別選抜を含む）とし、入学試験は入学年度の前

年度の１１月下旬に１次募集を実施する計画である。１次募集で募集人員を満たさ

なかった場合は、１月中旬に２次募集を実施する計画としている。社会人特別選抜

の受験資格については、６年制の薬学を履修する課程等を卒業した者、または修士

の学位を有する者で、出願時に社会人であり入学後も引き続きその身分を有する者、

または４年制の薬学を履修する課程を卒業し、日本国における薬剤師免許を取得後、

社会人（薬剤師）として２年以上の実務経験が有り、入学後も引き続きその身分を

有する者とする。 

③ 入学者選抜の判定方針 

設置する薬学研究科臨床薬学専攻における入学者の受入方針に対する判定につい

ては、求める人材像に対して、次のとおり実施することとする。 

ア 「在宅医療における薬剤師業務の普及・指導に関わる意欲ある薬剤師」につい

ては、主に主体性、多様性、協働性を評価するため、面接試験、学部指導教員に

よる推薦書（社会人特別選抜を除く）、業務経歴書（社会人特別選抜のみ）及び

研究計画書を重視して判定する。 

イ 「専門薬剤師などを目指す高度医療に携わる意欲ある薬剤師」については、主

に思考力、判断力、表現力を評価するため、小論文、面接試験、学部指導教員に

よる推薦書（社会人特別選抜を除く）及び研究計画書を重視して判定する。 
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ウ 「医療薬学・臨床薬学の研究者及び６年制薬学教育に関わる大学教員を目指す

薬剤師」については、主に知識、技能を評価するため、小論文、面接、成績証明

書及び学部指導教員による推薦書（社会人特別選抜を除く）を重視して判定する。 

 

   

９ 学外実習の具体的計画 

「臨床実地研修」（４単位）では、薬学研究に求められる倫理的配慮と先端的な医療

を遂行するために必要な薬学的配慮を修得し、薬物治療に関する課題研究を遂行する能

力の醸成を図る。これまでの北海道薬科大学大学院薬学研究科臨床薬学専攻では、博士

課程に在籍する大学院生の臨床実務研修のため、臨床施設と協定書、覚書を締結し、臨

床実務研修を円滑に行ってきた。加えて、大学院生を指導する教員との共同研究を進め

るため、協定書、覚書を締結していない施設にも、指導教員と臨床施設との個別協議に

より、単年度ごとに臨床施設へ受け入れを打診している。受け入れを承諾した臨床施設

と承諾書を交わし、臨床実地研修を行った。 

設置する薬学研究科博士課程臨床薬学専攻においても、「旭川医科大学病院」（旭川

市）、「社会医療法人母恋 天使病院」（札幌市）、「医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院」

（札幌市）と連携協定を締結し、研究指導教員及び研究指導補助教員として実務家教員

を派遣する施設、また臨床的研究課題の実施施設フィールドとして用意する。また学生

に対する臨床的研究課題及び「臨床実地研修」の実施施設フィールドをさらに拡充させ

るため、新たにＪＡ北海道厚生農業協同組合連合会が運営する厚生病院群と連携協定を

締結したことから、同様に研究指導教員及び研究指導補助教員として実務家教員を派遣

する計画を検討している。指導教員と大学院生は、博士課程における研究スケジュール

を構築する際に、臨床実務研修の時期と受け入れ施設を検討する。臨床実務研修の科目

責任者は、指導教員からの事前に受け入れ希望施設と時期についての依頼を臨床施設に

打診し、受入承諾施設と承諾書を締結する。 

また、学生の身体的・経済的負担軽減を考慮し、研修は大学院の通学圏である札幌近

隣の連携施設を基本とするが、大学院博士課程修了後に地域医療貢献を希望している札

幌以外の北海道内出身の学生には、旭川医科大学病院やＪＡ北海道厚生農業協同組合連

合会厚生病院群など、北海道内各地の医療施設における研修も可能としている。 

学部の実務実習と同じように臨床実務研修施設の大学院生受け入れ担当薬剤師と緊密
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に連携し、研修の習熟度の確認を行う。臨床実務研修終了時に、大学院生は研修施設の

担当薬剤師に研修レポートを提出し、同時にプレゼンテーションを行う。担当薬剤師は

日常の研修態度とともに成績評価を行い、科目担当者に提出物とともに成績を報告する。

科目担当者は、提出された成績の妥当性を評価し、臨床実務研修の成績を確定する（資

料１７：実習先確保の状況に関する資料）。 

 

 

10 管理運営 

設置する薬学研究科臨床薬学専攻の教学面における管理運営は、学長のリーダーシッ

プの下、意思決定のスピードを高めるために、以下の会議体や組織を設置し、ガバナン

ス体制を整備している。 

（１）企画運営会議 

大学院を含めた大学全体の管理運営及び教学マネジメントを統括する機関として企

画運営会議を設置し、北海道科学大学企画運営会議規程に基づき適切な管理運営を行っ

ている。 

企画運営会議の役割は、学長の諮問機関として大学全体に関する重要な事項を審議

することであり、学長・副学長・学部長（研究科長を含む）・大学改革推進室長・各セ

ンター長・事務局長で構成される。会議は、定例的に月１回（第２火曜日）開催されて

おり、審議事項は、（１）教育課程の編成、運営に関する事項、（２）管理、運営全般

に関する事項、（３）将来計画（事業計画、業務計画を含む）に関する事項、（４）人

事に関する事項、（５）財務計画に関する事項、（６）予算審議に関する事項、（７）

国外研修及び長期国内研修に関する事項、（８）その他必要と認める事項としている

（資料１８：管理運営に関する規程類（北海道科学大学企画運営会議規程））。 

 

（２）研究科委員会  

北海道科学大学大学院学則第４６条に基づき研究科委員会を設置し、北海道科学大

学大学院研究科委員会規程に基づき大学院研究科長及び大学院各研究科担当の教授を委

員として構成し、定例的に月１回（第４金曜日）開催している。 

研究科委員会は、（１）学生の入学、修了に関する事項、（２）研究指導、学位論文

及び学位の授与に関する事項、（３）教育課程及び教育の改善に関する事項、（４）学
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生の表彰及び懲戒に関する事項、（５）その他学長の諮問する事項について、学長が決

定を行うにあたりその内容を審議し意見を述べるものとしている他、（１）学術研究に

関する事項、（２）学生の退学、休学、除籍、その他学生の身分に関する事項、（３）

学生の厚生補導に関する事項、（４）学則に関する事項、（５）その他本学大学院に関

する重要事項について審議し、学長の求めに応じ、意見を述べることができることとし

ている。 

 

（３）研究科長・専攻長会議 

北海道科学大学大学院研究科委員会規程に基づき、大学院に関する管理・運営の大

綱及び研究科、専攻間の連絡調整、委員会に付議する議案の調整、その他学長が諮問す

る重要事項の審議を行うため、研究科長・専攻長会議を設置している。会議は、定例で

はないが必要に応じて開催している（平成２８年度は３回開催）。 

  

（４）各種センター、委員会等 

   北海道科学大学教員組織規程に基づき、以下の組織を設置する。 

① 大学改革推進室 

② 高等教育支援センター 

③ 学生支援センター 

④ 就職支援センター 

⑤ 入試広報センター 

⑥ 研究支援・地域連携センター 

⑦ 学術情報センター 

⑧ 薬剤師生涯学習センター 

大学改革推進室は、専門事項を全学的見地に立って企画立案する機関、その他のセ

ンターは教育・研究・地域貢献等を実行する付属機関として定められており、それぞれ

必要な役割を果たしている。また、各機関の長は企画運営会議の構成員となり、大学院

の管理運営の中心的役割を担い、学長のリーダーシップを補佐している。 

この他、専門事項を審議する委員会を設置しており、その数は５１に上る（資料１

８：管理運営に関する規程類（意思決定のプロセス、学内委員会一覧））。 
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11 自己点検・評価 

（１）自己点検・評価の基本方針 

本学では、その使命及び目的を果たすために、教育研究活動等について自ら点検及

び評価を行い、その結果を公表することを北海道科学大学大学院学則第２条に定めてい

る。また、北海道科学大学自己点検・評価規程に基づき、教育、研究、社会貢献等の質

的向上を図り、大学院運営全般の改善・改革に資するための総括組織として「自己点

検・評価委員会」を設置し、教育研究・組織運営・施設設備等の総合的な状況に対する

自己点検・評価及びその結果に対する認証評価機関による評価を受審することとしてい

る（資料１９：自己点検・評価に関する規程（北海道科学大学自己点検・評価規程））。 

   さらに、同委員会の下部組織として、大学評価のために情報収集・整理・調査・分

析・提供などの教学ＩＲ（Institutional Research）活動を行うとともに、自己点

検・評価委員会の求めに応じ、その職務を支援する「自己点検ＩＲ委員会」を設置して

おり、３年毎に自己点検・評価書を作成し、公表している他、毎年「自己点検評価レポ

ート」を作成・学内共有することにより、自律的な点検改善サイクルを回す体制が整っ

ている（資料１９：自己点検・評価に関する規程（北海道科学大学自己点検ＩＲ委員会

規程））。 

   大学機関別認証評価では、平成２０年度及び平成２７年度に日本高等教育評価機構に

よる認証評価を受審し、同機構が定める基準に適合しているとの認定を受けた。 

   この他、北海道科学大学外部評価委員会規程に基づき「外部評価委員会」を設置し、

教育関係者・地方自治体関係者・企業関係者等に委員を委嘱し、平成２６年度に外部評

価を実施した（資料１９：自己点検・評価に関する規程（北海道科学大学外部評価委員

会規程））。 

 

（２）自己点検・評価の基本項目 

   本学における自己点検・評価の項目については、自己点検・評価の基本方針を踏まえ

たうえで、以下の視点を重視した設定とする。なお、平成２８年３月３１日公布の「学

校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令の

一部を修正する省令」を受け、本項目においては今後見直す計画としている。 

   ① 本学の基本姿勢に関すること 

② 教育研究組織に関すること 
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③ 教育課程に関すること 

④ 学生への対応に関すること 

⑤ 教員に関すること 

⑥ 職員に関すること 

⑦ 管理運営に関すること 

⑧ 財務に関すること 

⑨ 教育研究環境に関すること 

⑩ 社会との連携に関すること 

⑪ 社会的責務に関すること 

⑫ その他、委員会が必要と認める事項 

 

 

12 情報の公表 

（１）実施方法 

本学では、大学設置基準及び学校教育法の施行規則改正による「教育研究活動等に

関する情報公表」の義務化を受けて、大学の運営や教育研究等の諸事業について、公的

な教育機関としての社会的説明責任を果たすとともに、公正かつ透明性の高い運営を実

現し、教育研究活動の質的向上を図ることを目的として情報公表に努めている。 

設置する薬学研究科臨床薬学専攻にあっても同様にステークホルダーが適切に必要

な情報を得られるよう配慮し、研究科及び専攻における人材の養成に関する目的、その

他の教育研究上の目的について情報を公表していくこととする。 

教育情報の公表については、インターネットを利用し広く周知を図ることとしてお

り、掲載予定のホームページのアドレスは、「http://www.hus.ac.jp/public-info/」

とする。 

ホームページからは、トップページの専用バナー、または「トップ＞大学総合案内

＞大学概要＞情報公表」により閲覧することができるように準備する。 

 

（２）実施項目 

次の教育研究活動等の状況についての情報を公表する。 

① 大学の教育研究上の目的に関すること 
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・薬学研究科臨床薬学専攻のディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシー 

・大学院の目的及び使命（大学院の目的、人材養成に関する目的） 

・専攻の概要（教育目的、教育指針、教育・学習目標） 

② 教育研究上の基本組織に関すること 

・大学組織図 

③ 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

・教員紹介、教員数、教員組織（年齢構成）、教員組織（役割分担）、研究業績一

覧、校務役職者一覧、北海道科学大学教員組織規程 

④ 入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業ま

たは修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関

すること 

・薬学研究科臨床薬学専攻のアドミッション・ポリシー（受入方針） 

・入学者、定員、在籍者数、学位授与数、入学者数推移 

 ・就職データ（就職・求人状況）、就職先情報（業種別実績） 

⑤ 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 

・薬学研究科臨床薬学専攻のカリキュラム・ポリシー 

・専攻の教育指針、教育・学習目標、シラバス 

⑥ 学修の成果に係る評価及び卒業または修了の認定にあたっての基準に関すること 

・薬学研究科臨床薬学専攻のディプロマ・ポリシー 

・北海道科学大学大学院学則、北海道科学大学学位規程、北海道科学大学学位規程

の大学院に関する運用細則 

⑦ 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 

・キャンパスマップ、施設紹介、校地・校舎面積、学習環境、課外活動の状況、主

な交通手段 

⑧ 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること 

・学費、その他の経費 

⑨ 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 

・学習支援体制、経済的支援体制、学生生活支援体制、留学生支援体制、就職支援体

制 

⑩ 国際交流・社会貢献等に関すること 
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・国際交流（協定相手先）、社会貢献活動（地域連携、高大連携、市民公開講座・

講演会）、大学間連携、産学連携（受託研究、奨学寄付金）、寒地未来生活環境

研究所、北方地域社会研究所、寒地先端材料研究所、北の高齢社会アクティブラ

イフ研究所 

⑪ 財務及び経営に関すること 

・事業報告 

なお、上記の掲載項目に加えて、大学機関別認証評価評価報告書や自己点検・評価

報告書、組織再編に伴う設置認可・届出書及び設置計画履行状況報告書などを積極的に

ホームページで公表している。 

・大学評価のアドレス: 

「http://www.hus.ac.jp/info/activity/evaluation.html」 

・設置認可・届出書及び設置計画履行状況報告書のアドレス： 

「http://www.hus.ac.jp/info/activity/advisory.html」 

また、学内の行事や出来事などを随時、トピックスとして配信し、大学の取り組み

や教育活動を広く社会に対して情報提供することに努めている。 

・ニューストピックスのアドレス： 

「http://www.hus.ac.jp/hit_topics/」 

 

 

13 教育内容等の改善を図るための組織的な研修等 

（１）教育内容及び方法の改善を図るための組織的な研修等（ＦＤ研修） 

本学におけるファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）を推進するため、北海道

科学大学ファカルティ・ディベロップメント規程に基づき、「北海道科学大学ＦＤ委

員会」を設置している。教育手段と教育環境の改善及び教育成果の評価方法とその機

能性に関する事項について審議し、各学部や研究科の教育目標を達成するため、以下

の基本項目について諸活動を実施している（資料２０：教職員への研修等に関する規

程類（北海道科学大学ファカルティ・ディベロップメント規程、平成２８年度ＦＤ研

修実施状況一覧））。 

① 成績評価及び学修に関すること 

② 授業計画書（シラバス）の基本構成に関すること 
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③ 教育基本組織が定める学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）と教育課程編成・

実施方針（カリキュラム・ポリシー）のプロトタイプに関すること 

④ 全学的ＦＤの計画立案と実施に関すること 

⑤ 教育組織ごとに実施されたＦＤ活動の結果集約とその発表に関すること 

⑥ 授業改善のためのアンケートに関すること 

⑦ ＦＤのための組織体制に関すること 

⑧ 教育成果の評価方法とその機能性に関すること 

⑨ その他組織的教育活動に必要と認められる事項 

 

（２）管理運営に必要な教職員への研修等（ＳＤ研修） 

① 実施体制 

本学における管理運営に必要な教職員への研修等の取り組みについては、学校法

人全体を対象とする「学校法人北海道科学大学スタッフ・ディベロップメント規程」

を制定し、事務職員のみならず、教員及び技術職員を含めて、大学等の教育研究活

動等の適切かつ効果的な運営を図ることを目的とした、知識・技能の習得及び能

力・資質の向上のための活動（ＳＤ活動）を推進することとしている。検討、実施

については、人事課及びＦＤ委員会が中心となって行うこととしている。ＦＤ委員

会が主催する研修等については事務職員も積極的に参加することとしている（資料

２０：教職員への研修等に関する規程類（学校法人北海道科学大学スタッフ・ディ

ベロップメント規程、平成２８年度ＳＤ実施状況一覧））。 

② 実施内容 

具体的なＳＤ活動については、以下に掲げる項目により実施する。 

ア 大学等の管理運営及び教育研究支援に必要な知識及び技能を身に付け、能力及

び資質の向上を図るための研修に関すること 

イ 建学の精神（３つのポリシーを含む）に照らした大学等の取組の自己点検・評

価と内部質保証、及び大学等の改革に資する研修に関すること 

ウ 職員として求められているリーダーシップ能力、マネジメント能力、プレゼン

テーション能力、コミュニケーション能力、危機管理能力、政策提案・実現能

力、問題解決能力及び事務処理能力等の向上を図るための研修に関すること 

エ 学生の人間形成を図るために行われる正課外の諸活動における様々な指導、援
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助等の研修に関すること 

オ 職員のスキルアップに役立つ資格取得に関すること 

カ 大学組織における業務の見直しや事務処理の改善等に関すること 

キ その他ＳＤ活動として必要と認める事項 

なお、研修会等については、外部団体が主催して行う「学外研修会等」と大学等

が独自に企画して開催する「学内研修会等」に大別し、さらに、これら学内外の研

修会等を次のとおり区分して実施する。 

・階層別 新任職員、中堅職員、指導的職員など、経験や役職（職階）に応じて必

要な知識を得るための研修会等 

・目的別 特定の知識・技能を修得するための研修会等 

・業務別 業務ごとの質的向上や改善等に役立つための研修会等 

・個 別 職員個々が自主的に自己啓発、スキルアップ等を図るための研修会等 

 

 

14 転入学する学生への措置について 

（１）学生、保護者、入学志願者及び関係組織等への周知方法 

現在の北海道薬科大学及び大学院薬学研究科を廃止し、平成３０年度に北海道科学

大学に薬学部薬学科及び大学院薬学研究科臨床薬学専攻博士課程を設置する。薬学研

究科においては第１・２・３・４年次までの同時開設とし、現在の北海道薬科大学大

学院に在籍する学生を転入学させる計画としている。転学する学生に対しては、大学

院ガイダンスにおいて、転学に係る経緯及び今後の予定を周知し、同意を得た後に

「転学承諾書」を取得している。 

学生の保護者に対しては、大学統合計画に係る説明文「北海道薬科大学と北海道科

学大学との統合計画について」を配付し、大学統合計画及び認可申請に係る現況等に

ついて説明している。 

また、現在の北海道薬科大学の外郭団体である北海道薬科大学同窓会や教育研究等

で関連のある北海道薬剤師会、札幌薬剤師会、小樽薬剤師会、北海道病院薬剤師会、

札幌病院薬剤師会及び北海道地区調整機構に対しては、学長または副学長が直接統合

計画の主旨について説明を行い、賛同を得ている。 
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（２）転学に伴う教育方法の担保 

設置する薬学研究科臨床薬学専攻の開設年度である平成３０年度に北海道薬科大学

大学院から転学する学生に対しては、教育の質を担保するため北海道薬科大学大学院

の入学年度の教育課程を適用することとする。 

設置する薬学研究科臨床薬学専攻に転入学する学生に適用する「教育課程」は、現

在の北海道薬科大学大学院の教育課程と同一とし、科目担当教員も同様とする。なお、

転入学生には平成３０年度北海道科学大学大学院学則を適用するが、「入学・休学・

退学及び除籍等」、「教育方法等」、「課程の修了要件及び学位の授与」及び「奨学

金」に関する事項については、転入学生の不利益とならないよう現在適用している内

容と同一とし、北海道科学大学大学院学則の付則に記載する。また、修学のための履

修指導、健康管理、ハラスメント対策及び障がい者への支援など学生の安心・安全対

策への配慮を適切に行う。これらを含め、転入学する学生への教育条件の維持並びに

学生支援等については万全を期すこととする。 



（資料１）大学院薬学研究科人材需要調査 

（事業所）集計表 

  







（資料２）ＤＰ、ＣＰと授業科目の対応表 

  





（資料３）定年退職者の再任用に関する規程 

・学校法人北海道科学大学定年規程 

・学校法人北海道科学大学定年退職者の 

再任用に関する規程 

  









（資料４）北海道科学大学大学院担当教員選考規程 

  







（資料５）北海道科学大学大学院における 

長期履修に関する取扱要領 

  









（資料６）北海道科学大学大学院薬学研究科 

履修規程 

  







（資料７）履 修 モ デ ル 
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薬学研究科 臨床薬学専攻 博士課程

●在宅医療薬学履修モデル

1年前期 1年後期 2年前期 2年後期 3年前期 3年後期 4年前期 4年後期
合計
単位数

在宅医療薬学特
論 (選１)
在宅医療薬学特
論演習 (選５)

公衆衛生薬学特
論 (選１)
薬物治療学特論
(選１)
情報機能薬学特
論 (選１)

臨床薬物動態学
特論 (選１)
研究計画法概論
(必１)

臨床実地研修
(必４)

薬学研究と倫理
(選１)

現代社会と薬学
(選１)

研究表現技法
 (選１)

12

30

※授業科目名に付されているカッコは、必修・選択の区分と単位数

5

課題研究 課題研究（地域医療薬学課題研究） (必12)

合計単位数 10 8 0 12

共通科目 3

関連科目

履　修　モ　デ　ル

　広大な面積を有し、人口密度の低い北海道においては、医師、薬剤師、看護師など医療従事者の不足による医療過疎

が深刻な社会問題である。本学が力点を置いている地域社会、特に医療過疎地において高度の医療に対応できる練度

の高い薬剤師を養成し、薬局薬剤師による地域住民の主体的な健康の維持・増進の支援、在宅医療、地域の公衆衛生

改善を推進するための課題について教育・研究を行う。

(養成する人材像)

　チーム医療を提供する医療人として、地域の患者に高度な在宅医療を提供するために必要な最新の医学・薬学の知識

を持つとともに、地域に密着した「かかりつけ薬剤師」としての技能・態度を有する人材を育成する。

　１年前期に共通科目「現代社会と薬学」を履修し、薬剤師及び医薬品系企業が担う役割、臨床と社会の界面に生じる問

題群の理解及びその原因と解決策について学修する。また、関連科目「研究計画法概論」を履修することにより臨床薬学

研究計画の策定方法及び先端的な高度医療の発展に寄与するエビデンスの効果的構築法を修得する。１年前期で学修

する専修科目「公衆衛生薬学特論」「薬物治療学特論」「情報機能薬学特論」「臨床薬物動態学特論」の知識を基礎とし

て、１年後期の関連科目「臨床実地研修」で病院における実地研修により、地域における公衆衛生の把握と薬物治療の

個別化情報を修得する。

　２年前期の共通科目「薬学研究と倫理」では、課題研究を遂行するために必要な倫理的配慮を学修し、共通科目「研究

表現技法」では、研究成果を論文として公表する際に必要な知識と技能を修得する。「在宅医療薬学特論」「在宅医療薬

学特論演習」を担当する研究指導教員は実務家教員として医療施設に常駐して在宅医療に実践的に関わるとともに、活

動を通した研究活動を進めている。在宅医療薬学分野を学ぶ大学院生は、研究指導教員とともに在宅医療活動に従事

し、活動の中で見出した問題をテーマとした課題研究活動を実施する。課題研究は１年次より研究環境を整備し、４年次

に研究成果発表を行う。

　このような経時的及び体系的な履修計画の下、他の医療職とともに包括ケアシステムを高度化し地域の在宅医療に貢

献できる研究能力を有する高度な職業人としての薬剤師、在宅医療を専門分野とした教育・研究者を養成する。

　　　 学年

科目区分

専
修
科
目

地域医療薬
学分野 7

薬物治療学
分野 2

臨床薬剤学
分野 0

個別化医療
薬学分野 1
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●薬物治療学履修モデル

1年前期 1年後期 2年前期 2年後期 3年前期 3年後期 4年前期 4年後期
合計
単位数

薬物治療学特論
(選１)
薬物治療学特論
演習(選５)
情報機能薬学特
論(選１)
病態制御医薬品
学特論(選１)
病院薬剤学特論
(選１)

遺伝子解析学特
論(選１)

研究計画法概論
(必１)

臨床実地研修
(必４)

薬学研究と倫理
(選１)

先端医療と薬学
(選１)

研究表現技法
(選１)

12

30

※授業科目名に付されているカッコは、必修・選択の区分と単位数

合計単位数 16 2 0 12

関連科目 5

共通科目 3

課題研究 課題研究（薬物治療学課題研究） (必12)

　薬物の臨床効果を適正に評価するための課題について、薬理学・生化学・生理学・医薬化学を基盤に、細胞・分子レベ

ルでの病態・薬効薬理とともに医薬品の適正使用に関する教育・研究を行う。

(養成する人材像)

　最新の薬物を用いた医療の知識を学修して応用するとともに、医薬品の併用時における相互作用、患者に対する病院

での医薬品の使用法、個別対応方法などを学修する。これらを基礎として、薬物治療の安全性と有効性を向上させるた

めの臨床課題を抽出・分析することによりクリニカルアウトカムを得ることができる人材を育成する。

　１年前期に共通科目「先端医療と薬学」を履修し、先端的な高度医療を理解するとともに先進的な医療薬学や臨床薬学

を医療施設において実践することの役割や重要性を理解する。関連科目「研究計画法概論」では、臨床薬学研究計画の

策定方法及び先端的な高度医療の発展に寄与するエビデンスの効果的構築法を修得する。１年前期で学修する専修科

目「薬物治療学特論」「薬物治療学特論演習」「情報機能薬学特論」「病態制御医薬品学特論」「病院薬剤学特論」「遺伝

子解析学特論」の知識を基礎として、１年後期の関連科目「臨床実地研修」で病院における実地研修を行い、臨床におけ

る薬物治療の現状と展開について修得する。

　２年前期の共通科目「研究表現技法」では、研究成果を論文として公表する際に必要な知識と技能を修得する。また「薬

学研究と倫理」では課題研究実施のための倫理的配慮の重要性を学修する。薬物治療学分野を学ぶ大学院生は、病院

薬剤部での勤務経験が有り、薬物治療に関わる数多くの著作物を執筆している教員の指導の下で、薬学的知見に基づく

高度な薬物治療に関わる研究に従事する。課題研究は１年次より研究環境を整備し、４年次に研究成果発表を行う。

　このような経時的及び体系的な履修計画の下、高度な薬物治療学の専門性を有し、医療チームの一員として最新の薬

物療法の構築に貢献でき、あわせて医薬品の適正使用に関する知見・研究能力を有する薬剤師、また薬物治療学を専

門分野とした教育・研究者を養成する。

　　　 学年

科目区分

専
修
科
目

地域医療薬
学分野 0

薬物治療学
分野 8

臨床薬剤学
分野 1

個別化医療
薬学分野 1
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●病院薬剤学履修モデル

1年前期 1年後期 2年前期 2年後期 3年前期 3年後期 4年前期 4年後期
合計
単位数

薬物治療学特論
(選１)

病態制御医薬品
学特論(選１)
病院薬剤学特論
(選１)
病院薬剤学特論
演習(選５)
病態制御薬剤学
特論(選１)

臨床薬物動態学
特論(選１)
研究計画法概論
(必１)

臨床実地
研修 (必
４)

先端医療と薬学
(選１)

現代社会と薬学
(選１)

研究表現技法
 (選１)

12

30

※授業科目名に付されているカッコは、必修・選択の区分と単位数

合計単位数 12 6 0 12

関連科目 5

共通科目 3

課題研究 課題研究（臨床薬剤学課題研究） (必12)

　病院治療を受ける患者に用いる薬物の適正使用に関わる臨床的課題について、薬剤学・薬物動態学・調剤学・製剤学

の知識を基盤に、TDM、製剤設計を通して医薬品の適正使用に関する教育・研究を行う。

(養成する人材像)

　医療用医薬品の適正使用を推進するため、患者に対して効果的な医薬品の剤形選択を可能とし、そのTDM解析を適正

に行うことができる高度な能力を持つ人材を育成する。また、日常的に改訂される各種の治療ガイドラインに準拠した病

院における薬物治療について学修し、薬剤師として薬物療法に介入するための患者への適切な臨床展開について研究

する。

　１年前期に共通科目「現代社会と薬学」を履修し、薬剤師及び医薬品系企業が担う役割、臨床と社会の界面に生じる問

題群の理解及びその原因と解決策について学修する。また、関連科目「研究計画法概論」を履修することにより臨床薬学

研究計画の策定方法及び先端的な高度医療の発展に寄与するエビデンスの効果的構築法を修得する。専門分野に関し

ては、専修科目「薬物治療学特論」「病態制御医薬品学特論」「病院薬剤学特論」「病院薬剤学特論演習」「病態制御薬剤

学特論」「臨床薬物動態学特論」を履修することにより、病院における薬物療法に薬剤師の視点から介入することによる

医薬品の適切な使用方法についての見識を深める。

　２年前期の共通科目「先端医療と薬学」では、先端的な高度医療を理解するとともに先進的な医療薬学や臨床薬学を医

療施設において実践することの役割や重要性を理解する。また、共通科目「研究表現技法」では、研究成果を論文として

公表する際に必要な知識と技能を修得する。２年後期の関連科目「臨床実地研修」では提携している病院に赴き、臨床に

おける個別化医療の現状と展開について研修を行う。病院薬剤学分野を学ぶ大学院生は、薬剤部長職の経験を有し、札

幌病院薬剤師会会長として地域における病院薬剤師の職域啓発に携わる教員の指導の下で、北海道地域における薬物

治療の高度化に関わる研究に従事する。「課題研究」は１年次より研究環境を整備し、４年次に研究成果発表を行う。

　このような経時的及び体系的な履修計画の下、病院薬剤師として、北海道地域における最新の薬物療法の構築に病院

医療チームの一員として貢献できる高度な医療人として医薬品の適正使用に精通し、高度な研究能力を有する薬剤師、

また病院薬剤学を専門分野とした教育・研究者を養成する。

　　　 学年

科目区分

専
修
科
目

地域医療薬
学分野 0

薬物治療学
分野 2

臨床薬剤学
分野 7

個別化医療
薬学分野 1
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●臨床薬物動態学履修モデル

1年前期 1年後期 2年前期 2年後期 3年前期 3年後期 4年前期 4年後期
合計
単位数

薬物治療学特論
(選１)
情報機能薬学特
論(選１)
病態制御医薬品
学特論(選１)

遺伝子解析学特
論(選１)
臨床薬物動態学
特論(選１)
臨床薬物動態学
特論演習(選５)
研究計画法概論
(必１)

臨床実地
研修 (必
４)

薬学研究と倫理
(選１)
先端医療と薬学
(選１)

研究表現技法
(選１)

12

30

※授業科目名に付されているカッコは、必修・選択の区分と単位数

合計単位数 13 5 0 12

関連科目 5

共通科目 3

課題研究 課題研究（個別化医療薬学課題研究） (必12)

　遺伝子解析技術の進歩により、個々の患者遺伝子情報に基づいて最適な治療計画が可能になってきている。ゲノム情
報学・遺伝子解析学・医療情報学の知識を基盤に、治療薬の有効性・安全性･投与計画の予測情報を蓄積し、確度の高
いテーラーメード医療の実践に繋がる臨床的課題に関する教育・研究を行う。

(養成する人材像)

　患者ごとに個別化された投与薬物選択と使用方法を最適化するため、患者個々の遺伝子情報の解析に精通した薬剤

師を養成する。特に、患者の保有する遺伝子の差異により臨床効果が予測可能な医薬品が増加していることに鑑み、遺

伝子の違いによる臨床効果の差異などを最新の臨床ガイドラインなどに基づいて医師に薬物治療計画を提案できる能力

を有する薬剤師を養成する。

　１年前期に共通科目「先端医療と薬学」を履修し、先端的な高度医療を理解するとともに先進的な医療薬学や臨床薬学

を医療施設において実践することの役割や重要性を理解する。また、共通科目「薬学研究と倫理」では課題研究実施の

ための倫理的配慮を認識し、関連科目「研究計画法概論」では臨床薬学研究計画の策定方法及び先端的な高度医療の

発展に寄与するエビデンスの効果的構築法を修得する。専門分野に関しては、専修科目「臨床薬物動態学特論」「臨床

薬物動態学特論演習」「薬物治療学特論」「情報機能薬学特論」「病態制御医薬品学特論」「遺伝子解析学特論」を履修

することにより、遺伝子の違いによる臨床効果の差異を基盤として、個別化された医薬品の適正使用法を立案して医師

に提案し、医療チームを構成するメンバーとして活動するための見識を深める。１年前期で学修した知識を基本として、同

時期から個別化医療薬学に関する臨床での有用性を指向した「課題研究」を展開する。

　２年前期の共通科目「研究表現技法」では、研究成果を論文として公表する際に必要な知識と技能を修得する。２年後

期の関連科目「臨床実地研修」では提携している病院に赴き、臨床における個別化医療の現状と展開について研修を行

う。臨床薬物動態学分野を学ぶ学生は、国内外の研究施設と臨床薬物動態学に関する共同研究を進めている教員の指

導の下で、薬物動態学の臨床応用に関わる研究に従事する。

　このような経時的及び体系的な履修計画の下、高度な個別化医療薬学の専門性を有し、最新の薬物療法に対応できる

臨床薬物動態学の専門家、医薬品の適正使用に関する知見・研究能力を有する薬剤師、そして臨床薬物動態学を専門

分野とした教育・研究者を養成する。

　　　 学年

科目区分

専
修
科
目

地域医療薬
学分野 0

薬物治療学
分野 3

臨床薬剤学
分野 0

個別化医療
薬学分野 7



（資料８）研究指導及び修了までのスケジュール表 

  





（資料９）北海道科学大学学位規程 

  











（資料10）研究倫理に関する各種委員会規程 

・北海道科学大学倫理委員会規程 

・北海道科学大学動物実験委員会規程 

・北海道科学大学組換ＤＮＡ実験安全 

委員会規程 

  













（資料11）大学院生研究室及び専用講義室 

  











（資料12）薬学研究科授業時間割モデル 

  





（資料13）専門科目に係る主な機械・器具等一覧 

  











（資料14）薬学研究科の電子リソース等 

  











（資料15）設置する大学院薬学研究科の構成と 

６年制薬学部教育における専門領域 

の関係 

  







（資料16）臨床薬学専攻アドミッション・ポリシー 

  





（資料17）実習先確保の状況に関する資料 

・実習施設一覧（薬学研究科 臨床薬学専攻） 

・教育・研究に係る連携に関する協定書 

  





別添資料として旭川医科大学、医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院、社会医療法人母

恋 天使病院、北海道厚生農業協同組合連合会との連携協定書計８枚を添付した。



（資料18）管理運営に関する規程類 

・北海道科学大学企画運営会議規程 

・意思決定のプロセス 

・学内委員会一覧 

  





 



－3－

委員会名

危機管理委員会

人権委員会

衛生委員会

個人情報保護委員会

個人情報苦情対応委員会

倫理委員会

動物実験委員会

組換えＤＮＡ実験安全委員会

防火・防災管理対策委員会

放射線安全管理委員会

公的研究費内部監査委員会

研究活動不正対策委員会

利益相反マネジメント委員会

自己点検・評価委員会

自己点検ＩＲ委員会

外部評価委員会

発明判定会

ファカルティ・ディベロップメント委員会

教職課程委員会

研究紀要委員会

高大連携教育
推進委員会

研究推進委員会

環境マネジメント推進委員会

内部環境監査委員会

出版会（出版会編集委員会・出版会運営委員会）

保健医療学部教育経費委員会

保健医療学部臨地実習運営委員会

実験動物研究施設運営委員会

薬用植物園運営委員会

大学改革推進室 教員業務・業績委員会

教務委員会

クラス担任委員会

日本学生支援機構奨学金返還免除候補者選考委員会

就職支援
センター

就職委員会

入試広報委員会

入学試験出題・採点委員会

入試制度検討委員会

学内委員会一覧

カテゴリ

コンプライアンス上
必要な委員会

点検・評価機関

環境活動関係

教育・研究関係

その他

保健医療学部関係

付属施設の管理運営

付属機関の
下部組織

学生支援
センター

入試広報
センター



－4－

寒地未来生活環境研究所

寒地先端材料研究所

北方地域社会研究所

北の高齢社会アクティブライフ研究所

全自動Ｘ線分析システム運営委員会

電子プローブマイクロアナライザー装置運営委員会

自然雪風洞装置運営委員会

ＣＯＣ＋事業推進委員会

共同実験棟管理運営委員会

薬学部中央機器運営委員会

学術情報センター 学術情報センター運営委員会

薬剤師生涯学習センター運営委員会

生涯学習認定薬剤師評価委員会

薬剤師生涯学習企画委員会

薬剤師生涯学
習センター

付属機関の
下部組織

研究支援・
地域連携
センター



（資料19）自己点検・評価に関する規程 

・北海道科学大学自己点検・評価規程 

・北海道科学大学自己点検ＩＲ委員会規程 

・北海道科学大学外部評価委員会規程 

  













（資料20）教職員への研修等に関する規程類 

・北海道科学大学ファカルティ・ 

ディベロップメント規程 

・平成28年度ＦＤ研修実施状況一覧 

・学校法人北海道科学大学スタッフ・ 

ディベロップメント規程 

・平成28年度ＳＤ研修実施状況一覧 
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