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前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

６年次

卒業研究

Graduation thesis

(GTH)

衛生薬学

医療薬学

・

薬学臨床

薬学研究

分類 ﾅﾝﾊﾞｰ区分 ﾅﾝﾊﾞｰ区分分類
１年次

Natural science

(NTS)

Communication

(COM)

健康とス

ポーツ

３年次 ４年次 ５年次２年次

薬学

準備

科目

基礎分野

General  

subject

(GNS)

社

会

・

人

文

科

学

外国語

Social science

(SSC)

Foreign language

(FRL)

社会科学

自然科学

コミュニ

ケーショ

ン

Health and Sports

(HSP)

Fundamental 

Biology of 

Pharmacy

(FBP)

薬学

基本

科目

専門基礎分野

１

Introductory 

subject1

(IS1)

基本事項

Basic 

Pharmaceutical 

Education

(BPE)

薬学と社会

Pharmaceutical 

Sciences in 

Society

薬学その他

Integrated 

Pharmaceutical 

Education

(IPE)

薬学

専門

科目

専門分野

Specialized 

subject

(SPS)

薬学

専門

基礎

科目

専門基礎分野

２

Introductory 

 subject2

(IS2)

薬学基礎

（物理）

Fundamental 

Physics of 

Pharmacy

(FPP)

薬学基礎

（化学）

Fundamental 

Chemistry of 

Pharmacy

(FCP)

薬学基礎

（生物）

Health and 

Environmental 

Sciences

(HES)
薬理系薬学

Pharmacological 

Sciences

(PCS)
薬剤系薬学

Pharmaceutical Sciences and 

Technology

(PST)

病態・薬物治療学

Pathophysiology 

and 

pharmacotherapeut

ics

(PPT)

実務系薬学

Clinical Pharmacy

(CLP)

情報系薬学

Drug Information 

and Analysis

(DIA)

化学 PP_GNS_NTS_1_01

物理学 PP_GNS_NTS_1_02

生物学 PP_GNS_NTS_1_03

数学 PP_GNS_NTS_1_04

情報処理 PP_GNS_NTS_1_05
統計学 PP_GNS_NTS_1_06

薬学基礎実習 PP_GNS_NTS_1_07

アカデミック基礎セミナー

PP_GNS_COM_1_01
アカデミック技法

PP_GNS_COM_1_02

ボランティア技法
PP_GNS_COM_1_03

手話技法 PP_GNS_COM_1_04

心理学 PP_GNS_COM_1_05

社会慣習・マナー技法
PP_GNS_COM_1_06

コミュニケーション

ワークショップ演習Ⅰ
PP_GNS_COM_1_07

コミュニケーション

ワークショップ演習Ⅱ
PP_GNS_COM_1_08

社会学

PP_GNS_SSC_1_01
経済学 PP_GNS_SSC_1_02

教育学 PP_GNS_SSC_1_03

法学

PP_GNS_SSC_1_04

健康スポーツ実技

PP_GNS_HSP_1_01

基礎英語 PP_GNS_FRL_1_01 英語Ⅰ PP_GNS_FRL_1_02 英語Ⅱ PP_GNS_FRL_1_03 英語Ⅲ PP_GNS_FRL_1_04

英会話Ⅰ PP_GNS_FRL_1_05 英会話Ⅱ PP_GNS_FRL_1_06韓国語 PP_GNS_FRL_1_07

ポルトガル語

PP_GNS_FRL_1_08
ドイツ語 PP_GNS_FRL_1_09

中国語 PP_GNS_FRL_1_10

薬学概論 PP_IS1_BPE_2_01

チーム医療論 PP_IS1_BPE_2_02

倫理学 PP_IS1_BPE_2_03 生命倫理学 PP_IS1_BPE_2_04

医学概論 PP_IS1_BPE_2_05

薬学入門 PP_IS1_BPE_2_06

医療コミュニケーションⅠ

PP_IS1_BPE_2_07
医療コミュニケーションⅡ

PP_IS1_BPE_2_08

薬学基礎セミナー PP_IS1_PSS_2_01 薬事関係法規Ⅰ PP_IS1_PSS_2_02 薬事関係法規Ⅱ PP_IS1_PSS_2_03医療経済・制度論 PP_IS1_PSS_2_04地域診療薬学 PP_IS1_PSS_2_05 薬局経営論 PP_IS1_PSS_2_06 実線社会薬学

PP_IS1_PSS_2_07

物理化学Ⅰ PP_IS2_FPP_3_01 物理化学Ⅱ PP_IS2_FPP_3_02

分析化学Ⅰ PP_IS2_FPP_3_03 分析化学Ⅱ PP_IS2_FPP_3_04 機器分析化学 PP_IS2_FPP_3_05

物理系実習 PP_IS2_FPP_3_06 物理系薬学演習 PP_IS2_FPP_3_07

無機化学 PP_IS2_FCP_3_01

有機化学Ⅰ PP_IS2_FCP_3_02 有機化学Ⅱ PP_IS2_FCP_3_03 有機化学Ⅲ PP_IS2_FCP_3_04

有機化学Ⅳ PP_IS2_FCP_3_05

有機構造解析学 PP_IS2_FCP_3_06

化学系実習 PP_IS2_FCP_3_07

化学系薬学演習 PP_IS2_FCP_3_08生薬学 PP_IS2_FCP_3_09

天然物薬品化学 PP_IS2_FCP_3_10

薬用植物学 PP_IS2_FCP_3_09

生体有機化学 PP_IS2_FCP_3_12

生薬学実習 PP_IS2_FCP_3_13

生薬学演習 PP_IS2_FCP_3_14

機能形態学Ⅰ PP_IS2_FBP_3_01 機能形態学Ⅱ PP_IS2_FBP_3_01 機能形態学Ⅲ PP_IS2_FBP_3_03

生化学Ⅰ PP_IS2_FBP_3_04 生化学Ⅱ PP_IS2_FBP_3_05

分子生物学 PP_IS2_FBP_3_06
細胞生物学 PP_IS2_FBP_3_07

微生物学Ⅰ PP_IS2_FBP_3_08 微生物学Ⅱ PP_IS2_FBP_3_09

免疫学Ⅰ PP_IS2_FBP_3_10 免疫学Ⅱ PP_IS2_FBP_3_11

生物系実習 PP_IS2_FBP_3_12

生物系薬学演習 PP_IS2_FBP_3_13

公衆衛生学 PP_SPS_HES_4_01

食品化学と健康 PP_SPS_HES_4_02

衛生化学Ⅰ PP_SPS_HES_4_03 衛生化学Ⅱ PP_SPS_HES_4_04

衛生系実習 PP_SPS_HES_4_05
衛生系薬学演習 PP_SPS_HES_4_06 サプリメント概論 PP_SPS_HES_4_07

薬理学Ⅰ PP_SPS_PCS_4_01 薬理学Ⅱ PP_SPS_PCS_4_02 薬理学Ⅲ PP_SPS_PCS_4_03

薬理系実習 PP_SPS_PCS_4_04 薬理系薬学演習 PP_SPS_PCS_4_05

薬物動態学Ⅰ PP_SPS_PST_4_01 薬物動態学Ⅱ PP_SPS_PST_4_02 薬物動態学実習 PP_SPS_PST_4_03
薬物動態学演習 PP_SPS_PST_4_04

製剤学Ⅰ PP_SPS_PST_4_05 製剤学Ⅱ PP_SPS_PST_4_06

臨床薬剤学

PP_SPS_PST_4_07
医薬品開発概論 P1_SPS_PMS_4_08

感染症治療学Ⅰ PP_SPS_PPT_4_01 感染症治療学Ⅱ PP_SPS_PPT_4_02

病態薬物治療学ⅠPP_SPS_PPT_4_03 病態薬物治療学ⅡPP_SPS_PPT_4_04

病態薬物治療学ⅢPP_SPS_PPT_4_05

病態薬物治療学ⅣPP_SPS_PPT_4_06

病態薬物治療学ⅤPP_SPS_PPT_4_07

悪性腫瘍治療学PP_SPS_PPT_4_08 悪性腫瘍治療学演習

PP_SPS_PPT_4_09

セルフメディケーション論

PP_SPS_CLP_4_01

症候学PP_SPS_CLP_4_02

漢方の基礎PP_SPS_CLP_4_03 漢方薬学PP_SPS_CLP_4_04

放射線医学総論PP_SPS_CLP_4_05 臨床検査医学総論PP_SPS_CLP_4_06
病態情報解析学PP_SPS_CLP_4_07

地域健康サポート演習PP_SPS_CLP_4_08
処方解析演習PP_SPS_CLP_4_09

医薬品副作用学PP_SPS_CLP_4_10

救急処置法PP_SPS_CLP_4_11

フィジカルアセスメント論

PP_SPS_CLP_4_12
フィジカルアセスメント演習

PP_SPS_CLP_4_13
チーム医療演習PP_SPS_CLP_4_14

実務実習プレ教育Ⅰ

PP_SPS_CLP_4_15
実務実習プレ教育Ⅱ

PP_SPS_CLP_4_16

薬局実務実習

PP_SPS_CLP_4_17

病院実務実習

PP_SPS_CLP_4_18

在宅・地域医療薬学演習

PP_SPS_CLP_4_20

医薬品情報学PP_SPS_DIA_4_01
医薬品情報薬学演習

PP_SPS_DIA_4_02
臨床統計解析学PP_SPS_DIA_4_03

香粧品学PP_SPS_IPE_4_01

鍼灸治療論PP_SPS_IPE_4_02

創薬化学特論PP_SPS_IPE_4_03

早期体験学習PP_SPS_IPE_4_04

臨床薬学演習PP_SPS_CLP_4_19

総合薬学特論ⅠPP_SPS_IPE_4_05

総合薬学特論ⅡPP_SPS_IPE_4_06

総合薬学特論ⅢPP_SPS_IPE_4_07

総合薬学特論ⅣPP_SPS_IPE_4_08

総合薬学特論ⅤPP_SPS_IPE_4_09

特別研究ⅠPP_SPS_GTH_5_01 特別研究ⅡPP_SPS_GTH_5_02 特別研究ⅢPP_SPS_GTH_5_03

災害薬学PP_SPS_IPE_4_10

・実線、破線は、重複部分を区分する

ためだけで、意味の区分はない。

・ ：必修科目

・ ：選択科目


