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Abstract 

It is vital to balance graduation research and preparation for the national examination for pharmacists in 

6-year pharmaceutical education. The present study quantified the outcomes of graduation research and 

examination preparation, respectively, and investigated the correlation between the two. We analyzed 58 

students (6th grade) from Aomori University in the fiscal year 2016. The evaluation of graduation research 

was conducted by multiple university faculty members, each of whom was assigned to one student. Poster 

presentations, graduation theses, and effort during the entire graduation research period were quantified 

using evaluation sheets. Quantitative evaluation of the students’ examination study was based on their 

results from the national examination for pharmacists. A weak positive correlation was observed between 

the outcomes of the graduation research and the examination preparation for all 58 students. There was 

a statistically significant positive correlation for the 36 students who had committed to experiment-based 

research. On the other hand, no correlation was found for the 22 students who had committed to literature 

survey-based research. The present study suggests that it is possible to balance enriching graduation 

research with improving performance in examination preparation. It is crucial to increase students’ 

willingness and interest in graduation research and to balance the effort they exert between graduation 

research and examination preparation, depending on each student’s profile. 

Keywords: 6-year pharmaceutical education, Graduation research, Preparation for national examination 

for pharmacists, Outcome, Quantitative evaluation, Correlation  
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１. 背景 

薬学教育モデル・コアカリキュラム平成 25 年度改

訂版に，6 年制薬学部教育において学生が身につける

べき薬剤師の基本的能力の一つとして，薬学・医療の

進歩と改善に資するための「研究能力」が掲げられて

いる（薬学教育モデル・コアカリキュラム平成 25 年

度改訂版［Internet］, 2018）．青森大学薬学部では，

学生を 4年生進級時に研究室に配属し，6 年生秋まで

の期間，卒業研究指導教員の下で1人当たり1テーマ

の卒業研究(卒研)に取り組ませることで「研究能力」

の向上，問題解決能力の養成を図っている．しかしな

がら，「研究能力」向上や研究テーマ深堀は，際限な

い時間と労力を費やす可能性があるため，卒研に充て

る時間・労力は適正範囲になるよう調整している．薬

剤師として就業し，社会貢献するためには，薬剤師国

家試験（国試）に合格する必要がある．6 年間の在学

期間において，薬学の広い知識を修得し，国試合格ラ

インに達するために相応の時間と労力を割いて準備

学習に充てることが不可欠である．6 年制薬学部は，

「医療の担い手としての質の高い薬剤師」の育成が使

命である（伊東, 2016）．卒研を疎かにすれば“質”を満

たすことが出来ず，一方，卒研への過度の傾注は国試

準備学習（国試学習）不足を招く．6年制薬学部教育，

特にその後期（薬学共用試験後）教育において，卒研

と国試学習のバランスを最適化することは最重要課

題の一つである．これまで，卒研と国試学習の相互影

響に関する研究報告例はないことから，本研究は，両

者の相互影響の検証を目的とし，卒研成果および国試

学習成果をそれぞれ定量評価し，その相関性を検討し

た． 

 

２. 方法 

2.1．解析対象 

平成 28 年度に青森大学薬学部 6 年生へ進級した学

生 58 名を解析対象とした．そのうち，実験系研究を

選択した学生（実験系研究群）は 36 名，文献調査系

研究を選択した学生（文献調査系研究群）は 22 名で

あった． 

2.2．卒業研究成果の評価 

2.2.1. ポスター発表（平成28年8月29日）の評価 

各学生は，ポスター発表要綱に従ってポスター発表

形式で発表した．当該学生の卒研指導教員以外の発表

テーマ関連分野教員（ポスター評価担当者）2 名が評

価を担当した．学生は，ポスター評価担当者1人当た

り，5 分間の示説および約 10 分間の質疑応答を行っ

た．当該時間内に答えられなかった質問は，質疑応答

記入票に回答を記入してポスター評価担当者に後日

提出した．ポスター評価担当者は，発表会当日の発表・

質疑応答および提出された質疑応答記入票に対して，

ポスター評価シートを用いて採点した．ポスター評価

シートは，以下①－⑩の項目それぞれを，1 点（観点

を満たせていない），2点（観点を一部満たしている），

3 点（観点をほぼ満たしている），4 点（観点を満た

している），5 点（観点を満たしており，かつ優れて

いる）の5段階で評価した． 

① 研究テーマ（目的）：明確に設定され，記載され
ているか 

② 論理性：論理的に立案，遂行および帰結されてい
るか 

③ 結果：目的および方法との整合性があり，表示が
妥当か 

④ 薬学的(科学的)考察：結果を基に十分な薬学的
（科学的）考察がなされているか 

⑤ 考察：妥当な考察により結論を導けているか 

⑥ 調査：適切な資料による調査が行われているか 

⑦ 研究意義の理解：意義，課題，今後の展開を理解
できているか 

⑧ プレゼンテーション：ポスター内容の配置，表示
法などが工夫されているか 

⑨ 口頭発表（示説）：要点がまとまっているか 

⑩ 発表態度，発表時間：適切であったか 

ポスター評価担当者1人の評価点は，10 項目の合

計点の1/5とした（満点：10 点）． 
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2.2.2. 卒業論文(平成28年10月30日提出締め切

り）の評価 

各学生は，卒業論文執筆要綱に従って卒業論文を作

成した．主査（当該学生の卒研指導教員）および副査

（論文テーマ関連分野教員）1 名が評価を担当した．

学生は，卒業論文を副査に 9 月 28 日までに提出して

査読を受け，必要に応じて修正後，最終稿を10月 30

日までに提出した．主査および副査は，最終稿に対し

て，卒業論文評価シートを用いて採点した．卒業論文

評価シートは，以下①－⑩の項目それぞれを，1点（観

点を満たせていない），2 点（観点を一部満たしてい

る），3点（観点をほぼ満たしている），4点（観点を

満たしている），5 点（観点を満たしており，かつ優

れている）の5 段階で評価した． 

① 全体：卒業論文執筆要項に沿って作成できている
か 

② 要旨：目的・方法・結果・考察の要点がまとまっ
ているか 

③ 目的：研究テーマが明確に設定され，記載されて
いるか 

④ 方法：適切な実験・調査法が採用されているか 

⑤ 結果：目的及び方法との整合性があるか，提示が
適切であるか 

⑥ 図表：配置，説明文などの表示が適切であるか 

⑦ 薬学的(科学的)考察：結果を基に十分な薬学的
（科学的）考察がなされているか 

⑧ 考察：妥当な考察により結論を導けているか 

⑨ 参考文献：信頼性の高いものが採用されているか 

⑩ 論理性：論理的に立案，遂行および帰結されてい
るか 

主査および副査それぞれの評価点は，10 項目の合

計点の3/5とした(満点：30 点)． 

 

2.2.3. 卒業研究総合評価 

卒研指導教員は，担当学生の卒研期間全体（研究室

配属［4年生4 月］～卒業論文提出）を通しての，研

究への取り組み（研究時間，意欲，態度等），科学的

思考，他研究員との協調性，創意工夫，問題発見と解

決，資料の収集・活用，発表成果［学会・ゼミ等での

発表等］を，総合評価シートに講評（評価点付与根拠）

を記述して，20 点満点で評価した． 

 

2.2.4. 卒業研究成果 

卒研成果は，上記1）～3）の評価点の合計点とした

（満点：100点）．表1に，卒研に関する評価対象お

よび評価方法をまとめた． 

表１ 卒業研究成果の評価方法 

評価対象 
ポスター発表 

および質疑応答内容記入票 
卒業論文 

卒業研究の 

総合評価 

評価者 
卒業研究指導教員以外の 

発表テーマ関連分野教員2名 

主査（卒業研究指導 

教員）および副査 

主査（卒業研究 

指導教員） 

評価用ツール ポスター発表評価シート 卒業論文評価シート 総合評価シート 

評価点 20 (10 × 2)点 60 (30 × 2)点 20 点 

卒業研究成果の
満点 100 点 (評価点の合計) 
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2.3．薬剤師国家試験準備学習成果の評価 

国試学習成果評価に，平成28年 12月 13 日，14日

に実施した卒業試験を用いた．卒業試験は，科目，問

題数，時間割等を薬剤師国家試験形式（薬剤師国家試

験［Internet］, 2018）に合わせて実施した．全ての卒

業試験問題は，薬学部各科目担当教員 25 名が作問し

た．表2に，卒業試験の科目，問題構成，配点をまと

めた．国試学習成果は，問題数（345問）に対する正

答数の割合を百分率で表した値（満点：100 点）とし

た． 

 

2.4．統計学的解析 

統計解析は，GraphPad Prism version 6 

（GraphPad Software Inc., San Diego, USA）を用

いて行った．解析は，対象学生全員，あるいは実験

系研究群，文献調査系研究群に分けて行った．実験

系と文献調査系研究間の比較は，対応のないステュ

ーデントの t検定で行った．卒研成果と国試学習成

果の相関性検討は，ピアソンの積率相関分析によっ

て行った．p < 0.05 を統計学的有意差ありと判定し

た． 

 

３. 結果 

対象学生58名の卒研成果と国試学習成果に関する

統計量（平均値，標準偏差，標準誤差，最高点，中

間点，および最低点）を，表3にまとめた．実験系

研究群の卒研成果は，文献調査系研究群と比較して

有意に高かった（p = 0.029, 対応のないステューデ

ントの t検定）．国試学習成果について，実験系研

究群と文献調査系研究群との間に有意差は認められ

なかった（p = 0.280）． 

表２ 卒業試験問題科目，構成，配点 

科目 必須問題 薬学理論問題 薬学実践問題 合計 

物理・化学・生物 15 問 30 問 15 問 60 問 

衛生 10 問 20 問 10 問 40 問 

薬理 15 問 15 問 10 問 40 問 

薬剤 15 問 15 問 10 問 40 問 

病態 15 問 15 問 10 問 40 問 

法規・制度・倫理 10 問 10 問 10 問 30 問 

実務 10 問 － 85 問 95 問 

合計 345 問 
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４. 考察 

本研究は，卒研と国試学習の相互影響の検証を目的

とした．薬学共用試験後の教育過程において，卒研と

国試学習の他に，実務実習が重要な位置を占める．し

かし，実習期間は厳密に定められているため（実務実

習実施日程［Internet］，2018）, 実務実習に割り当

てる時間と労力に関して，学生間に大きな差は生じな

いとの前提に立ち，本研究では卒研と国試学習の二者

のバランスに焦点を当てた． 

卒研と国試学習の相互影響の検証は，両者の成果の

定量評価，および相関性の分析によって行った．成果

の定量評価において，評価が客観的（評価者の主観に

依存しない）かつ公平（特定の学生に有利・不利が生

じない）である必要がある．国試学習成果の定量評価

に用いた卒業試験は，多数（25名）の教員が作問を分

担し，また，採点はマークシートの機械による読み取

りによるため，客観性および公平性は高い．一方，卒

研は卒研指導教員の元で長期間実施されることから，

その評価において当該指導教員の主観への依存度が

高い．本研究は，この依存を緩和し，客観性を向上さ

せることを目的として，当該学生の卒研指導教員だけ

でなく，ポスター評価担当者2名および卒業論文副査

1 名を評価者に加えた．ポスター発表，あるいは卒業

論文に表れない学生の卒研への取り組みは，指導教員

による総合評価点（20点満点）によって成果に反映さ

せたが，総合評価に際して指導教員は，評価点と共に

評価点の根拠(講評)を記述することで評価点の妥当性

の向上を図った．このように卒研成果評価における指

導教員の評価担当割合を 50％（卒業論文主査 30%お

よび卒研総合評価20%）とすることで，指導教員の主

観的評価への依存度は低下したが，卒研成果評価の客

観性および公平性は，国試学習成果評価と比べると不

充分である．さらなる向上が望ましいが，学生1人あ

たりに割り当てる評価者増は実行性の観点で限界が

あり，また，卒研を長期間間近で指導した指導教員の

表３ 卒業研究成果と国家試験準備学習成果に関する統計量 

 卒業研究成果 国家試験準備学習成果 

研究種類 全学生 実験系 a 調査系 b 全学生 実験系 a 調査系 b 

学生数 58 36 22 58 36 22 

平均点 83.14 85.31* 79.59 63.36 64.76 61.07 

標準偏差 9.75 8.39 10.93 12.50 12.32 12.75 

標準誤差 1.28 1.40 2.33 1.64 2.05 2.72 

最低点 61.00 64.00 61.00 37.10 37.40 37.10 

中間点 84.00 86.50 81.50 65.35 67.95 63.80 

最高点 99.00 99.00 96.00 83.50 83.50 80.30 

 

卒業研究成果および国家試験準備学習成果の満点は100 点 

a:実験系研究群，b: 文献調査系研究群 

*p < 0.05 （文献調査系研究群との比較，対応のないステューデントの t検定） 
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評価担当割合を過度に下げることは不適切と考えら

れることから，評価人員以外の観点で向上を図るべき

であろう．本研究において，評価者間の評価基準のバ

ラツキを小さくし，公平性を向上させることを目的と

して，ポスター発表と卒業論文の評価には，それぞれ

の評価シート（10項目をそれぞれ5段階評価）をツー

ルとして用いた．今後,評価用ツールをルーブリック表

（安原ら, 2018）の作成・活用等によってさらに研磨・

最適化することで,卒研成果評価の客観性および公平

性は向上すると考えられる． 

実験系研究群の卒研成果は，文献調査研究群より有

意に高かった（表 3）．卒研成果評価において，実験

系研究が有利になる措置はないため，評価方法による

不公平は小さいと考えられる．しかしながら，結果的

に実験系研究が高得点を得やすい項目が評価シート

に含まれていた可能性は残る．また，実験系研究は研

究への取り組みが，文献調査系研究と比較して卒研指

導教員等の評価者に伝わり易く，総合評価点等に反映

した可能性がある．今後，実験系研究と文献調査系研

究それぞれに最適な評価項目を加える等，両者間の評

価の公平性を向上させることも検討課題と考えられ

る． 

全6年生を対象とした解析において，卒研成果と国

試学習成果の間に弱いながら正の相関が認められた

ことは，卒研の充実は，国試学習にも良い影響を及ぼ

す傾向があることを示唆した．国試学習は既知領域知

識を効率よく理解する能力が，卒研は研究能力，すな

わち未解決の課題を発見して解決する能力が求めら

れ（中村, 2001），それぞれに求められる能力は質的

に異なるため，一方の能力が他方の能力を担保しない

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1 卒業研究および薬剤師国家試験準備学習成果の相関 
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と考えられる．しかしながら，計画的に課題に取り組

む能力，重要項目とそれ以外の項目に優先順位をつけ

て効率的に作業を進める能力，教員や友人などの周り

の人と上手にコミュニケーションして必要な支援を

得る能力等は，卒研と国試学習の双方に有用な能力と

考えられる．すなわち，卒研で良好な成果を挙げられ

るならば，その能力のうち少なくとも一部は国試学習

にも生かされ，正の相関に繋がったと考えられる．卒

研成果と国試学習成果間の正の相関は，実験系研究群

において，より明確に認められた．一方，文献調査系

研究群において，両者間の相関はほとんどなかった．

実験系研究群と文献調査研究群間で差が生じた原因

は不明であるが，研究能力以前の，研究への興味・意

欲の差は，国試学習成果と相関しないことが可能性の

一つとして考えられる．例として，国試学習に注力す

るため卒研への取り組みを最小限にすることを理由

に文献調査系研究を選択した学生は，卒研への興味・

意欲および卒研成果は低く，国試学習成果は高くなっ

た可能性がある．一方，純粋に文献調査系研究への興

味を理由として選択した学生は，卒研への興味・意欲

を保ち，充分な取り組みによって卒研成果と国試準備

学習成果共に高くなった可能性がある．すなわち，文

献調査系研究を選択した学生の選択理由の多様性が，

卒研への興味・意欲，調査に費やす時間・労力の差，

および卒研成果に反映した可能性がある．一方，実験

系研究を選択した学生は，選択理由および卒研への興

味・意欲に関するバラツキが相対的に小さく，そのこ

とが卒研成果と国試学習成果の相関が顕在化した可

能性がある． 

本研究には限界と課題が存在する．一つ目は，上

述のとおり卒研成果評価の客観性に限界があり，学

生の学業成績情報が評価者の卒研成果評価に影響を

与える可能性が否定出来ないことである．この要因

が卒研成果と国試学習成果間に見かけ上の相関をも

たらした可能性が残る．今後，学生一人当たりの評

価者の増員やルーブリック評価の導入等によって卒

研成果評価の客観性をより向上させた上で，再検証

が求められる．二つ目は，本研究は単年度の検討に

とどまり，年度を超えての卒研成果と国試学習成果

間の相関について未検討なことである．今後，他年

度において解析を追加して検証する必要がある． 

 

５. 結論 

本研究は，卒研と国試学習の両立が可能であること

を示唆した．学生が卒研の必要性・重要性を認識して，

卒研への興味・意欲を高めること，および卒研と国試

準備学習への取り組みバランスを学生毎に最適化す

ることが，両立の実現に重要と考えられる． 
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