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Abstract 

 

The third-party evaluation by Japan Accreditation Board for Pharmaceutical Education was 

conducted in the first period from 2013 to 2019. As a result of analyzing the Pharmaceutical Education 

Evaluation Reports for the last three years, it was the evaluation standards of "self-check/Seif-

evaluation" and "Grading/Promotion/Graduation" that many universities were evaluated as "does not 

reach conformance level". These standards are problem to be solved in 6-year pharmacy education. 

Faculty of Pharmaceutical Sciences, Aomori University received a third-party evaluation in 2018 and 

was evaluated as conforming, but many criteria stated that “almost reach conformance level, but 

there are concerns,” and many improvements were revealed. I would like to consider using cases of 

other universities written in Pharmaceutical Education Evaluation Reports. 

 

Keywords ; Field-Specific Evaluation, Third-Party Evaluation, Six-year Pharmacy Education,  

Self-Evaluation, Quality Assurance 

 
１．はじめに 

１.１ 薬学教育評価機構による第三者評価 

 青森大学薬学部は 2018 年度に一般社団法人薬

学教育評価機構（以下，機構）による第三者評価を

受審し適合と判定された．これは薬学部の修業年

限が４年から６年に延長される際に，教育の質的

な向上を図るために，第三者機関による評価を義

務づけられた，専門分野別認証評価である． 

 薬剤師の資格を得るための国家試験受験資格は，

「薬学部６年制課程を正規に修了すること」であ

り，生命に関わるプロフェッショナルである薬剤

師の養成は大学での「全人教育と一体となった専

門教育」を修めることが必要である．具体的な教

育プログラムは個々の大学に委ねられている．そ
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こで大学薬学部の６年制薬学教育が「社会が求め

る薬剤師養成教育の質」になっていることは第三

者評価によって保証される． 

 薬学教育プログラムの専門分野別・第三者評価

は，平成 16 年２月に中央教育審議会・大学分科会

答申（中央教育審議会 2004）を受け，平成 16 年

4 月 27 日に衆議院文部科学委員会，5 月 13 日に

参議院文教科学委員会での「学校教育法等の一部

を改正する法律案に対する附帯決議」で，薬科大

学・薬学部に対する第三者機関による教育評価が

義務づけられた．この第三者機関として機構が設

立された． 

 薬学教育の専門分野別評価は，機構の定めた評

価基準に基づいて行われる（薬学教育評価機構 

2011）．評価基準は階層構造になっており，評価基

準は，7 つの大項目で，それらに 13 の中項目，そ

の下に基準，各基準の下に 176 の観点をおいてい

る（表 1）．大学の薬学教育の現状を観点ごとに点

検して基準を満たすようになっており，基準ごと

の結果から中項目の達成度として評価するように

なっている．実際の評価に関する詳細は「薬学教

育評価ハンドブック（平成 30 年度版）」（薬学教育

評価機構 2018）に掲載されている． 

 山田（2013）は，「薬学部は薬剤師国家試験合格

率による外部の評価から免れない．そうであれば，

薬学教育プログラムの評価においては，むしろ命

にかかわるプロフェッショナルの養成に必要な教

育の質と量を兼ね備えているか否かを評価して質

を保証すべきであるとの姿勢を示している」と指

摘している．すなわち，薬学教育の専門分野別評

価は，大学における「全人的教育と一体となった

専門教育」を評価することである．したがって評

価基準のなかに薬剤師国家試験合格率に基づく基

準は存在しない． 

 

１.２ 直近の３年間の評価結果 

 薬学教育では医学部，歯学部の教育と同様，教

育内容が標準化されたモデル・コアカリキュラム

が設定されている．平成14年8月に「薬学教育モデ

ル・コアカリキュラム」が，平成15年12月に「実

務実習モデル・コアカリキュラム」が作成され，こ

の２つのコアカリキュラムに沿った教育が，平成

18年度に６年制薬科大学・薬学部で開始された．

平成25年に両モデル・コアカリキュラムを統合し

た「薬学教育モデル・コアカリキュラム平成25年

度改訂版」（以下，改訂コアカリキュラム）が作成

表１ 評価基準 
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された（文部科学省 2013）．この改訂で「薬剤師

として求められる資質」が明確に示され，その資

質を身につけるために学ぶという学習成果基盤型

教育の理念が導入された．「薬剤師として求められ

る基本的な資質」は10項目で，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教育能力とした．これらを修得す

るために学生が学修することによって得る成果と

して一般目標（GIO）を設定し，学生がGIOに到達

するために身に付けておくべき個々の実践的能力

を到達目標（SBO）として明示している．SBOの

総数は1,073項目ある．実際の薬学部での教育は改

訂コアカリキュラムに準拠した科目に当てる時間

がどうしても多くなってしまうが，大学は自ら設

定した「教育研究上の目的」を果たすために設置

されているので，大学独自の「教育研究上の目的」

を果たす教育・科目に当てる時間も必要である． 

 平成27年度（2015年度）から改訂コアカリキュ

ラムに準拠した教育が始まった．評価の対象年度

が評価を受ける前年であることから，2017年度か

ら2019年度までの評価では２年次から４年次ま

での学生が改訂コアカリキュラムに準拠した教育

を受けている．改訂コアカリキュラムに準拠した

教育がどのように行われているか．一方で大学独

自の教育がどのように行われているか．直近の３

年間の評価結果から読み解くことができると考え

た． 

 また平田（2018）は平成28年度（2016年度）ま

での評価結果について論じていたので，本稿では

2017年度から2019年度の評価結果を取り上げた． 

 

１.３ 本稿の目的 

2013年度から始まった第1期の第三者評価は，

2019年度で受審対象の６年制薬学部をもつ全74

大学が専門分野別・第三者評価を受審した．直近

の2017年度から2019年度までの３年間では，受審

対象の薬科大学・薬学部の半数以上の39大学が受

審し，37大学が適合，2大学が評価保留とされた．

この39大学の評価結果を分析することで，現状の

薬学教育で共通する改善点，陥りやすい問題点を

明らかにしたい．一方で模範となる制度・システ

ムについて見ていきたい．さらに本学の評価結果

について課題，解決策などを考えていきたい． 

 

２．方法 

 2017 年度から 2019 年度に評価を受けた薬学部

39 大学の「薬学教育評価 評価報告書」の概評と

改善点から課題を分析した．なお薬学教育評価 

評価報告書は機構のウェブサイト（６年制薬学教

育評価 評価結果 https://www.jabpe.or.jp/specia

l/publication.html）で公表されている． 

 

３．結果および考察 

３.１ 専門分野別・第三者評価第 1 期の結果 

 機構による専門分野別・第三者評価を2013年度

から2019度までにすべての薬科大学・薬学部74大

学が受審した．この評価で適合判定とならずに評

価がいったん保留となった大学は6大学あった．薬

学部を持つ大学全体の約8％すなわち約12大学に

1大学が判定保留と評価され，評価継続となった． 

 2017年度から2019年度までの直近３年間では，

39大学が受審し，37大学が評価基準に適合してい

ると認定され，2大学が判定保留とされた．青森大

学薬学部（以下，本学）は2018年度に受審し，機

構の定める評価基準に適合していると認定された． 

 

３.２ 多くの大学の課題「自己点検・評価」「成績

評価・進級・学士課程修了」  

 「適合水準に達していない」と評価された評価

基準に着目し，適合水準に達していない中項目を

調査した（表2）．最も多くの大学（39大学中16大

学）で，「適合水準に達していない」と評価された
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のは中項目 13

「自己点検・評

価」だった（薬学

教育評価機構 

2015）．「自己点

検・評価」では，

①６年制薬学教

育プログラムを

恒常的に自己点

検・評価する組

織が編成されて

いないこと，②

第三者評価を受

審のために自己

点検をしただけ

で定期的に継続

して自己点検・評価がされていないことが指摘さ

れていた．多くの大学は自己点検・評価を実施し

ているとしているが，「自己点検21」にとどまって

おり，機構が定めた基準に基づいて自己点検・評

価を実施していないことが指摘された． 

 次に多かったのは，中項目8「成績評価・進級・

学士課程修了」で，39大学中15大学だった．改善

点として指摘された事項を内容で分類すると「①

成績の評価方法」，「②薬学共用試験CBTや予備校

模擬試験などの外部試験を使った評価」，「③国家

試験の合格を目的とした卒業試験での卒業判定」

「④卒業延期者（卒業留年生）への教育」の4点に

大別される． 

 ①成績の評価方法については，学生に不合格科

目を再履修（再指導）させずに次年度の試験（再試

験）で合否を判断している事例は低学力の学生に

対して再教育の義務を果たしていないと指摘され

ている．また出席点や一律の加点も問題としてお

り，これらは安易な加点をまねくので学習成果を

厳格に評価しているとはいえないからであろう．

また成績評価が不公平になる事例のひとつは再試

験の成績評価は79点が上限で，本試験の成績が60

点以上70点未満の学生が再試験受験資格はないの

で，本試験合格者が再試験で高得点をとった学生

より評価が低くなることは問題として指摘されて

いる．もうひとつ不公平な事例は，追試験の受験

要件に授業の出欠状況が良好であることが規定さ

れていることに対して，追試験の受験について授

業の出欠状況が良好の判断基準が示されていない

ため教員の主観的な判断で決まる可能性があるこ

とも問題と指摘されている． 

 卒業試験にはいくつかの陥りがちな問題点があ

り注意しなければならない．例えば，卒業試験で

あらかじめ合格基準を明示していないこと，試験

結果から基準を下げていたこと，卒業延期者の合

格基準が異なっていることである．また卒業研究

の評価の一部が卒業試験だった場合は速やかに改

善するように指摘されている． 

 大学の科目の評価は教員が責任をもって行うも

のであるが，演習科目を往々にして②CBTや予備

校模擬試験などの外部試験を使って評価している

事例がみられた．CBT体験受験を４年次演習科目

の評価に入れている事例，CBT合格者に薬学演習

の試験なしで単位認定している事例，予備校の模

擬試験の受験の有無を再試験の受験資格や６年次

演習科目の評価の一部にしている事例が指摘され

ている． 

 ③知識を問う卒業試験が実質的な卒業判定（学

士課程修了の判定）になっていて，多くの卒業延

期者（卒業留年生）を出している大学は，国家試験

準備教育に相当する科目の試験の合否のみが学士

課程修了の判定基準となっているので「ディプロ

マ・ポリシーの達成に基づいて学士課程修了を認

定していない」と指摘されている．卒業延期者が

多いことが要因であると推察される． 

 ④卒業延期者（卒業留年生）への教育では，卒業

留年生に不合格となった科目を再履修（再指導）

させないで次年度試験のみで合否判定することや

成績評価で合格基準を下げることが問題であると

された． 

表２ 適合水準に達して 

 いない中項目 
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 私見であるが，成績評価は教育をおこなう上で

有効なツールである．評価方法によって，学習者

の学習行動を変える効果があるからである．指導

者は評価方法を工夫することにより学習者に期待

する行動をとらせることもできるからである．機

構の評価は我々大学の教育に対して「到達目標を

明確に示して，評価を適切な観点，評価軸で行い，

学習者に適切な行動を促すこと．一方で学習成果

が十分に達成されなかったときには厳格に評価す

ること．同時に，PDCAサイクルを機能させて，常

に教育プログラムの改善に取り組むこと」の重要

性を示唆しているように思える． 

 

３.３ 「薬学専門教育」「問題解決能力」「学生の

受入」 

次に多くの大学で「適合水準に達していない」

と評価された中項目は，「薬学専門教育」，「問題解

決能力」，「学生の受入」であった（表2）． 

 中項目4「薬学専門教育」が「適合水準に達して

いない」と評価された事例では，シラバスと提出

した資料から薬学教育モデル・コアカリキュラム

に準拠していることが示されていない事例が指摘

されていた．シラバスの記載事項の不備，特に薬

学教育モデル・コアカリキュラムのSBOが適切に

記載されていないことが指摘されている． 

 中項目6「問題解決能力」が「適合水準に達して

いない」と評価された大学では，卒業論文の共著

が認められており，卒業研究発表会を成績評価に

含めておらず約４割の学生しか発表していない事

例があった．卒業論文の様式を備えたものではな

いことが指摘されている事例もあった．卒業研究

の成果である卒業論文，卒業研究発表会への取り

組みを重視していることが推察される． 

 中項目7「学生の受入」が「適合水準に達してい

ない」と評価された4大学のうち3大学で問題点と

して指摘されたのは「入学者選抜の合否判定に薬

学部教授会が直接関与していない」ことであった．

機構の基準7-2の観点7-2-1は「入学志願者の評価

と受入の決定が責任ある体制の下で行われている

こと」とされ，ここでの「責任ある体制」とは「薬

学部教授会の関与」を示していると推察される． 

 

３.４ 「カリキュラム編成」「医療人教育の基本

的内容」「実務実習」 

 大項目「薬学教育カリキュラム」に属する中項

目のなかで「カリキュラム編成」，「医療人教育の

基本的内容」では2大学，「実務実習」では1大学が

「適合水準に達していない」と評価された（表2）． 

 中項目2「カリキュラム編成」が「適合水準に達

していない」と評価された事例の主な問題点をみ

ていこう．CBT対策の４年次演習科目と国家試験

対策の６年次演習科目がシラバス，機構に提出し

た資料，実際の時間割ですべて異なっており，多

くの時間が充てられていたことが指摘されている．

別の大学では，専任教員が担当する正規科目が配

置されるべき修学時間において，予備校が担当す

るCBT対策および国家試験対策と考えられる講義

に多くの時間数を割り当てている事例が指摘され

ている．これらの事例では，正規科目に当てるべ

き時間帯にCBT・国家試験対策を当てたために６

年制薬学教育で必要とされる卒業研究などの時間

が削減されていることから「CBTおよび薬剤師国

家試験の合格のみを目指した教育に過度に偏って

いる」とされた． 

 中項目3「医療人教育の基本的内容」が「適合水

準に達していない」と評価されたなかで「ヒュー

マニズム教育・医療倫理教育」に問題がある事例

をみていこう．「ヒューマニズム教育・医療倫理教

育」に関わる科目の目的，学習方略の理解が不十

分である事例があった．シラバスの記載と機構に

提出した自己点検・評価書の記載内容に齟齬が多

数認められたことから，科目の位置づけ，解釈が

基準・観点に合っていないとされた．別の大学で

も，科目設定が不適切であり，学習方法は多くの

科目で座学だったことが指摘されている．ヒュー

マニズム教育・医療倫理教育」に関わる科目の学
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習方法は少人数制グループ討議（SGD）など能動

的学習で行う必要があると思う． 

 中項目5「実務実習」が「適合水準に達していな

い」と評価された事例をみていこう．「実務実習事

前学習は，実務実習モデル・コアカリキュラムが

求めている授業コマ数に足りず，またその内容も

異なる」，「訪問指導教員については，実務系教員

の他，各分野の教授を各実務実習施設の担当責任

者に充てているが，実際の各施設の訪問指導教員

の割り振りは研究室に任せられており，実務実習

委員会が責任を持って訪問指導教員を任命してい

ない．その上，訪問指導教員からの施設訪問報告

書の一部が回収されておらず，学生の実習状況を

大学が適切に把握していない」と指摘され，実務

実習に対する大学の指導責任を果たしているとは

言えないと評価されている． 

 

３.５ 他大学の模範となる事例 

 ここまで改善すべき点に着目してきたが，機構

の評価では他大学の模範になる制度・システムで，

それが機能して成果が上がっているものを長所と

して評価している．そこで次は長所についてみて

いく．長所として指摘されている主な内容を分類

すると「①研究」，「②他職種連携教育プログラム

（IPE）」，「③問題に基づく学習（PBL），SGD，能

動的な学習」であった．①２，３年次から研究を体

験する選択科目が配置され，大学院進学者数の増

加につながっていることが評価されていた．②近

隣の大学と合同で実践されるIPEが評価されてい

た．③PBL，SGDや発表など能動的な学習を取り

いれた，ヒューマニズム教育・医療倫理教育に対

応する科目や症例を題材にした薬物治療マネジメ

ント科目が評価されていた．また上級生（２年生）

が下級生（１年生）をサポートする「屋根瓦方式」

の学習形態（矢野 2018）を取り入れ，傾聴と共感

などのコミュニケーションの基本を学ばせている

教育は興味深く本学でも参考にできると思った．

ヒューマニズム教育・医療倫理教育の長所とされ

た「順次性あるらせん型を意識して学年進行形で

構築・体系化」している教育は見習わなければな

らないと思う． 

 

３.６ 本学の課題 

 青森大学は中項目3項目が「適合水準に達してい

ない」と評価され，中項目8項目が「概ね適合水準

に達しているが，懸念される点が認められる」と

され，多くの改善点があることが明らかになった．

多くの大学で問題とされている「成績評価・進級・

学士課程修了」「自己点検・評価」ばかりではなく，

中項目3「医療人教育の基本的内容」の「ヒューマ

ニズム教育・医療倫理教育」も「適合水準に達して

いない」と評価された． 

 本学の現状を考えると機構による評価の結果が

出るまで憂慮していたことがいくつかあった．第

一に「学生の受入」についてである．ストレート卒

業率が50％を下回っている現状から厳しい評価に

なる可能性があった．入学者選抜の合否判定は薬

学部教授会で審議しているので，入学志願者の受

入の決定は責任ある体制の下で行われている．評

価結果は「最近５年間のストレート卒業率が平均

で50％未満であるなど，入学後の教育に求められ

る基礎学力が入学試験において適確に評価されて

いない可能性があるので，改善すべきである」と

改善点を指摘されたが，概評は「概ね適合水準に

達しているが，懸念される点が認められる」と評

価された．第二に「カリキュラム編成」についてで

ある．CBT対策，国家試験準備教育に相当する演

習科目に対する評価を心配していた．「６年次のカ

リキュラムが国家試験の合格のみを目指した教育

に偏っている」と改善点を指摘されたが，概評は

「概ね適合水準に達しているが，懸念される点が

認められる」とされた．第三に「成績評価・進級・

学士課程修了」である．６年次の卒業試験の不合

格者が多数いることから「ディプロマ・ポリシー

の達成に基づいて学士課程修了を認定していない」

と指摘されることは免れないと思っていた．予想
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どおり「「卒業試験」の合否のみが実質的な学士課

程修了の判定基準になっていることは，ディプロ

マ・ポリシーの達成に基づいて学士課程修了を認

定するという趣旨に合致していないので，改善す

る必要がある」という指摘をうけた．加えて「「薬

学総合演習Ⅱ」の卒業試験について，合格基準に

「程度」を設定しているなどの不明瞭な点がある

ので，基準を明確にする必要がある」という改善

点を指摘された．卒業試験で多数の卒業留年生を

出していることと卒業試験の合格基準が曖昧だっ

たことから「適合水準に達していない」と評価さ

れた．第四に「自己点検・評価」である．該当する

委員会の活動が第三者評価の提出書類を作成する

ことだけに注力していたように思えたので，厳し

い指摘を受けるだろうと思っていた．本学の評価

結果で「青森大学自己点検評価・認証評価審査対

策委員」，「薬学部自己点検・評価委員会」はともに

「第三者評価の受審のために設置されており，６

年制薬学教育プログラムの改善（６年制薬学教育

の内部質保証）のために自主的かつ恒常的に活動

する組織であるとは言いがたい」と指摘されてお

り，機構に提出した資料に多くの誤記や齟齬が認

められたことから，「自己点検・評価が適正かつ厳

格に行われていなかった」，「６年制薬学教育プロ

グラムの実践に関する内部質保証のための検証は

不十分であった」と判断されたことは大いに反省

すべき点である．さらに「薬学部自己点検・評価委

員会を、責任ある自己点検・評価体制」として①規

程を整備，②薬学部自己点検・評価委員会の主導

で６年制薬学教育プログラムの自己点検・評価の

実施，③改善を恒常的に実践することが必要であ

ると指摘されている． 

 

４．おわりに 

 本学の薬学教育プログラムの改善策を提案した

い．まずは薬学部内に自己点検・評価体制の整備，

具体的には薬学部自己点検・評価委員会の規程と

体制を整備して，薬学教育プログラムを定期的に

自己点検・評価する．これによって「自己点検・評

価」を改善する．そして早急にカリキュラムや成

績評価などについて改善することで「医療人教育

の基本的内容」，「成績評価・進級・学士課程修了」

を改善する．薬学部内のFD･SDを通じてカリキュ

ラムや成績評価に関して教職員間で共通理解を深

める．その他に様々な情報を教職員間で共有して

課題解決に取り組む．能動的な学習を促す取り組

みや「3.5 他大学の模範となる事例」で述べた事

例を取り入れることなども必要だと考える． 
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要 旨 

 薬学教育評価機構による第三者評価は，2013 年度から 2019 年度で第 1 期の評価が実施された．最近

の３年間の評価結果を分析した結果，多くの大学で「適合水準に達していない」と評価された評価基準

は，「自己点検・評価」と「成績評価・進級・学士課程修了」だった．これらは多くの大学で６年制薬学

教育における課題である．青森大学薬学部は 2018 年度に第三者評価を受審し，適合と評価されたが，多

くの評価基準で「概ね適合水準に達しているが，懸念される点が認められる」とされ，多くの改善点があ

ることが明らかになった．他大学の事例を参考にして考察したい． 
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