
日　時：平成28年12月15日（木）　16:00～

場　所：15号館2階　会議室

議　事：

Ⅰ. 前回議事抄録確認（平成28年11月22日（火）開催）

Ⅱ. 審議事項

1 . 資料 1

2 . 資料 2

3 .英語科目の単位認定について 【会議後回収】 資料 3

4 . 資料 4

5 . 資料 5

6 . 資料 6

7 .平成29年度薬学部カリキュラムおよび学則別表について（一般科目） 資料 7

8 .平成26年度以前カリキュラム適用者時間割について 資料 8

9 .平成27年度以降カリキュラム適用者時間割について 資料 9

10 .授業開講期変更承諾書について 資料 10

11 .ガントチャート変更願について 資料 11

12 .授業時間割変更願について 資料 12

13 .授業担当教員変更願について 資料 13

14 .ケア・コロキウムについて 資料 14

15 . 資料 15

16 . 資料 16

17 . 資料 17

18 . 資料 18

19 . 資料 19

20 . 資料 20

21 .その他

Ⅲ. 報告事項

1 .学部長報告

(1) 学部内委員会等委員について 資料 21

(2) 平成28年度薬学部主任会議・教授総会等開催日程について 資料 47

(3) 臨床薬学教育研究センターについて 資料 48

(4) 理科大オリジナル教科書について 資料 なし

(5) 入試について 資料 なし

(6) その他

なし。

2 .教育研究会議報告

(1) 教育研究会議 資料 1

(2) 教育研究会議 資料 3

(3) 教育研究会議 資料 5

未修得実習科目履修申告について

実習についての注意事項について

平成29年度学費改定に伴う東京理科大学学則、東京理科大
学大学院学則及び東京理科大学専門職大学院学則の一部
改正について
修士課程の修了要件の変更に伴う東京理科大学大学院学
則の一部改正について
「研究指導計画書に関する取扱要項」及び「東京理科大学大
学院研修指導計画書」の改正について

薬学部実習要旨集(新カリキュラム生用)について

平成29年度実習担当者(案)について

平成29年度実習科目受入数について

2～4年次実習ガイダンスについて

　医療薬学実習の年度計画を標記いただきたい旨依頼があった。

平成28年度　第10回
薬学部 教授総会 議案

年度末行事日程(案)について

学科独自の追加設問項目について

新年度学習ガイダンス日程(一部修正案)及びガイダンス内容(案)について

平成29年度　薬学部独自のシラバス作成要領(案)について

ＴＡハンドブック作成について(案)



(4) 教育研究会議 資料 6

(5) 教育研究会議 資料 7

(6) 教育研究会議 資料 9
(7) 教育研究会議 資料 11

(8) 教育研究会議 資料 14

3 .各委員会報告

(1) 教務委員会報告

① 資料 22

② 後期授業料未納者について 【会議後回収】 資料 23

(2) ＦＤ幹事会報告

① 資料 24

② 資料 25

③ 資料 26

④ 資料 27

⑤ 資料 29

⑥ 資料 30

⑦ 第16回ＦＤセミナーの開催について 資料 31

⑧ 資料 32

⑨ 資料 33

⑩ 資料 34

⑪ 資料 35

⑫ 資料 36

⑬ 資料 37

(3) カリキュラム検討委員会

① 非常勤講師の継続一覧について 資料 38

(4) 実習実施委員会

① 平成29年度実習ＴＡについて 資料 39

(5) 共用試験(OSCE)委員会

① 資料 40

② 薬学共用試験OSCEトライアルの実施について 資料 41

(6) 薬剤師国家試験対策委員会

① 全国統一模擬試験Ⅱの結果について 資料 42

② ｢国試ラスト模試｣(メディセレ)の実施について 資料 43

(7) その他委員会報告

4 .その他

(1) 15号館4階自習室・資料室の管理担当教員割当について 資料 44

(2) 建物内共用部における什器等の撤去について 資料 45

(3) 薬学部 World Webiner by Skype について 資料 46

(4) その他

以上

平成29年度学部の特色を生かした科目の開講予定（最終報告）

平成28年度版シラバスに関するチェックシートの配布について

平成29年度｢特別教養講義｣担当講師及びコーディネータ教員について

平成29年度｢特別教養講義２｣の開講について

｢授業改善のためのアンケート結果｣を踏まえた各学部・学科における活
用策の調査、及び｢学部・学科別ＦＤポートフォリオ｣更新をふまえた当
該調査結果の情報共有について

平成29年度に向けた授業科目の精査結果について（概要）

特別教養講義について

年末年始の授業収録配信システムの稼働・予約申請について

平成28年度OSCE本試験受験者数、合格者数及び不合格者数等について

平成28年度学位記・修了証書授与式及び平成29年度入学
式実施概要について

平成28年度 私立大学研究ブランディング事業の選定結果に
ついて

平成29年度科学研究費助成事業（科研費）の応募状況につ
学部・学科、研究科・専攻、専門職大学院の「卒業認定・学位
授与の方針（ディプロマ・ポリシー）」、「教育課程編成・実施の
方針（カリキュラム・ポリシー）」及び「入学者受入れの方針（ア
ドミッション・ポリシー）」の再検討について
研究指導教員（修士課程）の上申について

平成28年度卒業予定者アンケートの実施について

平成29年度学習相談室実施要項の改訂及びESの補充について

平成29年度TOEICテスト及びアセスメントテスト実施日時・場所一覧

平成29年度全学共通科目の開講予定（最終報告）

平成28年度（第36回）日本私立薬科大学協会教務部長会(平成28年12月8
日開催)参加報告


