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　はじめに

　現在の薬学教育（「6 年制薬学教育」）の基礎と
なっている改訂版薬学教育モデル・コアカリキュ
ラムが策定されたのは 2013 年 12 月である。私は
翌年 3 月の定年退職を目の前にしていて，2003
年の最初のコアカリキュラムほどは熱心に目を通
さなかった。それでも当時受けた印象は，（1）薬
学教育が薬剤師養成を目的としてものであること
をより明確に示したものであり，（2）したがって
カリキュラムの重点は「D. 衛生薬学」と「E. 医
療薬学」にあり，（3）「C. 薬学基礎」はそのため
の文字通り基礎教育であると位置づけられている

（したがって，スリム化されている），というもの
であった。生薬学分野についても当然ながらその
方針は貫かれており，漢方と漢方薬に関する事項
が医療薬学に位置づけられ，生薬や天然化合物を
主題とする教育はそのための基礎教育と位置づけ
られ，スリム化されている。このようなコアカリ
キュラムの改定は，当然ながら生薬学・天然物化

学関連科目の教育時間そのもののスリム化につな
がることが予想された。実際，2014 年に生薬学
関連科目教員会議で実施されたカリキュラム改定
状況に関するアンケート調査の結果によると，多
くの大学で開講科目数，配当単位数，コマ数を削
減する，選択科目化するなどの動きが進んでいた。
現在の状況については私にはつまびらかでない
が，逆の方向に進んでいるとは考えにくい。
薬剤師養成教育の中で，漢方と漢方薬を理解する
ための基礎教育として生薬学教育が位置づけら
れ，教育内容と教育時間のスリム化が進んでいる
という現状下で，生薬学教育をどのように進める
かというのが本特集の意図であろう。そのような
観点に立って，一人の退職教員としての希望を，
古いとか現実離れしているという批判を覚悟のう
えで，述べさせていただきたい。
　コアカリキュラムに書かれている生薬学教育の
到達目標は，生薬，天然活性化合物あるいは漢方
薬の，基原・品質，構造・利用，あるいは適応・
副作用等に関する基本的事項を修得することであ
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り，具体的には，重要なものを列挙し，上記の事
項を説明できることであるとされている。このよ
うな到達目標は，もちろん否定されるべきもので
はないが，これをそのまま受け止めて教育を行う
と，教えられた内容を（試験が終わるまで）丸暗
記すればよいという誤解を学生に与えかねないの
ではないだろうか。
　私がはじめて生薬学の講義を受けたのは今から
50 年ほど前で，木島正夫先生の生薬学 I であった。
その定期試験の第 1 問は今でもはっきりと覚えて
いるが，「双子葉植物では根を薬用部とするもの
が多いが，単子葉植物では根茎や塊茎を薬用部と
するものが多い。その理由を述べよ」というもの
であった。この問題は，植物の根や茎の発生，シ
ンク機能などについての基礎的な理解を生薬利用
という観点から問うもので，自分で重要と判断し
た（ヤマをかけた）生薬の SBO 事項を暗記して
試験に臨んだ私にはまったく歯がたたず，生薬を
学ぶということは何かということを幼いなりに考
えるきっかけになった。
　50 年後の今日でも学生の多くは，生薬学の学習
は SBO に従って授業で教えられた事項を暗記す
るものだと考えているのではないだろうか。しか
しながら，これらの情報は教科書や日本薬局方解
説書などを見ればいつでもどこでもアクセス可能
な情報である。重要なのはそのような情報の基礎
にあるもの，すなわち生薬の本質を理解させるこ
とである。そのためには，少なくとも以下の 3 つ
の点が重要であると思う。

　1．	生薬理解の基礎となる植物学に
	 関する基礎的な教育を重視する

　漢方薬として利用される生薬の 90% 以上が植
物を起源とするものであり，その大部分は種子植
物である。漢方薬の機能の多様性，ひいては漢方
医療そのものを支えているのは植物の多様性であ
るといっても過言ではない。従って，植物に関す

る基礎的な理解が，生薬理解の基礎ではないだろ
うか。しかしながら，現在の受験システムや大学
での一般教育の実情から，薬学部では多くの学生
の植物に関する知識は中学レベルに留まっている

（あるいはそれも欠落している）。生薬学との関係
では，特に次の 2 点について学生の理解を図って
いただければと思う。
　1）植物の種概念と命名規約
　コアカリキュラムでは，「代表的な薬用植物の
学名や生薬の基原を挙げることができる」ことが
求められている。名前を挙げることができる以前
に，植物分類の最小単位は種であり，個々の種に
対して属名と種小名からなる学名が命名規約に基
づいて与えられていることを理解させることが先
ず必要である。センブリ =Swertia japonica，ジャ
ノヒゲ =Ophiopogon japonicus，オクトリカブト
=Aconitum japonicum と，種小名がなぜ微妙に
語尾変化しているのかを考えることなく（試験が
終わるまで）丸暗記しているだけというのは，教
員にとっても学生にとっても，とても悲しいこと
である。
　2）植物器官の形態と機能
　同じくコアカリキュラムでは，「代表的な薬用
植物や生薬の薬用部位を挙げることができる」こ
とが求められている。人参=オタネニンジンの根，
生姜 = ショウガの根茎と覚えても，実は根と根茎
の違いがわからない学生が多い。私の経験では，
サツマイモの可食部が根で，ジャガイモは茎（塊
茎）であることを知らない学生が予想外に多かっ
た。発芽した幼根がそのまま発達して主根系を形
成して貯蔵組織（シンク）となるものと，幼根は
発達せず，その代わりに茎が発達して貯蔵組織と
なるものがあるといった理解がないと，丸暗記し
てしまうことになる。山梔子 = クチナシの果実，
山査子 = サンザシの偽果というのもそうだし，セ
ンナ = 小葉も「小さな葉」だと理解してそのまま
暗記しかねない。
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　2．薬用植物園を活用する

　大学設置基準で定められているので，すべての
薬学部（薬科大学）には薬用植物園が設置されて
おり，専任の教員が配置されているところもある。
生薬学教育のスリム化のもとでの時間の制約もあ
り，薬用植物園が学生の教育の場というより，一
般公開という形での地域との接点として活用され
ているケースも多いように思う。しかしながら，
先ほどの薬用部位の問題もショウガの根茎を掘り
あげさせれば，茎の先端が肥大し，そこから貧弱
な不定根が生じていることは一目瞭然であろう。
単に通り一遍の見学の場としてだけでなく，生き
た標本を学ぶ場としての活用を考えてほしい。

　3．	「代表的な薬用植物，代表的な生薬，代表的な生物	
	 活性物質」について，認識を共有する

　コアカリキュラムでは，「代表的な薬用植物」，
「日本薬局方収載の代表的な生薬」，「生薬由来の
代表的な生物活性物質」に関する基本的事項の修
得が求められている。何が代表的な薬用植物，生
薬，生物活性物質なのかについては，教員の考え
や，配当授業時間数，あるいは薬剤師国家試験で
の出題頻度に基づいて，担当教員が判断すること
になる。教員というのは本質的に色々と教えたい
という性向を持っているし，もしも教えていない
生薬が薬剤師国家試験に出題されたらという強迫
観念からも，教育で取り上げる「重要な」アイテ
ムがどうしても増えがちになり，限られた講義時
間の中では個々のアイテムについての教育内容は
薄っぺらなものにならざるを得ない。生薬学教育
の充実のためには，何よりも「重要な」薬用植物，
生 薬， 生 物 活 性 物 質 と は 何 か， す な わ ち
minimum requirement について教員間で認識を
共有することが求められている。この点では，教

科担当者会議や日本生薬学会が主導的な役割を果
してほしい。
　それでは，学部課程で教えるべき重要な生薬と
いうのはどれぐらいであろうか。名古屋市立大学
では私が担当していた時には生薬学の講義は 15
コマで，総論を 4 コマ，各論を 11 コマぐらいの
割り振りをしていた。この 11 コマで取り上げる
ことのできた生薬は 48 種類ぐらいであったが，
これでも多すぎるように感じていた。新しいコア
カリキュラムでは，漢方薬としては「日本薬局方
に（エキスとして）収載される漢方薬」について
説明できることが求められている。第 17 改正日
本薬局方（追補を含む）に収載されている漢方薬
エキスは 35 種類であり，それに配合されている
生薬を列挙すると約 60 種になる。カリキュラム
上は，生薬に関する学習は漢方薬理解のための基
礎と位置づけられるのだから，教えるべき「重要
な」生薬はこれらの 60 種類ほどということにな
る。これはどう見ても多すぎる（教え切れないと
いう意味で）。「コアカリ 7 割，独自主題 3 割」と
いう原則をあえて準用すれば，約 40 種類という
ことになり，これが妥当な線ではないだろうか。
蛇足ながら，「日本薬局方に収載される漢方薬の
適応となる証，症状や（中略）疾患について例示
して説明できる」という SBO の書きぶりも，局
方収載漢方薬エキスの種類が増えるにしたがい教
育内容が増えることになり，気になる。

　おわりに

　私たちが教育や研究の対象としている生薬の背
景には，暗黙知と形式知が絡み合った魅力的な世
界が広がっている。学生たちを生薬は暗記科目で
あるという誤解から解放し，生薬に対する興味と
関心を引き出すことを生薬学教育の一般到達目標
としていただきたい。


