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抄録：東京歯科大学薬理学講座では第３学年を対象
に薬理学実習を実施している。実習では，薬物の作
用を直接観察して知識を確認することに重点を置
き，講義では体得できない薬理作用を観察し学ぶこ
とを目的としている。より効果的に教育するため
に，平成２７年度から実習方法を変更したのでその教
育効果について検討した。平成２７年度の薬理学実習
では，動物を使用する実習での班の少人数制を試み
た。薬理学実習を受講した第３学年学生に対してア
ンケートを行い，学生の薬理学実習に対する参加の
意識を調査した。アンケート調査において，９０％以
上の学生が実習に積極的に取り組んだと回答した。
また，平成２７年度の実習試験の合格率が昨年度より
上昇した。本研究から，少人数制は実習教育効果に
良い影響を与えたことが示唆された。

緒 言

東京歯科大学第３学年を対象とした薬理学実習に
ついて，平成２７年度から実習方法を変更したので，
その教育効果を検討した。

本学薬理学実習の教育目標は，「主要な薬物の薬
理作用と作用機序を理解するために動物を用いて直

接観察する」であり，薬物の作用を直接観察して知
識を確認することに重点を置いている。実験動物に
直接触れる機会の少ない学生に対しては，教員によ
る指導の充実が不可欠である。

これまでに，本学薬理学実習で行ってきた動物を
用いた実習は４項目である。①中枢神経系に作用す
る薬物（マウス），②消化器系に作用する薬物（モル
モット），③心臓に作用する薬物（カエル），④血圧・
呼吸に作用する薬物（ウサギ）である。実習の最終日
に，これらの実習した内容について筆記試験および
口頭試問による実習試験を行ってきた。実習内容は
実習日ごとに固定され，実習日には全員同じ項目を
行うように進行する。平成２６年度の本学薬理学実習
受講者は１４８名で，Ａ班とＢ班の２つに分かれて実
習を行うため，実習１回当たりの受講者は７４名で
あった。実習は，専任の教員４名に非常勤講師２名
を加えた６名の指導教員のもとで，１班当たり１２～
１３名の６班に分かれて進行した。各班には担当の教
員が１名ついて指導した。１班当たり１２～１３名の班
構成では，学生数過剰により，学生１人あたりの実
習に参加できる時間が大きく減少する。実習に参加
できる時間が減少してしまうことは，学生が直接観
察する機会を減らしてしまうため，本来の教育目標
を達成できないことになる。また，教員１人当たり
の学生数の増加は，教員による十分な指導を受けら
れないことになり，指導の充実という点からも問題
であった。

この状況を改善するために平成２７年度の実習か
ら，①～③の実習において班の少人数制を試みた。
１班当たりの学生数を，これまでの半数の６名にな
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るようにした。すなわち，平成２６年度の６班編成か
ら１０班の編成とした。これに対して，専任教員４名
に，非常勤講師と大学院生（teaching assistant, TA）
を補充することで教育の充実を図った。

今回の調査の目的は，今年度から導入した少人数
制による実習教育効果について検討することであ
る。そのために，薬理学実習を受講した学生に対し
てアンケートを行い，学生の薬理学実習に対する参
加の意識を調査した。また，平成２６年度と平成２７年
度の実習試験の結果を比較することで学習効果を評
価した。

方 法

１．対象
平成２６年度および平成２７年度の４月～９月までの

期間に，薬理学実習を受講した本学第３学年学生
（平成２６年度１４８名，平成２７年度１４４名）を対象とし
た。
２．実習方法

平成２６年度の実習項目は，①中枢神経系に作用す
る薬物（マウス），②消化器系に作用する薬物（モル
モット），③心臓に作用する薬物（カエル），④血
圧・呼吸に作用する薬物（ウサギ），⑤筆記試験およ
び口頭試問による実習試験であった。実習項目は日
ごとに固定され，①～④の動物を用いて実験を行う
実習では，６班に分かれて全員同じ内容の実習を
行った（表１ａ）。指導教員は，専任教員４名と非常
勤講師２名の計６名で，１班につき１名の教員が担
当して指導した。平成２７年度の実習項目は，平成２６
年度と同じ①～⑤の実習項目を行った。平成２７年度
の実習受講者は，１回当たり１４４名の半数の７２名で
あった。班編成は，７２名の学生をまず４班に分けた
後，①～③の実習では各班をさらに３つに分け９班
を作り，④の実習班と合わせて計１０班とした（表１
ｂ）。①～④の実習項目のうち１回の実習で３項目
を同時に行い，学生がローテーションするように
行った。指導教員は，１班６名の３班分の学生計１８
名に対して２名（専任教員１名と非常勤講師１名ま
たは TA１名の組み合わせ）が担当して指導した。
①の実習ではマウスを１班につき９匹使用し，②で
はモルモットの腸管を１班に１つ，③ではカエルを
１班に１匹，④ではウサギを１班に１羽使用した。

３．アンケート調査
薬理学実習終了後に平成２７年度の実習を受講した

学生に対して本実習に対する無記名自己記入式アン
ケート調査を実施した。アンケートの調査内容を表
２に示す。アンケートは８つの設問について，①～
④の実習項目ごとに質問した。さらに自由記載欄と
して①～④の実習項目についての具体的な意見と，
動物実験の是非について質問した。
４．実習試験

平成２７年度は，①～④の実習を受講した学生に対
して７４問のマークシート方式の試験を行った。平成
２６年度に行った１００問のマークシート方式の試験結
果と比較した。
５．統計解析

実習試験結果に関しては Unpaired t-test を行っ
た。危険率０．０５をもって有意差ありとした。

結 果

１．アンケート調査
実習をすべて受講した学生１４３名（休学のため１名

を除外）のうち１３３名からアンケートに対する回答を
得た（回収率９３．０％）。自由記載欄への記入は７２名か
ら得られた。
１）実習の参加について（図１－ａ）

実習に積極的に参加したかについては，どの実習
も「積極的に参加した」と回答した学生が最も多く
７５～８７名（５６．４～６５．４％），「まあまあ参加した」と
合わせると１２４～１３２名（９３．２～９９．３％）だった。実習
項目ごとに比較すると，「積極的に参加した」と「ま
あまあ参加した」とを合わせて最も多く回答したの
は②のモルモットを用いた実験の１３２名（９９．３％）で
あった。「あまり参加しなかった」「全く参加しな
かった」を最も多く回答したのは，④のウサギを用
いた実験の９名（６．８％）だった。
２）実習内容の理解について（図１－ｂ）

実習内容を理解したかについては，どの実習も
「まあまあ理解できた」と回答した学生が最も多く
８４～９６名（６３．２～７２．２％），「よく理解できた」と合
わせると１２３～１２８名（９２．５～９６．２％）だった。実習項
目ごとに比較すると，「よく理解できた」と「まあ
まあ理解できた」とを合わせて最も多く回答したの
は①のマウスを用いた実験の１２８名（９６．２％）であっ
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ａ．平成２６年度班分け表

Ａ班 学生№ 実習日
４／１１ ４／２５ ５／２３ ６／６

１ 班

１

マウス－１

（１２名）

モルモット
－１

（１２名） ウサギ－１

（１８名）

カエル－１

（１２名）

２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２

２ 班

１３

マウス－２

（１２名）

モルモット
－２

（１２名）

カエル－２

（１２名）

１４
１５
１６
１７
１８
１９

ウサギ－２

（１９名）

２０
２１
２２
２３
２４

３ 班

２５

マウス－３

（１２名）

モルモット
－３

（１２名）

カエル－３

（１２名）

２６
２７
２８
２９
３０
３１
３２
３３
３４
３５
３６

４ 班

３７

マウス－４

（１２名）

モルモット
－４

（１２名）

カエル－４

（１２名）

３８

ウサギ－５

（１８名）

３９
４０
４１
４２
４３
４４
４５
４６
４７
４８

５ 班

４９

マウス－５

（１３名）

モルモット
－５

（１３名）

カエル－５

（１３名）

５０
５１
５２
５３
５４
５５
５６

ウサギ－６

（１９名）

５７
５８
５９
６０
６１

６ 班

６２

マウス－６

（１３名）

モルモット
－６

（１３名）

カエル－６

（１３名）

６３
６４
６５
６６
６７
６８
６９
７０
７１
７２
７３
７４

ｂ．平成２７年度班分け表

Ａ班 学生№ 実習日
４／１７ ５／１５ ５／２９ ６／１２

１ 班

１
マウス－１

（６名）

モルモット
－１

（６名）

ウサギ－１

（１８名）

カエル－１

（６名）

２
３
４
５
６
７

マウス－２

（６名）

モルモット
－２

（６名）

カエル－１

（６名）

８
９
１０
１１
１２
１３

マウス－３

（６名）

モルモット
－３

（６名）

カエル－１

（６名）

１４
１５
１６
１７
１８

２ 班

１９

ウサギ－１

（１８名）

モルモット
－４

（６名）

マウス－１

（６名）

カエル－１

（６名）

２０
２１
２２
２３
２４
２５

モルモット
－５

（６名）

マウス－２

（６名）

カエル－１

（６名）

２６
２７
２８
２９
３０
３１

モルモット
－６

（６名）

マウス－３

（６名）

カエル－１

（６名）

３２
３３
３４
３５
３６

３ 班

３７
モルモット

－１

（６名）

マウス－１

（６名）

カエル－１

（６名）

ウサギ－１

（１８名）

３８
３９
４０
４１
４２
４３

モルモット
－２

（６名）

マウス－２

（６名）

カエル－１

（６名）

４４
４５
４６
４７
４８
４９

モルモット
－３

（６名）

マウス－３

（６名）

カエル－１

（６名）

５０
５１
５２
５３
５４

４ 班

５５
モルモット

－４

（６名）

ウサギ－１

（１８名）

カエル－１

（６名）

マウス－１

（６名）

５６
５７
５８
５９
６０
６１

モルモット
－５

（６名）

カエル－１

（６名）

マウス－２

（６名）

６２
６３
６４
６５
６６
６７

モルモット
－６

（６名）

カエル－１

（６名）

マウス－３

（６名）

６８
６９
７０
７１
７２

表１ 班分け表（Ａ班）
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た。「あまり理解できなかった」「まったく理解でき
なかった」を最も多く回答したのは，②のモルモッ
トを用いた実験と④のウサギを用いた実験の１０名

（７．５％）だった。
３）実習内容の興味について（図１－ｃ）

実習内容に興味が持てたかについては，どの実習
も「まあまあ興味をもった」と回答した学生が最も
多く７２～７８名（５４．１～５８．６％），「すごく興味をもっ
た」と合わせると１１５～１２８名（８６．５～９６．２％）だっ
た。実習項目ごとに比較すると，「すごく興味を
もった」と「まあまあ興味をもった」とを合わせて
最も多く回答したのは①のマウスを用いた実験の
１２８名（９６．２％），次いで④のウサギを用いた実験の
１２４名（９３．２％）であった。「あまり興味をもたなかっ
た」「全く興味をもたなかった」を最も多く回答した
のは，②のモルモットを用いた実験の１８名（１３．５％）

だった。
４）班の構成について（図１－ｄ）

班の人数について，「ちょうどよかった」と最も
多く回答した実習は，①のマウスを用いた実験の
１０８名（８１．２％），次いで③のカエルを用いた実験，
②のモルモットを用いた実験，④のウサギを用いた
実験の順だった。班の人数が「多かった」と最も多
く回答したのは，④のウサギを用いた実験の３４名

（２５．６％）だった。
５）実習時間について（図１－ｅ）

実習を行った時間については，どの実習も１０９～
１２０名（８２．０～９０．２％）の学生が「十分だった」「ちょ
うどよかった」と回答した。「やや足らなかった」
「全く足らなかった」と最も多く回答したのは，②
のモルモットを用いた実験の２４名（１８．０％）だった。

表２ アンケート調査

１）実習には参加しましたか？ ４ 積極的に参加した
３ まあまあ参加した
２ あまり参加しなかった
１ 全く参加しなかった

２）実習内容は理解できましたか？ ４ よく理解できた
３ まあまあ理解できた
２ あまり理解できなかった
１ 全く理解できなかった

３）実習内容に興味は持てましたか？ ４ すごく興味をもった
３ まあまあ興味をもった
２ あまり興味をもたなかった
１ 全く興味をもたなかった

４）実習を行った班の人数はどうでしたか？ ４ 多かった
３ ちょうどよかった
２ 少なかった
１ 全く足りなかった

５）実習を行った時間はどうでしたか？ ４ 十分だった
３ ちょうどよかった
２ やや足らなかった
１ 全く足らなかった

６）教員の指導はどうでしたか？ ４ 十分指導された
３ まあまあ指導された
２ あまり指導されなかった
１ 全く指導されなかった

７）この実習は必要だと思いますか？ ４ すごく必要
３ どちらかといえば必要
２ あまり必要でない
１ 全く必要ない

８）この実習は将来役に立つと思いますか？ ４ すごく役に立つ
３ どちらかといえば役に立つ
２ あまり役に立たない
１ 全く役に立たない
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６）教員の指導について（図１－ｆ）
教員の指導については，「十分指導された」「まあ

まあ指導された」と最も多く回答したのは，④のウ
サギを用いた実験で，１３０名（９７．７％）だった。次い
で①のマウスを用いた実験の１２６名（９４．７％）だった。
「あまり指導されなかった」「全く指導されなかっ
た」と最も多く回答したのは，②のカエルを用いた
実験の１９名（１４．３％）だった。
７）実習の必要性について（図１－ｇ）

この実習は薬理学実習に必要かどうかについて
は，①～④の動物を用いた実験では，「すごく必要」
「どちらかといえば必要」と回答した学生が１２８～
１３２名（９６．２～９９．２％）だった。
８）将来役に立つかついて（図１－ｈ）

将来役に立つかについては，実習の必要性と同様
の結果が得られた。①～④の実習で動物を用いた実
験では，「すごく役に立つ」「どちらかといえば役に
立つ」と回答した学生が１２２～１３０名（９１．７～９７．７％）
だった。
２．実習試験

平成２７年度の実習試験受験者は１４３名（休学のため
１名を除外）だった。留年した学生８名を除外した
１３５名の平均点は８３．２点で，合格点の６７点に満たな
かった学生（不合格者）は５名だった。一方，平成２６
年度の実習試験受験者は１４７名（休学のため１名を除
外）で，試験の平均点は７８．３点，不合格者は２３名
だった。平成２７年度の平均点は平成２６年度よりも
４．９点高く，有意に上昇した（図２ａ）。平成２７年度
の不合格者数は，平成２６年度から１８名減少した。点
数別にみると，平成２６年度の実習試験では５０点未満
の学生が２名いたのに対し，平成２７年度の実習試験
では見られなかった（図２ｂ）。

考 察

実習試験の成績について，実習方法を変更した平
成２７年度の実習試験の平均点は昨年度よりも有意に
上昇した（図２ａ）。平成２７年度の実習試験の合格率
は９６．３％で，昨年度の８７．８％から８．５％上昇した。
また，平成２６年度成績下位グループ（５０点未満）が，
平成２７年度には見られなかった（図２ｂ）。試験の出
題数は，平成２６年度の１００問と，平成２７年度の７４問
で異なる問題を出題しているが，同じ難易度となる

ようにした。これらの結果から，本年度から導入し
た実習班の少人数制が実習試験結果に影響したと考
えている。多くの先行研究では，少人数指導形態が
学力に与える影響について，児童教育の場において
は学級規模が小さいほど学生の学力が高いことが示
されている１，２）。さらに，学級規模が小さいほうが学
生の学習態度が良く，学習課題に取り組む時間が長
いといったことが明らかとなっている３）。学習態度
が良いという背景には，少人数を指導するほうが学
生の心理的コミュニティ感覚が高いということ４），
その高さが学生の学習活動の取り組みをより積極的
なものにすると考えられている５）。学級や学習集団
の規模が小さくなることで学生の議論がしやすくな
るため，学習方法についても互いに議論するように
なることが動機づけを高めることにつながっている
といった見解も見られている６）。したがって，本年
度から導入した実習班の少人数制は学生に良い影響
を与えたと考えている。しかしながら，本研究の結
果では平均点に昨年度との優位性はみられるもの
の，本研究には学習行動や動機づけなど，学力に影
響を与える個人差要因や特性が与える影響に対して
十分に取り込まれてはいない。決められた教育条件
や実際の教室における学生の関わり方が同じであっ
ても，すべての学生に対して平等の効果をもたらす
わけではないととらえる考え方もある７）。今後は個
人差を考慮した研究にも取り組む必要があると考え
ている。

また，今回のアンケート結果から，実習の参加に
ついて，９０％以上の学生が積極的に取り組んだと回
答した（図１ａ）。しかしながら一方で，②のモル
モットを用いた実習の参加は９９．３％と最も高かった
ものの，理解と興味が得られたかについては動物を
用いた実習の中で最も低かった（図１ａ，ｂ，ｃ）。
これは，少人数制にしたことで参加時間の増大には
つながったが，その反面，実習をこなすことばかり
に集中し，内容の理解が得られなかったと考えてい
る。実習時間に関しても足らなかったと回答した学
生が１８．０％いた（図１ｅ）。②のモルモットを用いた
実習では難易度について今後検討していく必要があ
る。③のカエルを用いた実習に関しては，学生の参
加は９５．５％程度（図１ａ）であったが，理解について
は比較的多く得られた実習であった（図２ｂ）。カエ
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図１ アンケート結果
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ルを用いた実習では，カエルから心臓を取り出す複
雑な手技が組み込まれているため，自由記載欄にも
あったように，教員が実験のほとんどを行った班の
参加度が低かったと考えられる（表３）。理解につい
ては比較的良い回答が得られたため，わかりやすい
実習であったと言える。また，ウシガエルに抵抗の
ある学生もおり，興味については８７．２％と低かった

（図１ｃ）。以上のことから，③のカエルを用いた実
習では，少人数制にして積極的な参加や理解は得ら
れたものの興味については得られていなかった。対
照的に④のウサギを用いた実習については，学生か
らの興味は９３．２％と高かったものの，理解について
は最も低い結果だった（図１ｂ，ｃ）。これは，ウサ
ギを麻酔するための全身麻酔器が１台しか用意でき
ず，その結果１８名が，１羽のウサギに対して実習を
行うことになり，なおかつ教員がデモンストレー
ションで行ったためであると思われる。自由記載欄
に，「自分で作業していないので難しく感じた」と
回答した学生があったように（表３），麻酔器の操作
や薬物の投与を学生が行えなかったため参加度は
９３．２％と低く，実習内容の理解につながらなかった
と考えられる（図１ａ）。班の人数について「多かっ
た」と最も多く回答したのは④のウサギを用いた実
習の２５．６％だった（図１ｄ）。④のウサギを用いた実
習については，今後は麻酔器を増やし，少人数で行
えるように考えている。

しかしながら，実習全体を見るとアンケート結果
についてはおおむね良い結果が得られたと考えてい
る。実習を行った班の人数については，④のウサギ

を用いた実習については昨年度と同じ人数となり課
題は残るもの，どの実習も「ちょうどよかった」と
最も多くの学生が回答しているため，おおむね適切
であったと思われる（図１ｄ）。また，①のマウスを
用いた実習については，あらゆる設問から良い結果
が得られた。マウスを用いた実習では，１班６名の
班に９匹のマウスが割り当てられ，学生は必ず１回
は注射器を用いてマウスに腹腔内投与を経験するよ
うになっている。自由記載欄にあるように，「マウ
スが可愛かった」，「注射器を使う機会があったので
良かった」，「投与物による反応が現れるのが速く，
見てわかる実験なのでとても役に立った」などの意
見が多く（表３），マウスといった小型の動物は比較
的容易に扱うことができ，実験の結果もわかりやす
いことから，興味と積極性が得られたと思われる。
また，注射器を使用するのは３年生にとって初めて
の経験であり，実習の必要性や将来役に立つかと
いった設問でも，他のどの実習項目よりも「すごく
必要」，「すごく役に立つ」が最も多かった（図１ｇ，
ｈ）。マウスを用いた実習では，学生は自ら興味を
もち積極的に参加することで理解につながっていた
のが見て取れた。自分で学ぼうとする姿勢が，最大
の学習効果を発揮することができるとの考えがある
ように８），今回のアンケート結果から良い結果が得
られなかった項目は，まずは学生の興味がもてるよ
うな内容と参加しやすい環境に変えていく必要があ
ると思われる。

教員側からの意見としては，②のモルモットを用
いた実習や③のカエル，④のウサギについては実験

図２ 実習試験結果
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手技が難しく，指導する範囲が限られるという意見
があった。アンケート結果にもあるように，②のモ
ルモットや③のカエルを用いた実習では「あまり指
導されなかった」「全く指導されなかった」とおよ
そ１０％の学生が回答した（図１ｆ）。実験の難しさゆ
えに教員が介入すると学生の参加をさまたげ，また
指導が１つの班に偏ると他の班を指導する時間が無
くなったことが原因と思われる。これらに対して
は，実習時間内にどこまで指導するのかについて，
今後さらに詳細に検討する必要がある。専任の指導
教員は４名であり，教員１人当たりの担当学生は１
班６名の班を３班分担当すると計１８名となり限りが
ある。今後は，非常勤講師や TA を補充した人的資
源が必要であり，学生が参加し直接観察できるよう
な環境とのバランスが課題であるように思われる。
また，学生に指導する内容を伝えるための手段とし
て実習書があるが，今後はこの実習書の改善も必要
という意見があった。学生が見てわかりやすい内容
が記載され，学生自身で進められる実習こそが，学
生の学力の定着につながると考えている。そのサ
ポートとして使用できる実習書であるように，学生
の理解しやすい環境を提供することが重要であると
考えている９）。

今回のようなアンケート調査の実施は，実習を客
観的に考察できるため，教員の教育に関する知識や

意識の向上につながり，実習の改善や実習計画を通
した教員の資質向上が期待できると思われる。こ
れまでに，わが国の歯学教育においては，Faculty
Development（FD）活動の一環として授業評価が盛
んに行われ，教員の資質開発・能力開発を行ってき
た１０）。FD 活動では，教職員の能力開発活動と合わ
せて，学習者を重視したカリキュラムデザインの改
善活動，機関などの組織構造の改善活動が実施され
ている１１）。今後は授業だけではなく，実習にも今回
のような評価・考察を取り入れることで，指導教員
の教育スキルの充実と，より適切な指導が行える環
境づくりが重要であると考える。

結 論

アンケート結果から，少人数制を導入したことで
学生は実習に積極的に取り組んだことがわかった。
また，平成２７年度の実習試験の合格率が昨年度より
上昇したことから，少人数制は実習教育効果に良い
影響を与えたことが示唆された。

表３ アンケート自由記載内容

① マウス ・マウスが可愛かった
・注射器を使う機会があったので良かった
・投与物による反応が現れるのが速く，見てわかる実験なのでとても役に立った

② モルモット ・腸管を取るのが難しかった
・腸管がなかなか反応しなくて実験が進まなかった
・先生に教えてもらいながらやるとわかりやすかった

③ カエル ・失敗しまくって結局先生がやってくれた
・心臓の操作が難しかった
・血管の位置が難しかった

④ ウサギ ・自分で作業していないので難しく感じた
・ほとんど先生がやってくださったのであまり何をしているのかわからなかった
・先生の説明がわかりやすかった

動物実験の是非について ・実際に実験してみないとわからないこともあるので必要だと思った
・薬の効果を目の前で感じられるという点ではこれからもやってほしいと思う
・実際に自分が動物を扱うことで，動画や教科書よりもより記憶に残るし，理解も深まった
・実際に見た方がわかりやすく，記憶に残りやすいので，取扱いに注意した上で，行うことは必要

だと思う
・私たちの薬などは，こういった犠牲の上に成り立っていると思うので，感謝しつつ行うべきだと

思う
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We provide pharmacology training to third-grade students at Tokyo Dental College． During phar-
macology training，students are able to confirm their pharmacological knowledge by observing the effects
of drugs． This cannot be experienced in the lecture theater． In order to provide more effective
education，we altered our training methods in２０１５． The purpose of this study was to evaluate the new
methods，which involved splitting the students into small groups，among third-grade students． We
administered a questionnaire to the students who had completed our pharmacology training course and
then investigated the extent of their participation． During the questionnaire，more than９０％ of students
stated that they had actively participated in the pharmacology training． In addition，we found that the
pass rate for the training test was higher in２０１５ than in２０１４． This suggested that providing education
in small groups had had a positive effect on the students，and that the associated improvement in their
attitude had resulted in better outcomes． （The Shikwa Gakuho，１１６：１９３－２０１，２０１６）
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