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昭和薬科大学
臨床薬学教育研究センター長

廣原 正宜

川崎市薬剤師会

認定実務実習指導薬剤師向け講習会

令和５年１月２６日

「実務実習に求められていること，

これからの薬学教育について」

• 薬学教育４年制から６年制へ

• 薬学モデル・コアカリキュラム

• 実務実習に関するガイドライン

• 実務実習の学生アンケート

• 実務実習の良い事例（薬学教育協議会HPより）

• 令和６年度からの薬学教育・モデル・コアカリキュラム

なぜ修業年数が２年間延長されたか

薬学をめぐる状況が大きく変化

• 医療技術や医薬品の創製・適用における科学技術の変化

• 医薬分業の進展 など

＜薬剤師を目指す学生に求められるもの＞

• 基礎的な知識・技術
• 豊かな人間性
• 高い倫理感

• 医療人としての教養
• 課題発見能力・問題解決能力
• 現場で通用する実践力

それまでの薬学教育に加えて・・・・・
• 教養教育の充実
• 薬学モデル・コアカリキュラムに基づく教育
• 実学としての医療薬学 → 臨床現場での相当期間の実務実習

薬剤師養成には
４年間の修業年限では不十分 → ６年間に教育が必要

６年制薬学教育の目的は
臨床薬剤師の養成である

１．薬剤師養成のための薬学教育は６年制となりました．

２．多様な分野に進む人材の養成のため，４年制学部・学科も置かれています．

３．薬剤師国家試験受験資格がかわりました．
・・・原則として６年制卒業生．

但し，平成29年度までの入学者に限り，卒業後，薬学関係の修士または
博士課程を終了，不足分の実習等を履修し，卒業生と同等であると認め
られた場合は，受験できる．

薬学系人材養成の在り方に関する検討会

2022年１０月９，１０日

神奈川県総合薬事保健センター

ワークショップの歩みと

薬学教育改革

令和４年度 第８回

関東地区認定実務実習指導薬剤師養成ワークショップ
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知識偏重ではなく，技能，態度もバランスよく

教育するための

薬学教育モデル・コアカリキュラム

を作成する．

６年制薬学教育において，

科学の進歩に合った学生の育成，社会の要求を

満たす学生の育成には，教育内容の見直しが必要．

６年制薬学教育に対応するカリキュラム

２００６年度 → ２０１５年度から改訂

１．「薬剤師として求められる基本的な資質」に基づいて
学習目標を見直すこと．

２．学習成果基盤型教育（Outcome-based Education (OBE)）の
考え方を導入すること．

３．改訂後のカリキュラムで学んだ学生が，
社会に出た時（１０年後）の薬剤師が必要とする
新たな内容を含むこと．

薬学教育モデル・コアカリキュラム改訂のポイント

２００６年度から始まった６年制薬学教育のコアカリ作成（平成１４～１５
年）から１０年経過し，６年制教育への時代のニーズに合わせて改訂，
薬学関連領域の科学の進歩，法律等の改定，社会の変化等への対応

従って，現行のカリキュラムの枠を超えた議論が必要

薬剤師として求められる基本的な資質

豊かな人間性と医療人としての高い使命感を有し，生命の尊さを深く認識し，
生涯にわたって薬の専門家としての責任を持ち，人の命と健康な生活を守ることを
通して社会に貢献する．６年卒業時に必要とされている資質は以下の通りである．

（薬剤師としての心構え）
医療の担い手として，豊かな人間性と生命の尊厳につい

て深い認識をもち，人の命と 健康な生活を守る使命感，
責任感および倫理観を有する．

（患者・生活者本位の視点）
患者の人権を尊重し，患者及びその家族の秘密を守り，

常に患者・生活者の立場に 立って，これらの人々の安全
と利益を最優先する．

（コミュニケーション能力）
患者・生活者，他職種から情報を適切に収集し，これら

の人々に有益な情報を提供する ためのコミュニケーショ
ン能力を有する．

（チーム医療への参画）
医療機関や地域における医療チームに積極的に参画し，

相互の尊重のもとに薬剤師に求められる行動を適切にと
る．

（基礎的な科学力）
生体及び環境に対する医薬品・化学物質等の影響を

理解するために必要な科学に関する基本的知識・技能・
態度を有する．

（薬物療法における実践的能力）
薬物療法を主体的に計画，実施，評価し，安全で有効な

医薬品の使用を推進するために医薬品を供給し，調剤，
服薬指導，処方設計の提案等の薬学的管理を実践する
能力を有する．

（地域の保健・医療における実践的能力）
地域の保健，医療，福祉，介護および行政等に参画・

連携して，地域における人々の健康増進，公衆衛生の
向上に貢献する能力を有する．

（研究能力）
薬学・医療の進歩と改善に資するために，研究を遂行す

る意欲と問題発見・解決能力を有する．

（自己研鑽）
薬学・医療の進歩に対応するために，医療と医薬品を

巡る社会的動向を把握し，生涯にわたり自己研鑽を続け
る意欲と態度を有する．

（教育能力）
次世代を担う人材を育成する意欲と態度を有する．

参加型の長期実務実習を実現するために

薬剤師養成のための薬学教育実務実習の実施方法について
（厚労省医薬食品局：平成19年5月）

しかし，

薬剤師法第19条
「薬剤師でない者は，販売又は授与の

目的で調剤してはならない」

学生が行いうる行為の範囲を明確化
することで，違法性を阻却する．

適法化

充実した参加型臨床実習の実施

患者の同意
•情報を掲示する
•守秘義務(個人情報，法人機密情報)

目的の正当性
•実習の目的が，学生の臨床に係わる
実践的な能力を培う教育にあること

行為の相当性
•実務実習を行う薬学生の資質（知識・技能・態度）の確認
•受入施設側の薬剤師が十分な指導・監督を行うに
必要な資質を有していること
•実務実習に係わる患者，医療従事者及び薬学生に対する
保障体制の整備

共用試験

指導薬剤師

傷害保険と損害賠償保険に加入，健康診断の受診

参加型の長期実務実習を実現するために

薬学生が行う実務実習の実施上の条件

薬局実習では
施設長などに提出
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参加型の長期実務実習を実現するために

例・できないこと・・・麻薬の取扱い

A) 薬学生の行為の的確性について指導・監督する薬剤師による
事後的な確認が可能なもの

B) 薬学生の行為について薬剤師がその場で直接的に指導・監督
しなければ的確性の確認が困難なもの

C) 上記Ａ及びＢの類型に該当しないため，薬剤師が行う行為の
見学に止めるもの

学生の行為が患者等の身体に及ぼすおそれのある直接的・
間接的リスクの程度に応じて，薬学生が行う実務実習の方法
を以下の通り３つに区分する．

実務実習の実施方法に関する類型とその適用範囲 （１）薬学臨床の基礎
① 早期臨床体験
② 臨床における心構え
③ 臨床実習の基礎

（２）処方せんに基づく調剤
① 法令・規則等の理解と遵守
② 処方せんと疑義照会
③ 処方せんに基づく医薬品の調製
④ 患者・来局者応対，服薬指導，

患者教育
⑤ 医薬品の供給と管理
⑥ 安全管理

（３）薬物療法の実践
① 患者情報の把握
② 医薬品情報の収集と活用
③ 処方設計と薬物療法の実践

（処方設計と提案）

④ 処方設計と薬物療法の実践
（薬物療法における効果と副作用の評価）

（４）チーム医療への貢献
① 医療機関におけるチーム医療
② 地域におけるチーム医療

（５）地域の保健・医療・福祉への参画
① 在宅医療・介護への参画
② 地域保健への参画
③ プライマリケア，セルフメディケーションの

実践
④ 災害時医療と薬剤師

改訂モデル・コアカリキュラム：F 薬学臨床

新たに力点の置かれた目標
◎安全で有効な薬物療法や

健康生活の提案・実施・評価
◎チーム医療・地域医療への参画

「原則として２年
次修了までに
学習する事項」
早期体験学習や
一次救命処置も
重要な臨床教育
として位置付け

学習者と指導者の関係

支援

「何を教えたか」ではなく

「学習者が何をできるようになったか」

教
育
者

学習者が学習の主体者で

教員 ・ 指導者はその助力者

学習

目標

学
習
者

学

習

成

果

基

盤

型

教

育

平等と公正

平等：かたよりや差別が無く，すべてが一様で全員に同じものを与える．
それが正常に機能するのは全員のスタート地点が同じ場合に
限られる．この場合では全員の身長（能力）が同じ時．

公正：公正さは人々を同じ機会へのシステムを確保すること．
個人それぞれの差異（能力）は，何らかの機会への参加に対し
障壁となることがある．

「薬剤師として求められる基本的な資質」の修得

学習成果基盤型教育による実務実習

学習者がどこまで到達したか
その具体的なパフォーマンス（知識，技能，態度の
一体化した，知識や想いをベースにした実践）を

評価しながら学習を進める．

何をやったかではなく

参加・体験型実習の充実につながる

指
導
薬
剤
師
の
助
言

実
習
生
の
力

100％

患
者
さ
ん
へ
の
指
導
な
ど

1回目 ２回目 ３回目

適切なフィ
ードバック
と省察

適切なフィ
ードバック
と省察

体験するということは
1人でさせるということではありません
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1. 薬学実務実習の在り方・目標

2. 枠組み，要件

3. 大学への指針

4. 実習施設への指針

5. 指導する薬剤師への指針

6. 実習内容

7. 評価

薬学実務実習に関するガイドライン
平成27 年2 月10 日

薬学実務実習に関する連絡会議

• 改訂コアカリに準拠した大学の臨床準備教育及び実務実習を
適正に実施するための指針を示したもの．

• 「薬剤師として求められる基本的な資質」修得を目指し，
実践的な臨床対応能力を身につける実習を提示している．

• 大学が主導的な役割を果たし，病院及び薬局と円滑に連携して，
「薬学実務実習の在り方・目標」に述べる実習が実現されるよう，
様々な工夫等を盛り込んでいる．

• 臨床準備教育から実務実習において，学生が高い臨床対応能力を
修得できるよう大学，実習施設で本ガイドラインを十分活用して
より効果的な実習を目指していただきたい．

• 次世代を担う薬剤師を育成する責務が，大学と現職薬剤師双方に
あることを充分理解して薬学臨床教育を行う．

• コアカリの目指す学習が適切に行われ目標が達成されているか，
大学と実習施設双方で常に確認・評価していくことが必要．

ガイドラインの位置づけ

•大学で学んできた知識・技能・態度を基に臨床現場で
「基本的な資質」の修得を目指し，実践的な臨床対応能力を
身につけるために参加・体験型学習を行う．

•集合研修や講義で教えられることは大学で，
医療現場でしか学べない内容を実習で体験しながら身につける．

•臨床現場で幅広く事例や症例を体験して，
薬剤師業務の意義・役割を理解する．

•薬の専門職として医療現場で臨機応変に対応できる
実践的な能力を養成する実習を行う．

•大学が主導的役割を果たし，病院・薬局間で重複する目標の
指導を分担し，一貫性のある学習効果の高い実習を行う．

参加・体験型の臨床実習の充実

病院・薬局が連携した一貫性のある実習

薬学実務実習の在り方・目標

受入れ時の学生の基本的資質に対する理解

共用試験(CBT・OSCE)に合格することは，

その学生が「薬剤師業務ができる」のではなく，

「これから医療の現場で実践的な業務を

学んでいける資格がある」ということである．

実習施設への指針

実習は，「臨床現場で即戦力として業務を遂行できることを
目指すものではなく，将来，医療，保健，福祉等における
社会的ニーズに貢献する薬剤師として活躍できる基本的
な知識・技能・態度，そして問題解決能力の修得を目指す」
ものである．

実習環境・業務内容の整備

• 受入施設の要件を維持すると共に，体験型・参加型を基本とし
た，より充実した質の高い実習を行うための環境を整備する．

• 学生の目標となる資質を有した薬剤師の育成
及び 質の高い薬剤師業務を実践する体制を整備する．

• 病院－薬局実習を通してすべての学生が 「代表的な疾患」 を
学び，すべてのSBOが実施できるよう努める．
受入施設内のみで無く，
地域内の保険薬局・医療機関・他職種等との
地域での医療連携体制を有する業務・実習環境を整備する．

• 地域の医療施設との連携体制において，
薬剤師業務の向上を目指し，地域の医療を支援する．

実習施設への指針

参加・体験型の質の高い実習実施のための環境整備

実習施設の業務の責任者「責任薬剤師」を中心に
施設全体で実習に対応する体制の整備

実習施設への指針

全ての薬剤師が実習生に
関わる教育・指導体制を整備し，
薬局全体で参加・体験型を基本
とした実習について常時状況の
把握を行い，必要に応じて修正
を行っていく体制を確立する．
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• 施設内全ての薬剤師が積極的に実習に参加

• 実習生が多くの患者等に接して幅広い業務を繰り返し
体験する実習
＜単に作業を教えるのでは無く，

その業務の意義を理解するように教える＞

• 大学と常に連携し，実習生の「実務実習計画書」を
作成し，実習の情報を大学－薬剤師間で共有する

• 実習生の目標となる資質を有した薬剤師であること

• コアカリの意義・内容の把握や，指導能力の向上に
努める

指導する薬剤師への指針

薬局 ⇒ 病院連携した実務実習 内容・期間の「例示」

薬局実習 病院実習
●薬局実習導入 １週間 ○病院実習導入 １週間

●保険調剤 ３～４週間 ○内服，外用薬調剤 １週間
（調剤，監査，疑義照会，基本的
な
投薬）

○注射薬調剤・無菌調製 １週間

●薬物治療モニタリング・情報提供 ５～６週間 ○病棟業務実践 ６～９週間

（処方解析，薬歴活用，服薬指導，
健康相談）

（チーム医療や急性期医療含む）
○がん化学療法
（レジメンチェック，抗がん剤調製）
○ＤⅠ，ＴＤＭ，医薬品管理室 ２週間

●地域貢献の実践 ２～３週間

（セルフメディケーション，在宅支援，地域保健活
動）

実務実習実施計画書例示

プロセス基盤型教育による実務実習
一般目標(GIO)と到達目標(SBOs)の関係

コース：実務実習 ユニット：処方せんと調剤
GIO：医療チームの一員として調剤を正確に実施できるようになる

ために，処方せん授受から服薬指導までの流れに関連す

る基 本的知識，技能，態度を修得する．

《処方せんの基礎》

SBOs

1 処方せんの法的位置づけと機能について説明できる．

2 処方せんの種類，特徴，必要記載事項について説明できる．
●
●
●

SBOの一つ一つが達成できたか
評価を積み上げて， GIOを達成する．

以前のSBOごとに行う評価

改訂コアカリキュラムにおいては

「薬剤師として求められる基本的な資質」

GIO／SBOsで示しているが，
それは「資質」修得への評価・確認点

Outcome-based education（OBE)
学習成果基盤型教育

アウトカム（最終的な成果）の提示
学習者がどこまで到達したか

総合的に評価しながら学習を進める．

＜薬学部卒業時に必要とされる資質…アウトカム＞

GIO（一般目標）とSBO（到達目標）

医療機関や地域で，多職種が連携・協力する患者中心のチーム医療に積極的
に参画するために，チーム医療における多職種の役割と意義を理解するととも
に，情報を共有し，より良い医療の検討，提案と実施ができる．

GIO（General Instructional Objective）

SBOs（Specific Behavioral Objectives）
【①医療機関におけるチーム医療】

1.チーム医療における薬剤師の役割と重要性について説明できる．

2.多様な医療チームの目的と構成，構成員の役割を説明できる．

3.病院と地域の医療連携の意義と具体的な方法（連携クリニカルパス，退院時共同指導，病院・薬局連携，関連施設との連携等）

を説明できる．

4.薬物療法上の問題点を解決するために，他の薬剤師および医師・看護師等の医療スタッフと連携できる．（態度）

5.医師・看護師等の他職種と患者の状態（病状，検査値，アレルギー歴，心理，生活環境等），治療開始後の変化（治療効果，副

作用，心理状態，QOL等）の情報を共有する．（知識・態度）

6.医療チームの一員として，医師・看護師等の医療スタッフと患者の治療目標と治療方針について討議（カンファレンスや患者回

診への参加等）する．（知識・態度）

7.医師・看護師等の医療スタッフと連携・協力して，患者の最善の治療・ケア提案を体験する．（知識・態度）

8.医師・看護師等の医療スタッフと連携して退院後の治療・ケアの計画を検討できる．（知識・態度）

9.病院内の多様な医療チーム（ICT，NST，緩和ケアチーム，褥瘡チーム等）の活動に薬剤師の立場で参加できる．（知識・態度）

【②地域におけるチーム医療】

1.地域の保健，医療，福祉に関わる職種とその連携体制（地域包括ケア）およびその意義について説明できる．

2.地域における医療機関と薬局薬剤師の連携の重要性を討議する．（知識・態度）

3.地域における医療機関と薬局薬剤師の連携を体験する．（知識・態度）

4.地域医療を担う職種間で地域住民に関する情報共有を体験する．（技能・態度）

一般目標に到達するために
必要な具体的な行動が記載してある．
→ 確認点

学習者が学習する
ことによって得る成果（パフォーマンス）
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４

✓でも，２と３の違いって・・・

✓あの学生の評価，私は２だと思うけど・・・

✓学生にとって，「２」だからどうなの？

できない

これまでのような評価方法では，評価できない．

３ ２ １

できる

学習成果基盤型教育（OBE）で求められる
評価方法

学生が今どの段階にいて，
どうすれば目標に届くのか，把握できる評価が必要

Ｆ：薬学臨床

（１）薬学臨床の基礎
（２）処方せんに基づく調剤

（３）薬物療法の実践

評価基準と方法

概略評価

（４）チーム医療への参画
（５）地域の保健・医療・福祉への参画

実務実習記録に
よる評価

（１）薬学臨床の基礎

（２）処方せんに基づく調剤

（３）薬物療法の実践

ルーブリック評価
学生の実践（パフォーマンス）を確認して評価する

評価基準と方法

【患者情報の把握】【医薬品情報の収集と活用】

【処方設計と薬物療法の実践（処方設計と提案）】

【処方設計と薬物療法の実践（薬物療法における効果と副作用の評価】

概略評価【臨床における心構え】【臨床実習の基礎】

【法令・規則等の理解と遵守】【処方せんと疑義照会】
【処方せんに基づく医薬品の調製】【患者・来局者応対，服薬指導，患者教育】
【医薬品の供給と管理】【安全管理】

ルーブリックとは

パフォーマンスの質を段階的・多面的に評価するための
評価基準を文章で表現した表

ルーブリックによる評価

引用：中井俊樹ら，大学のIR Q&A，玉川大学出版部，
佐藤浩章監訳：大学教員のためのルーブリック評価入門，玉川大学出版部

ルーブリックの利点

• 被評価者と評価者の双方に評価の観点と評価基準を提示し，
評価を可視化できる
⇒ 学生自身の行動指針が明確になり，学生自ら学習活動を

評価できる．
⇒ 自己改善が習慣化する

• 途中で同じルーブリックで評価すれば，
結果だけでは無く，プロセスも評価できる

（3）薬物療法の実践

観点 アウトカム 第4段階 第3段階 第2段階 第1段階

薬物療法の
効果と副作
用モニタリン
グ

様々なモニタリン
グ項目から患者
状態を適切に評
価し，薬物療法
の効果と副作用
モニタリングを実
践する．

薬物療法に関する
経過モニタリングを
基に患者の状況を
総合的に評価して，
処方設計や問題解
決につなげ，薬物
療法のPDCAサイク
ルを効果的に回し，
薬物療法の質の向
上に貢献する．

評価した患者の状
態に応じ，処方設
計や問題解決につ
なげる．
副作用を確認した
場合は，副作用軽
減化の対策を検討
すると共に，副作用
報告などの主体的
な行動を取る．

有効性，安全性の
モニタリングに必要
な指標を継続的に
モニタリングし，
患者の状態を評価
する．
評価結果は，適切
にカルテや薬歴など
に記録する．

代表的な疾患を有
する患者のケアに
関わり，薬物療法
の有効性，安全性
を評価する指標を
適切に指摘する．
患者の状態をモニ
タリングするための
ツールとして，臨床
検査値の継続的な
確認をする．

月 日

月 日

月 日

月 日

【④処方設計と薬物療法の実践（薬物療法における効果と副作用の評価）】

４ ３ ２ １

薬剤師の目指す
べき使命を実現
できる段階

薬剤師として
医療現場で働く
ことができる
基礎を身に付け
た段階

～

大学での学習を
確認し，
医療現場で指導
薬剤師の指導の
下，実際に患者
・来局者に対応
ができる段階

【評価の目安】
第４段階は，薬剤師レベルの段階
第１段階は，大学での事前学習終了時のレベル

学習成果

概略評価について

• 概略評価は，実習の指導者が，「公平な責任ある主観」で
評価する．

• 評価を進めることで，実習生の総合的な能力の成長度合いを
指導者と実習生で再確認し，実習の方略を柔軟に決めていく．

→ 定期的（２～４週間）に学生と共に，実習を振り返り，
実習生がどの段階まで成長したかを評価する

• コアカリのＳＢＯｓは概略評価を行う際，
繰り返し何度もチェックを行うチェックポイントとして活用．

• 概略評価を適切に実施できるように，指導者間での評価に
ついての共通認識を常に確認しておくよう努める．

36
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（3）薬物療法の実践

観点 アウトカム 第4段階 第3段階 第2段階 第1段階

薬物療法の
効果と副作
用モニタリン
グ

様々なモニタリン
グ項目から患者
状態を適切に評
価し，薬物療法
の効果と副作用
モニタリングを実
践する．

薬物療法に関する
経過モニタリングを
基に患者の状況を
総合的に評価して，
処方設計や問題解
決につなげ，薬物
療法のPDCAサイク
ルを効果的に回し，
薬物療法の質の向
上に貢献する．

評価した患者の状
態に応じ，処方設
計や問題解決につ
なげる．
副作用を確認した
場合は，副作用軽
減化の対策を検討
すると共に，副作用
報告などの主体的
な行動を取る．

有効性，安全性の
モニタリングに必要
な指標を継続的に
モニタリングし，
患者の状態を評価
する．
評価結果は，適切
にカルテや薬歴など
に記録する．

代表的な疾患を有
する患者のケアに
関わり，薬物療法
の有効性，安全性
を評価する指標を
適切に指摘する．
患者の状態をモニ
タリングするための
ツールとして，臨床
検査値の継続的な
確認をする．

6月 8日

6月 22日

月 日

月 日

【④処方設計と薬物療法の実践（薬物療法における効果と副作用の評価）】

形成的評価：学習指導の途上で，学習活動の促進と
指導方法の確認・修正のために行う評価

（４）チーム医療への参画
【医療機関におけるチーム医療】
【地域におけるチーム医療】

（５）地域の保健・医療・福祉への参画
【在宅医療・介護への参画】

【地域保健への参画】
【プライマリケア，セルフメディケーションの実践】
【災害時医療と薬剤師】

実務実習記録による
評価

が含まれ
より実践的な応用となる実習

評価基準と方法

（１）薬学臨床の基礎
（２）処方せんに基づく調剤
（３）薬物療法の実践

実務実習記録（日誌・レポート）による評価

(4)チーム医療への参画と(5)地域保健・医療・介護への参画の領域は，
(1)薬学臨床の基礎，(2)処方せんに基づく調剤，(3)薬物療法の実践の
領域で修得した実践的能力を活用して，患者・来局者個々のニーズに
あった医療を行う実践的な応用となる領域であることに鑑み，

学生は，実際に対応した患者・来局者などから病状・生活・心理・・・
など総合的に情報を収集・解析して，その患者・来局者などのために
何ができるかを考え，体験したこと日誌に記録・まとめて指導者に
提示し，振り返りを行うことをもって評価とする．

記録の内容（例示）
・実習年月日 ・実習場所とスケジュール ・具体的な実習内容
・体験した疾患，活動
・実習で深めることができた能力：特に（1）（2）（3）の領域の能力
・実習で不足していると感じた能力：特に（1）（2）（3）の領域の能力
・今後の実習に向けての抱負 ・感想・要望
・代表的疾患についても，指導者と振り返りを行い，確認する．

実務実習記録（日誌・レポート）による評価

•実習生は，毎日の日誌に自分がその日学習した内容，体験した
事例，修得した能力等を簡潔に記録して指導薬剤師，教員等の
指導者に提示する．

•指導者は，その日誌の報告から実習生の実習の進捗状況を確認
すると共に，実習についてフィードバックを行う．

• 「代表的な８疾患」についても，実習生が体験した疾患の学習
内容を日誌に簡潔に記録することで，指導者と振り返りを行い，
実習施設で各疾患についてどのように学習が進んだか確認でき
るようにする．

•実習生は，指導者からのアドバイスを受けて薬剤師として求めら
れる臨床能力の成長を確認し，今後に繋げる．

•実習記録の実務実習記録から概略評価の
領域(1)～(3)の概略評価の際に フィードバックして評価

実務実習の単位認定に関わる

総括的評価（最終評価）は大学が行う

大学として「最終評価基準」を決定

「実習施設での評価」を加味した総合的な基準

実務実習の最終評価

概略評価などは形成的評価

臨床現場で実際に体験して実践的な臨床能力を
より深く身に付けていく

参加・体験型実習の充実

学生の成長につながる

OBEに基づく改訂コアカリに対応した薬学実務実習の在り方

• やらせなければ（参加・体験），そのパフォーマンスは
確認できないし，その到達度を判断することはできない．

• 実習環境（指導者，実習施設の業務内容等）の整備
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薬局実務実習に関して何かあればご記入ください．

• 薬剤師さんがとてもいい方でした．こんな薬剤師になれたらなと思います．

• 良い意味で自分の知識不足を痛感しました．今のうちにそのことを知る
ことができただけでも実習ができて良かったと思います．

• 実習で様々な経験をさせていただき，とても勉強になりました．
６年制にし，実務実習を行う価値を感じました．

• とても楽しく，充実した実習を行うことができました．

• 現場の幅広い知識をつけることができた実習でした．
特にガイドラインなどを参照して処方薬の妥当性の検討の仕方を
学べたのがよかったです．

指導薬剤師の指導方法や指導内容に対して満足できた．

• 言い方がきついことがあり辛かった．

• 指導薬剤師が薬局内で忙しくこちらに手が回っていないようだった．
また，私から質問しようとしたが，忙しそうでなかなかタイミングがとれず，
質問できなかったことが多かった．

• 教えてくれる人が指導薬剤師一人しかいなく，他の薬剤師は手が回らなかった
ようだった．

• 指導薬剤師は数回しか指導してくれなかった．
また，指導薬剤師に指導をお願いしても嫌な顔をすることが多かった．

• 指導薬剤師ではなく，週に２，３回勤務のパートさんが指導してくれた．
パートさんには満足しているが，もっと色々な経験をさせてもらいたかった．

• 指導薬剤師が日報を３，４週間まとめてチェックしていた．毎日とは言わないが，
一週間に一度，あわよくば一日おきに確認してほしい．
また，２，３週間前の日報にコメントをつけられても，
どうやって実習に活かせばいいのか困ってしまった．
週報も，一か月分くらい確認されなかった．

薬局実務実習に関して何かあればご記入ください．

• 指導薬剤師の方が日報をチェックしてくれませんでした．大学の担当の先生から
もチェックをお願いしてくれましたが，改善がありませんでした．
毎日日報を書いていたのに反応がないのは悲しかったですが，
こちらからは強く言えない立場なのでどうすれば良いかわからなかったです．

• 実習施設により，経験できる薬局業務内容にかなり差があるように感じました．

• 薬剤師により服薬指導等の内容はかなり変わってくる印象があった．

• 実習の拘束時間について，本来は１日８時間(休憩1時間)を週５日で，週の実習
時間は35時間(週40時間のうち休憩５時間)のところ，週に実習時間39時間プラ
ス一日30分程度の開店準備・片付けがありました．

• 調剤だけさせて勝手に勉強しろというスタンス．基本放置．

• 周りの薬剤師に対する愚痴をこぼす，日によってイライラしている，
他の職員と意見が真反対なことがある．

２０２２年度関東地区実習実施時のトラブル 薬局 ［病院］

学生が発生源 Ⅰ期 Ⅱ期

学生の実習態度が原因 5 ［0］ 3 ［2］

学生の知識・能力不足が原因 1 ［0］ 0 ［0］

学生の体調不良や
不慮の事故が原因

5 ［0］ 2 ［5］

その他 0 ［0］ 1 ［0］

指導薬剤師が発生源 Ⅰ期 Ⅱ期

指導の厳しさ・パワハラ・要求
の高さなどが原因

4 ［0］ 4 ［1］

指導不足・フィードバック，
指導してくれない，不在，異動
などが原因

2 ［0］ 5 ［1］

不適切な実習内容が原因
（服薬指導してくれない）

2 ［0］ 0 ［0］

その他 5 ［0］ 2 ［0］

大学教員が発生源 Ⅰ期 Ⅱ期

連絡不備が原因
（連絡が遅いなど）

1 ［0］ 0 ［0］

教員の態度が原因 0 ［0］ 0 ［0］

その他 0 ［0］ 0 ［0］

実習施設が発生源 Ⅰ期 Ⅱ期

指導者薬剤師以外が原因
（経営者，他の薬剤師，事務）

1 ［0］ 0 ［0］

実習生を受け入れるレベルで
ない設備，勤務状況，
業務実態などが原因

0 ［0］ 0 ［0］

他施設での実習が原因
（実習場所を転々）

1 ［0］ 0 ［0］

その他 1 ［0］ 1 ［1］

２０２２年度関東地区実習実施時の報告書より（薬局）

• 薬剤師の先生方が服薬指導や薬歴に対して１回ずつ丁寧にフィードバックして
くれた点．

• 指導薬剤師の方が毎日講義を開いてくださり，知識を深めることができた．

• 病院の門前と言うことで処方箋枚数が多く，勉強になることが多かった．
更にほぼ毎日在宅訪問に連れて行っていたいただき，勉強になった．

• 実習生でも，ほとんど制限なく実習させていただいた．大学で学んだことが
臨床の現場で役立つことが分かり，これから前向きに勉強に取り組めると思う．

• 薬局実習の間，心不全の同じ患者さんに関わらせていただけたことで，
病態の推移や服薬変更などとてもよくわかった．

• 指導薬剤師が非常にせっかちである．薬剤師に自分のルールがあるようだが，
それを実習生にいきなり押し付け，なぜわからないのかと言うのは筋違いである．
また，忙しい時に腕を引っ張ったり，手で押し退けたりする行為はやめてほしい．

• 政治・信条などデリケートな話題をしてきたり，成績に対する脅しともとれる
発言をしてくるなど全体的に配慮が足りなかった．

• 実習生の業務量過多，実習生を労働力として扱っている．

• 他施設の友人の話を聞くと，服薬指導の開始時期に差があったように思う．

• 実習定期を購入したが，実習施設以外の場所（系列店など）での実習が多く，
負担が大きかった．→ 基本，実習施設が負担する

• 他の勤務薬剤師の方々のフォローがあったので実習は続けられたが，
指導薬剤師が気分次第の言動が目立った．

• 指導薬剤師から冷たくされたり，きつく指導されることは，どこまでが普通か，
どこからがハラスメントかわからない．

• 指導薬剤師の高圧的な態度・発言・日誌のコメントに驚き，疲れたので，
後輩は他の施設で勉強してもらいたい．
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一般社団法人 薬学教育協議会
令和 3 年度実務実習の良い事例集より

【実習第１週からのカウンター業務経験】
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に注意し，第１週に服薬指導を経験することにより，

薬剤師としてのやりがい，情報のつながりに対する意識の深まり，安全な薬の使用に対する
責任感を実感した．

薬物療法の実践

在宅医療における薬物療法の実践

【在宅・学校薬剤師などの地域包括ケアにおける様々な薬局業務への参画】
在宅診療を実施している医師，看護師とともに訪問診療に同行し，患者の様子を観察したり，

話しを聞いたりし，地域における薬局の重要性を体感することができた．

【在宅医療】
施設入居中の緩和ケア受ける患者に対し体調の確認や服薬指導を行った．

医師，訪問看護師，ケアマネージャー，施設の職員との多職種でのカンファレンスも参加し，
薬剤師による処方提案の重要性について理解が深まった．

【在宅・学校薬剤師などの地域包括ケアにおける様々な薬局業務への参画】
在宅診療を実施している医師，看護師とともに訪問診療に同行し，患者の様子を観察した

り，話しを聞いたりし，地域における薬局の重要性を体感することができた．

一般社団法人 薬学教育協議会
令和 3 年度実務実習の良い事例集より

チーム医療の実践

【医師への情報提供及び処方提案】
コントロール不良の喘息患者に対して医師への情報提供と処方変更の提案を行い，

その提案が受諾された．この体験を通して，他職種連携の重要性を学習することができた．

地域包括ケアの実践

【在宅・学校薬剤師などの地域包括ケアにおける様々な薬局業務への参画】
介護施設や老人ホーム，自宅への在宅業務，学校薬剤師・地域での薬剤師活動等の

幅広い薬局業務に参画し，地域包括ケアにおける薬局の重要性を体感することができた．

充実した実習環境と指導体制の構築

【Ⅳ期実習の様子をⅢ期実習施設の薬局が週報を介して継続的にフォローした事例】
Ⅲ期実習を担当した薬局では，体験型実習と適切なフィードバックにより実習生の成長に

つながる効果的な実習をして下さった．さらにⅣ期の病院実習の様子を，実務実習指導管理
システム上の連携ツールである「一週間振り返り」のページで，実習生・指導薬剤師・大学
教員のコメントを，薬局の指導薬剤師みんなで定期的に確認し，病院での実習生の成長の
様子をフォローして下さっていた．

【日々の実習記録に対するフィードバックがモチベーション向上につながった事例】
指導薬剤師から前日の実習記録に対して，毎日フィードバックコメントをいただき，

モチベーションアップにつながった．

薬学教育モデル・コア・カリキュラム
（令和４年度改訂版）

令和６年度（２０２４年度）入学生から実施
実務実習は令和１０年（２０２８年） ２月～

現行は平成２５年改訂版

平成２７年度（２０１５年度）入学学生から実施
実務実習は平成３１年（２０１９年） ２月～

令和９年度（２０２７年度）
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薬学教育モデル・コア・カリキュラム 大項目

A 薬剤師として求められる
基本的な資質・能力

B 社会と薬学

C 基礎薬学

D 医療薬学

E 衛生薬学

F 臨床薬学

G 薬学研究

A 基本事項

B 薬学と薬学

C 薬学基礎

D 衛生薬学

E 医療薬学

F 薬学臨床

G 薬学研究

現行 改定案
平成25年度改訂版 令和４年度改訂版

大項目ごとに，＜学修目標＞＜評価の指針＞を策定している

人体に関する
知識の拡大

薬物治療に関する
内容の充実

感染症に関する
項目が充実

薬剤師の使命， 薬剤師に求められる倫理感，
信頼関係の構築， 多職種連携協働とチーム医療，
自己研鑽と次世代を担う人材の育成

「A 薬剤師として求められる基本的な資質・能力」と
ディプロマ・ポリシー

薬学実務実習に関する連絡会議
第14回 R4.12.27 資料より

A 薬剤師として求められる
基本的な資質・能力

ディプロマポリシー
（卒業認定・学位授与の方針）

G

薬
学
研
究

F

臨
床
薬
学

E

衛
生
薬
学

D

医
療
薬
学

C

基
礎
薬
学

B

社
会
と
薬
学

1. プロフェッショナリズム

2. 総合的に患者・生活者をみる姿勢

3. 生涯にわたって共に学ぶ姿勢

4. 科学的探究

5. 専門知識に基づいた問題解決能力

6. 情報・科学技術を活かす能力

7. 薬物治療の実践的能力
（医歯：患者ケアのための診療技能）

8. コミュニケーション能力

9. 多職種連携能力

10. 社会における医療の役割の理解

卒業時に必要とされる
生涯にわたっての目標

薬剤師としての心構え，患
者・生活者本位の視点

薬剤師としての心構え
患者・生活者本位の視点

赤字は追加

大項目「F 臨床薬学」の学修目標

F-1 薬物治療の実践

F-2 多職種連携における薬剤師の貢献

F-3 医療マネジメント・医療安全の実践

F-4 地域医療・公衆衛生への貢献

F-5 臨床で求められる基本的な能力

「C基礎薬学」で学ぶ化学物質や生体の基礎知識を基に，「D医療薬学」で学ぶ

疾患や医薬品の知識を総合的に活用して，適切な薬物治療の計画を立案し，

患者，生活者本位の視点から個別最適な薬物治療を実践する．

「B薬学と社会」で学ぶ法令や規範，倫理等を遵守し，患者，生活者の立場を

尊重したコミュニケーションにより，多職種との連携を円滑に行い，安全で質の

高いファーマシューティカルケアを提供する．また，「B社会と薬学」で学ぶ

健康管理や「E衛生薬学」で学ぶ公衆衛生，感染制御，環境保全等の知識を，

医療現場や地域で活用して，社会の医療，保健，介護，福祉の向上に貢献する

能力を身に付ける．

この大項目により
到達を目指す目標

大項目「B」〜「G」の
相互の関連(イメージ図)

化学物質や生体の基礎知識

公衆衛生，感染制御
環境保全

疾患
医薬品の知識

法令，規範，倫理等

大項目「F 臨床薬学」で修得する能力は

「A薬剤師として求められる基本的な資質・能力」における［5 専門知識に基づいた
問題解決能力］［6 情報・科学技術を活かす能力］［7 薬物治療の実践的能力］
［8 コミュニケーション能力］［9 多職種連携能力］に対応する能力であり，
［4 科学的探究］を具体的に実践することを目指すものである．
また，医療現場や社会で実践すること［1 プロフェッショナリズム］［2 総合的に
患者・生活者をみる姿勢］［10 社会における医療の役割の理解］を深め，
［3 生涯にわたって共に学ぶ姿勢］を培うものである．

1. 具体的な症例や事例の薬物治療の問題点を抽出し，その改善や解決策を提示する．

2. 患者・生活者個々の状況を的確に把握し，評価するとともに，有効で安全な薬物治療を検討し，
個々の患者の薬物治療の個別最適化を図る．

3. 患者，生活者，連携する多職種と円滑なコミュニケーションを図り，情報共有・発信に努める．
また，多職種との関わりを通して薬剤師としての職能を自覚する．

4. 医療現場で，医薬品管理，医薬品情報の管理，医療安全，感染制御に携わり，個々の課題解決に取り組む．

5. 地域医療や介護，福祉の中で，地域住民の疾病予防や健康維持・増進，公衆衛生等に携わり，
個々の課題解決に取り組む．

6. 医療人として，個々の患者や家族の気持ちに寄り添い利他的な行動を心がける．
また，倫理的な配慮についても深く考察して対応する．

7. 薬剤師業務の社会的責務を深く理解し，医療人としての自覚と心構えを持ち，
他の医療，保健，介護，福祉関係者と連携し対応する．

8. 医療現場や地域の課題を科学的な視点で考察し解決策を提案するとともに，
その成果を広く社会に公表し薬学の進歩に資する．

＜評価の指針＞ 学習目標への到達を評価するための視点

F 臨床薬学の中・小項目

F-1 薬物治療の実践
F-1-1 薬物治療の個別最適化

F-2 多職種連携における
薬剤師の貢献

F-2-1 多職種連携への参画・
薬剤師の職能発揮

F-3 医療マネジメント・
医療安全の実践

F-3-1 医薬品の供給と管理
F-3-2 医薬品情報の管理と活用
F-3-3 医療安全の実践
F-3-4 医療現場での感染制御

F-4 地域医療・
公衆衛生への貢献

F-4-1 地域住民の疾病予防・健康
維持・増進の推進，介護・
福祉への貢献

F-4-2 地域での公衆衛生，
災害対応への貢献

F-5 臨床で求められる
基本的な能力

F-5-1 医療・福祉・公衆衛生の現場
で活動するための基本姿勢

小項目ごとに，
＜ねらい＞＜学修目標＞＜学修事項＞＜評価の指針・重点＞
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F-1 薬物治療の実践
F-1-1 薬物治療の個別最適化

＜ねらい＞
「D 医療薬学」の疾患の病態生理と薬物の作用メカニズム，医薬品情報，薬物動態や用法・
用量・剤形の選択などの学びを統合し，患者個々の薬物治療に個別最適化する能力を高め
ることが「F 臨床薬学」における薬物治療の学修である．適正使用の概念を踏まえて，
患者個々の薬物治療をマネジメントする能力を身に付けるために，大学での学修を十分に
行った上で，更にこれを臨床の場で学ぶ．これにより，患者背景(身体的，心理的，社会的)，
患者や家族の希望を考慮し個別最適化した薬物治療の計画を立案し，その計画に基づく，
処方監査・調剤・服薬指導・患者教育・モニタリング等を実践し，薬物治療の有効性を最大限
に引き出し，リスクを最小限に抑え，医薬品の適正使用を確保し，効果的で質の高い薬物
治療を提供する能力を身に付ける．

「他領域・項目とのつながり」
この小項目を学ぶために関連の強い項目
「D-1 薬の作用と生体の変化」，「D-2 薬物治療につながる薬理・病態」，「D-3 医療におけ
る意思決定に必要な医薬品情報」，「D-4 薬の生体内運命」「D-6 個別最適化の基本となる
調剤」

この小項目を学んだ後につなげる項目
BとFには設定無し

他の項目との関連性を明記

大項目中項目小項目

標準的な実習内容（例示）
比較的典型的な疾患の

具体的な症例を題材とした，
PBLなどによる学習

薬学実務実習に関する連絡会議
第14回 R4.12.27 資料より

学修事項
適正使用のｻｲｸﾙ，個別最適化，
有効性ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ，安全性ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ，

疑義照会，処方提案

＜学修事項＞
学修目標に到達するために必要と考えら
れる知識や行為等が記載されている．

学修目標
医薬品適正使用前の

概念を説明する

＜学修目標＞
コア・カリの本体の部分に当たり，
小項目での学修内容について概念的な
理解を示す．個別の知識や技能を修得
するだけではなく，これらを活用してどの
ように判断したり行動したりできるように
なるべきかを目標としている．

D 医療薬学
D-6 個別最適化の基本となる調剤
D-6-1 処方箋に基づいた調剤

＜ねらい＞
この小項目では，「B-1 薬剤師の責務」，「B-4 医薬品等の規制」，「B-5 情報・科学技術の
活用」，「C-1 化学物質の物理化学的性質」，「D-5 製剤化のサイエンス」を学んだ上で，
個々の患者に対して，適正な薬物治療を実践するため，薬剤師として，適正な処方箋の記載
事項及び内容の確認，処方された医薬品の投与量，投与方法，投与剤形の妥当性を評価す
ることで，疑義照会の必要性を判断する一連の調剤行為の意義と流れを理解する．
その上で，患者背景及び処方された医薬品の製剤学的特性に応じた具体的な調剤方法と，
服用方法，保管方法など含めた患者への服薬指導を通して，薬物治療の成果とアドヒアラン
スの向上に寄与するよう，多様なニーズに対応する実践的な調剤理論と技術を身に付ける．

「他領域・項目とのつながり」
この小項目を学ぶために関連の強い項目
「B-1 薬剤師の責務」，「B-4-2 医薬品等の品質，有効性，安全性の確保と薬害の防止」，
「B-5-2 デジタル技術・データサイエンス」，「C-1-3 エネルギーと熱力学」，「C-1-4 反応速
度」，「D-5 製剤化のサイエンス」，「F-1 薬物治療の実践」

この小項目を学んだ後につなげる項目
「E-1 健康の維持・増進をはかる公衆衛生」，「E-1-2 人の健康を脅かす感染症の予防とまん
延の防止」，「E-2 健康の維持・増進につながる栄養と食品衛生」，「E-3-1 人の健康に影響
を及ぼす化学物質の管理と使用」，「F-1 薬物治療の実践」

＜学修目標＞

1) 適正な処方箋の記載事項・内容を説明する．

2) 患者背景に基づいて，処方された医薬品(処方薬)の投与量，投与方法，投与剤形の
妥当性を評価し，疑義照会の必要性を説明する．

3) 調剤の流れに従って，患者背景ならびに処方された散剤，水剤，注射剤など医薬品の
製剤学的特性に応じた基本的な調剤，調剤鑑査を行い，服薬指導すべき内容を説明する．

＜学修事項＞

(1) 処方箋に記載すべき事項・内容と調剤に関する基本的事項 【1)，2)】

(2) 適正な投与量，投与方法，投与剤形の評価と疑義照会 【1)，2)】

(3) 内用剤の調剤(計数調剤，計量調剤)と服薬指導 【1)，3)】

(4) 注射剤と輸液の調剤と服薬指導 【1)，3)】

(5) 外用剤の調剤と服薬指導 【1)，3)】

(6) 無菌調製，抗悪性腫瘍薬調製，調剤薬監査 【1)，3)】

＜評価の指針 重点＞
4，5 4. 医薬品の剤形や特徴を生かし最適な薬物治療を実施するために，

医薬品の生体内運命と患者の特性を理解する．
5. 医薬品の剤形や特徴を理解し，適切な調剤を行う．

個別の知識や技能を修得するだけではなく，これらを活用してどのように
判断したり行動したりできるようになるべきかを目標としている．

学修目標に到達するために必要と考えられる知識や行為等が記載

学修目標への到達を評価するための視点として示されている．

令和４年度薬学実務実習の実施状況を踏まえた課題への
対応について（案）

（令和５年度入学生までの実務実習）

現行の「薬学実務実習に関するガイドライン」に基づく実習の実行を
お願いするとともに，以下の対応を取り入れた実習を行っていただく
ようお願いいたします.

ハラスメント等の対応について
【課題】
• 指導薬剤師の教育者としての質を評価する体制と仕組みを構築するよう求めるべきでは

ないか．
• ハラスメントの防止について記載が必要であり，定期的な研修を実施すべきではないか．
• コンプライアンスの遵守，ハラスメントのない安心・安全な実習について項目・文章を独立

して記載する必要があるのではないか．

→ 薬学教育協議会は，公表されているハラスメント防止や個人情報の取扱いに係る資料を
改めて周知するとともに，関係団体と連携しハラスメント防止に関する研修を実施する
ことを検討すべき．

薬学実務実習に関する連絡会議
第14回 R4.12.27資料4より

「薬学実務実習に関するガイドライン」の見直しについて（案）

• 実習の順番について，薬局→病院，病院→薬局，薬局→病院→薬局などの
選択肢があってもよいのではないか．

枠組み，要件

実習施設への指針

• より参加型の実習を求められている．また，ここ数年で新規業務も展開されて
いることから改訂が必要ではないか．

• 実習施設の要件を，指導にあたる薬剤師の人数，経験年数，処方箋受付枚数，
整備されている調剤機器など具体的に規定すべきではないか．

• 机やPCなど実習に必要な物品や学生の居場所の確保について盛り込むべき
ではないか．

指導する薬剤師への指針

• ハラスメント防止について記載が必要であり，定期的な研修を実施すべきでは
ないか．

• 指導薬剤師の質保証が必要．研修の機会を増やすべきではないか．

薬学実務実習に関する連絡会議
第14回 R4.12.27資料3-1より
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「薬学実務実習に関するガイドライン」の見直しについて（案）

• 薬局においては今後期待されるセルフメディケーション（OTC販売含む）などの
未病対策の考えを追加してほしい．

• 薬局実習においては調剤・監査・服薬指導・薬物治療モニタリング・情報提供
は一体的に同時進行で行うことが望ましい．

実習の内容

評価の観点について

その他

• 事前学習のSBOがなくなったので，事前学習と実務実習の線引きが難しい．
実習先で混乱のないようにしてほしい．

• チーム医療などこれまで評価が曖昧な学修項目についても，適切な評価を
定めていく必要があるのではないか．

• 大学と薬局，病院が連携して効果的に評価できる新しい指標と評価方法の
記載が望ましい．

• 新規ウイルス感染症等による遠隔実習への移行が今後も想定されるので，
遠隔実習の実施要領の追加が必要ではないか．

• 災害時や感染症の流行時などの対応が必要ではないか．

薬学実務実習に関するガイドライン

（４年度薬学教育モデル・コア・カリキュラム改訂対応版）

～令和６年度入学生からの薬学実務実習について～

（素案）

令和○年○月○日

（令和４年度 大学における医療人の在り方に関する調査研究）

薬学実務実習に関する連絡会議
第14回 R4.12.27資料3-1より

１．実務実習の在り方・目標

１）「薬剤師として求められる基本的な資質・能力」の修得
実務実習は，医療現場で即戦力として業務を遂行できることを目指すものではなく，

将来，医療，保健，福祉，介護における社会的ニーズに貢献する薬剤師として活躍
できる基本的な臨床実践能力，そして課題発見・問題解決能力の修得を目指すもの
である．また，「基本的な資質・能力」は，その水準を，医学，薬学の進歩に応じて生
涯にわたって高めていくことが必要であり，それが薬剤師としての生涯研鑽の目標
であることも，実務実習を通じて学生及び指導に携わる薬剤師がともに深く認識す
ることが肝要である．

２）より深く，継続した経験を積める実務実習を目指して

実務実習は，モデル・コア・カリキュラムに示された目標を修得するための効果的・
効率的な学修環境である必要がある．単に業務を体験することが目的ではなく，
学修目標の持つ意義を理解してそれを修得するために，医療現場等でどのような
経験を積ませることが重要であるかを明確に意識すべきである．医療人の一員とし
て，本物の医療現場等で患者を担当し，薬物治療の経験を積むことで，薬物治療に
おける薬剤師の役割，医療における薬剤師業務の意義を理解し，薬の専門職として
医療現場等で対応できる実践的な能力を養成する．
さらに，学生が医療現場等で実際に役割を担うことによって，やりがいが得られ，
モチベーションが向上し，学修効果が高まることを目指す．

４．実習施設への指針

１）受入れ時の学生の基本的な資質・能力に対する理解
薬学共用試験に合格することは，その学生が「薬剤師業務ができる」のではなく，

「これから医療の現場で経験を積む資格がある」ということである．
実習は，本物の医療が行われる現場において，患者を担当し，薬物治療の経験を
積み，実践的な臨床薬学に関連する事例を経験することで，臨床における基本的
能力の修得を目指すものであることを念頭において指導を行う．

２）実習環境・業務内容の整備（薬局の実習環境・業務内容の整備）

充実した質の高い実習を行うための環境の整備，学生の目標となる資質・能力を
有した薬剤師の育成及び質の高い薬剤師業務を実践する体制の整備，地域内の
薬局・医療機関・他職種等との地域での連携体制を有する環境の整備を行う．

実習施設として，医療，地域保健，福祉等の最新の体制に参画し，積極的に
多職種連携等の薬剤師業務を行っている必要がある．

３）教育・指導体制の整備（薬局の教育・指導体制の整備）

責任薬剤師の管理の下，実習施設に常勤の認定指導薬剤師が責任を持って
学生の指導に当たる体制を整備する．施設内の全ての薬剤師が学生に関わる
教育・指導体制を整備し，薬局全体で患者や事例の経験を基本とした実習について
常時状況の把握を行い，必要に応じて修正を行っていく体制を確立する．

５．指導する薬剤師への指針

１）実習における指導体制

責任薬剤師の管理下で認定指導薬剤師が中心となり，実施計画書の作成，実習
に携わる薬剤師や他のスタッフの役割分担など施設内での調整，実習内容に関す
る大学との調整，実務実習記録の記載等を行う．認定指導薬剤師は，実施計画書
に基づき責任薬剤師と協力して指導を行い，学生の評価に関わる．
実施計画書には，学生に関する情報，大学における教育内容の概略，各施設に
おけるコア・カリに準拠した実習内容，実施スケジュール，評価方法，大学との
連携事項，大学や学生からの要望等による施設独自の実習内容等を記載する．

３）大学との連携

複数の大学から学生を受け入れる場合は，大学間の実習内容の差を実施可能
な範囲に収めるための調整を行う必要がある．

２）モデル・コア・カリキュラムの意義・目的・内容の把握

学生が担当する患者を選定し，その患者の薬物治療にかかる内容の問いかけ
を行い，学生の自己学修を促し，振り返りを行う．
この積み重ねは学生の成長を促すとともに指導薬剤師自身の学びにもつながる．

７．評価

１）実務実習における大学・実習施設での継続した評価

学生の評価は，各大学が設定した学修目標の評価の中の一部として行われる
必要がある．したがって，大学で学んできたことがどこまで臨床の場で活用し実践で
きるのかが評価の対象であり，その評価によって，実習後，さらに大学で何をどこま
で学修する必要があるかを規定することになる．ゆえに，大学で作成され実行され
る評価と，実務実習評価ができるだけシームレスに連携している必要がある．

２）実務実習における評価の共有と管理

評価における実施体制，評価方法及び評価基準は，実施計画書に記載し，学生，
実習施設及び大学において共有する．

評価における測定，価値判断及び意志決定，これらに基づくフィードバックの内容
等は実務実習記録に記載し，学生，実習施設及び大学において共有する．
成績については，学生，実習施設と共有化し，大学で適正に管理する．
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これからの薬剤師に求められるもの

•課題を発見し，評価・分析・解決する能力

•新しい問題を「チーム」の一員として解決する能力

•持っている知識や技能を活かすためのコミュニケーション能力

•医療人として働くことのプライドと責任力

•地域そして社会の中で貢献することを目指す高い意識

•自らの業務の有効性や安全性を客観的に証明する科学力

調剤が正確にできる・・・
医薬品や医療に関する知識が豊富・・・
科学者としての分析能力を持っている・・・

臨床薬学領域の改訂方針講演より 鈴木匡先生より

６年制で導入された実務（臨床）実習
学生にとって，人生で初めての臨床体験

実習生にとって患者さんと接する初めての経験

⇒「０」 を 「１」にする vs. 「１」 を 「２以上」にする

この２つの大きな違い．人生すべてに当てはまる．

臨床実習は・・・・・

実習生の 「０」 を 「１」 にするということ

初めての経験は，一生忘れません．

彼らが立派に成長したとき，はじめての実習で
ご指導いただいた経験が思い出せるように・・・・・ 74


