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薬学教育者ワークショッププログラムの改訂



今日のお話

学習成果基盤型教育（ＯＢＥ）

１ 実務実習ガイドライン概要

２ 目標 パフォーマンス

３ ガイドラインで例示された評価方法

ルーブリックとポートフォリオ

４ 方略見直し
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4

「薬学実務実習に関する連絡会議」の動き

●第７回連絡会議（平成28年11月30日（水）於：文部科学省内会議室）
【出席者】全構成団体代表者
【議 題】１．改訂版モデル・コアカリキュラムに準拠した実務実習の実施に向けた取組

①各団体からの報告
②実務実習の評価の観点の例示について
③来年度以降に向けた取組について

２．その他

◆ 改訂コアカリに基づく実務実習は４期制で実施する
◆ 実習の順序は、薬局→病院の順を原則とする
◆ 平成31年の実習開始時期は平成31年2月25日とし、
具体的な日程は調整機構において決定する

◆ 実務実習の評価の観点を例示
◆「実務実習実施計画書」の記載事項を例示

※ 連絡会議資料は文科省HPから参照くださいhttp://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/058/index.htm )



大学が主導する実務実習指導体制・指導内容の充実が必要！

【委 員】

➡平成27年 2月「薬学実務実習に関するガイドライン」
➡平成28年11月「実務実習評価の観点、実施計画書の記載事項

の例示」

薬学実務実習に関する連絡会議

＜六者懇・構成機関・組織＞（２名）
・文部科学省（高等教育局医学教育課）
・厚生労働省（医薬食品局総務課）
・一般社団法人日本病院薬剤師会
・公益社団法人日本薬剤師会
・国公立薬学部長（科長・学長）会議
・社団法人日本私立薬科大学協会

＜その他＞（１名）
・全国薬科大学長・薬学部長会議
・公益社団法人日本薬学会薬学教育委員会
・一般社団法人薬学教育協議会
・公益社団法人日本薬剤師研修センター
・特定非営利活動法人薬学共用試験センター
・一般社団法人薬学教育評価機構
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病院における望ましい実務実習の内容（例示）

大学・病院・薬局が連携した実務実習指導

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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〇 実務実習では、実践的な臨床対応能力を身につける
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。

〇 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。

• 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病院・薬局が連携した一貫性のある実習

実務実習の在り方・目標
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（実施計画書）の準備は急務実務実習実施計画書（実施計画書）の準備は急務

薬局実習 病院実習大学での臨床準備教
育

★大学が実習施設に提示する事項（例示）
1.実習生に関する情報
2.大学における教育内容の概略
3.薬局・病院の実習情報と実習内容の分担案
4.学生評価方法
5.大学・薬局・病院間での連携事項とその情報共有方法
6.大学・実習生からの要望
7.その他

◎大学と実習施設が連携して実施計画書を作成
⇒個々の実習生についての具体的な実習計画と情報共有

★薬局・病院が大学に提示する事項（例示）
1.薬局＆病院毎の実習内容とスケジュール（「代表的な疾患」対応を含

む）
2.実習指導体制
3.施設独自の実習内容とその評価法
4.その他

実習内容作成には
事前協議が必須
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今日のお話

学習成果基盤型教育（ＯＢＥ）

１ 実務実習ガイドライン概要

２ 目標 パフォーマンス

３ ガイドラインで例示された評価方法

ルーブリックとポートフォリオ

４ 方略見直し

9



– 歩幅とハードル間隔の関係を説明できる（知識）

– 理想のフォームを説明できる（知識）

– 垂直に50cm飛べる（技能）

– 水平に100cm飛べる（技能）

– 安定した着地ができる（技能）

– 失敗しても再びチャレンジできる（態度）

プロセス基盤型では・・・・・

学習者の能力

解
釈

ハードルを華麗に
飛べる能力はあ
るのだろうか・・・

バラバラのことを評価さ
れる→求められている

バラバラのことしかやろ
うとしない。



バラバラのことを評価される→
求められているバラバラのこと

しかやろうとしない。

プロセス基盤型では・・・・・

これら、全部ができて
も、服薬指導という手
段を用いて実際に行
いたいこと＝患者の
安全確保とQOL向上

に貢献できる能力が
身についているかは、

わからない。

・評価の観点・基準が不
明確
・学生に改善すべき点が
伝わらない



これまで
SBOs 薬局実習116項目，病院実習108項目を評価

→平均するなどして、各大学が各大学で判断し、何割かを評価に組み込んでいる
。

例：服薬指導関連
16項目

4 3 2 1
すばらしい 大丈夫 もう少し がんばれ

薬剤師と同レベル
学習者としては合
格のレベルに達し
ている

合格するには、いく
つかの補足点があ
る

基本すら身に付いて
いない

これまでのSBOsの評価



概略評価10項目 ＋ 実務実習記録による評価6項目

例：服薬指導関連 1項目

4 3 2 1
薬剤師のロールモ
デルの標準的パ

フォーマンス

11週目頃にに示し
て欲しい標準的パ
フォーマンス

8週目程度までに示
して欲しい標準的パ
フォーマンス

4週目程度までに示
して欲しい標準的パ
フォーマンス

観点 アウトカム

・レベル０：これまでの評価のレベル1の基本すら身についていない
⇒これは、評価できない、もしくは、評価する機会を与えていない。

・レベル１：1か月程度で示せるようになってほしい標準的なパフォーマンスレベル。
・レベル４：学生が目指すべきロールモデルのレベルとし、4までの到達を求めてはいない。

OBEでの評価の目安



これから具体的に
準備しなければならないこと

○ 実習期や実習順、それにあわせた施設の

割り振りの実施。

○ ＯＢＥの考えを取り入れた新しい評価。

○ その評価を活用する実習方略。

○ 学生情報を共有する「実務実習実施計画書」。
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今までと実習そのものが大きく変わるわけではない。
変わるのは、実習の重点（参加・体験型、代表的な疾患・・・）

と評価方法（概略評価で成長を評価・・・）



今日のお話

学習成果基盤型教育（ＯＢＥ）

１ 実務実習ガイドライン概要

２ 目標 パフォーマンス

３ ガイドラインで例示された評価方法

ルーブリックとポートフォリオ

４ 方略見直し
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新しい実習生評価の準備

毎日どのＳＢＯを実施するのか計画し、
そのＳＢＯを実際にどの程度学習したか評価し、

すべてのＳＢＯｓを修得できたか確認する。

目標とする能力のどの段階まで達しているのか
実習生・指導者・教員等が総合的に評価しながら、
目標の合格域まで到達するにはあと何が必要かを考える。

目標の合格域まで到達した学生は、
よりレベルの高い目標修得を目指す。

実習生の総合的な能力を評価するためには、
大学・病院･薬局で連携して使用できる具体的な評価ツールが必要。

評価の観点の見直し

ＯＢＥ：大学･病院･薬局
で連携した評価

現在の実務
実習の評価
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改訂モデル・コアカリキュラム 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
【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】

（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】

17

概略評価

（ルーブリック
を意識）

実務実習記録

による評価
（ポートフォリオ

を意識）



改訂モデル・コアカリキュラム 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
【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】
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概略評価

（ルーブリック
を意識）



新しい実習生評価の例示

実習生の薬剤師としての実践的な臨床能力を

定期的に「概略評価」して 実習生の成長度を評価

「概略評価表」を、例示を参考に作成して、
定期的（２～4週間）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。
＜概略評価を行なう領域（例示）＞

（１） 薬学臨床の基礎（臨床における心構え）
（２） 処方箋に基づく調剤
（３） 薬物療法の実践

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。
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パフォーマンスの評価：技能、態度の
評価を応用できないか。(評定尺度）

問題点
１）パフォーマンスは質的評価。無理して数
量化（点数化）しない。

（広がりと深さ⇒段階として表示）
２）数値で評価された学生の気持ち。
「2」だったら何？、「3」の方がいいな。

できる できない

４ ３ ２ １

パフォーマンスの評価方法
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【②臨床における心構え】〔Ａ（１）、（２）参照〕

SBOｓ
大
学

薬
局

病
院

大学 薬局 病院 観点 アウトカム 第 4 段階 第 3 段階 第 2 段階 第 1 段階

888 1

前）医療の担い手が守るべ
き倫理規範や法令について
討議する。（態度）

◎

889 2

前）患者・生活者中心の医
療の視点から患者・生活者
の個人情報や自己決定権
に配慮すべき個々の対応が
できる。（態度）

◎

890 3

前）患者・生活者の健康の
回復と維持、生活の質の向
上に薬剤師が積極的に貢
献することの重要性を討議
する。（態度） ◎

・患者・生活者の生
活習慣の悪い事例
を題材に、健康の回
復と維持、生活の質
の向上に、薬剤師が
どのように関わるこ
とができるかを議論
し、要点を整理する。

891 4

医療の担い手が守るべき倫
理規範を遵守し、ふさわしい
態度で行動する。（態度）

◎ ◎

892 5

患者・生活者の基本的権
利、自己決定権について配
慮する。（態度）

◎ ◎

893 6

薬学的管理を実施する際
に、インフォームド・コンセン
トを得ることができる。（態

◎ ◎

894

7 職務上知り得た情報につい
て守秘義務を遵守する。
（態度）

◎ ◎

実施内容（例示） 概略評価表（例示）

・患者及び医療従事
者の倫理問題を含
む事例を題材に、ど
のような行動をとる
べきか、薬剤師の果
たすべき責任につい
て議論し、要点を整
理する。

－

・病院、薬局実習を通して患
者、来局者、施設スタッフ、地
域関係者等と関わり、医療人
としての倫理観をもって相応し
い態度でそれぞれの立場に対
応・配慮して行動する。
（指導者は実習生の成長に応
じ、随時形成的評価を行い、
フィードバックを行うこと。）

生命の尊厳
と薬剤師の
社会的使命
及び社会的
責任

生命の尊厳
と薬剤師の
社会的使命
を自覚し、
倫理的行動
をする。
医療関係法
規を遵守し
て、薬剤師
としての責
任を自覚す
る。

豊かな人間性と
生命の尊厳につ
いての深い認識
を持ち、薬剤師
の社会的使命を
意識し、責任を果
たす。
日々の業務を常
に省察し、さらな
る患者ケアの向
上に向けた自己
啓発を行うと共
に、後進の指導
を行う。

患者・生活者に
寄り添い、患者・
生活者の利益と
安全を最優先し
て、患者の自己
決定をサポートす
る。
医療の中で薬剤
師に求められる
責任を自覚し、自
らを律して行動す
る。

患者・生活者に
寄り添い、患者・
生活者の利益と
安全を最優先す
る。
日常の学びを振
り返り記録し、省
察する。
医療に従事する
者として、自らの
体調管理に努め
る。

生命の尊厳、他
者の人権につい
て、真摯に議論
する。
薬剤師としての義
務及び法令を遵
守する。
患者・生活者のプ
ライバシーを保護
する。
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【②医薬品情報の収集と活用】〔Ｅ３（１）参照〕

観点 アウトカム 第 4 段階 第 3 段階 第 2 段階 第 1 段階

医薬品情報
の収集と評
価・活用

薬物療法の評価
等に必要な情報に
ついて、最も適切
な情報源を効果的
に利用し、情報を
収集すると共に、
得た情報及び情
報源を批判的に評
価し、効果的に活
用する。

調査の目的に合わせ
て、最も適切な情報源
を効果的に利用し、情
報を収集する。得た情
報及び情報源を批判
的に評価し、活用す
る。
不足する情報につい
ては、常に新たな情報
を収集・整理し、エビ
デンスを創出するよう
努力する。
医薬品情報の取扱い
や評価について、後
進の指導を行う。

調査の目的に合わせ
て、一次資料（原著論
文）も含めた適切な情
報源を利用し、調査を
実践する。
得た情報を量的、質
的に評価し、提供す
る。
患者啓発や医療の質
向上に寄与する情報
を主体的に作成・発信
する意識を持つ。

調査の目的を明確に
し、基本的な情報源に
加え、複数の情報源を
利用して調査を実践
する。
得た情報の評価を常
に行い、情報提供者
のニーズを踏まえて、
患者や医療スタッフに
提供する。

薬物療法の評価等に
必要な基本的な情報
源である医薬品添付
文書、インタビュー
フォーム、診療ガイド
ラインなどを確認し、
情報収集する。得た
情報の評価を行う。

概略評価表 「例示」

＜評価段階（例示）＞ （段階内でも具体的な成長度合いを評価）

4段階 ： 第1段階 実際に患者・来局者の対応ができる。
第3段階 医療現場で働く基礎が身についた。
第4段階 薬剤師としての使命を実現できる。



概略評価（ルーブリック）の利点

１．評価が見える

⇒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。

２．自分を評価する

⇒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。自己評価と自己改善

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。
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ルーブリック ： 場面は文脈的

• 現実に即した、運不運のある課題

• 責任ある主観（間主観性）で判断。公正性は担保

–患者さんの服薬指導

–下級生の実習指導

などのパフォーマンス評価

現実から切り離された客観的で平等な試験

–客観的臨床能力試験－ＯＳＣＥ

–大学入試センター試験

–薬剤師国家試験
24



平等：公正さを推進させるために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が同じ時。

公正：公正さは人々を同じ機会へのアクセシビリティを確保すること。個人
それぞれの差異や来歴は、何らかの機会への参加に対し障壁となる
ことがある。

http://buzzap.jp/news/20141111-equity-vs-equality/から引用





新しい実習生評価の例示

実習生の薬剤師としての実践的な臨床能力を

定期的に「概略評価」して 実習生の成長度を評価

●実習で使用する概略評価に至る「大学での学習」の
概略評価は大学が実習前に責任をもって行う。

●概略評価は、実習の指導者が「責任ある主観」で評価を
行うことで、実習生の成長を評価するものである。

●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する。

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必要がある。

27



改訂モデル・コアカリキュラム 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
【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】

（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】

28

概略評価

（ルーブリック
を意識）

実務実習記録

による評価
（ポートフォリオ

を意識



改訂モデル・コアカリキュラム Ｆ：薬学臨床

（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】

29

実務実習記録

による評価
（ポートフォリオ

を意識



新しい実習生評価の準備

臨床現場での課題解決能力の成長を評価する

「実務実習記録」による評価

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領域の実習では、実際に対応する患者・
来局者から病状・生活・心理・・・など総合的な情報を収集し、
解析して、その患者・来局者のために何ができるかを考える。
⇒ その考え実行した過程を整理し記録したレポートから

実習生のどんな能力が伸び、また不足していたかを
実習生と一緒に評価する。

＜実務実習記録による評価を行う領域（例示）＞
（４） チーム医療への参画
（５） 地域の保健・医療・福祉への参画

30



紙ばさみ
建築家などがもつ作品集を意味する。
バラバラの情報を一元化する（その概念）。
⇒価値が生じる。

学習や仕事のプロセス全体が時系列で俯瞰して
見えるため、数値化できないその人の評価を可能
とする。
⇒ポートフォリオとは、未来をひらく目的のため

に実績歴、活動歴、目標到達への軌跡などを
一元化したファイル。

ポートフォリオとは

31

「これまで」を見ると「これから」が見えてくる



新しい実習生評価の準備

臨床現場での課題解決能力の成長を評価する

「実務実習記録」による評価

＜実務実習記録の内容（例示）＞
● 実習年月日 ● 実習場所とスケジュール
● 体験した疾患・活動
● 実習で深めることのできた能力
● 実習で不足していると感じた能力
● 今後の実習にむけての感想 等

＜「代表的な疾患」について＞
「代表的な疾患」についても実務実習記録への記録から
指導者と振り返りを行い、疾患への理解度の成長を評価。

チーム医療・在宅支援・セルフメディケーションなどの領域は、
継続的に何度も体験することを その度 整理して記録する必要がある。
災害対策など特別な活動・業務は、活動等を通して考えたり、
自分で調べた内容などを中心に記録をまとめる。 32



新しい実習生評価の例示
実習生の実務実習での成長度合を評価する「評価方法」の例示

【①医療機関におけるチーム医療】

大
学

薬
局

病
院

大学 薬局 病院 観点 アウトカム 第 4 段階 第 3 段階 第 2 段階 第 1 段階

SBOs1026 1
前）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。

◎

SBOs1027 2
前）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。

◎

SBOs1028 3
前）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。

◎

SBOs1029 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）

◎

SBOs1030 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）

◎

SBOs1031 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）

◎

SBOs1032 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）

◎

SBOs1033 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）

◎

SBOs1034 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】

大
学

薬
局

病
院

大学 薬局 病院 観点 アウトカム 第 4 段階 第 3 段階 第 2 段階 第 1 段階

SBOs1035 1
前）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。

◎

SBOs1036 2
前）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）

◎

SBOs1037 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）

◎ ○

・処方せん調剤における医療機関と薬
局との連携を体験する。
・合同で開催される研修会やイベント
を体験する。

・入院時処方や退院時処方を通して、患
者情報の伝達を行う。

SBOs1038 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）

◎

・地域包括センターや保健所等を通し
て地域で連携して行われている　医
療、介護、福祉の実際を確認するとと
もに、できるだけ実際の活動を体験す
る。

実施内容（例示） 概略評価表（例示）

実施内容（例示） 概略評価表（例示）

実務実習記録による評価

－

実務実習記録による評価

・地域医療におけるチーム医療の実践事例を
基に、地域の薬剤師の役割とチーム構成員の
役割を議論し、要点を整理する。
・議論の後に、地域における薬薬連携の構成
員としての現役薬剤師の事例解説講義を聴
く。

・カンファレンス、種々の医療チームの活
動への参加等、他の医療スタッフとの連
携を体験する。
・「代表的な疾患」を有する入院患者の
薬物治療に継続的に関わり、患者に関
する情報の収集と伝達、治療計画の考
察、治療効果および副作用の評価等他
の医療スタッフとの協働を、継続した複
数の病棟活動の中で体験する。

・チーム医療の実践事例を基に、薬剤師の役
割とチーム構成員の役割を議論し、要点を整
理する。
・議論の後に、多様な医療チームの構成員と
しての現役薬剤師の事例解説講義を聴く。
・事例の分析と討議を通じ、患者中心の医療
において、正解を求めるのではなく、何が適切
かを考える視点を醸成する。

－

（3）薬物療法の実践

GIO

【①患者情報の把握】

大
学

薬
局

病
院

大学 薬局 病院 観点 アウトカム 第 4 段階 第 3 段階 第 2 段階 第 1 段階

SBOs986 1 前）基本的な医療用語、略語の意味を説明できる。 ◎

SBOs987 2

前）患者および種々の情報源（診療録、薬歴・指導
記録、看護記録、お薬手帳、持参薬等）から、薬物
療法に必要な情報を収集できる。（技能・態度）〔Ｅ
３（２）①参照〕

◎

SBOs988 3
前）身体所見の観察・測定（フィジカルアセスメント）
の目的と得られた所見の薬学的管理への活用につ
いて説明できる。

◎

SBOs989 4
前）基本的な身体所見を観察・測定し、評価でき
る。（知識・技能）

◎

SBOs990 5
基本的な医療用語、略語を適切に使用できる。（知
識・態度）

△ ◎

SBOs991 6

患者・来局者および種々の情報源（診療録、薬歴・
指導記録、看護記録、お薬手帳、持参薬等）から、
薬物療法に必要な情報を収集できる。（技能・態
度）

◎ ◎

SBOs992 7
患者の身体所見を薬学的管理に活かすことができ
る。（技能・態度）

○ ◎

【②医薬品情報の収集と活用】〔Ｅ３（１）参照〕

大
学

薬
局

病
院

大学 薬局 病院 観点 アウトカム 第 4 段階 第 3 段階 第 2 段階 第 1 段階

SBOs993 1
前）薬物療法に必要な医薬品情報を収集・整理・加
工できる。（知識・技能）

◎

・薬物療法に必要な医薬品情報を収集するた
めの情報源と得られる医薬品情報の特徴を振
り返るために、医薬品とその対象疾患を指定
し、主な三次資料、二次資料、一次資料を入
手し、それぞれの情報源の違いを振り返る。
・学習した新医薬品について批判的な視点か
らの紹介文書を作成する。

SBOs994 2
施設内において使用できる医薬品の情報源を把握
し、利用することができる。（知識・技能）

◎ ◎

SBOs995 3
薬物療法に対する問い合わせに対し、根拠に基づ
いた報告書を作成できる。（知識・技能）

◎ ◎

SBOs996 4
医療スタッフおよび患者のニーズに合った医薬品
情報提供を体験する。（知識・態度）

○ ◎

SBOs997 5
安全で有効な薬物療法に必要な医薬品情報の評
価、加工を体験する。（知識・技能）

◎ ◎

SBOs998 6
緊急安全性情報、安全性速報、不良品回収、製造
中止などの緊急情報を施設内で適切に取扱うこと
ができる。（知識・態度）

◎ ◎

実施内容（例示） 概略評価表（例示）

薬物療法の評
価等に必要な
情報について、
最も適切な情
報源を効果的
に利用し、情報
を収集すると共
に、得た情報
及び情報源を
批判的に評価
し、効果的に活
用する。

調査の目的に合わ
せて、最も適切な情
報源を効果的に利用
し、情報を収集する。
得た情報及び情報
源を批判的に評価
し、活用する。
不足する情報につい
ては、常に新たな情
報を収集・整理し、エ
ビデンスを創出する
よう努力する。
医薬品情報の取扱
いや評価について、
後進の指導を行う。

調査の目的に合わ
せて、一次資料（原
著論文）も含めた適
切な情報源を利用
し、調査を実践する。
得た情報を量的、質
的に評価し、提供す
る。
患者啓発や医療の
質向上に寄与する情
報を主体的に作成・
発信する意識を持
つ。

実施内容（例示） 概略評価表（例示）

薬物療法の評価等
に必要な基本的な情
報源である医薬品添
付文書、インタビュー
フォーム、診療ガイド
ラインなどを確認し、
情報収集する。得た
情報の評価を行う。

患者に安全・最適な薬物療法を提供するために、適切に患者情報を収集した上で、状態を正しく評価し、適切な医薬品情報を基に、個々の患者に適した薬物療法を提案・実施・評価できる能力を修得する。

・処方せん調剤、在宅医療、一般用医
薬品販売などにおいて患者や来局者
個々の情報を的確に収集・整理し、薬
物療法全般に活かす体験をする。
・問診や得られる検査値等から患者
の状態を把握し適切な薬物的管理を
考察する。
＜ＳＢＯ９５２～９５８と連携＞

・調剤、医薬品管理、病棟業務などにお
いて医療に必要な情報を的確に収集し、
薬学的管理、薬物治療に活用する。
・病棟業務の一環として、診療録や病棟
カンファレンス等を通した医療スタッフと
の情報共有から適切な患者情報の収集
を体験する。
・診療情報や患者の訴えを、副作用や薬
効と関連づけて考察する。
＜ＳＢＯ９５２～９５８と連携＞

調査の目的を明確に
し、基本的な情報源
に加え、複数の情報
源を利用して調査を
実践する。
得た情報の評価を常
に行い、情報提供者
のニーズを踏まえ
て、患者や医療ス
タッフに提供する。

他職種との情報共有
の機会(回診、カン
ファランスなど）に積
極的に参加し、情報
の発信と共有によ
り、患者情報の精度
を高め、より多面的
かつ正確に患者状
態を把握する。

既存の患者情報か
ら、必要性を的確に
判断して、自ら医療
面談や身体所見を得
るための観察・測定
等を実施し、全ての
患者情報を収集・評
価し、患者の状態を
把握する。

患者情報の各種媒
体（診療録、薬歴・指
導記録、看護記録、
検査記録、お薬手帳
など）から薬物治療
に必要な情報を収集
し、評価する。

－

・施設での医薬品関連情報の情報源
と収集方法を理解し、実際の患者、来
局者、施設スタッフに適切な医薬品情
報を作成して提供する。
・新薬や薬効別、後発品などの薬局で
役に立つ医薬品情報をまとめる。
・医師からの問い合わせに適切な医
薬品情報を作成して提供する。
＜ＳＢＯ９２４、９５３～９５７、９９１、９９
２実習時に並行して実施＞

・施設での医薬品関連情報の情報源と
収集方法を理解し、収集した情報を評
価・加工して適切な情報を患者、医療ス
タッフ等に提供する。
・医薬品情報室や病棟での実習の中で、
種々の情報源を用いて、院内外の問い
合わせに適切に対応する。（医薬品情報
室での実習は病棟実習に先行して行
う。）
＜ＳＢＯ９２４、９５３～９５７、９９１、９９２
実習時に並行して実施＞

・「代表的な疾患」の事例に基づき、患者情報
の情報源から、薬物療法の評価に必要な情
報を収集する。
・上記の事例を組み込んだシミュレーターもしく
はシミュレーション教材を利用し、身体所見の
観察とフィジカルアセスメントを行う。
・上記事例から得られた身体所見と患者情報
源から得られた情報から、患者の現在の状況
を評価する。

・施設内で汎用される医療用語や略語を確認・理解する。

－

患者情報の把
握

患者情報を適
切に収集・評
価・共有し、患
者状態を正確
に把握して、薬
物療法に活か
す。

医薬品情報の
収集と評価・活
用

把握した患者情報
を、患者の環境、状
態、必要性に応じ
て、医薬品の効果や
副作用のモニタリン
グに活用し、継続的
に収集・整理・把握
し、薬物療法の評価
に活かす。

概略評価

実務実習記録
による評価
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今日のお話

学習成果基盤型教育（ＯＢＥ）

１ 実務実習ガイドライン概要

２ 目標 パフォーマンス

３ ガイドラインで例示された評価方法

ルーブリックとポートフォリオ

４ 方略見直し
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「状況の中で学び方を理解する」

自分がすでに持っているパフォーマンスを外
界に対して総合的に適用しながら、より高い
パフォーマンスを自分で獲得していくこと。

推論・吟味などの思考(Critical Thinking)や
問題解決型学習に通じるもの
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実習成果発表会での出来事

耳鼻科 内科 精神科

２）11週通じて、3名以下でした。

１）100人以上服薬指導を行いました！

実習生！
あなたの処方箋よ。

難しいから
無理よ！
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代表的な疾患を、
ある程度適正な比率で、

体験する必要がある



行動が変わる まとめ

患者さんとの接点を早めに、計画的に

そして、接点ができたら…

○数をこなすのではなく、1人の患者さんとの機会

を大切に

○調剤ばっかり？⇒処方意図、監査とのつながりは？

○Ｄｏ処方で人数が目標？ ⇒患者さんの思いは？

○ベッドサイドでの薬物療法の実践？

⇒入院から退院までのお付き合い
37



連絡会議のWebサイト
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/058/index.htm
もしくは、文部科学省のトップページで、「薬学連絡会議」で検索。
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是非、ガイドラインをご覧ください。

その上で、内容を良く理解いただき、

平成３１年からの実習に向けて、大学・病院・

薬局の連携により、改訂モデル・コアカリキュラムに対応

した実務実習にむけた準備を進めていただきますよう

お願いします。

実務実習に関するガイドライン



ご清聴、ありがとうございました。

ロールモデル

魅力的な環境

6年制卒業生

アウトカムの木
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