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取 組 の 概 要 

「セルフメディケーションを実現する薬剤師」の育成に必要な能

力を体系的に育成する。この教育の最重要課題は問診力育成であり、

このための症例学習システムを開発する。さらに、ケース・スタデ

ィ教育手法・フィールド教育手法を取り入れ、これに必要となる教

材整備、及び評価基準を体系化する。これらの取組を通じ、医療費

の増大や医療サービスの格差という諸問題を抱える日本社会の安

全・安心基盤の構築に寄与していく。 

 

１．取組の実施状況等  

①取組の実施状況  

(１)取組の実施体制について 

 ＧＰ運営委員会、医療衛生薬学科演習 I-i（セルフメディケーション）関連 4 教室

検討会を中心に実施し、医療衛生薬学科の教育目標「疾病の予防・治療や健康維持の

ため、薬局又は薬事・衛生行政で活躍できる薬剤師の育成に重点を置く」を認識し、

セルフメディケーション教育の確立を目標とした。取組の重要ツールである「症例学

習システム」の構築は（株）シーイー・フォックス、ケース・スタディ教育用 e-ラー

ニング「東京薬科大学 OTC 医薬品講座」の構築は（株）ネットパイロティング、「ホ

ームページ」の開設は（株）創新社との協働で行った。ホームページでは、活動の紹

介とセルフメディケーションに関する情報発信を行うことにより、学生のセルフメデ

ィケーションに関する正しい認識との重要性を理解させることを目的とした。 

(２)取組の実施内容について 

教育課程の確立については、「セ

ルフメディケーション教育」の行

動目標として、①OTC薬の選択あ

るいは受診勧奨ができる、②症状

のメカニズムについて説明でき

る、③症状からOTC薬の選択がで

きる、④薬の作用メカニズムにつ

いて説明できる、⑤添付文書に基

づきOTC医薬品の服薬指導ができ

る、をあげ、これらの内容のうち

③、④、⑤を 3 年次に取り上げ、

①、②を中心に総合的な能力の育成とその評価を 4 年次で行った（図）。 
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3 年次のゼミナール（30 名）では、構築した e-ラーニング「東京薬科大学 OTC 医薬

品講座」を導入した。e-ラーニングのコンテンツは、添付文書の内容を中心にした医

薬品情報を理解し情報提供ができる能力を育成することを目標に構築されており、学

生がポイントを理解しやすいように工夫した。 

4 年次で行う医療衛生薬学科演習 I-i は 4 教室 11 名の教員が医療衛生学科学生 120

名を指導する。希望する 1/4 の学生が今回構築した「症例学習システム」を用いた。

これは本事業の根幹をなす新しい教育評価システムで、顧客の症状に基づく判断と指

導が的確にできる薬剤師を育成するために、学生の問診スキルを高めるツールであ

る。ⅰ)自由記述型問診による診断の決定、ⅱ)症状鑑別の妥当性の評価、が主な内容

となっており、これらについて評価基準を明確化できた。このシステムに基づく、正

誤の判定、示されたポイント、さらには履歴に基づくカウンセリングなどにより、セ

ルフメディケーションの指導において必須な疾病の種類の鑑別または受診勧奨の必

要性を判断できる能力の評価が可能となった。 

評価基準設定のために、各種疾病に関するガイドライン、症例、研究報告などに基づ

いた「症状評価票」構築し、これを評価基準データベースとした。評価基準データベ

ースに基づく問診項目の点数化が可能となり、これによるセルフメディケーション指

導能力の評価を行うことの有用性を各種症例について検証した。 

高校生への模擬授業において、「薬の正しい使用法」などを通じてセルフメディケー

ションの意義及び薬剤師の関わり方を指導した。学生には、まず小・中学校での薬教

育を体験させた。高校生には、大学主催の体験実習に組込んで実施する。 

ホームページ（HP）は、セルフメディケーション・ネット、セルフメディケーション

Pro.とリンクさせ、より豊富な情報を提供できた。HPに構築した“症例学習システム”

は、ID、PW 管理のもと、ゼミナールに参加した学生が自由に使用でき、自宅での課

題学習も可能となった。グループ学習においても、有効に活用できた。 

(３)社会への情報提供活動について 

・Webサイトの活用：ホームページ（HP）において、本取組の内容を「セルフメデ

ィケーション・薬剤師の関わり方」で紹介した。そのほか「薬剤師に必要な知識・情

報」「セルフメディケーション教育活動」など幅広い内容を掲載し、総合的にセルフ

メディケーションを理解し、役立てることのできるHPを構築した。 

・学会発表：セルフメディケーション学会（３報）、日本薬学会（３報）、日本薬剤

師学術大会（２報）において、本学のセルフメディケーション教育について報告し、

意見交換を行った。 

・講演会など：日本薬剤師学術大会、日本学校保健会講演会、健康運動指導士研修

会、学校薬剤師研修会などで、セルフメディケーション教育の重要性、本学の取組み

などを紹介した。 

・新聞・テレビなど：読売新聞（2011/02/10 と 2012/02/29）セルフメディケーシ

ョン教育に関する紙面対談（日本OTC医薬品協会会長、関谷アナ）、テレビ（サイエン

スチャンネル）、雑誌（テーミス、健、他）でセルフメディケーションの重要性を紹

介した。著書（日刊工業新聞社）でセルフメディケーションの基礎知識を記載した。
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②取組の成果  

 学生の学習過程を考慮し、3 年次で医薬品を中心にしたプログラム、4 年次で症状

から疾患・病状を推定するプログラムを行うこととし、それらに対応するシステムを

構築できたことが今回の最大の成果である。3 年次の e-ラーニングは、添付文書を中

心に医薬品の適用、注意事項、副作用を学ぶもので、OTC を取扱う場合の薬剤師の資

質の向上に有効であった（チェックテスト及びアンケートより）。4 年次において、症

例学習システムと e-ラーニングを組み合わせることにより、薬剤師養成プログラムに

必要な、患者の病状把握⇒適切な医薬品の選択

（または受診勧奨）⇒指導、助言、に至る教育課

程が明確になった。申請時に示した薬剤師の思考

プロセス(右図)を習得し、顧客から得た情報から

身体の状況を推論し、受診勧奨あるいは医薬品と

マッチングさせ、指導する能力を育成するスキルとして有用なシステムと考える。 

3 年次生の授業後のアンケートからは OTC 医薬品販売のための基礎知識の必要性を

強く感じたことがうかがわれた。（アンケートより：・OTC 薬販売の大変さと意義が理

解できた。・PC の教材が使いやすく、動画もたくさんあったので、とても理解しやす

くてよかった。・薬局薬剤師のイメージが少しわいた。・OTC 薬は同じようなものと安

易に考えていた。・OTC 薬を販売する時に、とても役に立つようなゼミだったので、受

講してよかったです。等）      演習前後アンケート（4 年次生） 

４年次生の授業前後で

のアンケート結果からは

薬剤師としての資質の向

上が認められた(表)。(ア

ンケートより：・OTC 薬に

対しての考え方が演習の

前後で変化しましたか？

(はい：85.7%)・システム

は学習ツールとして効果

はありますか？(非常にある･        実習後アンケート 

ある：89.3%）。改良点：・

いろいろ な質問が でき

るといい。・質問と回答

の内容の整理が必要。症

例を増やしてほしい。） 

 今回の このシス テム

の構築と運用の成果は、

担当 3 業者との連携に負

うところが大きい。本学の指導方針に沿って、e-ラーニングの構築、症例学習システ

ムの構築、その運用と情報の提供において多大な協力が得られた。今後ともこの事業

を発展させる条件は十分と考える。 
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③評価及び改善・充実への取組  

 今回の「症例学習システム」はこれまでの薬学で使用された学習システムとは異な

るため、多方面から意見を聴取した。 

 薬局薬剤師：まだこのレベルにいっていない薬剤師が多い。薬剤師に対してスキル

とともに必要性を理解させる取組みも必要。患者は必ずしもこのレベルの指導を望ん

でいないので、必要性を理解させる努力がいる。公開の場を予定しているか。 

 実務実習指導薬剤師：OTC医薬品販売に関する指導方法に困っている。教材として

利用しやすいものにできるか。コアカリキュラム比べてレベルが高い。 

 医師（ワークショップ開催）：このレベルの評価用DBでシステムを構築することに

ついての疑問が提起されたが、患者に対する医師と薬剤師の相談応需の役割区分を明

確に示すことで解決できた。薬剤師の思考回路を構築し、スキルアップするために興

味あるツールであるとの評価を得たので、疾患の種類、症例を増やす作業を進める。

 製薬企業関係者：製薬会社から提供されている膨大な情報をどう活用し、利用でき

るものにしていくか。スイッチOTC医薬品を増やすためには、このレベルが必要。 

 出版関係者：このレベルの指導内容を、書籍で行う可能性について考えたい。 

 セルフメディケーション推進協議会会員：セルフメディケーションの発展に興味あ

る活動。活動の紹介に協力する。 

 本学医療関係教員：使用言語の整理が必要。音声認識機能の導入は考えているか。

症例を増やすことが必要。 

学会などでの発表、意見交換からも、今回の取組みの意義を再認識することができ

た。大学関係者からは、臨床薬剤師教育、医療用医薬品を扱う薬剤師教育に比べて、

OTC 医薬品を扱う薬剤師教育のツールが少ないことが指摘され、薬局薬剤師からは再

教育ツールとしても興味を示された。製薬企業関係者からは、このレベルの教育が薬

剤師に実施されなければ、OTC（特にスイッチ OTC）医薬品の販売は拡大しないだろう

と危機感を持った意見も出された。 

本活動は「症例学習システム」の構築に時間を要した。今後、疾病の種類、症例の

数を増すことにより、使用価値が高まるものと考えている。本システムでは、評価用

DB は基本的に疾病のガイドラインに基づいて作成しており、ガイドラインの限界を指

摘する意見もある。さらに検討を進めるとともに、指導者が一時的に評価基準を変更

して実施することも可能とした。評価の基準に関しては、さらに実施例を増やし検証

を続けることが必要である。このシステムは Web 上で ID、PW 管理のもとオープンさ

れているが、今後の運用に関しては検討中である。 

e-ラーニングシステムは、現場の薬局薬剤師・登録販売者用の内容から学生教材用

に再構築したものであり、現場に対応したものに改訂することは可能である。大学の

ニーズを把握することにより充実できると考える。 

 Web 上での活動は、同じ系列で行っている約 30 のサイト（糖尿病サイト、セルフメ

ディケーション・ネットなど）と連携して進めることとなり、さらに充実したものに

なると考える。教材提供サイトの新たな構築を検討している。 

残念なのは、薬学 6 年制のスタート時期と重なり、カリキュラムの再構築などの余

裕がなく、当初の規模を拡大することができなかったことである。 
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④財政支援期間終了後の取組  

 医療衛生薬学科演習 I-i（セルフメディケーション：薬剤師の関わり）（4 年次医療

薬学科学生）は財政支援機関中に機材の充実が図られ、継続して実施される。内容は、

「一般用医薬品（OTC 医薬品）（漢方薬も含む）、保健機能を有する食品、健康状態を

知るための分析技術などの視点から、「セルフメディケーション」への薬剤師の関わ

り方についての知識・態度を習得する。」である。本システムを使用する部分に関し

ては、平成 24 年度は移行検討期間として、すべて昨年度（支援期間）と同様に運用

できることとした。来年以降については検討中である。 

3 学科制の本校で、この取組みを全学規模に広げるためには、カリキュラムの再編

成が必要なので、検討を依頼する。他大学へ向けての活動の紹介も行う。複数の大学

へ資料を送付している。 

活動の拡大を考え、e-ラーニングと症例学習システム及び Web サイトの運用に関し

て、大学、薬局、製薬企業を含む総合的なシステムの構築を検討している。今回の活

動の中で、各関係者からこうした活動に関する協力の意向をいただいており、実現へ

向けて活動を開始する。内容には、小・中・高校生、大学生、市民へのセルフメディ

ケーション教育が含まれる予定である。 

 Web サイトに関しては、すでに「くすり教育研究会」サイトの立ち上げを準備し、

教材の紹介・提供、情報の発信を始める。 

本取組みは現職の薬剤師に対しても必要、かつ有効的な教育プログラムであるの

で、本プログラムを卒後教育にも組み入れ、医薬業界の質的向上を図るための準備を

進める。そのため、本取組みを継続的に運営するにあたり、学内の予算措置とともに、

卒後教育との連携、新たな組織の立ち上げを検討している。    
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２．取組の全体像  

薬事法改正に対応した薬剤師養成プログラム（セルフメディケーションを実現でき

る薬剤師育成プログラムの開発）を目指して活動を進めた。その達成目標を表 1 に示

す（申請書より）。 

表 １ 育 成 する能 力 と達 成 目 標  

No 育 成 する能 力  達 成 目 標  

1 顧 客 の状 況 を理 解 する能 力  

顧客から、症状など必要な情報を得ることができる。  

症状から、病状を的確に把握できる。  

顧客の病歴を管理できる。  

2 
状 況 に応 じ、適 切 な医 薬 品

を選 定 する能 力  

症状のメカニズムについて説明できる。  
症状に関連した医薬品の作用メカニズムについて説明できる。  
症状より、OTC薬の選択あるいは受診勧告ができる。  

3 
薬 の知 識 を分 かりやすく 

伝 える能 力  

医薬品の選択理由が説明できる。  
OTC 薬の服薬指導ができる。  
副作用に関する情報を的確に説明できる。  

目標達成には教育システムの構築とその実行が不可欠である。 

教育システムとして、e-ラーニング「東京薬科大学 OTC 医薬品講座」「症例学習シ

ステム」を構築した。その実行に関して、本学で行った教育体系を示す（図-1）。3 年

次では主に医薬品に関する事項を学ぶことを目的としており、添付文書を中心に医薬

品の適用、注意事項、副作

用を学ぶもので、OTC を取扱

う場合の薬剤師の資質の向

上に有効であった。4 年次で

は、症例学習システムを用

いて、患者からの情報収集

と判断能力を育成すること

を目的とした。症例学習シ

ステムと e-ラーニングを組

み合わせることにより、薬

剤師養成プログラムに必要

な、患者の病状把握⇒適切  

な医薬品の選択（または受診           図-1 

勧奨）⇒指導、助言、に至る 

教育課程が明確になった。受講した学

生のアンケート結果からは、薬剤師と

しての資質の向上が認められた。 

今後この取組みを発展させるため

に、多方面からの情報収集と教材、Web

サイトの充実を図り、セルフメディケ

ーション教育の充実を目指す（図-2）。                    

図-2 
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