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 金沢大学における6年制薬局実習は，地域
薬局と契約後に地域薬局から委託される形 

で学生全員がまずアカンサス薬局(薬剤師の
卒前卒後教育を主目的としたNPO法人運営
の保険薬局，認定実務実習指導薬剤師の大
学教員も常駐)で4週間（薬局実習Ⅰ），その後
委託元の地域薬局で個別に7週間（薬局実習
Ⅱ）の実習を行い，薬局実習ⅠとⅡで全ての 

目的 
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実務実習モデル・コアカリキュラム（コアカリ）
を網羅する多施設型薬局実習を石川県薬剤 

師会と連携し実施した（Fig. 1, 2）． 

 全実習終了後，「学生－指導薬剤師(薬局・
病院)－大学教員」合同のワークショップ(WS)

形式による情報交換会を開催，そこで抽出さ
れた実習での問題点から，今後の薬局実習
に向けた改善策を検討した． 

2 



薬局実習Ⅰでは保険調剤に関する項目の習得を，薬局
実習Ⅱでは保険調剤を含む全ての項目の習得を目指し
た．そのため各実習が担当するコアカリをFig. 2のように
割り振った． 

 

5年次生38名の学生を9グループに分類した．学生は 

1グループずつ薬局実習Ⅰに（Group 3-1～3-3の合計 

3グループ），次にこの3グループは第Ⅰ期の実習期間
中に薬局実習Ⅱに臨んだ．第Ⅱ期および第Ⅲ期につい
ても同様に行った（Fig. 3）． 

金沢大学における薬局実習の方法 
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『大学－アカンサス薬局－地域薬局間』の連絡・連携 

では，以下のツールあるいは機会を活用した． 
 

 

・学生   学生担当教員間： 面談，メール，アカンサス 

  ポータル（Fig. 4） 
 

・学生   アカンサス薬局・地域薬局間： ポートフォリオ 

  （Fig. 5） 
 

・研究室教員   学生担当教員間： 薬局訪問報告書 

  （Fig. 6） 
・アカンサス薬局   地域薬局間： 薬局間連絡用紙 

  （Fig. 7），報告会Ⅰ（Fig. 8）での情報交換 
 

 

・主に学生担当教員   地域薬局間： 訪問，報告会Ⅰ 

  およびⅡ（Fig. 8）での情報交換 
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【Fig. 1】 金沢大学における多施設型薬局実習 

             の考え方 

地域薬局 
（薬局実習Ⅱ； 7週間） 

11週間 

アカンサス薬局 
（薬局実習Ⅰ；  
4週間） 

実習の責任者： 地域薬局の 
            認定実務実習指導薬剤師 

“1薬局完結型” 
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【Fig. 2】 薬局実習ⅠおよびⅡが担当するコアカリ 

P100番台･･･薬局アイテムと管理 
（P102，P103･･･薬局製剤，漢方製剤を除く） 
 

P200番台･･･情報のアクセスと活用 
 

P300番台･･･薬局調剤を実践する 
 

P400番台･･･薬局カウンターで学ぶ 
 

P500番台･･･地域で活躍する薬剤師 
 

P600番台･･･薬局業務を総合的に学ぶ 

薬
局
実
習 薬

局
実
習 

Ⅰ 

Ⅱ 



   薬局実習Ⅰ（アカンサス薬局にて）    薬局実習Ⅱ（地域薬局にて）    病院実習（金沢大学附属病院にて） 

 月 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 
 日（月曜日）   5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 

Group 1-1（5名）                                                                                                           

Group 1-2（4名）                                                                                                           

Group 1-3（4名）                                                                                                           

Group 2-1（5名）                                                                                                           

Group 2-2（4名）                                                                                                           

Group 2-3（4名）                                                                                                           

Group 3-1（4名）                                                                                                           

Group 3-2（4名）                                                                                                           

Group 3-3（4名）                                                                                                           

7 
【Fig. 3】 実習スケジュール 

第Ⅰ期（H22.5.17～7.30） 第Ⅱ期（H22.9.6～11.19） 第Ⅲ期（H23.1.11～3.25） 

学生担当教員（医療系教員）が地域薬局に訪問 学生の所属研究室の教員が地域薬局に訪問 

学生が薬局実習Ⅰ初日に地域薬局に訪問，挨拶 

薬局実習Ⅰ報告会（報告会Ⅰ）の開催 薬局実習Ⅱ報告会（報告会Ⅱ）の開催 

 

学生と学生担当教員（医療系教員）との面談 

（学生） 

（教員） 

（報告会） 
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【Fig. 4】 アカンサスポータル （金沢大学電子連絡システム） 

学生は自己評価結果 

をポータルにアップ 

→ 学生担当教員が 

コアカリ達成の進捗度 

を確認 

学生は週報をポータル 

にアップ → 学生担当 

教員が実習状況を確認 

学生担当教員が実習 

状況や進捗度を確認し 

コメントを入力 → 学生 

が確認 



【Fig. 5】 ポートフォリオ（抜粋） 

毎週末に到達度を3段階 

で評価．併せて学生の 

自己評価結果（赤字）と 

突合する 

各週の予定を記入する欄 
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【Fig. 6】 薬局訪問報告書 

      （研究室教員 → 学生担当教員） 
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地域薬局での実習 

が問題なく行えるか 

という視点で，朝の 

出席状況や実習態 

度，学生の精神状態 

等について，指導 

薬剤師および学生 

から研究室教員が 

聞き取りを行い，学生 

担当教員に報告する 



【Fig. 7】 薬局間連絡用紙 

      （アカンサス薬局 → 地域薬局） 

4週間の評価 

結果 

フリーコメント 
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【Fig. 8】 薬局実習ⅠおよびⅡにおける課題内容 
          と報告会ⅠおよびⅡでの発表内容 
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報
告
会 

Ⅰ 

報
告
会 

Ⅱ 

薬局実習Ⅰ 
 ・処方解析 & 服薬指導結果の記録作成（1例） 
 ・疾患とその治療薬に関する 
              患者向けポスターの作成 
 
薬局実習Ⅱ 
 ・教員を模擬患者とした処方せん調剤と 
           服薬指導の試験（実習最終週） 
 ・処方解析 & 服薬指導結果の記録作成（3例） 



実習終了後のアンケート結果 
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アカンサス薬局を活用する実習について （36薬局中，34薬局回答） 

1. アカンサス薬局と地域 
    薬局のグループ実習の 
    意図を理解している 

2. この仕組みはよいと 
    思う 

3. アカンサス薬局から 
    地域薬局の実習がス 
    ムーズに進行した 

とてもそう思う 大体そう思う 少しそう思う ちっともそう思わない 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

2

3

アカンサス薬局を活用する実習に関する自由回答（抜粋） 
・全て地域薬局で実習するより，アカンサス薬局である程度実習してくるので，スムーズに実習が 

 できたと思う． 

・初めての長期実習でしたが，アカンサス薬局での実習の様子を確認しながら自分の指導の参考 

 にできたので，とてもやりやすかった．他大学の生徒を受け入れた薬局の指導薬剤師の話を聞き 

 ましたが，アカンサス→地域薬局のスタイルはとても良いと感じました． 

・服薬指導はやりっぱなしではなく，同じ患者に複数回指導することで，前回の指導により患者の 

 問題点がどのように改善方向に向かっているか否かを確認・評価し，自分の指導内容を見直す 

 こと，責任を持つことが最も大切と考えます．その為には，7週間は短すぎます．足りない． 

（指導薬剤師から） 



実習終了後のアンケート結果 
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アカンサス薬局を活用する実習について （38名中，27名回答） 

1. なぜアカンサス薬局と 
    地域薬局の実習がある 
    かを理解している 

2. この仕組みはよいと 
    思う 

3. アカンサス薬局から 
    地域薬局の実習がス 
    ムーズに進行した 

とてもそう思う 大体そう思う 少しそう思う ちっともそう思わない 

アカンサス薬局を活用する実習に関する自由回答（抜粋） 
・最初は地域薬局で１１週やった方が，薬局内の器具の使い方なども慣れるのでいいかなと思った 

 が，実際には，アカンサスと地域薬局との違いを比較できたり，アカンサス薬局で基礎を学んで， 

 地域薬局で実践というように区切ることが出来たのでよかった． 

・初めて臨床の場に立つ際に，同じ学校の友達がいるということは，大変心強かった． 

・地域薬局は薬局によってどうしても特色が異なるため，学べる内容が異なってくる．そのため，アカ 

 ンサスで統一された実習を行うことで，実習生の知識・技能 の差がつくのを補える．また，アカンサ 

 スで一通りの調剤業務に慣れることができるため，スムーズに地域薬局実習に入ることができる． 

 ただ，アカンサス薬局実習と市中薬局実習が間をあけずに行うことができたらもっとよかった． 

（学生から） 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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情報交換会の討議参加者は5年次生14名、指導薬剤
師11名（薬局8名（アカンサス薬局薬剤師を含む），病院 

3名），大学教員3名であり，参加者を各者混成の3つの
グループに分けた．問題点抽出はグループごとにKJ法
を用いたSmall Group Discussion（SGD）にて行い，そ
の後，全体討議を行った．タスクフォースは，SGDでは
討議参加者以外の大学教員が，全体討議では薬剤師
会実務実習委員会委員でもある薬局指導薬剤師が担
当した． 

SGDでのプロダクト（島の名札）ならびに全体討議内容 

から，薬局実習での問題点に対する改善策を考察した． 

WS形式情報交換会の実施方法 
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タスクフォース1名（大学教員） 
 

学生（病院 → 薬局）     2名 

学生（薬局 → 病院）     3名 

薬局薬剤師           2名 

病院薬剤師           1名 

大学教員・薬局薬剤師   1名 

タスクフォース1名（大学教員） 
 

学生（病院 → 薬局）     2名 

学生（薬局 → 病院）     2名 

薬局薬剤師           3名 

病院薬剤師           1名 

大学教員                       1名 

タスクフォース1名（大学教員） 
 

学生（病院 → 薬局）     1名 

学生（薬局 → 病院）     4名 

薬局薬剤師           3名 

病院薬剤師           1名 

大学教員                       1名 

グループ 

開会の挨拶，趣旨説明 （5分） 
 

KJ法の解説 （10分） 
 

SGD （70分） 
  『実務実習で感じた問題点』 
 

発表 （4分/グループ×3） 
 

全体討議 （18分） 
 

講評 （5分） 
 

閉会の挨拶 （3分） 

A 

グ
ル
ー
プ 

B 

グ
ル
ー
プ 

C 

グ
ル
ー
プ 

プログラム 
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SGD結果 
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・ 他大学との実習時期の違いによる混乱 

・ 学生にとって非効率的なスケジュール 

・ 施設間の連携不足（病院－薬局，薬局－薬局）（アカンサス薬局－地域薬局含む） 
・ 全てのSBOを全ての学生に平等に行う困難さ 

・ 指導薬剤師からの実習への説明やフィードバック不足 

・ 指導者側の実習への理解や認識不足 

・ 評価基準が不明確 

・ 大学の学生への説明不足 

・ ポートフォリオの意義が不明 

・ 学生の実習態度の問題 

・ 薬局実習Ⅱで症例報告は少しやりにくい．病院やアカンサスでやったし････． 

  先輩ら（院生）のようにテーマを決めての研究はどうか？（孤独なカード） 
・ ポートフォリオ，アカンサスポータルが使いにくい 

・ 現実に合わないSBOがある 

・ タイミングの差（1期～3期ごとで） 
・ 各薬局の立地，業務内容，規模etcによる実習内容の差 

・ 実習にさける時間に限りがある（時間不足） 
・ 薬局実習Ⅱの実習先が住まいから遠い人がいた．（孤独なカード） 
・ 病院実習で救急部を見学したが、救急の現場に薬剤師はいなかった．緊急の場合に 

  薬剤師の出る幕はあるのかと疑問に感じた．（孤独なカード） 

島の名札 Aグループ 
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・ 学生の主体性が不足（指導者の意見） 
・ もっと学びたかった（学生の意見） 
・ 学生－教員間における情報交換の問題 

・ 指導者－学生間における実習内容の見直し 

・ 実習の発表形式が良く伝わっていない 

・ 他の実習施設との情報交換不足（指導者間） 
・ アカンサスポータルのシステムの問題 

・  教育の内容の見直し 

・ 「教育」と「業務」との兼ね合い 

・ 施設の問題 

・ 人員の問題 

・ どのような学生が育っているか，社会への説明が不十分．（孤独なカード） 
・ 製薬会社の方々の認識が低い（6年制は実習をしているだけでしょう）． 

  （孤独なカード） 
・ 学生のインシデントをどう防ぐか（孤独なカード） 

Bグループ 

相反する意見 

島の名札 
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・ スケジュールが原因となって生じる不具合 

・ 実習期間が適切ではない（主に短い） 
・ 学生の積極性不足（指導者の意見） 
・ ほったらかし（学生の意見） 
・ 施設間または指導薬剤師による実習内容の違い 

・ 評価のばらつき（評価基準が不明確） 
・ 学生のニーズと現実のずれ 

・ 実情と合わないSBOの存在 

・ 日報・週報のシステムが煩雑 

・ 事前学習の到達度にばらつきがある 

・ 学生のコミュニケーション能力の不足 

島の名札 Cグループ 

島と島との関連づけについては，いずれのグループ 

も文殊カードに込めた思いが強く，その語るところを 

聞き，志を同じくするものを集めるだけで時間超過!! 

そのため時間内では，島と島との関連づけは，ほと 

んどできなかった． 

相反する意見 

白熱したSGD 
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討議で最も多かった意見は，各者が実習中に感じていた，あるいは言えな 

かったことに関するものであった．〔（実習中，学生は忙しい時に指導薬剤師 

に声をかけづらいと感じていたが，それが指導薬剤師には消極的と映って 

いた．一方，忙しい時に学生が自習できるような指示が指導薬剤師からなく， 

あるいは指示があってもそれに対するフィードバックがなかったので，学生 

はほったらかしにされたと感じていた．）（学生の理解度に差があるので， 

薬局－病院の指導薬剤師間で，実習前に 

情報共有を図りたかった．）等〕 
アカンサスポータルが連携ツールとして十分 

に活用されていなかったことが，討議で明らか 

になった． 

多施設型薬局実習については，スケジュール 

の組み方に見直しの必要があるなどの意見が 

出たが，多施設型薬局実習そのものや実施 

方法に問題があるとの意見はなかった． 

“本音トーク”の 総合討議 

総合討議での主な内容 



考察 
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 今回行った情報交換会は，SGD，総合討議とも
に学生や指導薬剤師，大学教員から忌憚のない
意見が多数飛出し，笑いもある活発な会となった． 

 プロダクト，およびSGDや全体討議での討議内
容から様々な問題点が抽出されたが，それら多く
の問題点の“根っこ”は，各者間でのコミュニケー
ション不足と考えられた．この対応策として，学生
－指導薬剤師，学生－学生担当教員，指導薬剤
師－学生担当教員，学生同士，病院－薬局それ 

ぞれの間で，適切なタイミング，かつ容易にコミュ 
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ニケーションが図れれば，多くの問題が解決に近
づくのではないかと考えられた．連携ツールとして
用いたアカンサスポータルは，実習用に特化した
システムではなく機能・運用が限定的であり，使
いにくかったとの意見が実習終了後に行っていた
アンケート（以下，アンケート）にて指摘されていた．
そのため，使いにくさも相まってか十分に活用さ
れておらず，コミュニケーションを円滑に図るため
の要とはならなかった．したがって，少なくとも学
生，指導薬剤師，学生担当教員の三者が適切な
タイミング，かつ容易にコミュニケーションをとるこ
とができるシステムが必要であると考えられた． 
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 金沢大学が実施したアカンサス薬局を活用する
多施設型薬局実習については，実習スケジュー
ルの組み方に見直しが必要など，いくつか改善に
向けた意見はあったが，多施設型薬局実習その
ものや実施方法に問題があるとの意見はなく，本
方式はアンケート結果同様，指導薬剤師ならびに
学生から高い評価が得られていることが再確認
できた．  

 また，今回のWS形式情報交換会では，上述の
ように問題点を“楽しく”抽出でき，それらについて
本音での討議ができたことから，今後も定期的な
WS形式情報交換会の開催が有用と考えられた． 



アカンサス薬局 operated by NPO HEART since 2003 

薬局長     荒井國三（金沢大学教授） 
管理薬剤師  神田哲雄（NPO法人職員， 
            認定実務実習指導薬剤師） 
薬剤師     大栁賀津夫（金沢大学講師， 
            認定実務実習指導薬剤師） 
薬剤師     永長智愛（金沢大学技術職員） 
薬剤師     山島 糸（NPO法人職員） 
事務員       2名 

・立地，店舗面積   金沢大学附属病院前，約30坪 

・開局時間    平日9:00～18:00，土曜日9:00～12:30 

・1日処方せん枚数   約45枚 

・主な受入医療機関  金沢大学附属病院，金沢市立病院，陽風園診療所 他 

・取り扱い品目数   医療用医薬品     約1400品目 

               一般用医薬品     約60品目 

               衛生材料        約60品目 

               高度管理医療機器  2品目 
               食品・サプリメント   約20品目 

薬剤師の卒前卒後教育を主目的としたNPO法人運営の保険薬局 
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