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Part  1  |  キー・メッセージ   
  

薬剤師実務、薬科学、そして教育は未だかつてない世界的な変化を経験している。医療サービス提供者

として、又、科学者として、薬剤師の広げられた新しい役割は次第に受け入れられ評価されてきている。

世界中の薬剤師は必要不可欠な薬の専門知識を共同医療チームに薬剤の処方のために提供し、そし

て利益・リスク、潜在的な医薬品の有害な相互作用など重要な医薬品情報を他の医療提供者へ供給し

ている。マラリア・結核・ＨＩＶ/ＡＩＤＳのような感染症や、糖尿病・高血圧や癌などの非伝染性疾病に対す

る治療薬はかつてないほど複雑になっているのだ。 

  

より良い医療効果のためのニーズに基づく教育法 

人々の医療に対するニーズや国の重点分野と薬学教育の結びつきを強調し、FIP はニーズに基づく教

育法の一貫した使用を推奨する。ＦＩＰ教育イニシアチブ（FIPEd）は、全ての国々が、全ての利害関係者

同士による思慮深く客観的な対話を通して、この問題を分析することを奨励する。 

FIPEd 開発チームによる「ニーズに基づく教育」モデルは、地域社会の掲げられた医療ニーズを満たす

ため、薬学教育はその地域で究明され、社会的な説明義務を負い、国際的な関連を持ち、質保証される

べきであると表現している。 

この取組みをサポートするため、FIP により調整可能な質保証フレームワークが開発され、認可されてい

る。更に幾つかの国々で、早期の専門職能開発と薬剤従事人員の初期教育のためのその国特有のニ

ーズを解析するため、FIP 国際コンピテンシー・フレームワーク（GbCF v1）が適合、導入されている。 

 

説明義務と教育 

専門医療従事者の社会的な説明義務への課題に対する高まる注目は、薬学も例外ではない。高質な

薬学教育システムとその提供は全ての国の人々と各国の医療に対する重点分野を支える。高等教育機

関は社会的に説明義務を負い、薬学教育は医療のニーズに結びついた専門的なコンピテンシーの明確

な記述に基づき、効果的で質保証されたシステムにより提供されることを、市民社会は要求すべきであ

る。 

先進国のオピニオン・リーダーと政府は、より良い医療と薬学的公衆衛生で先導することのできる薬学

教育を要請している。これは治療効果の説明義務を前提とし、オーダーメイド医療・情報システム・チー

ムでの患者の治療における未来の革新へ薬学生が準備をすることの出来る専門的なカリキュラムを意

味する。その一方で、後進国は患者中心のカリキュラムや変化し続ける医療環境に合い、必須医薬品

への普遍的なアクセスを達成する薬剤師実務に焦点を当てた公衆衛生の開発に対するサポートを求め

ている。 

 

キャパシティーと構造基盤における課題 

各国で薬剤業務を提供するキャパシティーは、適格で順応性があり有能な人材や、同じように総合的な

教職員（新就業時や上級レベルの両方で、十分な数の新登録薬剤師や他のサポートスタッフを養成しサ

ポートする）の確保に左右される。 



しかしこのレポートは、キャパシティーと構造基盤の両面において、薬学教育は各国・地域・WHO 地区間

でかなり開きがあり、概してその国の経済開発指標と相互関係があることを示している。経済指数が低

めの国・地域等は比較的教育能力と薬剤師の産出が低い傾向にある。社会と人口の薬学的医療ニー

ズを満たすためには、初期教育やトレーニングと関連したキャパシティー構築を確保する継続的な努力

が必要である。 

薬学生と若い薬剤師達も薬学教育の発展と転換において重要な役割を持っている―彼らの教育におけ

る経験は、質向上の実現においてますます大きな影響を与えるようになってきているからだ。しかしなが

ら、大学で教師となる薬剤師や実務における指導教官となる薬剤師の世界的な不足という問題は残った

ままである。大学と政策立案者は薬剤師をこれらの役割に引き付ける新しい方法を検討する必要がある。

そのためには明確なキャリアの道筋と全般的な学究人員、特に実務教員に向けた教育プログラムを作

ることが必要だ。 

現在働いている薬学従事人材への生涯教育と職能開発のより良い手段の開発にも焦点を当てる必要

がある。より良いトレーニングはより良い医療につながり、このトレーニングには助手として働く人々や介

護助手の監督とトレーニングを含めなければならない。しかし、これは未だ容認し難い政策の見落としと

なったままだ。 

医療に関する人的資源の計画を立てるため、又、薬と医療の専門知識への普遍的なアクセスを得るた

めに、薬学教育とそれに大きく影響する要因への理解は必要不可欠である。薬学教育を取り巻く課題へ

の持続可能な解決策を得るために、鍵となるパートナー（政府や国内外の薬学・薬剤師団体を含む）と

の協力が極めて重要である。 

  

    

  

  

  

  

  

  

     



  

  

  

Part  7  |  まとめ  
薬剤師の役割と責任は、この過去 20 年ほどで薬剤中心から患者中心のサービス提供へ変化してきた。

専門教育とトレーニングの創設は、科学と実務を促進させると同時に、医療専門職者にとって、治療効

果を向上させ、患者の生活の質を向上させ、人々が健康でいることを手助けするための能力を成長させ

るために鍵となる要素である。薬学において、時代に合った形の初期教育とトレーニングは、ますます多

岐に渡るようになった医療に対する国民の要望を満たすため、どの国においても専門職にとって不可欠

である。 

この 2013 FIPEd Global Education Report は 175,000 の薬学生と 2,500 の教育機関を代表する、世界中

の 109 の国又は地域に渡る現在の薬学そして/又は薬科学教育、そして労働人口状況を紹介している。 

2013 FIPEd 国際薬学教育調査のデータは、キャパシティーと構造基盤の両面において、薬学教育には

各国・WHO 地区間で大きな開きがあり、概してその国の人口数と経済開発指標と相互関係があることを

示している。経済指数が低めの国や地域等は比較的教育能力と薬剤師の産出が低い傾向にある。更に、

アフリカの国々は教育のキャパシティーと薬剤師の供給経路が少ない傾向にある。これは医療の専門

知識へのアクセスにおける未来の等価性と密接な関わりをもつ。人々の薬学的医療ニーズを満たすた

めには、初期教育とトレーニングと結びついたキャパシティー構築を確保する継続的な努力が必要であ

る。 

FIP 教育イニシアチブ（FIPEｄ）は、薬学と薬科学教育を向上させることを通して健康を向上させることに

取り組んでいる団体とリーダー達を一つにまとめるというミッションの基に、FIP により 2011 年に設立さ

れた。FIPEｄは現在と未来の世界中の医療ニーズを満たすことが出来るよう我々の幅広い職能を促進・

発展させるため、専門薬学、薬科学、薬学教育における質変換を伴う変化を促進するよう働きかけてい

る。 

薬学・薬科学教育の促進のためのイニシアチブの一部として、FIPEｄは核となる一連の行動コンピテンシ

ーを含む国際コンピテンシー・フレームワーク（GbCF Version1）を開発した。基礎レベルの実務（個人レ

ベルだけでなく上級レベルの業務への更なる発展）のための指針を示すスタート・ポイントとなるだろう。

しかしながら、これは全てに適合する「唯一」の国際的なカリキュラムとなることを示している訳ではない。 

14 のケース・スタディー（このレポート中パート 5）は薬学・薬科学教育において世界中で起こっている変

革の要約を提供した。特に患者中心のチームによる医療への偏移、又、患者・実務中心の学習の機会

を組み込んだ、臨床に焦点を当てた総合的なカリキュラムへの偏移が見受けられる。それにも関わらず、

未だ学術に従事する薬剤師や臨床における指導薬剤師の不足も見られる。大学や政策立案者は若い

薬剤師達をこれらの役割に引き付けるための、新しく創意に富む方法を検討する必要があるだろう。薬

学教育とその教育へ影響を及ぼす要因への理解は人的資源計画と薬への普遍的なアクセスを得るた

め必要不可欠である。政府や国内外の薬剤師・薬学機関を含む鍵となるパートナー達との協力は、薬学

教育を取り巻く問題への持続可能な解決策を得るために極めて重要である。 

FIPEｄは教育に対する国際的な理解への更なる進展に全力を傾けており、このレポートを読むだけでは

なく、全ての読者に国際的な FIPEｄのプラットフォームや実務のグループを通して、教育における課題に

取り組んだ経験やその政策にアクティブに参加し共有して欲しい。FIPEｄの開発チームはこれらの取り組

みにおいて、ニーズに基づく薬学教育のための企画や支援ツールを支持・促進することを目標としてい

る。これは学部教育に加えて、卒後教育を含む。 
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