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薬学・薬剤師を知る旅
第9回

カナダ体験レポート

五味さやか（明治薬科大学卒業）

ごみ・さやか●2006年3月、明治薬科大学卒業。2006年
4月より日本調剤勤務。退社後、2007年からオーストラリア
へ移住。2008年4月に帰国し、同年7月よりカナダのエドモ
ントンで薬局のテクニシャンとして勤務。2009年9月に帰国
した後は、グローウェルホールディングス・ウエルシア関東
で薬剤師として勤務している。
Contact：saya̲0726@yahoo.co.jp

カナダで薬剤師になるには

「海外の薬剤師になってみたい…。でも一体どうすれば？」と一度
でも考えたことのある人は、意外に少なくないかもしれません。実際
に聞かれることの多い質問の一つでもあります。しかし、その答えを
得られないとなんだか難しい気がしてあきらめてしまう人もいたこと
でしょう。私もその一人です。学生時代に海外薬剤師を夢見たこと
もありましたが、再度大学に入りなおさなければならない、などの話
を聞いていたので、その年月と労力を考えてあきらめたこともありま
した。しかし、海外で薬剤師になる方法は、実際にはそれだけでは
ありませんでした。
では、どうすれば海外で薬剤師の免許を取得できるのか、どのよ
うな試験にパスする必要があるのか、日本の試験と比較してみましょう。
テクニシャンの友人と筆者の五味さやかさん

大学に通い直す必要はあるの？

えない場合は、公認翻訳者に翻訳を依頼し、弁

受けた薬学の知識が、カナダの薬学部で行って

護士や公証人によるサインや印鑑が必要になり

いる教育のレベルに達しているかどうかをみるた
めの試験です（表2）。選択マーク式の試験で、

大学に通い直す必要があるかどうかは国によ

ます。それぞれ各自で準備するものと、発行機関

って様々で、取得したい国で確認する必要があ

に直接郵送を依頼するものとがあり、時間もか

300問中60％以上（180問）の正答率で合格で

ります。アメリカは州によって様々ですが、カナダ

かることから十分に準備期間を設ける必要があ

きます。数学の試験も含まれているため、受験者

やオーストラリアの場合は全国共通して（カナダ

ります。

全員に関数電卓が配られます。

の場合はケベック州を除く）大学に行かずに、書

成績などの関係で要件を満たしていない場合

この試験に合格すると、残りの全ての資格試

類審査と試験に合格することで資格を得ること

は、その州が提供している研修等を受講する必

験に5年以内に合格しなければならない、という

ができるのです。薬剤師資格試験を受ける前に、

要があるようですので、大学でどのようなことを

制限が設けられます。

試験を受ける資格があるかどうかを審査する段

学んだか、またどの程度理解できているかが判

階があります。

断材料になるようです。大学の成績は卒業してか

どのくらいの語学力が求められるの？

カナダで薬剤師やテクニシャンの資格試験を

らも影響するのですね。

実施しているのはNPO法人のThe Pharmacy

語学力をはかるのに用いられている試験を表

どのような試験を受けるの？

Examining Board of Canada（PEBC）ですが、
それぞれ資格を与えるのは州政府なので、一度

書類審査を通ると、次に試験による審査が行

取得した資格が全国どこの州でも使える訳では

われます。これは資格試験とは異なり、他国で

ありません。それは、州によって法

PEBCが提供する試験に合格するこ
とによって一定の知識は保障されて
いるため、他の州に移る際は実務実
習期間や語学力、法律の知識など、
場合によっては追加で試験を行なう
ことで要件を満たせれば、その州で
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（Pharmacist Evaluating Examination）出題内容一覧
資格を取得することができるようです。 表2：審査試験

しかし、アメリカの場合は州によって
は大学に入り直したり、資格試験を
再度受験しなければならないことも
あります。

どんな書類で審査されるの？
審査の際に必要な書類は表1の
通りです。
日本の場合は、すべての書類が日
本語で記載されていることから、公
的機関で英語の書類を発行してもら
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スコア
分布

項目
生物医科学
[Biomedical Sciences]

詳細

（臨床）生化学／分子生物学
25％ ／栄養学／（病態）生理学／
解剖学／免疫学／微生物学

（生物）薬剤学／DDS／薬物
薬科学
35％ 動態学／薬理学／薬理遺伝学
[Pharmaceutical Sciences]
／毒物学／分析学／医化学
薬局実務
[Pharmacy Practice]

を受けたことのある人は、自分のスコアと比べて
TOEFLではスピーキングとライティングの最低

Birth Certiﬁcate

（薬剤師）免許証

られているIELTSなどが該当します。表3の試験
みてください。

律や医 療 制 度が 異なるためです。 表1：資格試験の申請に必要な書類一覧
出生証明書

3で示しました。これにTOEICは含まれず、日本

人にもなじみのあるTOEFLやイギリスなどで用い

30％ 薬物治療学／専門実技能力

行動･経営･社会薬学
薬局経営／マネジメント／ヘル
[Behavioral, Social, Admin- 10％ スケアシステム／医療経済／生
istrative Pharmacy science]
物統計学／疫学／生命倫理
※出題内容の詳細はインターネットで閲覧できます。
http://www.pebc.ca/EnglishGraphics/syllabus2010.pdf
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得点のみを記載しているのが特徴です。もちろん、
資格試験の最後にOSCE（オスキー）で口頭によ
る患者対応や疑義照会などを面接官に評価さ
れるため、スピーキング能力がなければ資格を
取得することはできませんが、受験する前提として、
スピーキング力とライティング力がいかに必要と
されているかをお分かりいただけたと思います。

実務実習（インターン）
資格試験を受ける前に、州ではそれぞれ実務
に関わる期間を申請要項の一つに含めていま
す。ただし期間は州によって様々で、ブリティッシ
ュコロンビア州では500時間、アルバータ州では
1000時間と期間に差があるようです。週に40時
間（8時間×5日）と考えると、最短でも3カ月強
〜6カ月強かかりますが、ブリティッシュコロンビ
ア州で薬剤師の資格を取得した日本人薬剤師
の話では、500時間では実務を学ぶ期間として

RT

Sayaリポーターに聞いてみよう！

Sayaリポーターに対して、自由に質問できるコーナーです。読者からの質問も受け付けますので、エドモントンの薬学生や薬剤師などに関す
る質問を自由に下記ホームページよりお寄せください。

【Sayaリポーターへの質問は、http://www.anycr.com/からお願いします。】

実際にどのような試験問題が出題されているか教えてください。
マーク形式の問題は、日本の国家試験と同様の問題を英語で表記したものに
なるので、日本の国家試験にはないオスキー（OSCE）の例題をひとつご紹介した
いと思います。
問題1（Patient Care）
モルヒネ（徐放製剤）を服用中の前立腺癌患者が痛みを訴えたため、モルヒ
ネの経口液剤が新たに追加された。患者の質問に対し7分間で回答せよ。
＜患者情報＞
テッド ポーターさん 男性（70歳）
アレルギー歴なし、前立腺癌（3年前に診断）
薬：① MSコンチン 30mg 1 回 1 錠 12 時間毎に服用（2カ月前に
処方開始）、②モルヒネ経口液剤1mg/mL 1回5mL 疼痛時4〜
6時間毎に服用（昨日追加処方）
このような情報が記載されており、部屋の中に入ると患者からの質問で試験が
開始されます。患者は特別に訓練を受けている模擬患者が行います。
「昨日モルヒネの経口液剤が追加されたが、錠剤と液剤をどのように飲んだらい
いのかと、併用した場合どうなるのかが分からない。服用方法と、他に知っておく
べきことがあれば教えてほしい」

は非常に短いとのことで、必要な期間以上に継

パート1

続してアルバイトやボランティア等で薬局に勤務
している受験者は多いようです。

前述の質問に対し、以下の内容が確認および指導されているかどうかを試験さ
れます。
1. MSコンチンを1日2回間違いなく服用できていること
2. MSコンチンを服用中にさらに痛みを感じていること
3. MSコンチンが長時間作用型で、経口液剤が短時間作用型で一時的な痛み
に用いられること
4. MSコンチンを中止させずに両方服用する必要があること
5. 服用方法（痛みがあるときに5mLずつ4〜6時間あけて服用。睡眠中に痛
みが出ないように寝る前に5mLずつ服用。）
6. 副作用発現の有無と補足情報（経口液剤を追加することで眠気や便秘が強
くなること、眠気は服用しているうちに弱まっていくこと、薬や食事よる便秘
の解消方法）
7. 他の鎮痛薬の使用有無と服用方法
8. 経口液剤を頻繁に服用したり、痛みが治まらない場合は医師に伝える必要
があること
以上の内容を、コミュニケーションスキルなども含めて総合的に評価されます。
このような問題を11〜12問行い合否を決定します。
※上記の問題は、公式HPで例題として記載されているものを和訳したものを使用しています。

〜12個であり、うち1個は筆記試験同様に今後

筆記試験

の出題問題等の参考にされるため、採点対象と

試験期間は日本同様に2日間で、それぞれ15

資格試験

ならない試験が含まれています。

分間の入場および説明の時間を含めて4時間ず

内容は、服用歴の確認や処方せん鑑査、薬

つで行われます。全部で300問出題され、そのう

剤に関連した問題の解決、服薬指導、フォロー

資格試験は2つのパートに分かれ、日本の国

ち200問が採点の対象となります。
（残りの100

アップ内容の考案などで、問題によっては一般

家試験のような選択マーク式の筆記試験とオス

問は今後の出題問題等の参考にされます）日本

用医薬品や医療機器の選択や推奨も含まれま

キー（OSCE; Objective Structured Clinical

のように何割以上正解すると合格、という正確な

す。ほとんどが患者や患者家族、医療従事者等

Examination−客観的臨床能力試験）とがあり

値は設けられておらず、毎回試験の難易度に応

との対話形式で行うものですが、一部医薬品情

ます。日本では、問題を持ち帰って自己採点をす

じて適当な合格ラインが定められているようです。

報（DI）の回答や処方せん内容に関する問題点

るのが一般的ですが、カナダでは持ち帰りや問

パート2 オスキー（OSCE）

等の指摘と推奨医薬品の提案など、回答用紙に

題の公表は厳重に禁じられているため、過去問
題集等で勉強することはできません。
資格試験は、両方の試験をそれぞれ3回まで

文章で記載するものも含まれます。
（表4）

受験することができますが、3回とも不合格にな

に記載されている課題を7分間以内で完結させ

ってしまうと資格を取得することができないという

る必要があります。4〜5個の部屋は休憩用に用

制限が設けられています。

いられているため、実際に問題に答えるのは11

表3：カナダのブリティッシュコロンビア州で用いられている英語検定試験概要
テスト

基本的な審査・試験項目と費用を表5に記載

筆記試験とは別の日程で1日で行われます。
16個の部屋が設置されてあり、それぞれの部屋

詳細

したので、参考にしてみてください。
［参考］
The Pharmacy Examining Board of Canada：
http://www.pebc.ca/

表4：資格試験（筆記試験及びオスキー）の出題内容

最低得点

出題内容

スコア分布

Patient Care

38%

Speaking

27/30

患者ケア

Internet-based Writing
test
Reading
（iBT）
Listening

25/30

他の医療従事者との協力とチームワーク Professional Collaboration and team work

7%

−

倫理的、合法的、専門的責任

Ethical, legal and professional responsibilities

10%

Total Score

Test of English as a
Foreign Language; Computer-based Speaking
test
TOEFL
Test of Spoken English
（CBT）
Total Score
Test of Written English

Paper-based test
Test of Spoken English
（PBT）
Total Score

−

ドラッグインフォメーション

Drug, therapeutic and practice information

6%

97/120

コミュニケーションと教育

Communication and education

20%

26/30

薬物分布

Drug distribution

16%

50/60

経営理念に関する理解

Understanding management principles

3%

237/300
５/６
50/60
580/677

Speaking

６/9

Writing
International English Language Test- Academic format Reading
ing System; IELTS
Listening

６/9

Overall Band Score

表5：諸費用
項目

費用（CA$１≒￥85）

書類審査

Pharmacist Document Evaluation

＄530

審査試験

Pharmacist Evaluating Examination

＄515

審査再試験

Re-scoring

＄75

６/9

資格試験 パート１
The Pharmacist Qualifying Examination 筆記試験（多項選択マーク式） Part I MCQ

６/9

筆記再試験

Re-scoring

７/9

資格試験 パート２
客観的臨床能力試験

The Pharmacist Qualifying Examination Part II OSCE

＄1520

客観的臨床能力再試験

Re-scoring

＄150

他の試験：Michigan English Language Assessment Battery（MELAB）
The Canadian Test of English for Scholars and Trainees（Can TEST）
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＄400
＄75
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