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Pharm.DとenPharm.D

Pharm.Dのお話をする際に混乱する人も
いるため、最初にお伝えすべきことはカナダの
Pharm.DプログラムとアメリカのPharm.Dプ
ログラムとは異なるという点です。世間でいわ
れているPharm.Dはほとんどがアメリカの学
位のことで、2～4年の学部課程（化学、数学、
生物学、人文科学等）を経て専門課程である
薬学部の4年間を修了した時点で得られるの
がPharm.Dという学位になります。Pharm.D
を得ることで初めて薬剤師として勤務でき、そ
の後専門性をさらに高める目的として、任意で
行う1～2年間のレジデンシープログラムや1
年間のフェローシッププログラムが実施されて
います。
カナダの場合は、1～2年の間に必修科（課）
目を取得後に4年間の薬学部を修了した時
点では、Pharm.DではなくBScPharmacy
（Bachelor of Science Pharmacy）という
学士号が与えられるため、この時点で薬剤師
はPharm.Dの学位を取得しておりません。カ
ナダのPharm.Dは、薬剤師の資格をすでに
取得した者が任意で受験できる大学院の博
士課程として位置づけられており、博士課程
の中でも、学問的な（academic）学位ではな
く、専門的および職業的な（professional）学
位として区別されています。薬剤師資格を得る
前にPharm.Dを取得できるアメリカと、薬剤師
資格を得てからPharm.Dの学位を取得するカ
ナダとを区別するために、アメリカのPharm.
Dを“entry- level Pharm.D（入門レベル；
enPharm.D）”と呼ぶこともあるようです。レベ
ルに差があるにしても、今後日本で6年制の薬

レジデンシープログラム

レジデンシープログラムは、世界各国で導入
されているプログラムなのでなじみがあると思い
ますが、主にカナダ（今回の例はブリティッシュ
コロンビア州）で行われているプログラムは、学
部を卒業後1年間の臨床実習をメインとする卒
後臨床プログラムです。その領域は様々で、病
院（病棟）や薬局、在宅や老人介護施設、外
来診療、マネジドケア組織（Managed Care 
Organization＊1）など多岐にわたります。卒後
間もない薬剤師レベルから急速に成長させるこ
とで、どのような現場においても専門性とリーダ
ーシップを発揮できる能力を身につけさせるこ
とを目的としています。その内容は、薬剤管理
指導業務にとどまらず、他の医療従事者との協
力関係の構築や教育方法、治療や薬剤情報等
の常時アップデート方法まで幅広く学ぶことが

学部を卒業した段階がアメリカのPharm.D、さ
らに大学院の臨床薬学博士課程に進んだ場
合がカナダのPharm.Dに近い形になるかもし
れません。

Doctor of Pharmacy program
（薬学博士課程）

Pharm.Dとは、Doctor of Pharmacy（薬学
博士課程）の略で、2年間のプログラム（8カ月
間の講義と12カ月間の実務実習）で構成され
ています。博士課程への進学に実務経験が含
まれるため、ほとんどの生徒が卒後に1年間レ
ジデンシープログラムを経験してから大学に戻
って進学しているようです。レジデンシーによる
現場での経験が糧となっているのでしょう。
博士課程の講義では、生物医科学や薬科

学、臨床科学の分野における専門知識や技術
を習得し、さらに実務実習と
研究を重ねることで、根拠に
基づいた薬物治療の実施を
教育しています。実務実習の
最重点項目は薬物療法学と
病態生理学で、その他にも薬
物動態学や臨床試験、統計
学、薬局経営、免疫病理学な
ども学ぶことができます。学ぶ
だけでなく、教育する立場とし
ての教育も受けます。大人数
を前に話をする講義やグルー
プディスカッションの誘導役等
を行っています。日本と違い、
現場で教育者を育てるしくみ
が確立しているのも特徴です。

海外の薬剤師の臨床学位であるPharm.D（ファームディ）という言葉を聞い
たことがある人も多いかと思いますが、国によってその学位の位置づけは異な
るようです。最近は、日本の6年制プログラムを卒業する学士に対してPharm.
Dの学位を与えようという声も出ているようですが、その質および内容は本当
に海外のものと対等であると保証できるのでしょうか？ 
また、日本においても病院などでレジデント制度がすでに確立していますが、
制度や内容、期間等も病院によって様 で々す。カナダでも同様に病院や施設によっ
て内容等も多少異なりますが、その実施領域は日本と異なり、病院に限らず多
岐に渡ります。また、プログラム自体を施設ではなく大学が提供し、各領域に薬
剤師を派遣している点も日本のものとは異なります。
各国がそれぞれ同じようなプログラムや学位の名称を用いているので、海外

の薬剤師たちとの話し合いの中で内容が食い違ってきた経験などはありませんか？
今回は、その違いなどに焦点を当てながら、カナダでは卒後どのような臨床

教育を行っているのかをご紹介したいと思います。
卒後臨床教育を受けている薬剤師たち（左がShirleyシェ
リー：レジデンシープログラムを受講、右がVictoriaビクト
リア：Pharm.Dプログラムを受講、中央が筆者）
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カナダの卒後臨床教育第11回

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・リクルーターとして勤務している。
 Contact：saya_0726@yahoo.co.jp

Reporter  五味さやか（明治薬科大学卒業）

薬学・薬剤師を知る旅 カナダ体験レポート
好奇心が原動力！

レジデンシープログラムの一つであるポスタープレゼンテーショ
ン（クロストリジウム・ディフィシレ感染症治療に対する臨床薬
学介入に対する評価）
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できます。
レジデンシープログラムでは、薬学の全般的
な能力を向上させ、様々な疾患領域における
最適な薬物治療を実施する能力を習得させる
ものです。適切な問題解決に必要な相当の知
識を得ることで問題解決手法を洗練し、専門家
としての価値観や態度を高めて臨床判断能力
を養うことができます。
アメリカの場合はその後2年目のレジデンシー

プログラム（Postgraduate year two; PGY2）
があり、特定の疾患領域（クリニカルケア、DI、
高齢者医療、がん、薬局経営、プライマリケア
等）におけるより深い知識や能力、態度を身に
つけさせるものです。1年目に身につけた知識
や経験を基盤とし、より複雑な症例における臨
床判断力に磨きをかけます。

＊1： 米国等で使用されているヘルスケアの用語
の一つで、HMO（Heal th Maintenance 
Organization）やPPO（Preferred Provider 

Organization）等のマネジドケア型健康保険
プランの総称のこと。マネジドケアとは、医療
の質を確保しながら，不必要な医療コストを抑
制することを目的とするヘルスケアの手法のこと。

レジデンシープログラムのカリキュラム

研修項目と研修期間は表1に示す通りです。
最も多い病棟研修の中では、薬物療法、集中
治療、循環器疾患、外来診療に最低限関わる
ことが原則とされており、それ以外にも感染症
や救命救急医療、腎臓疾患、血液透析、高齢
者・介護医療、手術、小児疾患、腫瘍、白血
病、臓器移植、肝炎、HIV、神経・精神疾患、
緩和ケア、リハビリなどに関わることも求められ
ます。また、学術教育プログラムの一環として、
Pharm.Dプログラム同様に、薬剤師や他の医
療従事者を教育する時間も設けられています。
これらの内容はあくまで基本的な項目で、研修
を行う病院の特徴に応じて研修内容や週数も

多少異なります。
海外では、日本と違って学問的（Academic）

ではなく専門的および職業的（Professional）な
薬剤師を育成してきた歴史があります。ここでは
細かなカリキュラム等を紹介することはできません
でしたが、その教育の質と内容は長い年月を経
て築き上げられたものなのでしょう。日本も6年
制になり一期生が5年目に突入し、その成果が
問われる時期がやって参りますが、まだまだどこ
の大学も手探り状態のように感じます。
筆者が個人的に海外の臨床教育の在り方とし

て魅力に感じる部分は、教育者を育成するため
の教育を現場で導入していることです。日本でも
優秀な薬剤師は多くいますが、教育の面で優秀
であるとは限りません。指導薬剤師の教育が導
入され、6年制の実務実習における指導にあた
りましたが、まだまだその層は薄く、経験としても
少ないように感じます。臨床教育の過程で教育
者の育成を行い、若い薬剤師たちを現場の薬
剤師たち（プリセプター；指導薬剤師）が教育す
るシステムが、日本では確立していないのではな
いでしょうか。6年制のカリキュラムを今後再検討
していく上で、これらの点が考慮されることを願
っています。

【参考になるホームページ】
1） UBC Pharmaceutical Sciencesのホームペ
ージ　http://www.pharmacy.ubc.ca/pro-
grams/degree-programs/PharmD

2） Lower Mainland Pharmacy Servicesが提供す
るPharmacy Practice Residency Programの
ホームページ
http://www.vhpharmsci.com/residency/
LMPS_Pharmacy_Practice_Residency_Pro-
gram/home.html

項　　目 週　数
プログラムオリエンテーション Program Orientation １
臨床オリエンテーション Clinical Orientation １
病棟研修 Direct Patient Care (DPC) Rotations 24
医薬品情報 Drug Information １
毒物学 Toxicology １
外来診療 Ambulatory Care ３
医薬品流通，薬物分布 Drug Distribution ４
研究 Research Project ６
薬物管理 Medication Use Management ２
薬物動態学 Pharmacokinetics 0.5
実証的薬物治療 Evidence-Based Pharmacotherapy 1.5
医薬品の安全性 Medication Safety １
完全静脈注射 TPN Clinical １
カンファレンス Conference １
休暇 Vacation ２

表1　レジデンシープログラムのカリキュラム

薬剤師ボランティアの数は全部で20名、
都市部の選手村とウィスラー（Whistler）と
呼ばれる都市部から2時間ほど離れたスキー
場近くの選手村とに分かれて勤務を行いま
した。どちらの選手村にも他職種の医療従
事者（医師、歯科医師、検眼士、看護師、
薬剤師、理学療法師、整体師（カイロプラク
ター等））が集まるクリニックがあり、それぞ
れのボランティアが協力しながら選手たちの
ケアを行っていました。勤務は8時間シフトで、
他国の選手や職員たちの常用薬をカナダの
薬と適合させて調剤したり、冬の時期という
こともあり風邪関連薬や抗生物質の調剤が
多かったようです。
ボランティアなので給料は出ませんが、代

わりにスポンサーのひとつであるマクドナルド
で無料で食事ができたり、ちょっとしたお買
い物ができたそうです。選手村にある郵便
局からポストカードが出せたので、彼女から
“選手村”と記載されたはがきを1枚送っても
らいました。待合室にはオリンピック専用の
テレビが設置されていて、待っている患者さ
んやボランティアたちがそのテレビをいつで
も閲覧できるようになっていました。
このような国際的なイベントに関われたこ
と自体すばらしい思い出となり、またボラン
ティアで訪れた医療従事者のバックグラウン
ドは幅広く、医療者としてだけでなく文化交
流ができたことで得られたものは多かったと
話してくれました。

今回インタビューを行ったレジデント経験者の一人であるシェリー（25歳）は、
今年の2月にバンクーバーで開催された冬季オリンピックで薬剤師としてのボ
ランティアを自ら志願し、ダウンタウン（都市部）にある選手村のクリニックで
多くのオリンピック選手たちと関わりながらケアをしていたそうです。実際にど
のようなことをしていたのかご紹介したいと思います。
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Sayaリポーターに聞いてみよう！

ボランティアの
医療スタッフたちと

アメリカのフィギュアスケーター（ミシェル・クワン
Michelle Kwan）と
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