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The aim of this study was to investigate the effect of pharmaceutical communication skills training by subjective and 

objective evaluation. The subjects of this investigation were 209 students in the third grade of the School of 

Pharmaceutical Sciences, Showa University. The training took effect for three days（4 hours a day）. One of the 

objects of this training was acquirement of empathetic attitudes including active listening and empathetic understan-

ding. After the training the score of self-assessment of GIO and SBOs increased significantly．80.0％ of the students 

were judged as good in empathetic attitudes by objective evaluation. These results suggest that this training was 

effective to acquire empathetic attitudes for students．
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共感的態度を身につけることを目的とした
「コミュニケーション・服薬説明実習」の

主観的および客観的評価
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１．緒　言
　薬剤師は医薬品の安全性と有効性を確保
し、患者にとって適切なセルフ・ケアを進め
ることができる立場にある。薬剤師の持って
いる薬剤と治療についての知識を使って、患
者が薬物治療から得られる効果を最大のもの
にする必要があり、そのためには、患者自身
と、薬物治療に関する彼らのニーズを理解し
なければならない１）。
　薬物治療を妨げる要因の一つにノンコンプ
ライアンスがある。コンプライアンスは治療
の根幹であり、正しく服用することがその効
果・副作用の評価につながり、その結果が処
方へとフィードバックされる。Blackwell２）

は薬が効かない理由の一つとして、薬の飲み
忘れ、すなわちコンプライアンスの不良があ
ることを指摘している。我々は、先行研究に
おいて、降圧薬または高コレステロール血症
治療薬を長期に服用しているコンプライアン
ス不良患者に対する服薬説明が、患者の疑問
に答えるような情報提供だけでは患者のコン
プライアンスが上昇しないことを報告し、服
薬を妨げている根本原因を解決する必要性を
提唱している３）。ノンコンプライアンスは
医療者への不信感から生じることもあるた
め、患者にとってもその実態を医療者に話に
くい。したがって、薬剤師はノンコンプライ
アンスを引き起こす背後に隠れた気持ちを打
ち明けられる相手となり、薬物治療の問題点
を１つずつ解決することが必要である。その
ためにも、患者の話をよく聴き、患者に共感
的な態度で接するなど、良好なコミュケー
ションをとることが求められる。
　2002年８月に日本薬学会が示した「薬学教
育モデル・コアカリキュラム」では、教育の
柱の１つとしてヒューマニズムが挙げられ、
重ねてコミュニケーション教育の重要性も示
された。コミュニケーション教育に関する研
究は、他の職種が多くの先行研究を実施して
いる。医学教育では、斎藤らや小田らによっ

て医学部生を対象とした研究が報告されてい
る４）５）。看護教育においては、コミュニケー
ションスキルを導入した育成方法を模索して
いる６）７）８）９）。薬学教育においては、服薬
説明など医療面接場面を教育に導入した結果
の報告が多いが10）11）12）13）、コミュニケーショ
ンスキルを導入し、その効果を検討した報告
した少ない。平井らは、薬学部の３年次生を
対象に、楡木らが報告した積極的傾聴法14）

を取り入れたコミュニケーション実習を実施
して15）、学生に好感を持って受け入れられ
たことを報告している。昭和大学薬学部で
は、実務実習に行く前の実習として、薬学部
３年生および医療系大学院１年生を対象に、
コミュニケーションスキルとして傾聴・共感
など、基本的なカウンセリングの姿勢や技法
を取り入れた「コミュニケーション・服薬説
明実習」を実施してきている16）17）。しかし
ながら、実習の到達目標への到達度やその変
化、客観的評価への影響は検討されていな
い。
　本研究では、我々は本実習の効果を測定す
るため、実習実施前後に、学生による主観的
評価として自記式質問紙調査（アンケート）
を実施した。また、本実習後に行なわれた
OSCE（Objective Structural Clinical E�ami-（Objective Structural Clinical E�ami-Objective Structural Clinical E�ami-
nation）トライアルにおける服薬説明ステー
ションの評価結果の一部を客観的評価とし
た。これら主観的および客観的評価の結果か
ら「コミュニケーション・服薬説明実習」の
効果を分析した。

２．方　法
１）対　象

　昭和大学薬学部３年生（209名）を対象に
実習を行った。本研究のデザインをFig.１に
示す。
２）実習の時期と時間、および指導者

　グループごとに、１日４時間ずつ３日間を
１サイクルとして、2006年11月13日～12月８
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コミュニケーション実習で学んだ姿勢と習得
した技法、特に「共感的繰り返し」のスキル
を応用して服薬説明実習を行なった。ここで
は、初回面接および初回薬剤交付時（第２日
目）と２回目薬剤交付時（第３日目）の２場
面を設定した（Table３）。
　ロールプレイでは「事柄の明確化」や「共
感的繰り返し」技法を用いて患者役に接した
とき患者が心を開いて応答することを原則と
し、全員が少なくとも１回は体験できる様に
した。実習を通してワークやロールプレイ時
には、感想や意見を学生同士が自由にフィー
ドバックしあい、グループディスカッション

日に実施した。実習は、教員３～４名、およ
びTeaching Assistant（TA）として病院実
習を５週間経験した医療系大学院生４名が担
当した。
　一般目標（GIO：General Instructional 
Ob j e c t i v e s ）１項目、および到達目標

（SBOs：Specific Behavioral Objectives）９
項目をTable１に示す。
３）実習内容

　第１日目のコミュニケーション実習におけ
るワークでは、心に残った話をテーマにして
共感的繰り返しなど基本的なカウンセリング
の姿勢や技法を練習した（Table２）。次に

実習前：第１日目に実施

（1）学生による到達度の自己評価

実習後：第３日目に実施

2006年11月13日～12月8日

1 2 3 5 4 6 （サイクル）

2006年12月20日

コミュニケーション・服薬説明実習 OSCEトライアル

（2）学生による実習内容の適切さの評価
第３日目に実施

（3）OSCEによる客観的評価
OSCEトライアル時に実施

１サイクル=３日間 

Fig.１　本研究のデザイン

Table１　「コミュニケーション・服薬説明実習」のGIOおよびSBOs

GIO
将来、適正な薬物治療に参画して、患者の安全確保とQOL向上に貢献するために、患者との
コミュニケーションに必要な態度、技能、知識を身につける。

SBO１ 言語および非言語的コミュニケーションの方法を説明できる。

SBO２ コミュニケーションバリアー、ブロッキングの種類と対処方法について説明できる。

SBO３ 相手の心理状態を把握し、配慮することができる。

SBO４ 相手の持つ価値観が多様であることを認識し、柔軟に対応することができる。

SBO５ 患者接遇に際し、配慮しなければならない注意点を説明できる。

SBO６ 共感的態度で患者接遇ができる。

SBO７
初回インタビューや服薬説明を通して、患者の安全確保とQOL向上のための情報を収集する
ことができる。

SBO８ 患者が医薬品への不安や抵抗感を持つ理由を理解し、それを除く努力をすることができる。

SBO９ 患者背景に配慮した服薬説明ができる。
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した項目における現在の到達度について自己
評価を行った。実習実施後には、到達度の自
己評価とアンケート調査を実施した。それぞ
れの項目について、「とてもよくできる」を
５点、「よくできる」を４点、「できる」を３
点、「ある程度できる」を２点、「できない」
を１点とした。

（2 ）学生による実習内容の適切さの評価（無
記名）：実習第３日目に実施

　実習が、実習のGIOとSBOsに設定した項
目を達成するのに適切であったと思うかどう
かという観点から学生に評価してもらった。
評価は「非常に適切、適切、普通、不適切、
非常に不適切」の５段階とし、項目ごとに自
由記述欄を設けた。

（3 ）OSCEによる客観的評価：2006年12月20
日に実施

　２回目服薬説明場面を設定したOSCEトラ

できる環境をつくった。なお、ロールプレイ
で取り上げた疾患は、講義で学習ずみのもの
であり、ロールプレイの前に、病気や薬の知
識は学んでくることを課題とした。また、服
薬説明ロールプレイ時には、教員またはTA
がファシリテーターとなったが、患者の気持
ちに配慮した服薬説明を学生同士で学び合い
ながら作り上げていくことのできる環境にな
るよう、ファシリテーターは自分の意見を学
生に強要しないよう配慮した。尚、本実習で
説明した基本的なカウンセリングの姿勢・技
法はSAT法18）を参照に解説を作成した
（Appendix）。
４）評価内容

（1 ）学生による到達度の自己評価（記名
式）：実習第１日目および第３日目に実施

　実習の効果を測定する目的で、実習前に到
達目標を配布し、実習のGIOとSBOsに設定

Table２　「コミュニケーション実習」のプログラム

（1）導　入（本実習の目的の説明）
（2）講　義
　　　①コミュニケーション実習を実施する理由
　　　②ファーマシューティカル・コミュニケーションについて（スライド使用）
　　　③良いコミュニケーションの効果：信頼関係の構築、問題の把握と解決
　　　④質問のヒットゾーンについて
　　　⑤良いコミュニケーションの基本姿勢
（3）ワーク
　　　①共感的な態度で話を聴く体験
　　　　�共感的な態度と質問力をつけることを目的に、２人組での傾聴と質問のワークを実施した。
　　　　�これは、２人のうちの１人が興味を持って相手に２分間質問し、相手はそれに答える。質問し

た人は、相手の答えを共感的な態度で聴くことを体験する。その後、１分間フィードバック（感
想とアドバイス）を行う

　　　②共感力をつける非言語ワーク（ジェスチャーゲーム）
　　　　�感情を入れて表現しないと相手には通じないこと、また、ネガティブな感情は表現しにくいこ

とを体験した
（4）講　義
　　　①ブロッキングについて
　　　②基本的なカウンセリング技法について
　　　③同情・同感・支持と共感との違いについて
（5）ワーク
　　　①共感的繰り返しのワーク
　　　　「心に残った話」をテーマに、３人１組（聴き手、話し手、観察者）で行い、
　　　　聴き手は話し手から「そうなんですよ」を引き出すように応答した。
　　　　�話し手から聴き手への評価として、聴いてもらえている感じがあったか、話が伝わったか、気

持ちも解って貰った感じがあるか、自分の言いたいことが話しながら整理できたり、再確認し
たり、気づきがあったか、の点を中心にフィードバックをした。

（6）　本日の振り返り
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（1 ）学生による到達度の自己評価では、GIO
およびSBOsを実習前と実習後の自己評価
の前後差について、Wilco�onの順位和検
定を行った。

（2 ）学生による実習内容の評価については、
実習のSBOsとして設定した項目について、
SBOsの項目ごとに、「非常に不適切」から

「非常に適切」までの各評価の全体に対す
る割合を求めた。

（3 ）評価者による客観的評価では、項目ごと
に２人の評価者による合計得点の全体に対
する割合を求めた。

　 結果の分析は、分析ソフトにはSPSS 14.0 
J for Windowsを使用した。

イアルを実施した。採点の基準は、「傾聴」
では、さえぎりがなく、相づち、うなずき、
うながし等を用いて傾聴の姿勢をしていれば
１点（良い）、していなければ０点（良くな
い）とした。「共感の言葉がけ・態度」（以下、

「共感」と略記）では、患者の質問や意見に
対して共感や共感的繰り返しができれば１点

（良い）、していなければ０点（良くない）と
し、２人の評価者による合計を得点とした。
５）　解　析

　実習を受けた209人のうち、到達度の自己
評価および実習内容と時間の適切さの評価項
目中すべてのSBOsに回答を記入した204人分
の結果について解析を行った。評価者による
客観的評価は、OSCEトライアルを受けた
210人分の結果を解析した。

Table３　「服薬説明実習」のプログラム

初回面接および初回薬剤交付時（240分）

（1）服薬説明準備シートの作成（60分）
　　　�学生は、課題となった処方せんを持ってきた患者に対する初回面接にインタビューする内容や、

初回薬剤交付時に説明する内容について、準備シートを作成した。
（2）個人面接（１人５分程度）
　　　�準備シートの作成中、１日目のコミュニケーション実習の基本姿的なカウンセリング姿勢および

技法の理解状況の把握とフォローアップのため、個人面接を実施した。その方法は、学生が教員
に質問をして、教員およびTA（Teaching�Assistant）が質問に答えた。気持ちまでふれた会話
になった場合には、良かった点として教員およびTAがフィードバックした。表面的な質問だけ
だった場合は、聞いてほしかったこと、気持ちまで触れてほしかった旨を学生に伝えた。

（3）初回面接・初回薬剤交付の練習（150分）
　　　�学生を３人１組（薬剤師役、患者役、観察者役）とし、役割を交代しながら３症例を行った。患

者役のみに患者設定を渡した。対象疾患は、薬物治療の講義が終了している疾患の中から、糖尿
病、高脂血症およびかぜ症候群とした。

（4）初回面接・初回薬剤交付の全体ロールプレイ
　　　最後にグループ全員の前で、何組かが服薬説明ロールプレイを実施した。

２回目薬剤交付時（240分）

（1）初回面接および初回薬剤交付時の服薬説明実習のふりかえり、今日の流れ（５分）
（2）TAによるモデリング（10分）
　　　�学生の課題となる処方せんとは違う疾患での２回目薬剤交付時の服薬説明場面を、あらかじめ練

習したTAが実施した。
（3）２症例の服薬説明準備シート作成（60分）
（4）グループの中で役割をローテーションしながらロールプレイ（105分）
　　　�１グループ６～７人のSGD（Small�Group�Discussion）形式で、学生同士が意見交換をし合える

形式とした。教員またはTAが模擬患者兼ファシリテーターとなった。学生１人あたりの服薬説
明時間は５～７分、フィードバックと討論は６分とした。症例は、初回面接をした患者が継続的
に薬局に来店し、２回目の交付をする場面とした。対象疾患は糖尿病および高脂血症とした。

（5）２回目薬剤交付時の服薬説明　全体ロールプレイ
　　　最後にグループ全員の前で、何組かが服薬説明ロールプレイを実施した。
（6）実習全体の振り返り
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ができる」は68.1％の学生が「非常に適切」
または「適切」と回答しており、すべての
SBOの中で「適切」との回答が最も多い到
達目標であった（Fig.３）。
３）評価者による客観的評価

　実習後の評価者による客観的評価におい
て、２人の評価者がともに「良い」と判定し
た学生の割合は「傾聴」で88.6％「共感」で
80.0％であった（Fig.４）。

４．考　察
　本実習の学生による評価のうちSBO６の

「共感的態度で患者接遇ができる」は、すべ
てのSBOの中で、「非常に適切」または「適
切」と答えた学生が最も多かった。身近な日
常の話題をテーマにすることは、実体験のな
かで生じた感情をも追体験しながら、相手に
共感してもらうことの心地よさを味わうこと
ができる。逆に、聞き手は、相手の実体験に

３．結　果
１）学生による到達度の自己評価

　学生による、実習前後の到達度の自己評価
をFig.２に示す。GIOおよび、すべてのSBOs
の自己評価は実習前に比べ、実習後に有意に
上昇していた（Ｐ＜0.001）。特にSBO６「共
感的態度で患者接遇ができる」の到達度は、

「とてもよくできる」、「よくできる」、「でき
る」および「ある程度できる」の割合は実習
前が68 .6％であったのに対し、実習後は
99.5％であった。「できない」と答えていた
学生は、実習前には31.4％であったが、実習
後には0.5％に減っていた。
２）学生による実習内容の評価

　学生による実習内容の評価は、GIOは
79.8％の学生が、また、SBO１とSBO２をの
ぞく７項目のSBOsでは50％以上の学生が

「非常に適切」または「適切」と回答してい
た。中でも、SBO６「共感的態度で患者接遇

Appendix　基本的なカウンセリングの姿勢・技法と解説

用　語 定義または解説 使用例

傾　聴
（姿　勢）

ブロッキングを自覚し、脇に置く。又相手の話が
変わったら同じようについていくフォローの姿勢
をもつ。

相手の話をさえぎらず、うなづき、あいづち、促
しをしながら真剣に聴く、相手の気持ちをそのま
ま受け止める。

共　感
（姿　勢）

相手とその世界を理解し、「相手と共にいる」状態
を築くこと。共感は相手の心を癒し、気づきを深
める。

相手の強い感情とそれを表現するセリフを、その
感情がおきた場面をイメージしながら自分に語り
かけるように言う。

開いた質問
（技　法）

全般的な情報について言葉で表現するように相手
に求める質問法。相手の心を開く効果をもち、相
手の気持ちや考えなどが自由に表現できる。

「どうなさいましたか？」「いかがですか？」「その
ことで今どうお感じになってますか？」など

閉じた質問
（技　法）

相手に特定の情報を求めるための質問法で、必要
な情報を迅速に得ることができる。

「そのことは医師におっしゃいましたか？」「体温
は今朝何度でしたか？」など

共感的
繰り返し
（技　法）

相手の話の重要なポイントをキーワード、キーメッ
セージを含めて繰り返し、確認をとること。共感
的に繰り返すと、相手は「わかってもらえた」と
安心でき、もっと話したくなったり、自分の感情
や思いに気づくようになる。

「“このままじゃあ病気も治らないだろうな”と不
安なお気持ちになっていらっしゃるのですね」「な
あんだ！とがっかりされたのですね」。つまり、「共
感的態度とは相手から『そうなんです』を引き出
すような応答」のこと。

事柄の
明確化
（技　法）

相手の話の中での不明な点を質問して明らかにし
たり、説明を促したりすること。

「そのことをもう少し詳しく教えてもらえません
か？」「そればいわば？ということですね。」

感情の
明確化
（技　法）

感情は心の情報であり、本人の隠れた欲求が感情
で表れる。「感情」は知的思考にはないエネルギー
をもっており、行動も決定する。事柄を感情に還
元し、背後の欲求をとらえようとする技法。

「そのときどんなお気持ちになりましたか？」感情
の明確化のための開いた質問。「それは悲しいよう
なお気持ちでしょうか？」感情の明確化のための
閉じた質問
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は、日常で起こった些細なことであったが、
対人関係の話も多く見られた。我々が意識し
ないところで、学生が取り上げた話題が、自
然と本実習の有効性を高めていた可能性もあ
る。
　実習では日常のコミュニケーション場面と

共感しながら聴く体験をすることができる。
Iveyは、マイクロカウンセリングの面接の練
習法についての提案のなかで、どんな話題を
選んでもよいとしながら、とくに有効なトピッ
クは、対人関係の葛藤であるとしている19）。
本実習中で取り入れたワークや心に残る話
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Fig.２　到達度の自己評価（実習前と実習後の比較）n＝204
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分かっていることを相手に返す作業になるた
め、自分をより深く知ることにつながると述
べている20）。服薬説明ロールプレイ時の学
生個々の工夫が、OSCEトライアルにおける
客観的評価において「傾聴」・「共感」共に
80％以上の学生が２人の評価者から「良い」
という評価をうける結果に至った要因の一つ
と考えられる。
　SBO６に対する実習内容の評価は、肯定的
あるいは中立的な感想が多かった。「適切」
と評価した学生の自由記載欄には、「繰り返
すとわかってもらえている安心感があってい

いう設定の中で、傾聴・共感など、基本的な
カウンセリングの姿勢や技法を取り入れた体
験をした後、患者の気持ちに配慮した共感的
な態度での服薬説明を体験するという段階的
な実習にしたこと、またロールプレイ時にお
いては、学生同士がフィードバックしやすい
環境を設定したことが学習効果を上げた要因
と考えられた。平木は他人が知っていて自分
が知らない領域を広げるためには、他人が気
づいていることを伝えてもらうフィードバッ
クが重要である。また、フィードバックする
側にとって、フィードバックすること自体、
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「共感」の方が学生にとって身につけること
が難しいスキルであることが示唆された。
　本研究では、OSCEによる評価までを実習
の効果として分析した。斎藤らは、病棟実習
中の医学部生に対しマイクロカウンセリング
トレーニングを応用した病歴聴取教育を実施
し、臨床実習が終了後のアンケート調査によ
り、実習内容を評価している４）。今後、実務
実習内容に反映しやすい内容であるかの検討
も必要である。また、本研究では、学生によ
る自己評価は認知的水準での効果の測定に限
られていた。コミュニケーション・スキルの
尺度として、看護場面における人間関係をつ
くるためのコミュニケーション・スキル尺度

（NCSI）22）、言語的応答測定尺度（VCSI）23）、
積極的傾聴態度評価尺度（ALAS）24）などが
ある。今後、これらの尺度を用いるなど、学
生自身が修得度を自分自身で客観的に測定で
きる尺度を導入も検討する必要がある。

５．結　論
　基本的カウンセリングの姿勢および技法を
日常の話題で練習してから、服薬説明に応用
する形式をとった実習は、共感的な態度を学
びやすい実習であることが示唆された。

６．謝　辞
　本研究を実施するにあたり、アンケートに
協力してくれた昭和大学薬学部学生に、心か
ら感謝申し上げます。
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