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要旨；本研究の目的は、心理尺度を用いて薬学生の共感的態度に対する模擬患者参画型演習の教育効果を客観的に評価
することである。77名の薬学部３年生全員が同一のシナリオを用いてProblem-based Learning形式のグループ学習およ
び模擬患者とのロールプレイを経験した。客観的評価として、演習前後に共感経験尺度（角田、1994年）および他者意
識尺度（辻、1993年）の２つの尺度を用いて調査を行った。併せて、本演習の有用性に関する主観的なアンケートも実
施した。結果、演習後に共感的側面において共有経験（p=0.003）が、また他者意識の側面において内的他者意識

（p=0.037）がそれぞれ有意に増加した。主観的なアンケートにおいては、本演習が患者の気持ちを理解するのに役立っ
たとする回答が最も多かった（平均4.53点／５点満点）。これらの理由として、学生個々の言動や態度に応じた模擬患者
からのフィードバックが共感性の向上に重要な役割を果たしており、また、グループ内で個々のロールプレイとフィー
ドバックを共有したことが他者への注意力向上に寄与したと考えられる。したがって、模擬患者を積極的に活用した演
習は、薬学生の共感性と医療者としての適切な態度を育成する上で有用なツールとなると思われる。

Abstract ; The aim of this study was to evaluate objectively the educational effect of simulated patients for empathic 
attitude of pharmacy students by psychological scales.  By using same scenario, all of 77 pharmacy students in the 
third grade experienced patient's problem based learning, followed by the role-play with simulated patient.  For the 
objective evaluation, we carried out a investigation using two psychological scales, the empathic experience scale 
revised (Kakuta, 1994) and the other-consciousness scale (tsuji, 1993) before and after the communication training.  
And, we also investigated the subjective questionnaire about the usefulness of this practice.  As the results, the 
sharing experience in the empathic aspects (p=0.003) and the internal other-consciousness in the other-consciousness 
aspects were significantly increased after practice (p=0.037), respectively.  The most answer that this practice was 
helpful to understand the patient’s feeling was obtained in the subjective questionnaire (an average of 4.53 points / 5 
point perfect score).  That is a reason why the individual feedback from a simulated patient to student about behavior 
and attitude in the medical interview might play an important role in the advancement of empathic attitude.  
Additionally, it is expected that sharing each feedback and role-play contributed to improvement of the attentiveness 
to others.  Therefore, it seemed that the clinical communication practice utilizing the simulated patients aggressively 
would become a useful tool for cultivating the empathy and appropriate attitude as a medical staff.
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緒言
　患者と医師の信頼関係が良好であれば薬物
の治療効果が増大することが知られている1）。
薬物療法の責任者である薬剤師が医薬品の有
効性と安全性を確保して患者のquality of life
を向上させるためには、患者と良好な信頼関
係を築き、患者の思いや生活背景に関する情
報を充分に引き出した上での投与設計と服薬
支援、および患者の理解に合わせた説明が必
要となる。そこには、温かく優しい、そして
真剣に患者と向き合う態度が必須であり、態
度教育としてのコミュニケーション教育が必
要不可欠である。
　平成21年度より導入された薬学共用試験
OSCEを契機として、全国の薬系大学におい
て模擬患者（SP）参画型の演習が広く行わ
れてきている。しかしながら、人数や質など
SPの人的制限や演習の時間的制約のために
学生全員がプロのSPより個別のフィード
バックを受けるという演習形態は少なく、全
ての薬系大学で行われているわけではない。
また、SP参画型のコミュニケーション演習

（SP演習）の有用性について受講者の感想な
どによる主観的な報告2）はあるが、SP演習
の有用性を客観的に示した研究はほとんどな
い。そこで今回、薬学生に与えるSP演習の
教育効果について心理測定尺度を用いて検討
を行った。

方法
１．SP演習の方法
　平成23年度、77名の薬学部３年生を５-６
名から成る13グループに分けて１クールを３
日 間 で 実 施 し た 。各 ク ー ル で は 、ま ず
Problem-based Learning形式のグループ学
習を２日間実施し、第３日目にSPとのロー
ルプレイ演習を行った。これを異なるシナリ
オを用いて２クール実施した（第１クール；
ドラッグストアにおける一般用医薬品・鼻炎
用薬の販売、第２クール；小児喘息患者に対

する病棟での退院指導）。第３日目、Fig.１
に示すように、グループ学習を踏まえて全員
が異なるSPと医療面接ロールプレイを実施
し、個別のフィードバックを受けた（Fig.１
A）。１回のロールプレイ当たり、薬剤師役1
名、観察者（コメント係）２名、司会進行係
１名をあらかじめ指定しておき、１回当たり
５分間のロールプレイと観察者からの感想お
よびフィードバックを含めたふり返りが合計
10分以内で終了するようした（Fig.１B）。各
ロールプレイごとに学生は役割を交代し、全
77名の学生に対して計６回実施した。SPも
ロールプレイごとに隣のグループに移動し
た。学生は自身が面接したSPだけでなく、
グループ内の他学生が背景の異なる別のSP
との面接も見学し、違う想定の患者応対につ
いても疑似体験ができるようにした（Fig.１
C）。２クール終了直後、学生に対して本SP
演習の有用性に関するアンケートを実施し
た。
２．心理測定尺度を用いた共感性評価
　全２クールから成るSP演習の前後に、心
理測定尺度を用いた記名調査を実施した。本
研究結果は今後の演習を改善する目的にのみ
使用すること、また、学会等で結果を公表す
る可能性があることを説明し、その趣旨に賛
同した者のみが記名した。
　対人態度における共感性の測定には1994年
に角田が報告した共感経験尺度（Empathic 
Experience Scale Revised; EESR）を用いた
（Table.１）3）。ここでいう共感性とは「能動的
または想像的に相手の立場に自分を置くこと
で自分とは異なる存在である他者の感情を体
験すること」と定義され、他者理解に至らな
い“同情”とは区別される。EESRは他者と
感情を分かち合った経験（共有経験）と他者
の感情を感じとれなかった経験（共有不全経
験）の二因子から共感性が評価される。共有
経験のみでなく、共有不全経験を併せて測定
することで自己と他者の個別性を評価するこ
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とが可能となり“共感”と“同情”を識別で
きる。また、角田はEESRの結果について対
象集団の中央値を基に共感性を４領域に類型
化し、共有経験と共有不全経験が共に高得点
群であるものを最も共感性の高い群としてい
る。本検討ではEESRを演習の前と後に実施
するため、例え同じ共有経験スコアを有する
学生でも演習前後の集団の中央値の変動に

伴って高得点群か低得点群かが変わってしま
う。つまり、類型化された結果を比較しても
演習前後における学生個々の共感性の変化が
正しく読み取れない場合がある。そこで本検
討では、学生個々の共有経験、共有不全経験、
およびそれらの総和スコアを用いて論じるこ
ととした。一般に、共感的な回答内容は社会
的に望ましいとされるため質問紙を用いて測

模擬患者

ロールプレイ
（薬剤師役）

観察者
（コメント係）

観察者
（コメント係）

観察者

観察者

司会進行

6名

模擬患者；13名（岡山SP研究会）
学生；77名（薬学部３年生）→６（５）名×13グループ

SP①
SP③ SP④ SP⑤ SP⑥

SP⑦

SP⑧SP⑨SP⑩SP⑪SP⑫SP⑬

SP②

6名 6名 6名 6名 6名
6名

6名6名6名6名6名

6名

①ロールプレイ（5分）

Ａ．ロールプレイとふり返り（全体の様子） 

Ｃ．ロールプレイ時のグループ配置とSPの動き 

Ｂ．ロールプレイ時の各学生の役割 

②薬剤師役の感想
③観察者コメント（２人）
④SPフィードバック

ふり返り（計5分）

SPからのフィードバック医療面接ロールプレイ

開始前（待機中）
面接開始（自己紹介）面接中

面接中（情報提供）

患者視点での解釈

患者の感情と思い

学生の気づき

Fig.１�　SPとのロールプレイ演習（各クール第３日目）の概要
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装や体形などの外面への意識（外的他者意
識）、および他者についてイメージしたり空
想をめぐらせたりする空想的他者意識につい
てもSP演習の前後に測定した。
　統計解析はIBM SPSS Statistics 19 for 
Windows（IBM, New York）を用いて行っ
た。演習前後の心理測定尺度の変化について
はWilcoxon符号付き順位和検定を行い、そ
の際の有意確率が0.05未満を統計学的に有意
な差があるとした。

結果
　SP演習の直後に実施した本演習の有用性
に関するアンケート（有効回答者74名）で
は、患者の気持ちを理解するのに役立ったと
いう項目の評価点（平均4.53点／５点満点
中）が最も高かった。しかし、他職種（医師、

定した場合には偽りの反応が出る可能性があ
る。それを最小限にするためにEESRでは過
去の経験に基づいて測定するようになってい
る。今回、EESRの導入時には「質問項目の
内容をよく読み、皆さんの過去の経験を踏ま
えて回答して下さい」と説明を加えて実施し
た。
　また、1993年に辻が報告した他者意識尺度
も用いた（Table.２）4）。この他者意識も共感
性を考える上で重要な概念であり「他者へ注
意や関心の向けやすさに関する性格特性」と
定義されている。他者意識は、相手が直接目
の前に存在する場合に働く内的他者意識と外
的他者意識があり、また、他者が現前しなく
ても働く空想的他者意識の３つに大別され
る。今回、相手の気持ちや感情など他者の内
面に対する意識（内的他者意識）、化粧・服

Table.１　共感経験尺度改訂版（EESR）3）

以下に書かれている各文が、どの程度あなたの過去の経験にあてはまるかを答えて下さい。

０………１………２………３………４………５………６

全くあてはま
らない

とてもあて
はまる

どちらとも
いえない

１．腹を立てている人の気持ちを感じとろうとし、自分もその人の怒りを経験したことがある。
２．悲しんでいる相手の気持ちを感じとろうとして、自分もその人の悲しさを経験したことがある。
３．何かに苦しんでいる相手の気持ちを感じとろうとし、自分も同じような気持ちになったことがある。
４．不快な気分でいる相手からその内容を聞いて、その気持ちを感じとったことがある。
５．相手が何かを怖がっているときに、その人の体験している恐ろしさを感じとったことがある。
６．相手があることに驚いたと語るとき、その人の驚きを自分も感じとったことがある。
７．相手が何かを期待しているときに、そのわくわくした気持ちを感じとったことがある。
８．相手が楽しい気分になっている場合に、その楽しさを感じとろうとし、その人の気持ちを味わったことがある。
９．�相手が「こんなことがあって、とてもびっくりした」と話すのを聞いて、その人の気持ちを感じとろうとし、自
分も驚いた気持ちになったことがある。

10．相手が喜んでいるときに、その気持ちを感じとって一緒にうれしい気持ちになったことがある。
11．相手が何かに腹を立てていても、自分はその人の怒りがぴんとこなかったことがある。
12．悲しんでいる相手といても、自分はその人のように悲しくならなかったことがある。
13．相手が何かに苦しんでいても、自分はその悲しさを感じなかったことがある。
14．不快な気分でいる相手からその内容を聞いても、自分は同じように不快にならなかったことがある。
15．相手が何かを怖がっていても、自分はその怖さを感じなかったことがある。
16．相手があることに驚いたと語っても、どうしてそんなに驚くのかわからなかったことがある。
17．相手が何かを期待していても、同じようにわくわくしなかったことがある。
18．相手が楽しい気分でいても、自分はその人のように楽しく感じなかったことがある。
19．�相手が「こんなことがあって、とてもびっくりした」と話すのを聞いても、自分は驚いた気持ちにならなかった
ことがある。

20．相手が何かに喜んでいても、自分はうれしい気持ちにならなかったことがある。

※質問項目１-10が共有経験尺度、11-20が共有不全経験尺度
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とが出来る」、「自分の予想と違う答えが返っ
てきた」などがあった。SPのコメントとし
て「健太郎君のお母さんですか？退院おめで
とうございますと笑顔で言われるとなんて嬉
しいんだろうと思えました」、「うちの子が

（吸入薬を）うまく吸えなかったから悪かっ
たんでしょうか？と聞くと、…（考えなが

看護師など）の理解に役立ったという項目は
平均3.21点と最も低い評価点であった。本演習
の総合評価は平均3.89点であった（Fig.�２）。
　ふり返りの際の学生のコメントとして「肘
をつかない」、「“じゃあ”という言葉を使い
すぎた」、「こちらが落ち着き、相槌・うなず
き、目を見ることで相手に安心感を与えるこ

Table.２　他者意識尺度4）

人は他の人についていろいろなことを意識したり考えたりするものですが、あなたの場合はいかがですか。次のよう
な他者への意識はどの程度あなたにあてはまるでしょうか。普段のあなたに最も近いと思うところを選んで下さい。
　　　【選択肢】
　　　５．全くそうだ　　４．そうだ　　３．どちらともいえない　　２．ちがう　　１．全くちがう
１．他者の心の動きをいつも分析している
２．人の考えを絶えず読み取ろうとしている
３．人のちょっとした気分の変化でも敏感に感じてしまう
４．他者の態度や表情を気をつけて見るようにしている
５．人の気持ちを理解するように常に心がけている
６．人の言動には絶えず注意を払っている
７．他者のちょっとした表情の変化でも見逃さない
８．人の外見に気をとられやすい
９．表面的な他者の印象に心を奪われやすい
10．他者の服装や化粧などが気になる
11．人の体型やスタイルなどに関心がある
12．人のことをよく空想する
13．人のことをあれこれと考えていることが多い
14．人のことにしばしば思いをめぐらす
15．人のことがいろいろと心に浮かぶ

※質問項目１-７が内的他者意識尺度、８-11が外的他者意識尺度、12-15が空想的他者意識尺度
※実施時には、質問項目の配列順序をランダムに並べ替える。

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

1. 本演習の症例に興味が持てたか？

2. 病気や治療（薬物治療） の学習
　 に役立ったか？

3. 患者の気持ちを理解するのに役
　 立ったか？

4. 薬剤師としての心構え・モチベー
　 ションの向上に役立ったか？

5. 他職種（医師、看護師など）の
　 理解に役立ったか？

6. 本演習の総合評価は？

22

34

45

29

8

11

36

34

23

26

19

47

15

（人）

6

6

16

31

13

1

3

13

3

3

平均値
4.06

4.38

4.53

4.09

3.21

3.89

5 4 3 2 1

Fig.２�　SP演習の有用性に関する主観的なアンケート結果
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考察
　本演習が患者の気持ちを理解するのに役
立ったとする学生が多かった理由として、プ
ロのSPによるフィードバックが重要な役割
を果たしていると考えられる。SPは病態や
身体症状だけなく、家族構成、職業、および
嗜好など時間軸とともに患者の日常の生活を
細部までイメージするように訓練されてい
る5, 6）。これによって患者個々の病気や治療
に対する考え方や思い、そして患者としての
個性が生まれる。それにより、SP特有のリ
アリティのある反応（表情、言葉、感情の動
き）がロールプレイで発揮され、フィード
バックとして、その反応の生じた理由（ロー
ルプレイの際に起来ていた事実）が伝えられ

ら）そうですね…と言われたのは辛かった」、
「先生の指示がまずかったと思います（薬剤
師）…どんどん不安になりました」などが
あった（data not shown）。
　心理測定尺度を用いて調査した結果（有効
回答者66名）、演習後に学生の共有経験；中
央値(最小値-最大値)は有意に上昇した（前：
37.5（10-57）、後：39.5（12-57）、p＝0.003）。
しかしながら、共有不全経験、および共有経
験と共有不全経験の総和としての共感性につ
いては統計学的に有意な差は認められなかっ
た（Fig.３）。また、他者意識については外的
他者意識と空想的他者意識には有意な変化は
認められなかったものの、内的他者意識につ
いては演習後に有意な上昇を認めた（前：24

（8-34）、後：26（11-35）、p＝0.037）（Fig.�４）。

37.5 39.5

0
5
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35
40
45
50

演習前 演習後

a. 共有経験

p = 0.003

31 30
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80

尺
度
ス
コ
ア

0
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10
15
20
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30
35
40
45
50

演習前 演習後

b. 共有不全経験

p = 0.601
64 67

演習前 演習後

c. 共感性

p = 0.093

p value vs. 演習前；Wilcoxon符号付順位和検定

Fig.３�　演習前後における学生の共感性の変化
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0
2
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6
8
10
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14
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p = 0.344

c. 空想的他者意識
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び会話の文脈・状況を因果的に推論して理解
しようとする能力との関連性も報告されてい
る4）。
　以上より、本演習では共有不全経験の有意
な差は認められず、自他の個別性の認識を踏
まえた感情の共有体験、つまり共感性の増加
は確認できなかった。しかし、他者の内面へ
の意識は有意に増加しており、また先行研究
による内的他者意識と共感性の関連性を考慮
すると、学生に他者の気持ちや感情に寄り添
おうとする姿勢が芽生えつつあり、SP演習
が共感的態度を養うための有用なツールとな
る可能性が示唆された。
　今回、他職種を理解するには至っていない
現状が明らかとなったが、今後、処方設計に
関わる医師と薬剤師の関わりを明記したシナ
リオを作成するなどして、より他職種連携の
重要性を学習できるような演習としていきた
い。また、今回の学習成果を得る上で必須で
あったSPは、現在、医療系の大学が主体と
なり全国で約数万人が養成されてきている。
今後は、患者を深くイメージして演じる力お
よび医療面接で感じたことを適切に言語化で
きる能力など、SPの“質”を高めていくこ
とが重要だと思われる。 
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