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2018（平成 30）年度 薬学共用試験センター会務報告（OSCE実施委員会） 

1. OSCE 実施委員会の開催 

 

2018-045 第 12 回OSCE 実施委員会 

日時：2019 年 3 月 27 日（金）10:00～16:00 

場所：慶應義塾大学薬学部 芝共立キャンパス  

2 号館 1 階 151 会議室 

出席者（敬称略）： 

橋詰 勉、岡村 昇、野田幸裕、田村 豊、有田悦子、 

石田志朗、木内祐二、木津純子、向後麻里、田極淳一、 

中嶋幹郎、松下 良、松元一明、村井ユリ子、吉田力久、 

渡邊真知子 各委員 

議題： 

(1) 議事録の確認 

(2) 模擬医師養成伝達講習会について 

(3) 課題の修正について 

 

2018-044 OSCE 模擬医師養成伝達講習会WG 

日時：2019 年 3 月 26 日（木）10:30～16:30 

場所：昭和大学 

出席者（敬称略）： 

木内祐二、石田志朗、松下 良、向後麻里 

議題： 

(1) ロールプレイの運用方法 

(2) ロールプレイ時間 

(3) 準備するもの 

(4) 受付 

(5) 設営と打合せ 

(6) 案内 

(7) スタッフ 

(8) 学生役のシナリオ 

(9) 学生役との打合せ 

(10) 模擬医師に相応しい人 

(11) 模擬医師役の注意点 

 

2018-042 第 11 回OSCE 実施委員会 

日時：2019 年 3 月 8 日（金）10:00～16:00 

場所：慶應義塾大学薬学部 芝共立キャンパス 

3 号館 11 階 1101 会議室 

出席者（敬称略）： 

橋詰 勉、岡村 昇、野田幸裕、田村 豊、有田悦子、 

石田志朗、折井孝男、木内祐二、木津純子、向後麻里、 

田極淳一、中嶋幹郎、松下 良、松元一明、 各委員 

 

 

議題： 

(1) OSCE 実施説明会について 

(2) 領域１の課題を読む時間について 

(3) 課題 5-5 について 

(4) 新規課題の類型課題について 

(5) 模擬医師養成伝達講習会 WG 

(6) OSCE 試験スタート時の学生への課題開示に 

(7) 課題の意義明文化について 

(8) 大学からの問い合わせ及びモニター員アン 

(9) モニター説明会 

(10) 課題の修正について 

 

2018-041 OSCE 拡大委員長・副委員長会議 

日時：2019 年 3 月 4 日（月）13:00～16:30 

場所：福山大学宮地茂記念館（駅前キャンパス） 

4 階 402 研修室 

出席者（敬称略）： 

橋詰 勉、岡村 昇、田村 豊、野田幸裕、小澤孝一郎、 

吉冨博則、木津純子 各委員 

議題： 

(1) 2019 年度 OSCE の運営方針 

(2) 運営メモ改訂 

(3) 実施大学・モニター員からの意見への対応 

 

2018-039 第 10 回OSCE 実施委員会 

日時：2019 年 2 月 8 日（金）13:00～16:00 

場所：慶應義塾大学薬学部 芝共立キャンパス  

3 号館 11 階 1101 会議室 

出席者（敬称略）： 

橋詰 勉、有田悦子、入江徹美、小澤孝一郎、木内祐二、 

木津純子、向後麻里、田村 豊、富岡佳久、中嶋幹郎、 

野田幸裕、松元一明、吉冨博則、渡邊真知子 各委員 

議題： 

(1) 2018（平成 30）年度 OSCE 実施状況 

(2) 2019 年度 OSCE 実施・運営方針と説明会等日程 

(3) 課題等修正・追加作業日程 

(4) その他 

 

2018-031 第 9 回OSCE 実施委員会 

日時：2018 年 9 月 3 日（月）9:30～11:30 

場所：慶應義塾大学薬学部 1 号館地下 

マルチメディア講堂 

出席者（敬称略）： 

橋詰 勉、岡村 昇、田村 豊、明石文吾、石田志朗、 

小澤孝一郎、木津純子、向後麻里、田極淳一、富岡佳久、 

中嶋幹郎、野田幸裕、松下 良、松元一明、吉田力久、 

渡邊真知子 

議題：OSCE モニター説明会に関する打合せ 
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2018-030 第 8 回OSCE 実施委員会 

日時：2018 年９月２日（日）16:00～19:00 

場所：慶應義塾大学薬学部 3 号館 11 階 1101 会議室 

出席者（敬称略）： 

橋詰 勉、岡村 昇、田村 豊、明石文吾、石田志朗、 

小澤孝一郎、木津純子、向後麻里、田極淳一、富岡佳久、 

中嶋幹郎、野田幸裕、松下 良、松元一明、吉田力久、 

渡邊真知子 

議題：OSCE モニター説明会に関する打合せ 

 

2018-028 第 7 回OSCE 実施委員会 

日時：2018 年 8 月 27 日（月）14:00～17:00 

場所：慶應義塾大学薬学部 芝共立キャンパス  

3 号館 11 階 1102 会議室 

出席者（敬称略）： 

橋詰 勉、入江徹美、岡村 昇、田村 豊、有田悦子、 

石田志朗、小澤孝一郎、松下 良、中嶋幹郎、野田幸裕、 

松元一明、吉冨博則 各委員 

議題： 

(1) 平成 30 年度 OSCE モニター説明会について 

説明会次第、プレゼンテーション、配布資料の確認

等 

(2) 平成 30 年度 OSCE 実施の対応策 

(3) その他 

 

2018-024 第 6 回OSCE 実施委員会 

日時：2018 年 7 月 22 日（日）10:00～12:00 

場所：福山大学宮地茂記念館 9 階 

プレゼンテーションルーム 

出席者（敬称略）： 

橋詰 勉、田村 豊、野田幸裕、岡村 昇、明石文吾、 

有田悦子、石田志朗、入江徹美、小澤孝一郎、折井孝男、 

向後麻里、富岡佳久、中嶋幹郎、松下 良、松元一明、 

吉冨博則 

議題：OSCE 評価者養成伝達講習会に関する打合せ 

 

2018-023 第 5 回OSCE 実施委員会 

日時：2018 年 7 月 21 日（土）13:00～18:00 

場所：福山大学宮地茂記念館 9 階 

プレゼンテーションルーム 

出席者（敬称略）： 

橋詰 勉、田村 豊、野田幸裕、岡村 昇、有田悦子、 

石田志朗、入江徹美、小澤孝一郎、折井孝男、向後麻里、 

富岡佳久、中嶋幹郎、松下 良、松元一明、吉冨博則 

議題：OSCE 評価者養成伝達講習会に関する打合せ 

 

2018-022 第 4 回OSCE 実施委員会 

日時：2018 年 7 月 1 日（日）13:30～15:30 

場所：福山大学宮地茂記念館 402 研修室 

出席者（敬称略）： 

橋詰 勉、有田悦子、富岡佳久、田村 豊、吉冨博則、 

中嶋幹朗、木津純子 各委員 

議題： 

(1) 評価者養成伝達講習会について 

(2) その他 

 

2018-021 模擬患者打ち合わせ・練習会 

日時：2018 年 7 月 1 日（日）10:00～13:00 

場所：福山大学宮地茂記念館 402 研修室 

出席者（敬称略）： 

OSCE 実施委員会 

橋詰 勉、有田悦子、富岡佳久、田村 豊、吉冨博則、 

中嶋幹朗、木津純子 各委員   

岡山 SP 研究会 

前田純子、西谷りえ子、井上俊之、廣田順子、中川一郎、 

藤井町子、平本由美子 

福山大学（摸擬受験生） 

門田麻由子、髙山健人、西山卓志、中村徹也 

(1) 新規課題（在宅での薬学的管理）の説明 

(2) 課題（シナリオ）の確認と内容暗記・SP の疑問点

解消 

(3) 摸擬受験生との練習 

(4) 疑問点解消、演技共通化 

(5) 評価者養成伝達講習会に向けた打ち合わせ 

 

2018-020 第 3 回OSCE 実施委員会 

日時：2018 年 6 月 24 日（日）10:00～13:00 

場所：慶應義塾大学薬学部 芝共立キャンパス  

2 号館 4 階 462 会議室 

出席者（敬称略）： 

橋詰 勉、入江徹美、岡村 昇、木津純子、向後麻里、 

田村 豊、中嶋幹郎、野田幸裕、松元一明、吉冨博則 

各委員 

議題： 

(1) 委員の任期と再任のお願い 

(2) 平成 30 年度 OSCE モニター員割振りについ 

(3) モニター説明会について 

(4) 評価者養成伝達講習会について 

(5) 模擬患者打ち合わせ会について 

(6) 課題に関する質問への対応について 

 

2018-003 第 2 回OSCE 実施委員会 

日時：2018 年 4 月 22 日（日）10:00～12:00 

場所：慶應義塾大学薬学部芝共立キャンパス 

１号館地下マルチメディア講堂 

出席者（敬称略）： 

OSCE 実施委員会 

橋詰 勉、入江徹美、有田悦子、石田志朗、岡村 昇、 

小澤孝一郎、木内祐二、木津純子、向後麻里、田村 豊、 
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富岡佳久、中嶋幹郎、野田幸裕、松下 良、松元一明、 

吉冨博則、渡邊真知子 各委員 

事務局 

矢ノ下玲、中嶋香織 

議題：OSCE 実施説明会に関する打合せ 

 

2018-002 第 1 回OSCE 実施委員会 

日時：2018 年 4 月 21 日（土）13:30～18:00 

場所：慶應義塾大学薬学部芝共立キャンパス 

3 号館 11 階 1101 会議室 

出席者（敬称略）： 

OSCE 実施委員会 

橋詰 勉、入江徹美、有田悦子、石田志朗、岡村 昇、 

小澤孝一郎、木内祐二、木津純子、向後麻里、田村 豊、 

富岡佳久、中嶋幹郎、野田幸裕、松下 良、松元一明、 

吉冨博則、渡邊真知子 各委員 

事務局 

矢ノ下玲、中嶋香織 

議題：OSCE 実施説明会に関する打合せ 

 

2. OSCE 実施説明会の開催 

 

2018-004 平成 30 年度薬学共用試験 OSCE 実施説明

会 

日時：2018 年 4 月 22 日（日）13:00～17:00 

場所：慶應義塾大学薬学部 芝共立キャンパス 

マルチメディア講堂 

司会：入江徹美 

プログラム： 

開会挨拶 薬学共用試験センター運営委員長 伊藤智夫 

文部科学省挨拶 

高等教育局医学教育薬学教育係長 平尾英里 

平成 29 年度 OSCE 実施結果報告  入江徹美 

Q&A 集の改訂説明   中嶋幹郎 

平成 30 年度全体スケジュール  有田悦子 

留意事項    田村 豊 

質疑応答 

休憩 

薬学共用試験 OSCE 課題見直しに関する基本方針 

橋詰 勉 

新規課題説明 

領域 1 在宅での薬学的管理  富岡佳久 

領域 3 持参薬チェック  岡村 昇 

領域 4 手指の消毒と手袋・ガウンの着脱 松元一明 

領域 5 医療従事者への情報提供  向後麻里 

平成 30 年度課題説明（変更点など） 

領域 2・3・4   松元一明 

領域 1・5   石田志朗 

質疑応答 

全体討論    入江徹美 

厚生労働省挨拶 医薬・生活衛生局総務課 上野友貴奈 

閉会・連絡事項 

解散 

 

3. OSCE 評価者養成伝達講習会の開催 

 

2018-025 平成 30 年度薬学共用試験 OSCE 評価者養

成伝達講習会 

日時：2018 年 7 月 22 日（日）12:30～16:30 

会場：福山大学宮地茂記念館 

主催：薬学共用試験センター 

実行委員長：田村 豊 

プログラム： 

開会挨拶    橋詰 勉 

文部科学省挨拶 

高等教育局医学教育課 薬学教育係長 平尾英里 

OSCE 評価の基本的な考え方  入江徹美 

    吉冨博則 

実施方法（会場）の説明  田村 豊 

会場移動 

各課題の重要ポイントおよび留意点 

課題の体験、評価，重要ポイントおよび留意点の確認 

領域１（在宅での薬学的管理）  富岡佳久 

領域３（持参薬チェック）  岡村 昇 

領域４（手指消毒・ガウンの着脱） 松元一明 

休憩・会場移動 

総評    橋詰 勉 

閉会・連絡事項 

 

4. OSCE モニター説明会の開催 

 

2018-032 平成 30 年度薬学共用試験 OSCE モニター

説明会 

日時：2018 年 9 月 3 日（月）12:20～15:00 

場所：慶應義塾大学薬学部 芝共立キャンパス 

マルチメディア講堂 

司会進行：石田志朗 

薬学共用試験センター運営委員長挨拶 伊藤智夫 

文部科学省挨拶 

高等教育局医学教育課薬学教育専門官 福島哉史 

平成 30 年度 OSCE の適切な実施に向けて 橋詰 勉 

平成 29 年度 OSCE 実施における大学の実施体制の不備

とその対応 

平成 30 年度 OSCE モニター員の割り振りについて 

中嶋幹郎 

質疑応答 

モニター業務の概要（事前審査）  田村 豊 

モニター業務の概要（前日、当日、報告（事後）） 
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    野田幸裕 

課題（ステーション）モニター時の留意点 石田志朗 

質疑応答 

休憩 

トラブルが起こった時のモニター員としての対処方法 

    岡村 昇 

質疑応答  

修正課題、新規課題について 

領域 1・5   富岡佳久 

領域 2・3・4   松元一明 

質疑応答 

総括 

厚生労働省医薬・生活衛生局総務課薬事企画官 

安川孝志 

閉会の挨拶    橋詰 勉 
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