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はじめに 

3回目の挑戦の末に，南カリフォルニア大学の薬学部Pharm.D. コースの合格通知を私は

手にした．2001年10月のことだ．私が留学を思い立った1995年頃はインターネットがま

だ一般家庭に普及しておらず，アメリカ薬学部への留学情報を得られる手段は非常に少な

かったため，留学情報機関に足を運ぶなど，様々な方法を駆使して情報をかき集めなけれ

ばならなかった．まさか合格までに7年もかかるとは，当時は想像もしていなかった．知

らないということは恐ろしい．この大変さがはじめにわかっていたら，あるいは受験する

前にあきらめていたかも知れない．英語力を向上させることの大変さもさることながら，

アメリカの受験システムを理解し，薬学部の留学情報を得るという受験以前のいわば「作

業」に，今まで莫大な時間を費やした．この本では，その「作業」の他，大学面接対策，

病院薬局でのボランティア活動，アメリカでの薬剤師免許取得方法などについて紹介する． 
なお第一部の受験体験談は，過去に南山堂「薬局」誌  (Vol.53, No.6,2002-Vol.54, No.8,2003) 

に連載した，「アメリカPharm.D.コース合格までの7年」の内容に加筆・修正したものである．

Pharm.D. コースへの出願方法は，2004年度から「PharmCAS」と呼ばれる受験サービスが開

始されたことにより，私の受験時とかなり異なっている．そのため第一部は，あくまでも

私の体験談としてお読みいただきたい．第二部では，2005年現在のPharm.D.コースの受験

プロセスの解説のほか，全米薬学部へのアンケート調査から得られた留学生受験条件の資

料を追加した． 

すでに薬剤師の私が，アメリカの薬学教育に魅せられ，薬学部留学を自己研鑽の場と

して選んだように，アメリカでスキルアップをしたい，異なる角度から日本の薬学を見つ

めてみたい，アメリカの薬剤師の活動を見学または体験したい，と考えている薬剤師は他

にもいるのではないだろうか．もしこれから米国薬学部留学，薬剤師留学を目指す人たち

が，私の体験から少しでも時間を節約し，成功を手にすることができれば幸いである． 
 

                           2005年11月 岩澤 真紀子 
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御注意： 本書はお客様への参考情報の提供を目的としています。本書の情報の正確性

や完全性は保証されていません。本書の情報は，お客様に通知なしに変更されることが

あります。留学や試験制度等に関する情報は常に変化する可能性があります。最新情報

については，該当機関に必ず御自分で御確認下さい。 
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第一部 アメリカPharm.D.コース合格までの 7年 
 

第1章 薬剤師がアメリカで勉強する理由 

 
1．留学に惹かれていくまで 
 
 東京薬科大学薬学部 (http://www.toyaku.ac.jp/) 3年生の時，「臨床薬学概論」という選択科

目を受講した．その際，南カリフォルニア大学(http://pharmacy.usc.edu/) からの客員教授より ，
アメリカの薬学の歴史・薬剤師の役割・薬剤師教育の変遷と将来についての講義を聞く機

会があった．当時日本では薬剤師の臨床業務が大病院を中心に拡大しつつあったが，その

内容は試行錯誤の段階にあり，大学の授業も臨床薬学に関する科目は数少なかった．日本

では薬剤師が臨床業務を行うということを新しい薬剤師の役割として議論している段階で

あるにもかかわらず，アメリカでは臨床業務を行っている薬剤師にいかに専門性を持たせ

るかが議論されているということを知った．当時の日本の薬剤師を取り巻く状況の大きな

変化は，アメリカでは約30年前に起きた動きである，つまり日本の薬剤師の役割は30年
もアメリカに遅れをとっている，と知らされたことは，薬剤師を目指す学生としては非常

にショックだった．日本とアメリカでは医療システムが異なり，日本の薬剤師が米国薬剤

師と同じ道をたどっていけるわけではないので単純に比較はできないが，確固たる社会的

地位を築くに至った米国薬剤師の努力の過程から見習えることは数多くあるはずである．

そこで，日本の薬剤師にはこれからやるべきことが山ほどあるのだと前向きに捕らえ，日

本で薬剤師として働くことからはじめてみようと思った．当時は，進んでいるアメリカの

薬剤師業務をすばらしいとは思ったが，英会話もできないことだし，外国に行くなら留学

より海外旅行のほうが身近に思われた． 
 大学卒業後，1995年より4年間，東邦大学大森病院薬剤部 ( http://www.toho-omori.gr.jp/ ) に
勤務した．働き始めた当初は学生気分が抜けきらず，慣れない仕事と人間関係にストレス

を感じる毎日だった．そのままではいけないと，仕事帰りに英会話学校のECC 
( http://www.gaigo.ecc.co.jp/ ) で気分転換することにした．1995年11月より2000年6月の渡米

直前まで，ECCにはたいへんお世話になった．初めの5ヶ月間は，好きな時に好きな先生

の授業を受けられるフリータイムレッスンのみを受け，以後は10人程度のグループレッ

スンに週2回通い，フリータイムレッスンを週１，2回受けた．ECCでは年の隔たりなく

友人ができ，自分と違う分野の優秀な人々に出会い，先生との会話を通じ様々な国の文化

を知ることができた．英語を通して視野が広がっていくのは非常に楽しく，英語力のみな

らず様々な知識を増やしていけることは快感だった．コミュニケーション力が上がってい

くにつれ，もしかしたら自分も留学できるのではないかと思い始め，同じレベルのクラス

メートのうち数人が渡米したこともあって，いつしか留学することは私の目標になってい

った． 
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2．留学を思い立ってすぐ実行しなかったわけ 
 
英語が話せる人は日本に山ほどおり，ましてや海外留学が盛んな時代に，英語さえで

きればキャリアは自動的に上がると考えるのは非常に浅はかだということはわかりきって

いた．英語力だけでなく，何か人とは違う技術なり知識なり身につけなくてはならない．

医療従事者として働くことに私は疑問を感じたことがない．留学するのであれば薬剤師と

してのキャリアに結びつく方向で考えようとはじめから決めていた． 
しかし留学したところで，年功序列制度がいまだ根強い日本社会において，日本の現

状を知らず，かつ実務経験のない人間が帰国後どう扱われるかは察しがついた．日本での

経験があったところで，帰国後の保証は何もない．留学したことで逆に，学んだことを十

分に生かせられる職場に出会えないというジレンマに陥るかも知れない．将来日本で働く

ことを選ぶ以上は，ただアメリカの薬剤師の仕事を経験するだけでなく，日本の薬剤師の

視点で，日本で役立つこと，応用できることを学んでこなくては意味がないだろう．将来

自分に何ができるか，何をしたいか，これから何が必要とされるのか，とにかく薬剤師を

取り巻く環境を観察して判断するより他ないと思った．そのためにも，まずは日本の薬剤

師業務を知ることに，最低 4，5 年は必要と自分なりに判断した．4，5 年後の受験ならば，

受験のためにあくせく英語を勉強しなくても，ストレス解消程度の勉強でどうにかなるか

もしれない． 
留学を思い立って以来，今後の薬剤師社会の動向を見極められるよう，雑誌，講習会

等から日々情報収集することを心がけた．幸いにして，東邦大学大森病院薬剤部の蔵書は

非常に充実していて，数多くの薬学関連雑誌を毎月購入していた．さすがに全ての雑誌に

目を通すことなどできなかったが，本棚の前を通過するときに雑誌の表紙を見て，医薬業

界で何が注目されているのか，見出しだけでも気をつけるようにした．このことは自分が

調べたいことがある時に，書籍の選択を容易にするという相乗効果もあった． 
将来を見極めるために日本での実務経験に時間を費やしたといえば聞こえはいいが，

そうするより他ない理由もあった．一つは学生時代の成績だ．ごく普通に大学時代を過ご

した私の成績は平凡たるもので，経験を積むより他にアメリカ人と争える要素がなかった．

経験といっても，調剤経験だけでは乏しすぎる．日本とは違い，アメリカには薬剤師のほ

かに，調剤と雑務だけを主に行うテクニシャンという職業がある．Doctor of Pharmacy 
( Pharm.D.）コースの受験者には，テクニシャンから薬剤師になることを目指す人も多い．

そのため，薬剤師として病院薬局で調剤していたことを願書に書いても，大学側の興味を

ひく人材には程遠いだろうし，平凡な成績を補えるポイントは到底とれないだろう．そこ

で，英語に力を入れるだけでなく，仕事の上でも短期間でできるだけいろいろな仕事に携

わり，経験を積まなくてはならないと決意した．幸いにして，東邦大学大森病院では，上

司より様々なチャンスを与えていただき，学会発表・臨床薬剤師業務等，実力的には十分

というには程遠かったが，願書で自分をアピールできるだけの経験を積むことができた．

自分自身もチャンスを得るべく努力はしたが，実際チャンスをいただけたことは，非常に

ラッキーだった． 
さらなる理由は経済問題だ．薬学部への留学は莫大な経費がかかる．当時ざっと計算

して，最低5年間は働かなくてはならなかった． 
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3．薬剤師を取り巻く状況と，私がすべきこと 
 
日本での経験を通じて，薬剤師業務や臨床現場での学生教育のありかたに，数々の問題点

を見つけた．また同時に，どうしてその問題点は改善されないのか，現場が抱えているジ

レンマも身を持って経験した．日本で働いている間，多くの講習会に参加し，様々な実務

者報告を聴いた．そこから感じたことは，日本の薬剤師の多くは様々な問題を把握しては

いるが，日常の業務に追われ，肉体的にも精神的にもその問題に立ち向かえる余裕がない

ということだ．その上，薬剤師でなくてもできる雑用的なことにまで薬剤師が時間を割か

なくてはならない職場も多い． 
薬剤師の抱える問題の一つに，学生教育問題がある．臨床現場での学生教育の必要性

が叫ばれる中，日本の薬科大学は，学生臨床研修の場の確保に苦労している．アメリカの

薬学部では，病院および薬局での1年間の臨床研修が必須科目としてカリキュラムに組ま

れている．一方，日本の大学の多くは学生研修を選択科目としており，その期間も1ヶ月

程度と非常に短い．臨床現場ですぐ一人前に働ける薬剤師養成には程遠い状況だ．しかし

大学側がカリキュラムを変えようにも，現場側に多くの薬学生を指導できるだけの環境が

整っておらず，薬学教育改革の支障となっている．また，学生の研修期間を延長するには，

現在の薬学部4年制のままでは時間的に無理が生じる． 
東邦大学医学部付属大森病院で働いている間，私自身も学生教育に携わる機会があっ

た．学生指導は大変な仕事だ．学生指導のために，忙しい時間帯に何人かの薬剤師の手が

とられてしまう．また，学生への講義の準備をするのも片手間ではできない一仕事だ．私

に学生への講義の話が回ってきた時も，英語を勉強する時間がただでさえ取れない状態に

もかかわらず仕事がさらに増えたことは，身体もきつかったしつらかった．最近は，大学

側の教育改革の成果か，薬物治療をよく勉強している学生が多い．中には非常に鋭い質問

をする学生もいて，講義の準備も気が抜けない．最初はいやいや引き受けたものの，講義

のために調査し勉強したことは，私にとっても大きな収穫だったことに講義を終えてから

気づいた．これらの経験を通して，臨床教育に貢献したい，そのためにも自分の専門知識

を磨きたい，と考えるようになった． 
就職して2年目の冬に，臨床薬剤師に抜擢された．この仕事を通じて，医師が要求す

る薬の情報をその場で的確に提供することの難しさをひしひしと感じた．薬剤師の多くは，

薬のことを広く知ってはいるが，治療学に関する知識が不足しがちだ．一方，医師は全て

の薬は知らないかもしれないが，自分の専門分野の薬剤についての知識はものすごく理解

が深い．臨床薬剤師になったものの，力不足に悩まされる日々が続いた．経験も乏しく，

また，限られた時間の中で勉強することは苦痛だった．そのまま経験を通して時間をかけ

て学ぶことが果たしていいことなのか，一度仕事を離れて集中して勉強しなおしたほうが

いいのか，悩んだ． 
日本で働いている間，自分の薬剤師としての将来がどうなるのか，非常に不安だった．

日々の忙しさに翻弄される状態がずっと続いていくとするならば，将来自分が納得できる

だけの能力を身につけられるかは疑問だった．自分自身が何か行動し，変わらなければ，

薬剤師として力をつけることはできないだろうし，将来自分が人を指導する立場になった

自由に配布してください。正式版購入は http://book.pharmd.jp からどうぞ。(販売:でじたる書房) 
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とき，自分の立場と能力のギャップに悩まされるのではないかと思った．若いときは問題

提起ができれば評価してもらえるが，10年，20年後はさらに解決能力が求められる．病

院薬剤師の人員削減の話が現実化してきたことや，近い将来の薬剤師過剰時代到来を考え

ると，これから興味のある仕事を選択し，満足な仕事ができるようになるには，それ相応

の能力，経験を要求されることは間違いない．すでに薬剤師として働いている自分が，医

療チームの一員として働けるだけの知識を能率的・集中的に身につけられる方法があるだ

ろうかと考えた時，留学しか選択肢が浮かばなかった．漠然としていた留学の目的が，

徐々に形になっていった． 
 
4．なぜ薬剤師留学ではなく薬学部留学なのか 
  
 アメリカの薬学部にわざわざ行きなおさなくても，アメリカで薬剤師になる方法はあ

る．アメリカでは，アメリカ国外の薬学部を卒業していて薬剤師の資格を持っている場合，

Foreign Pharmacy Graduate Equivalency Examination(FPGEE)を受け合格基準を満たせば，インター

ンの資格を得ることができる．その後，病院薬局およびコミュニティー薬局で1500時間

実習を終え(州により必要な実習時間は異なる)，薬剤師試験に合格すれば，薬剤師になれ

る．では，なぜ直接薬剤師になることを私は選択しなかったのか．それにはいくつかの理

由がある． 
 一つは，留学を思い立った当時の語学力では，英語で薬剤師試験の問題を解くなど，気

が遠くなることだったという点だ．薬も投与量も日本とは違う．学生ならともかく，働き

ながらまとまった勉強時間をとるのは難しい．だらだら勉強して受かるような試験とは到

底思えず，相当厳しい自己管理が必要になるだろう．当時私が抱えていた仕事量では，英

会話を習うのが精一杯で，さらなる試験勉強は時間をどうやり繰りしても無理だった． 
 では，仕事をやめて勉強に集中すればいいではないか，と思う人もいるだろうが，そん

な勇気はなかった．というのも，FPGEEに関する情報が少なく，あまりに不透明な点が

多かったので，試験勉強をするにも何をどう勉強すればいいのか全くわからなかったから

だ．今はWebサイト( http://www.nabp.net/ )で問題例を見ることができるので状況は多少異

なるが，それでも情報は十分とはいえない．東邦大学医学部付属大森病院での仕事は充実

していたため，道筋がはっきりしないことのためにそれを棒に振るのはあまりにもったい

なかった． 
次の問題はビザ(入国査証)だ．アメリカの市民権，またはグリーンカードを持っている

人はともかく，そうでない場合はアメリカに合法的に滞在するためのビザが必要だ．たと

えFPGEEに合格しインターンの資格を得たところで，ビザがなければ働きようがない．

一番手っ取り早いのは学生ビザで入国することだが，そうなるとフルタイムで学生をしな

ければならず，必要なインターンの時間を能率的に稼げない．当然，インターンで働くに

は，相当の語学力が要求される． 
 決め手は，私の将来の目標だ．現時点の私の目標は，薬剤師として十分な能力を身に付

け，日本の薬学教育・薬剤師教育に貢献できるよう経験を積むことにあり，あくまでも日

本で働くことが前提だ．となると，アメリカの薬剤師免許を取得することが，日本に帰っ

たときにどれだけのベネフィットになるかは疑問だった．日本でキャリアに結びつき，か

自由に配布してください。正式版購入は http://book.pharmd.jp からどうぞ。(販売:でじたる書房) 
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つ仕事の幅を広げられる方法としては，薬学部で薬剤師の博士号を取り，さらにアメリカ

で薬剤師資格を持っているのが一番だ．いずれにせよ長期戦だが，少なくとも自分がいつ

までに何を勉強すればいいのかがはっきりさせられるだけ，薬学部留学のほうが現実的に

思われた． 
 
5．留学適性判断の旅 
 
 仕事を辞めて留学するからには，勉強上の挫折はともかく，性格的に留学が適さなか

ったことに後で気づく，という類の失敗は許されない．私は親元から離れて生活したこと

がなかったため，一人で，しかも外国で暮らすということに耐えられるかどうかは，非常

に不安だった．そこで，休暇を利用して自分の適性判断をすることにした．1997年，就職

して3年目の夏に10日間，アメリカ西海岸のシアトルでホームステイをした．英会話を

習いはじめて2年が経過し，自分の英語力を試してみる必要もあった．たった1週間だっ

たが，ELS Language Center (http://www.els.com/ ) の語学学校にも通った．この際の手続きは，代

理店に任せるのではなく，英語の勉強のため，航空券やホテルの手配から，語学学校の手

続きまで，全て自分でやった．初めてのことで大変だったが，とてもいい経験になった．

アメリカ人家族との生活は，留学したときにホームステイしたほうがいいのか，アパート

を借りたほうがいいのかを判断するのによい体験になった．良かった点は，食料が常に備

えてあり，朝食の仕度は自分でしたが，夕食はホストマザーが作ってくれたので，勉強以

外の心配をする必要があまりなかったことだった．しかし通学の面では，バスで片道1時
間近くかかり大変だった．また，親切なホストでよかったが，やはり無意識に気を使って

いるせいか，時々疲れを感じた． 
語学学校の授業料は高かったが，内容的にはクラス分けが細かく，自分の弱点を集中

的に勉強できたことは非常によかった．1 週間だけでは英語力の向上には無理があったが，

一応旅の目的は果たせた．仕事を持つと長期の休みは取れないので，学生の時に留学して

おけばよかったと後悔した．語学の上達の面からも，英会話は若いうちに始めるに越した

ことはないと私は思う． 
 次の年の冬に，今度は8日間ほどイギリスに一人旅をした．8日間一人旅に耐えられな

ければ，留学なんて無理だろうと思った．イギリスでは同じホテルにずっと滞在し，そこ

を拠点に観光した．一人旅は思ったほど孤独でもなく，むしろ時間が自分のペースで使え

て快適だった．外国での一人暮らしも大丈夫という自信がついた． 
 
6．アメリカ大学薬学部見学 － 留学するか，思いとどまるか 
 
ホームステイと一人旅の経験から，外国で一人暮らしをしても大丈夫だろうという自

信がついた．その次に考えたのは，ロサンゼルスにある南カリフォルニア大学(University of 
Southern California: USC  http://www.usc.edu/schools/pharmacy/index.html )を見学することだ．アメリ

カの薬学は進んでいると話に聞いても，自分の目で実際に確かめないことには莫大な資金

と年月を費やすことはできない．母校の東京薬科大学は南カリフォルニア大学と交流を持

っているため，見学するためのつては何かないかと母校に問い合わせたところ，卒業生が

自由に配布してください。正式版購入は http://book.pharmd.jp からどうぞ。(販売:でじたる書房) 
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南カリフォルニア大学Pharm.D コースの3年生に在籍していることがわかった．ちょうど

その時その方が日本に一時帰国していると聞いたので，早速電話でコンタクトを取った．．   
 ありがたいことに，大学の授業を一度見学するよう，私がお願いする前に先輩から勧

めてくれた．お言葉に甘えて1998年の秋に，1週間ほど大学見学の旅に出た．滞在中，南

カリフォルニア大学の授業見学のほか，ロサンゼルス郊外にできた私立の新設大学，ウェ

スタン大学(Western University of Health Science : WUHS http://www.westernu.edu/cp.html )のキャンパス

見学も行い，教授に話を聞いた． 
南カリフォルニア大学で見学した授業は，副腎皮質ホルモンについての授業だった．

授業では，ホルモンの産生される臓器から，ホルモンのレセプターの話，さらには副腎皮

質ホルモンの作用，副作用について説明された．授業中，教授が学生に，実習先で副腎皮

質ホルモンの副作用を何か目にした経験があるかと問いかけたところ，学生の数人が自分

の働いている病院での経験を披露していた．授業中に，学生がインターン先での経験を他

の学生と分かち合っている点が，日本と違って非常に面白かった．授業の内容が全て新鮮

とまではいかなかったが，日本と同じ科目を受けなおすことになるとしても収穫はあるだ

ろうと思った．また，実際授業を聞いてみて，授業についていけるだけの英語力にはまだ

程遠いことがわかった． 
ウェスタン大学が開校したことは，実は日本で知っていた．というのも，東京都病院

薬剤師会主催の薬剤師生涯教育の一環で，ウェスタン大学のHarry Rosenberg学長による講

演会が行われた際，同大学のカリキュラムとアメリカの薬剤師の役割について聴講したか

らだ．講演のあと学長を呼び止めて，留学生に対する条件について，個人的に話を聞いた

りもした．ここの大学のカリキュラムはブロック制度という独特のカリキュラムだ．１学

期が5ブロックに分かれていて，例えば心臓疾患のブロックでは，数週間，それだけに集

中して授業をする．そのため，他の大学のように一定期間内に3つも4つも違った授業を

並行して受けることと比べると，知識が分散せず理解しやすいという利点がある．また，

成績評価の仕方も独特だ．学生間の競争を緩和しお互い協力して勉強できるよう，ABC
評価で成績をつけない．1学年の学生数が100人と少なく，教師と学生の距離が近いのも

この大学の利点だ．実際授業を見学したことはないが，ウェスタン大学に通う学生数人か

ら話を聞いたところでは，この大学の評判は非常によかった． 
見学の結果，留学する決意は固まったので，あとは英語力アップと受験必須科目

(Prepharmacy requirement)の問題のみとなった．受験必須科目については，第 3章で説明する． 
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第2章 薬学部のどのコースを選択するか 
 
1．Pharm.D.とPh.Dは違う 
 

Pharm.D コースを卒業すると得られる学位Pharm.D.と，Doctor of Philosophy コースを卒業す

ると得られるPh.Dを混同しがちだ．日本の薬学部で博士課程を卒業すると得られるのは

Ph.Dのほうで，Pharm.D.ではない．混同するのはきっと，Pharm.D.に相当する学位が日本に

はないため，両方とも扱いが薬学博士になってしまうからだろうと思う．Pharm.D.を無理

やり訳せば「医療薬学博士」だ． 
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
 

2．Pharm.D.コースにもいろいろある 
 

Pharm.D.コースは大学によって様々だ．Pharm.D.コース１つしか設けていない大学もあれ

ば，Entry-level Pharm.D.と，Post-Baccalaureate  Pharm.D. コースの２つに分かれている大学もある．

Post-Baccalaureate Pharm.D. コースは， 
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
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第 3章 能率的に受験準備を 

 
 アメリカのPharm.D.コースを受験するなどという大それた事を行うためには，日本の大

学受験とは比べものにならないほどの莫大な準備作業が必要だった．私の経験をもとに，

読者の皆様には能率的に受験準備をすすめて欲しい．同じPharm.D.コースでも，大学によ

って受験に必要な条件などが異なるので，情報収集は非常に重要だ．まず，志望校をいか

に絞るかが準備の鍵になる． 
 
1．留学情報収集 
 

① 書籍 
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
 
② 留学相談センター 

(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
 

③Webサイト 
留学一般に関する情報についての私のお勧めは， 
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
 

次に，Webサイトで調べる手順の例を紹介する(各大学により異なるので注意)．私が

Webサイトで調べ始めた当初は，検索するにもキーワードはわからないし，どこに何が書

いてあるかもわからず大変だった．結果的に英語の勉強にはなったが，必要なところまで

たどり着くのに時間があまりにもかかったので，時間のない人のために参考まで． 
 

1. まず，HomeのSchools＆Programs(またはAcademic Programs，Departments)から， 
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 

 
 
2．私の英語力アップ法 
 
 英語は永遠の課題で，今の私の語学力では授業についていける保証などない．ひたす

ら継続して勉強するのみだ．日本での私の勉強方法を参考までに紹介する． 
   

① TOEFL( http://www.toefl.org/index.html )  
  南カリフォルニア大学はTOEFLのスコアを要求しないが，他の大学への出願は大抵 

(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
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② 英会話 
 英会話に関しては，もっぱらECC に通った．少人数制のフリータイムレッスンで，週1，
2回，教え方の上手な先生の授業を選んで受けるようにした．この他さらに 

(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
 
 
3．自分の学業成績を知る ── 始まりは実はここから 
 
アメリカの大学を受験するにあたり，日本の大学の成績をアメリカ式に換算する必要があ

る．アメリカでは成績評価を，GPA(Grade Point Average)という成績評価の平均値で行う．

GPAとは， 
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 

 
 
 

4．受験必須科目(Prepharmacy requirements) 
 

Pharm.D.コースに出願するには，Prepharmacy requirements(Prerequisite)と呼ばれる受験必須科

目を，大学の授業が始まる8月くらいまでにすべて取り終えなければならない．願書提出

の締め切りは通常授業が始まる7，8ヶ月前だが，願書出願時に受験必須科目をすべて取

り終えている必要はない．ただし， 
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
 

 
5．受験必須科目をどこで取る？  
 いずれにせよ大抵の場合は，Pharm.D.コースに行く前にどこかアメリカの大学に行き，

単位を追加取得することになる．大学に行くといっても，学位を取るために4年間通うわ

けではない．特定の単位だけを取得する制度は，アメリカの大学では一般的なので，それ

を利用するわけである．以下，具体的に例をあげていこう． 
 
1．日本にあるアメリカの大学で取る 
アメリカの大学の日本校はいくつかあるが， 
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
 

２．アメリカで取る 
資金面にゆとりがある人は，アメリカ国内の大学

( http://dir.yahoo.com/Education/Higher_Education/Colleges_and_Universities/United_States/ 参照)に在籍し

て，受験必須科目(Prepharmacy requirements)を取得しながらTOEFLの点数を上げるという方法

もある． 
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 (この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
 

 

３．通信教育 
今はインターネットでさまざまな講義が受講できるが，留学生の場合，Pharm.D.の入学

試験事務局(AdmissionOffice) の最大の関心は英語力の判定にあり，よっぽど 
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 

 
6．留学にかかる費用 
 

留学するにあたり，頭が痛いのが資金だ．留学資金を補うため，奨学金制度を必死に

調べた．奨学金については，日米教育委員会で資料が得られる． 
私はいくつかの奨学制度のなか，申し込み段階でのTOEFLの基準が比較的低いフルブ

ライト奨学金に応募してみた．フルブライト奨学金は，３段階選抜で，１次と２次は書類

選考，3 次は面接試験だ．１次選考は書類審査および研究計画についてのエッセイ提出で，

それを通ると，推薦状，より詳細な研究計画(これもエッセイ形式)，学生時の成績の提出

が 
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
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第4章  米軍厚木基地で受験必須科目を取得 

 
1．米軍の人に頼み込んでみる － メリーランド大学アジア校での生活 
 
アメリカのPharm.D.コースのある大学をほとんどすべて調べ，いくつかの大学の入学試

験事務局(Admission Office)に電子メールでコンタクトを取った結果， 
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
 
 

2．がけっぷち．単位は１つも落とせない． 
 
メリーランド大学で取った最初の科目は社会学(Sociology100)だった．講義をすべて聞き

取れる自信などまったくなかったので， 
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
 
 

3．メリーランド大学で受験必須科目を取得する際の注意 
 

① 下の資料にあるように，基地により設置コース数が異なるため，コース数が

少ない基地については， 
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 

 
② 校舎によって，一般市民の 

(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
 
③ 薬学部の受験必須科目に指定される科目の多くは，メリーランド大学におい

て 
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 

 
④ 昨年9月11日のテロ以降， 

(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
 

 
(資料)メリーランド大学アジア校：日本内所在基地と設置コース数 

(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
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第5章 時間がかかる出願準備 
 
1．願書(Application)の取り寄せと書き方 
 
①願書の取り寄せ 

Pharm.D.コースへの入学は 
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
 

②願書の書き方 
 願書への記入は手書きも許されているが， 

(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
 

 
2．推薦状の依頼 
 
 推薦状が通常，１校あたり2通から3通必要になる．大学の教授，もしくは職場の上司

に 
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 

 

3．エッセイを書く － 南カリフォルニア大学・ウェスタン大学を例に 
 
 私はアルク出版の『大学院留学入試エッセー：質問分析と構成法』を参考に，英語の

エッセイの書き方を勉強した．この本は， 
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 

 

 エッセイの課題は，形式も質問も，大学によりさまざまだ．大抵の大学は，願書と共に

エッセイ課題を送ってくるが，Webサイト上にエッセイの課題を載せている大学もある．

エッセイを書くのは時間がかかるので，早めに取りかかったほうがよい．私は出願しなか

ったが，以下は，カリフォルニア州のPomonaにあるウェスタン大学(Western University of 
Health Science)の，Pharm.D.コース2002年度願書からの抜粋である．（以下，日本語訳は筆

者） 
 
① What attracts you to a career in pharmacy? (どうして薬学のキャリアに興味を持ったので

すか) 
② Explain what you have done to prepare yourself as a future pharmacist. 

(将来薬剤師になるために，今まで準備してきたことを説明しなさい) 
③ If you are a reapplicant,  

(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
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⑬Please use space below to make any additional personal comments that you think will 
strengthen your application. (さらに何か，願書の評価を高めると思われる追加コメントが

あれば，下記のスペースを使って書きなさい) 
 
私が書いたエッセイの一部を参考までに掲載する．メリーランド大学でエッセイを勉

強する前に提出したものなので，形式としては勉強不足で恥ずかしい部分も多いが，結果

的に書類選考を通っているので，内容は一応評価されたのではないかと思う． 
 
南カリフォルニア大学に提出したエッセイ 
以下の質問について，用紙（レターサイズ）２枚以内でまとめなさい． 
Essay Questions:(2002年度Application Form より抜粋) 
① The field of pharmacy is changing dramatically. Indicate the specific roles 

pharmacists are likely to play in the new health care environment and 
compare and contrast the new roles with current dispensing activities.   

(薬学をとりまく社会は劇的に変化している．新しいヘルスケア環境において，薬剤師が

はたすであろう具体的な役割を示し，その新しい役割と，現在の調剤業務を比較しなさ

い.) 
  
私の回答： 
①Pharmacists must play a role as pharmacotherapy experts in health care 
systems. In Japan, a large part of the pharmacist’ job is to manage medicine 
dispensation. Recently, Japanese society requires pharmacists to practice 
Pharmaceutical Care more thoroughly because of 
   
 この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
 
 
 
4．英語の履修要項(シラバス)の準備 
 
受験する大学によっては，日本の大学で取得した単位については，英語のシラバスの

提出を求められる．私が出願した南カリフォルニア大学からは， 
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 

 
5．履歴書の書き方 
 
 出願に際し，必ず提出しなくてはならないものではないが，働いた経験のある人は履

歴書を提出することをお勧めする．インタビュー（面接）の際，面接官はエッセーの内容

などに一切目を通していないと考えるのが無難だ．履歴書に目を通しながらインタビュー

する面接官も多い．面接官に印象を残すためにも履歴書を同封しておくことは重要だと思

自由に配布してください。正式版購入は http://book.pharmd.jp からどうぞ。(販売:でじたる書房) 
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う．私が合格を手にした3回目のインタビューの際は，履歴書が好印象を与えたようで，

そこから話が弾んだ．南カリフォルニア大学に通う友人数人に聞いたところ，彼らも履歴

書を提出したようだ． 
英語の履歴書の書き方は，『外資系企業に入るための履歴書と面接の英語』(アルク出版，

マイケル・ギリオーニ著)が参考になった．アメリカに来てから取った語学学校の授業で

履歴書の書き方の講義があったので，その際に先生に履歴書を添削してもらった．履歴書

では，Action Verbを使うのが基本だ．Action Verbとは，(この続きは

http://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
  
私の履歴書の一部を例にとって，注意点を説明する． 

 

MAKIKO   IWASAWA 
住所，電話番号，E-mailアドレス 

 
OBJECTIVE    職務目標 
 
To work in a pharmacy that offers opportunities to interact with patients and other health care professionals.  
 
WORK EXPERIENCE  職歴 
新しいものから先に書く．日本の履歴書と逆なので注意．病院・薬局で働いていた場合は，施設の規模を示

すために，概算でよいが，取り扱い処方箋数や薬剤師数を書くと具体的でよい． 

働いた期間・職業・会社名・所在地・国の順で書く．部署が変わった場合は，関わった仕事の違いがわかる

ように具体的に書く． 

 
April 19○○-      Pharmacist,  
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
 
 
履歴書はその人の経験にもよるが，できれば1枚，多くても2枚以内におさまるように書くのが望

ましい．だらだら書くことは避けたい． 

                 2ページになる場合は忘れずに→（Continued） 
 

自由に配布してください。正式版購入は http://book.pharmd.jp からどうぞ。(販売:でじたる書房) 
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2ページ目の頭には，頁，名前，電話番号を再度記載する． 

Page 2                     MAKIKO IWASAWA                電話番号 

 
PUBLICATIONS 出版 
新しいものから先に書く．学会誌の論文などもここに書く． 
 
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
 

 
 
6．残高証明書・受験料の準備 
 
 留学生の場合，学生生活を送るだけの経済力があることを証拠として示すために， 
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
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第６章 書類選考を通過したら  －  万全の2次試験対策で自信をつけよう 

 
1．Pharm.D.コースの選考方法 
  

ほとんどの大学のPharm.D.コースは，書類選考と2次試験のインタビュー（面接）およ

びエッセイの2段階選抜だ．留学生の場合， 
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 

 

 
2．２次試験(インタビュー)準備：質問集と回答 
 
 願書を出し，１,２ヶ月すると，書類選考の結果が返ってくる．私の経験からは， 
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
 
►私が準備したインタビューの質問集と回答からの抜粋 
 
インタビューを受けるにあたっては，十分な準備が必要だ．私は『外資系企業に入る

ための履歴書と面接の英語』(アルク出版・マイケル・ギリオーニ著)に掲載されている質

問例を，自分で受験用にアレンジした．あらかじめ想定した質問に自分の答えを準備して，

事前に個人レッスンをアメリカ人講師から約30時間受けた． 
 
1. Why are you interested in USC? (なぜUSCに興味を持ったのですか？) 
 

I’m interested in USC for several reasons. 
First, the programs at USC greatly emphasize clinical pharmacy. For 

example, USC has an externship program and communication workshop in 
the first year alone. Also, I like the variety of clerkship programs that are 
offered here. I want to study more about patient care and obtain expertise.   

Second, when I was a student in Japan, a USC professor, lectured to us on 
pharmacy education in the U.S. I was impressed by the lecture, and became 
very interested in the teaching approach in the U.S.  

In addition,  
 
 
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 

 
 

10. What are your interests outside of work? (仕事以外に何に興味がありますか？) 
 

自由に配布してください。正式版購入は http://book.pharmd.jp からどうぞ。(販売:でじたる書房) 
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My hobby is playing the piano. I like music. I like to attend musicals. 
Because there are many good concerts in Los Angeles, I enjoy living in L.A.  
 
訳：私の趣味はピアノを弾くことです．ミュージカル鑑賞も好きです．ロサンゼルスでは

多くのコンサートがあるので，私はロサンゼルスの暮らしを楽しんでいます． 
 
この他，用意しておいたほうがよい質問は， 
・Tell me about yourself. 
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
 
 
3．書類選考通過 ‐ 試験を受けに，いざアメリカへ 
 
  1998年12月，無理を言って，調剤薬局での仕事を年内で一番忙しい盛りに辞めさせ

てもらった．願書締め切りの１月半ばまでに提出を間に合わせるためには，仕方がなかっ

た．年内に南カリフォルニア大学（University of Southern California） 
オレゴン州立大学（Oregon State University ）， テンプル大学（Temple University  ），

アイダホ州立大学（Idaho State University ）の４校に出願した． 
オレゴン州立大学とアイダホ州立大学からは， 

(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
 

 
4．2次試験インタビュー－南カリフォルニア大学，テンプル大学を例に 
 
① 南カリフォルニア大学で私が聞かれた質問（回答例は第6章を参照のこと） 
・Why do you want to study at USC? (なぜUSCで勉強したいのですか?) 
・Why do you want to be a pharmacist? (なぜ薬剤師になりたいのですか?) 
 
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
 
 
5.  2次試験エッセイ 
 
    面接の他，多くの大学では，インタビューエッセイといって，20分間でショートエッ

セイを書くテストがある．辞書類は一切使えない． 
テンプル大学は，テーマを与えられ，それについて自由にエッセイを書く形式だった．

私の受けた時のエッセイのテーマは， 
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
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第7章 渡米準備 － あきらめない．とにかく住んでみる 

 
1．ガーン，落ちた！ 
 

2000 年の５月になって，南カリフォルニア大学・テンプル大学の両校から手紙が来た．

南カリフォルニア大学からは，アメリカでの生活経験がなく，３週間目から始まる病院実

習をこなせるだけの英語力がないということで，断りの手紙が来た．一方，テンプル大学

のほうは， 
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 

 
 

2．語学学校の選択から出国まで 
 
ロサンゼルス行きを決心してすぐ，当時南カリフォルニア大学に在籍していた 

(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
 
 

3．学生ビザ申請手続き  
 
学生ビザ申請にあたっては，記入ミスがないようにくれぐれも注意したい．旅行代理

店で申請の代行を頼むこともできる．私は，ビザ申請の書類のみ旅行代理店で購入し，自

分でアメリカ大使館前のポストに投函した．ビザ申請にあたっては， 
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 

 
②私がアメリカ大使館に提出したエッセイ 

  学生ビザを発行してもらうためには，自分が何年アメリカで勉強する予定なのか，何

を勉強するのか，留学後は必ず日本に戻ってくることを明記しなければならない．私

は，自分の家族・親戚が皆日本に住んでいるということ，将来日本で働く予定である

ということを書いた． 

  
American Embassy in Tokyo                                           
May25,2000 
 
To Whom It May Concern: 
 
I am a pharmacist in Japan. I am going to University of Southern California 
School of Pharmacy next year. I am going to 
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
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第8章 アメリカで自分を鍛える 

 
1．語学学校 
 

2000年6月下旬から12月上旬までの約6ヶ月間，カリフォルニア州立大学ロサンゼル

ス校付属の語学学校で語学研修した．ACLPは4学期制で，1学期10週間のプログラム

だった．6月下旬からのクラスは夏学期のため，生徒数が一番多くなる．初日にクラス分

けテスト（Placement test）があり，その結果でレベルが決められた．テストの内容は，

リスニング，文法と，教師との1対1のインタビューだった．クラスはレベル別に大きく

分けると6レベルに分かれ，その中でさらにいくつかのクラスに分かれる．私の時は16
クラスあった．私はテストの結果，上から3番目，レベルで言うと上から2つ目のクラス

に配属された． 
クラスは比較的少人数で，15人だった．1日のスケジュールはReading, Writing, 

Grammar, Listening, Speakingまたは TOEFLコースの5科目で，それぞれ1科目50分，

計5時間の授業だ．クラスの生徒は，CSULAへの入学希望者，すでにCSULA，南カリ

フォルニア大学への合格が決まっている人など，大学付属の語学学校だけあって，将来ア

メリカの大学進学を希望している人が多かった． 
 ロサンゼルスの語学学校は， 
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
 
 
 
2．UCLA Extension － 一流大学の充実した社会人プログラム 
 
 CSULAの語学学校の夏学期(1学期目)を終えたところで，アメリカでの生活も快適にな

ってきた．そこで，家からは遠いが，UCLA Extension（UCLAの夜間コース, 
http://www.uclaextension.org/   ）に通うことにした．9月からは英語の発音のコースを，1
月からは生理学を受講した．UCLA Extensionで取得する単位は 
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
 
 
 
3．病院薬局でボランティアに初挑戦 
 
① ボランティアする病院を探す 
南カリフォルニア大学を再受験するからには，昨年度と比べ，自分が努力し進歩して

いることを，今度の願書とエッセイに書かなくてはならない．そのことを考えると，語学

学校に通って英語力をただつけましたと書いても，英語ができて当り前のアメリカ人とは

張り合えないし，あまりにもアピールに欠ける．そこで，薬剤師としては無理としても，

自由に配布してください。正式版購入は http://book.pharmd.jp からどうぞ。(販売:でじたる書房) 
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調剤を行うテクニシャンとして，薬局でボランティアできないかと考えた．アメリカに来

て２ヶ月が経過し，生活にも慣れてきたことだし，新しいことをはじめるにはいい時期だ．

カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校（CSULA http://www.calstate.edu/ ）のキャンパス

内にはヘルスセンターがあり，そこに薬局があったので，早速どうしたらいいか，薬剤師

に相談しに行くことにした．いきなり訪れたにもかかわらずヘルスセンターの薬剤師はと

ても親切で，CSULA付近の病院をいくつか教えてくれた． 
 教えてもらった病院3つの中で，家に近いHuntington Memorial Hospitalをまず始めに

あたってみることにした．アメリカはボランティア活動が盛んなだけあって，大きな病院

にはほとんどボランティアサービスという部署がある．Huntington Memorial Hospitalに
もボランティアサービスがあり，そこで薬局でボランティアしたい旨を伝えた．しかし， 
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
 
 
② 入院薬局でのボランティア活動 

9月下旬より，週1回のボランティアがはじまった．初日は薬局の責任者に会い，南カ

リフォルニア大学を受験するので，テクニシャンと薬剤師の仕事，両方を見学したい旨を

伝えた．責任者の判断で， 
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 

 
 

資料：用法の表記例 

 

Daily: Once a day (Usually 9 a.m.)    
QAM: Every Morning (Once a day) 
QPM: Every Evening (Once a day) 
(この続きは

http://book.pharmd.jp にて

正式版をご覧下さい。) 
 

 
 

4．アメリカで薬剤師ライセンス取得を目指すには 
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 アメリカに行くことを決めた際，当然南カリフォルニア大学を再び落ちた時のことも想

定していた．蓄えもそれなりにはあることだし，たとえ大学に再び落ちたとしても，3年
間はこちらにいられるだろうと計算した．そこで，落ちた時には，ライセンスを取得でき

るよう準備をはじめた．カリフォルニアで薬剤師になるためにまずしなければならないの

は， 
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
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第9章 やっと手にした合格通知 

 
1． 3回目の願書提出 
 

2001年1月，南カリフォルニア大学のインタビュー試験を受けたが，半年の滞米で英

語力を飛躍的に向上させることは残念ながらできず，再び不合格となった． 

2001年9月，これが最後と覚悟を決めて，南カリフォルニア大学の入学試験事務局に

電子メールで願書を請求した．願書を請求するとすぐに，試験日は9月29日に決定だと

いう連絡があった．私としては願書を9月に提出すれば面接は11月ぐらいだろうと計画

していたのだが，願書を提出する前に試験日が決まってしまった．なんと試験日まで1ヶ
月を切っているではないか！ 
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 

 
 
2．合格!!! 
 
 10月半ば，ついに合格通知を手にした．合格までのあまりの長い年月に，合格がゴー

ルになってしまった感じがしないでもない．しかし， 
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
 
 
3．失敗から学んだこと 
 
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
 
4．受験を終えて思うこと，そして献辞 
 
 Pharm.D.コースへの合格を手にして思うことは，自分自身の力だけでは決してここま

でたどり着けなかったということだ． 
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
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第二部 新しい受験システムと各大学の対応 

 

第１章 複雑化する受験プロセス 
 

1． PharmCASとは 
 

Pharm CAS (Pharmacy College Application Service: http://www.pharmcas.org ) は，The 

American Association of Colleges of Pharmacy（AACP）が 2004年よりスタートした薬学部

出願サービスだ．この集中サービスに願書書類を1回提出すると， 

(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
 

PharmCAS願書の記入方法 
 

PharmCASの instructionから抜粋した内容を，留学生にかかわる情報を中心に紹介す

る． 

► 出願者アカウント情報 (Applicant Account Information） 
-    社会保障番号 (Social Security Number) ：アメリカの市民権を持っていない場合は空

欄．日本から出願する場合は空欄でよい．アメリカに来てからも，留学生が社会保障番号

を取得するのは難しい． 

 

► 経歴情報（Biographic Information） 
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
 

 以下，PharmCASの指定する評価機関を記す．各大学の指定については，付録を参照

されたい． 
 
1. World Education  
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
 
► 推薦状（Letters of Reference） 
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
 

 
► エッセイ（Personal Statement） 
  エッセイは一度提出したら訂正ができないので，念入りに確認してから提出したい． 

• 課題：なぜ薬学を 
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
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► 手数料 (アメリカドル) 
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 

 
► 願書提出後の注意事項 
  願書そのものはオンラインでPharmCASに提出できるが， 

(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
 

 

2． PharmCASの実態 
 

PharmCASの新しいプロセスで南カリフォルニア大学に入学した学生と，南カリフォル

ニア大学のアドミッションオフィスのディレクターに，この新しい制度について聞いてみ

た．南カリフォルニア大学は，PharmCASへの願書のほかに，Supplemental Applicationを要

求する．Supplemental Applicationを要求する大学は， 

(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
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第2章 アメリカの薬学部の特徴 
 
1． 薬学部基本情報 
 
 アメリカでは日本同様，新たな薬学部が毎年のように設立されている．今年受験生募集

を開始する大学を含めると，2005年8月現在，全米で90校の薬学部がある（ハワイ，プ

エルトルコは除く）．私立と州立の比率は， 
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
 

 
2． 市民権または永住権を持っていないと出願できない大学 
 
  アメリカの大学の医歯薬系の学部の中には，出願資格に市民権または永住権を求める

ところがある．インターン免許についても，州によっては市民権がないと資格が得られな

い州もある．これらの大学については留学生は受けいれないことはもとより，交渉のしよ

うもないので，はじめから調べるだけ時間の無駄である． 
• University of South Carolina/ College of Pharmacy at the Medical University of South Carolina (合併予定) 

（サウスカロライナ州） 
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
 
 

3．留学生を受け入れていない大学 
 

 州立大学によっては留学生への情報を公開しつつも実際受け入れていない大学がある． 

 (この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
 

 

4． 外国人向けのPharm.D.コース・優遇措置のある大学 
 

    留学生の受け入れ枠は狭くても，枠があるだけ他大学と比べれば有利である． 

 

外国人向けのPharm.D. コースがある大学 

(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
 

外国人薬剤師向けにプロフェッショナル課程における単位の免除などの優遇措置がある大学 

(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
 
Accelerated program など，外国人薬剤師専用ではないが，トランスファー学生専用の短期Pharm.D.

コースがある大学 
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(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
 

5． その他の特色ある大学 
(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
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第3章 全米薬学部へのアンケート調査 
 
市民権または永住権を持っていないと出願できない大学７校，電子メールでのやり取りに

積極的ではない大学（大学によっては問い合わせを電話でしなくてはならない大学がある．

留学生にとっては，電子メールでやり取りできない大学は手続きが大変なこと，また電話

をしてもその印象が致命傷になりかねないことから勧められない），プエルトルコ・ハワ

イを除く全米 薬学部のAdmission Officeにアンケート調査を行った．この調査により，ウェ

ブサイト上の情報からはわからない貴重な情報を得ることができた． 
 

1．各大学からの回答の有無 
 
 以下がアンケートを送付した大学と回答を得られた大学のリストである．なお，回答

を得られた大学の中にも，質問に答えず一般的な内容を添付して送ってきたところもある

ので，そういった大学は回答のところに△を記す．また，アンケート送付は，市民権を要

求する大学，電子メールでの質問を受け付けない大学に関しては行っていない．質疑応答

を電子メールで受け付けない大学への出願は，アメリカに住んでいない場合はあまりにや

り取りが大変なので私個人としては勧めない．なお，アンケート結果が返ってこなかった

大学の中には，私の質問をウェブサイト上のFAQや留学生情報に加えてウェブ上で答え

てくれた大学もあることを付け加えたい． 
 
大学名 アンケー

ト送付 
回答 大学名 アンケー

ト送付 
回答 

Samford University 
(Alabama) 私立 

○ ○ Creighton University 
(Nebraska) 私立 

○ ○ 

Auburn University 
(Alabama) 

○ ○ University of Nebraska 
(Nebraska) 

○ × 

Midwestern University Glendale 
(Arizona) 私立 

○ ○ 
(回答がなか

ったので電

話した) 

University of Southern  
Nevada (Nevada) 私

立 

○ × 

University of Arizona  
(Arizona)  

○ ○ Rutgers, the State  
University of New 
Jersey  
(New Jersey) 

○ × 

University of Arkansas 
(Arkansas)  

○ × University of New 
Mexico 
(New Mexico) 

○ ○ 

Touro University (California) 
私立 

× - Long Island University 
(New York) 

○ × 

Loma Linda 
(California) 私立 

× - St Johns University 
(New York) 私立 

○ × 

University of California 
San Diego (California) 

× - University of Buffalo  
(New York) 

○ △ 

Loma Linda 
(California) 私立 

× - Albany College of 
Pharmacy (New York)
私立 

○ △ 
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University of California 
San Francisco (California) 

○ ○ Campbell University 
(North Carolina)私立 

○ × 

University of Southern 
California (California)私立 

○ 
（直にAO
にインタビ

ューした） 

○ University of North 
Carolina (North 
Carolina) 

○ ○ 

University of Pacific 
(California) 私立 

○ ○ Wingate University 
(North Carolina)私立 

○ ○ 

Western University 
(California) 私立 

○ ○ North Dakota State  
University (North 
Dakota) 

○ × 

University of Colorado 
(Colorado) 

○ × Ohio Northern University
(Ohio) 私立 

○ ○ 

University of Connecticut 
(Connecticut) 

○ ○ Ohio State University 
(Ohio) 

○ ○ 

Florida A&M University  
(Florida) 

× - University of Cincinnatti 
(Ohio) 

○ ○ 

Nova University 
(Florida) 私立 

○ × University of Toledo 
(Ohio) 

○ ○ 

Howard University 
(District of Colombia) 私立 

○ △ Southwestern 
Oklahoma  
State 
University(Oklahoma) 

○ ○ 

Palm Beach Atlantic 
University (Florida) 私立 

○ × University of Oklahoma 
(Oklahoma) 

○ × 

University of Florida 
(Florida) 

○ ○ Oregon State University 
(Oregon) 

○ ○ 

Mercer University 
(Georgia) 私立 

○ △ Duquesne University 
(Pennsylvania) 私立 

○ ○ 

South University  
(Georgia) 私立 

○ ○ Lake Erie College of  
Osteopathic Medicine 
(Pennsylvania) 私立 

× - 

University of Georgia  
(Georgia) 

○ ○ Temple University 
(Pennsylvania) 

○ × 

Idaho State University 
(Idaho) 

○ × University of Pittsburgh 
(Pennsylvania) 

○ × 

Midwestern-Chicago University 
(Illinois) 私立 

○ × University of the 
Sciences 
in Philadelphia 
(Pennsylvania) 

○ ○ 

South Illinois University 
(Illinois) 

○ △ Wilkes University  
(Pennsylvania) 私立 

○ × 

University of Illinois 
at Chicago (Illinois) 

○ × University of Puerto Rico
(Puerto Rico) 

× - 

Butler University 
(Indiana) 私立 

○ ○ University of Rhode 
Island 
(Rhode Island) 

○ × 

Purdue University 
(Indiana) 

○ ○ Medical University of 
South 
Carolina (South 
Carolina) 

× - 

Drake University 
(Iowa) 私立 

○ ○ University of South 
Carolina 
(South Carolina) 

× - 

University of Iowa 
(Iowa) 

○ ○ South Dakota State  
University (South 
Dakota) 

○ ○ 
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University of Kansas 
(Kansas) 

○ ○ University of Tennessee 
(Tennessee) 

○ × 

University of Kentucky 
(Kentucky) 

○ ○ Texas A&M University- 
Kingsville (Texas) 

○ × 

University of Louisiana  
at Monroe (Louisiana) 

○ × Texas Southern 
University 
(Texas) 

○ × 

Xavier University 
(Louisiana) 私立 

○ × Texas Tech University 
(Texas) 

○ × 

University of Maryland 
(Maryland) 

○ ○ University of Houston 
(Texas) 

○ ○ 

Northeastern University 
(Massachusetts) 私立 

○ × University of Texas  
at Austin (Texas) 

○ × 

Massachusetts College of 
Pharmacy-Boston 
(Massachusetts) 私立 

○ ○ University of Utah 
(Utah) 

○ ○ 

Massachusetts College of 
Pharmacy-Worcester 
(Massachusetts) 私立 

- - Hampton University 
(Virginia) 私立 

○ × 

Ferris State University 
(Michigan) 

○ ○ Shenandoah University 
(Virginia) 私立 

○ ○ 

University of Michigan 
(Michigan) 

○ ○ Virginia Commonwealth 
University (Virginia) 

○ × 

Wayne State University 
(Michigan) 

○ △ University of 
Washington 
(Washington) 

× - 

University of Minnesota 
(Minnesota) 

○ ○ Washington State 
University (Washington) 

× - 

University of Mississippi 
(Mississippi) 

○ × West Virginia University 
(West Virginia) 

○ ○ 

St. Louis College of Pharmacy 
(Missouri) 私立 

○ ○ University of Charleston 
(West Virginia)私立 

○ × 

University of Missouri-Kansas city 
(Missouri) 

○ × University of 
Wisconsin(Wisconsin)  

○ × 

University of Montana 
(Montana) 

○ ○ University of Wyoming 
(Wyoming 

○ ○ 

 
2． 質問内容とその目的，アンケート結果 
 
質問１：あなたの大学には外国人薬剤師向けに特別なPharm.D.コースがありますか？ない場合，

将来新たに開設する予定はありますか？ 

 
結果：(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
 
 
質問２：今現在，何人の留学生があなたの大学のPharm.D.コースで勉強していますか？ 
結果：(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
 
質問６：留学生を審査する際，特別に電話インタビューをしたり，アメリカ人と異なる審査をすること

がありますか？ 
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結果：(この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
 
 
質問７：どのように留学生のモチベーションを評価しますか？ 

 (この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
 

 
3． 出願大学の選び方 
 
 (この続きはhttp://book.pharmd.jp にて正式版をご覧下さい。) 
 

自由に配布してください。正式版購入は http://book.pharmd.jp からどうぞ。(販売:でじたる書房) 
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終わりに 
 
 私が受験した当時から早くも5年近い年月が流れ，その間，日本の薬学教育を取り巻く

環境はめまぐるしく変化した．2006年に日本の薬学部は6年制に移行するが，カリキュラ

ムの内容・講師の質など，ここ数年は不安定な状況が続くだろう．そのような状況の中で，

アメリカのPharm.D.コース受験を目指す学生は増えていくと思われる． 
 私の受験した当時の経験から，留学生が必要と思われる情報を付録としてまとめた．ア

ンケート結果が全ての大学から得られなかったこと，問い合わせを何回か試みても返答の

なかった大学があったことなどから，全ての情報を得ることはできなかったが，私として

は最善を尽くしてまとめたつもりである．情報を得ようとすればするほど出版が遅れるこ

と，各大学がそれぞれのペースでウェブサイト上の情報をアップデートすることからこの

作業はきりがなく，2006年度受験を目指している方のために，2005年11月の段階で調査

を一区切りつけさせていただいた．情報が空白な部分についてはご容赦いただきたい．な

お，私個人の視点から，条件上留学生には厳しいだろうと思われる部分をハイライトした．

一つでもハイライトがある大学は，私個人の見解からは留学生が合格できる可能性は低く，

約90校ある薬学部のうち25校は調べるだけ時間の無駄である． 
 今後，少しでも多くの日本の薬剤師が臨床先進国アメリカで学習する機会を得，将来日

本の薬学教育発展のために力を尽くしていただければうれしい． 
 
                         2005年11月30日 岩澤 真紀子 
 
 
 
 
関連ブログを開設しております： http://PharmD.jp をぜひご覧下さい 
 

自由に配布してください。正式版購入は http://book.pharmd.jp からどうぞ。(販売:でじたる書房) 
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表内の記号について

AO：

TOEFLのスコ
アの横に？が

あるもの：

－(ハイフン）：
ハイライト：

大学 留学生受け入

れの有無

外国人薬

剤師対象

コースの

有無と取

得時間

日本の

単位移行

(Pre-
pharmacy
)

成績評価

機関

Pharm
C

A
S

Supplem
ental

A
pplication

学費1年分 (州立

の場合はOut of
States, Feeは含

んでいない）

Fees その他大学からの

コメント

TOEFL TSE GRE PCAT FPGEE
A大学 ● No 550

(213)
No No ● No ●

理系科目

は5年内

WES ● ● $21,014.00 At the time
of

Admission

カリキュラム内の

科目は免除しな

い。留学生を受け

入れる条件は、ス

ピーキング、ライ

ティング、両方の

英語力が優れてい

ることが絶対条件

B大学 ● No 550
(213)

No No ● No ●
無期限

WES
LIS

● ● $23,938.00 $238.00 B.S.を持っている

場合のみ、a
Health Ethicsを除

く非化学系コア科

目を免除する可能

性がある。

Pre-pharmacy以外の出願条件

アドミッションオフィス

留学生用の情報欄から取ってきた数字なのでUndergraduateもしくは、Conditional　Admission
（ESLを終えてから入学が許可される）の条件の可能性がある。薬学部は別に条件を設けて
いることもあるので、TOEFL の点数が550以下の大学は、再度自分でTOEFLの点数をAOに
問い合わせること。

ウェブサイト上に情報が見つからなかった場合

条件が厳しい項目
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C大学 ● No No No No ● No ●
無期限

ECE
JSAIEC

WES

● ● $28,229.00 N/A Pre-Pharmacy科目

のうち最低30
semster 単位（化

学系科目最低15単
位、英語（ESLは
含まない）6単
位、スピーチ3単
位）をアメリカの

大学で取得しなけ

ればならない。

D大学 ● No － － － － － No － No N/A 全ての受験必須科

目をアメリカで取

る事が条件

正式版では，93の大学についての詳細なデータを満載！

$20,931.46
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