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Royal Pharmaceutical Society との連携について（報告）

平素より本会会務に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、９月３０日、本会は英国の Royal Pharmaceutical Society（英国王室
薬剤師協会）と連携パートナーシップ構築に関する覚書を交わしましたのでご
参考までにお知らせいたします。
本覚書は、医療及び公衆衛生に関する患者サービス向上を目指して、両組織
の会員にとって利益になる連携関係の構築を目的としており、今後、(1)両国
の薬事政策のレビュー、(2)生涯学習に関する両組織の共同事業の実施を計画
しております。覚書の調印は、第 75 回 FIP 国際会議（2015 年 9 月 29 日～10
月 3 日；ドイツ デュッセルドルフ）の会期中に執り行われました。なお、連
携パートナーシップの期間は、当初は３年間を予定しております。
今後とも本会会務にご理解・ご協力いただきますよう宜しくお願い申し上げ
ます。

Press release: Signed the MoU on the RPS-JPA Collaborative Relationship
On the 30th of September, the Royal Pharmaceutical

9 月 30 日、ドイツはデュッセルドルフにて開催さ

Society (RPS) and Japan Pharmaceutical Association

れた 2015 年国際薬剤師・薬学連合（FIP）世界会

(JPA) signed a Memorandum of Understanding at the

議にて、英国王室薬剤師協会（RPS）と日本薬剤

2015 International Pharmaceutical Federation (FIP)

師会（JPA）が、両組織間における長期間の連携パ

World Congress in Dusseldorf, Germany, to support

ートナーシップの構築をサポートする覚書に署

developing a long-term collaborative partnership

名した。

between the RPS and JPA.
The memorandum serves to provide a framework to

本覚書は、医療と薬学関連公衆衛生に関する患者

develop a collaborative relationship between the RPS

サービスの向上に向けて両組織の会員の利益に

and JPA for the benefit of members of both

なるよう、RPS と JPA との間の連携関係を構築す

organisations towards the improvement of patient

る枠組みをもたらすために役立つ。本覚書は RPS

services with medicines and pharmaceutical public

と JPA にとって、薬学実務領域での協働活動の基

health. The memorandum is an important step forward

本を築く上で重要なステップであり、また、国に

for the RPS and JPA to build a basis for collaborative

特化した国民保健ニーズと関連し、エビデンスに

activities in pharmacy practice which will have an

基づくファーマシューティカル・ケアの提供を導

impact on the implementation of the evidence-based

入するに当たって、影響を与えるものとなるだろ

pharmaceutical care delivery associated with national

う。

specific population health needs.
The collaboration will initially focus on two main

このコラボレーションでは、最初は以下の通り、

projects: (1) a policy review comparison between the

二つの主なプロジェクトに焦点を当てる。
（1）最

UK and Japan so that sharing the best practices can

善の業務を共有することを可能とするために、英

take

国と日本を比較した政策のレビュー、そして（2）

place;

and

(2)

sharing

professional

development frameworks for enhancing pharmacy

薬剤師労働力開発のための職能開発フレームワ

workforce development. The RPS Director of

ークの共有である。RPS 理事（職能開発・支援）

Professional Development and Support (Dr Catherine

であるキャサリン・ダガン博士と JPA 国際委員会

Duggan) and the JPA Chair of International Affairs

委員長である山村重雄教授が、RPS 及び JPA の代

Committee (Professor Shigeo Yamamura) will assume

表として、今後日常的な責任を負う。任命された

day-to-day responsibility, on behalf of the RPS and JPA.

連携プロジェクトチームにより進捗に関する年

The appointed collaborative project team will produce

次報告書が作成され、またそれに基づき、連携関

an annual report on progress, on which next steps of

係の次のステップが構築される。

the collaborative relationship will be built.
Mr Ashok Soni OBE, President of the RPS, remarked

RPS 会長のアッシュ・ソニ氏は、このコラボレー

that this was “a significant step in demonstrating that

ションは「国際協力が可能であり有益であるとい

international cooperation is both possible and

うこと、また、ケアの提供と薬剤師能力開発に関

desirable. Our respective pharmaceutical workforces

する、専門知識の共有と共通課題に取り組むこと

both stand to gain considerably through sharing of

を通して、我々それぞれの薬剤師が多くのことを

expertise and tackling common challenges with care

得ることが出来るということを、実証する重要な

delivery and workforce development. It is an

ステップである。これは、両国を代表する組織の

outstanding example of joint leadership further uniting

更なる結束を先導する共同リーダーシップの突

both national associations. I look forward to seeing the

出した例である。今後の活動進捗と、実際にこの

work progress and our collaborations working in

コラボレーションが稼働しているのを見るのが

practice”.

楽しみだ。
」と述べた。

Mr Nobuo Yamamoto, President of the JPA, welcomed

JPA 会長の山本信夫氏は、
「両国間の医療習慣や医

this initiative, saying “I believe we have a common aim

療制度に相違点はあるが、ともに国民の健康を考

of pharmacists concerning population health, although

えるという薬剤師の目指す目標は同じと考えて

there are some differences in pharmaceutical practices

いる。此の調印を機会に、習慣や制度の違いを超

and policies between both countries. In taking this

え、発展のための共通点と機会から学ぶよう相互

opportunity, we would like to endeavour to improve

に協力しあいながら、薬剤師職能の発展に努めて

professional roles and skills of pharmacists through

ゆきたい。」とコメントし、このイニシアチブを

mutual cooperation, moving beyond the differences in

歓迎した。

practices and policies and learning from

our

commonalities and opportunities for development”.
The signing event was held during the RPS Reception at
the 75

th

署名式はデュッセルドルフでの第 75 回 FIP 薬学・

FIP World Congress of Pharmacy and

薬科学世界会議の開催中に、RPS レセプションで

Pharmaceutical Sciences in Dusseldorf, and the

行われ、本覚書は両組織から会長であるアッシ

Memorandum was signed by Presidents of both

ュ・ソニ氏（RPS）と山本信夫氏（JPA）、又 RPS

organisations, Mr Ashok Soni OBE (RPS) and Mr Nobuo

の CEO であるヘレン・ゴードン氏と JPA の副会長

Yamamoto (JPA), together with RPS Chief Executive,

である鈴木洋史教授により署名された。連携プロ

Mrs Helen Gordon and JPA Vice President, Professor

ジェクトチームは現在、本覚書下で合意された領

Hiroshi Suzuki. The collaborative project team has

域でのプロジェクトプランを作成中である。

currently prepared project plans on agreed areas
under the Memorandum.

