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これからの薬剤師・薬局について

～患者、国民のために生きる～

令和３年３月１８日㈭

令和２年度福岡県八幡薬剤師会 医療安全講習会

日本薬剤師会 専務理事
山口東京理科大学特命教授・理事長特別補佐

磯部 総一郎
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「これからの薬剤師・薬局について」
講演に当たって

• 本件、結局は自分がどのような薬剤師になりたいのか、どの
ような薬局を作りたいのかということ。

• しかし、その考えているものが、多くの国民や患者が薬剤師・
薬局に期待しているものなのかどうか、また、それが薬剤師
のキャパシティから考えて達成できるものなのか。

• 第三者からみてどうなのか、それを考えるきっかけになれば
幸い！
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処方箋受取率の年次推移

（平成４年）
診療報酬改定により
処方せん料を引上げ
５５点→ ７４点（昭和４９年）

診療報酬改定により
処方せん料を引上げ
１０点→ ５０点

（平成１０年）
診療報酬改定により
処方せん料を引上げ
７９点→ ８１点
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薬剤費及び薬剤費比率の年次推移
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※平成30年度の推定乖離率は7.2％、令和元年度の推定乖離率は8.0% 3
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平成の30年間の変化（医薬分業）

（その他）昭和⇒平成の頃の状況

【医療】 第一次医療法改正で医療計画の規定に薬局が明記（S60）
（医療機関と薬局の相互機能及び業務の連携に関する事項）

【病院薬剤師】 病院薬剤師の業務の評価（S63）
（入院調剤技術基本料＝いわゆる100点業務）

【薬学教育】 薬剤師養成問題検討委員会の設置（S62）

【薬剤師の資質】 薬剤師研修センターの設置（H元）

処方箋受取率 10.6％（S63） 74.0％（H30）

薬局数 36,142（S63） 59,138（H29）
＋2.3万（1.6倍）

薬局薬剤師数 45,963（S63） 172,142（H28）
＋12.6万（3.7倍）

薬剤師総数 143,429（S63） 301,323（H28）
＋15.8万（2.1倍）

処方箋受取率 10.6％（S63） 74.0％（H30）

薬局数 36,142（S63） 59,138（H29）
＋2.3万（1.6倍）

薬局薬剤師数 45,963（S63） 172,142（H28）
＋12.6万（3.7倍）

薬剤師総数 143,429（S63） 301,323（H28）
＋15.8万（2.1倍）

◎薬局は、医療機関と並んで、医療提供施設である。（医療法）

第一条の二 ２ 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を
十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供す
る施設（以下「医療提供施設」という。）、医療を受ける者の居宅等（居宅その他厚生労働省令で定める場
所をいう。以下同じ。）において、医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連
するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。

◎薬局薬剤師には調剤応需義務があり、必要な薬は患者に届けなければいけない。
（薬剤師法）
そのため、調剤の求めがあったら拒否できない。
（医師法・歯科医師法にある、診察治療の求めを拒否できないとする規定と同様）

だから、開局を続け、薬剤師は、薬局でいつでも対応できるよう勤務。

（調剤の求めに応ずる義務）
第二十一条 調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒ん
ではならない。

◎医療は社会インフラ、地域における医薬品提供は薬局の責務。
新型コロナウイルス感染症が蔓延している中でも、必要な薬は患者に届けなければいけない。

ダイヤモンド・プリンセス号で起きた「薬不足！助けて！」のようなことは、我が国で起こし
てはならない。

薬局の役割・責務
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薬剤師会の役割
• 個々の薬局・薬剤師では対応できないことを薬剤師会として対応。
構成者・運営者は、個々の薬剤師自身。

• 都道府県の薬剤師会は、都道府県行政への対応、薬剤師に対する
研修、周知活動など、職場をこえた意見交換、薬剤師間の信頼感
の醸成、

→別々の医療機関・薬局で働いている薬剤師間連携の基盤

• 日本薬剤師会は、国の行政への対応。薬剤師、薬局の収入、業務、
権利と義務など国レベルで決まっているものが多く、それについ
て、薬剤師、薬局がまじめに働けば、その権利が守られ、収入が
確保されるよう、日々活動している。薬剤師会費は共益費と理解。

• 日本薬剤師政治連盟の価値（行政は政治（国会）の意思に基づいて動く）

6

©Japan Pharmaceutical Association All Rights Reserved 7

新型コロナウイルス感染症問題に関して

• 感染症流行時に薬剤師・薬局は国民にどのような貢献ができ
るのか
①環境衛生の普及啓発（消毒、換気、手洗い、うがいなど）
②薬局で感染を拡大させない、患者・国民に確実に必要な薬
を提供する

• 日本薬剤師会の取組み
①薬局における感染防止対策の徹底
②ダイヤモンドプリンセス号の乗客・乗員に対する
医薬品の提供

③学校における衛生管理の啓発資材の提供
④薬局経営に対する財政支援の要望
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日本薬剤師会 山本会長からのメッセージ

全国の薬剤師の皆様へ！

新型コロナウイルスの感染が日に日に拡大しています。不要不急の

外出や様々な職種に対して、営業の自粛が要請されています。こうし

た、緊急事態だからこそ、感染拡大を防止しながら、地域の皆さんの

手元に、医薬品が届く体制の確保が必要です。

かかりつけの薬剤師・薬局の力を最大限に発揮し、国民の皆様が安

心して薬局を利用していただけるよう、業態の垣根を越えて、最善を

尽くそうではありませんか！

日 本 薬 剤 師 会

会 長 山 本 信 夫

令和2年4月17日 日本薬剤師会ホームページに掲載

©Japan Pharmaceutical Association All Rights Reserved 9

国民の皆さま・薬剤師の方々へのお願い
（令和3年1月、緊急事態宣言の発令を受けて）
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山本信夫会長は、7月15日の午後、森昌
平副会長らと共に、総理官邸に訪問し、安
倍晋三内閣総理大臣と会談。

薬局の窮状を訴えるとともに、日本薬剤
師会として、「骨太の方針2020」を踏まえ、
21年4月の薬価中間年改定に向けた薬価調
査実施の延期や薬局経営等に財政的な支援
を求める要望書を手交した。

会談では、「新型コロナウイルス感染症
（以下、COVID-19）が拡大している有事
下における医薬品の供給、その他の薬事衛
生業務遂行体制」と、「COVID-19対策以
外での平時の医薬品の供給、その他の薬事
衛生業務遂行体制」の両方を維持し、国民
の健康な生活を守る必要があると強調。要
望書の中では、①薬局経営への財政支援、
②かかりつけ薬剤師・薬局機能の充実・強
化、③本年の薬価調査と来年度の薬価改定
の延期、等について要望した。

21年度予算編成に向けた薬局の支援等を安倍総理大臣に要望

（左より、山本信夫会長、安倍晋三閣総理大臣）

©Japan Pharmaceutical Association All Rights Reserved 11

山本信夫会長は10月15日、
岩本研日本薬剤師連盟幹事長他
と共に総理官邸を訪れ、菅義偉
内閣総理大臣と初会談を行った。

山本会長は、政府と共に今後
も、新型コロナウイルス感染症
対策に取り組んでいくことを確
認した他、新型コロナワクチン
の薬剤師優先接種に関する要望
や来年度の薬価改定実施の反対
等について意見交換を行った。

菅内閣総理大臣と初会談

（左より、山本信夫会長、菅義偉内閣総理大臣）
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薬局・薬剤師への支援策①

Q&A第10版をご確認ください
（R2.12.23日薬業発第406号）
・問10（対象経費について）

※幅広な経費が対象
・問11（休業補償保険について）
・問12（再申請について）

（厚生労働省資料一部加筆）

©Japan Pharmaceutical Association All Rights Reserved 13

 地域医療提供体制の維持・確保のため、「直接医療を提供する
施設の医療従事者等」に医療機関（病院・診療所）の薬剤師、
保険薬局の薬剤師及び患者対応を行う従業員を、ワクチン優先
接種の対象として明示的に記載されたい。

新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種について（中間とりまとめ）
５ 接種順位
（１）当面、確保できるワクチンの量に限りがあり、その供給も順次行われる見通しであることから、
接種目的に照らして、
・新型コロナウイルス感染症患者（新型コロナウイルス感染症疑い患者を含む。以下同じ。）に直接医
療を提供する施設の医療従事者等（新型コロナウイルス感染症患者の搬送に携わる救急隊員及び積極的
な疫学調査等の業務に携わる保健師等を含む。）
・高齢者及び基礎疾患を有する者を接種順位の上位に位置付けて接種する。今後、具体的な範囲等につ
いて、検討する。

（２）高齢者及び基礎疾患を有する者や障害を有する者が集団で居住する施設等で従事する者の接種順
位について、業務やワクチンの特性等を踏まえ、検討する。

（３）さらに、妊婦の接種順位について、国内外の科学的知見等を踏まえ、検討する。

※令和２年９月25日（金）新型コロナウイルス感染症対策分科会（第10回）新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種について
（中間とりまとめ）より抜粋

新型コロナウイルス感染症ワクチンの優先接種



2021/3/15

8

©Japan Pharmaceutical Association All Rights Reserved 14

ワクチン優先接種①

対象範囲（1月中～下旬に正式決定予定）

 薬局において、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する機会のある薬剤師
その他の職員（登録販売者を含む。）。
（対象者に関する留意点）
※当該薬局が店舗販売業等と併設されている場合、薬剤師以外の職員については

専ら薬局に従事するとともに、主に患者への応対を行う者に限る。

（厚生労働省資料より）

※スケジュールは2021.1.25自治体向け説明会資料より

©Japan Pharmaceutical Association All Rights Reserved 15

令和3年1月27日

１ 経緯等
別紙のとおり、令和２年２月6日に日本薬剤師会「新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置し、ダイヤモンドプ

リンセス号乗客・乗員への医薬品提供作業や緊急事態宣言への対応など、昨日までに計17回の本部会合を開催し、日本
薬剤師会としての新型コロナウイルス感染症対策の重要事項の対応などを検討してきた。
今後、医療従事者、一般国民へのワクチン接種が始まるが、以下の業務について、担当役員を決め進めていく。

１ 本部員（令和3年1月２６日現在）
本部長 山本会長

本部員 田尻副会長、森副会長、安部副会長、川上副会長、宮崎副会長、磯部専務、荻野常務、豊見常務、長津常務、
高松常務、橋場常務

１ 今後の業務とその体制
以下の業務について、三班に分けて業務を進めていく。
全体の総括・調整は田尻副会長。

第一班 薬局薬剤師等への優先接種について、国（健康局）、都道府県薬剤師会、他団体（日本保険薬局協会、日本
チェーンドラッグストア協会）との調整、実施

主担当 磯部 担当事務局 医薬・保険課

第二班 医療従事者、一般国民へのワクチン接種現場における薬剤師の協力について、国（健康局）、都道府県薬剤師
会、他団体（日本病院薬剤師会）との調整、実施

主担当 長津、豊見 副担当 高松、荻野 担当事務局 医薬・保険課

第三班 一般国民へのワクチンの有効性、安全性、注意事項など医薬品情報の啓発、提供について、国（医薬・生活衛
生局、健康局）、日本医師会、都道府県薬剤師会、他団体（日本病院薬剤師会など）との調整、実施

主担当 橋場 副担当 宮崎、川上 担当事務局 医薬情報管理部

日本薬剤師会「新型コロナウイルス感染症対策本部」の今後の業務、体制について
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１．地域包括ケアの推進を見据えて、医と薬の「医薬分業」=「処方箋」と
いう従来の考え方から脱却して、「地域社会への医薬品提供」の体制を構築
し、その維持確保の責任を全うする薬剤師・薬局という考えに変革・進化

（地域医薬品提供体制対策委員会の創設）

２．調査研究機能の充実強化
（薬事関連情報評価・調査企画委員会を創設し、薬局・薬剤師に関わる活動のデータを収集

し、日本薬剤師会の各種主張の根拠に活用する。）

３．会員に対する情報提供の充実
（会員管理の一環として、都道府県薬剤師会と連携し、会員にダイレクトに日薬情報をメール配信する

仕組みの構築、日薬役員等が国の委員会・審議会に関する即時的な情報（参加状況、Web公開された
資料）を日々メールで提供できる体制の構築を検討：組織・会員委員会）

４．「デジタル化」の政府方針に対処していくため、必要なチーム編成を行い、
薬局業務の効率化、対人業務の充実につなげていく
（薬剤師・薬局おかれた環境全体を俯瞰し、一連のシステムとして現場に即した仕組みにするため

情報システム検討委員会と医療保険委員会等との共同チームを立ち上げ、デジタル化を医薬品の

適正使用と患者・地域住民の安全を確保する手段として活用できるよう対応）

日本薬剤師会の今期における主な取組方針

©Japan Pharmaceutical Association All Rights Reserved 17
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〇 高齢者では、６剤以上の投薬が特に有害事象の発生増加に関連している。

〇 高齢者の薬物有害事象は、意識障害、低血糖、肝機能障害、電解質異常、ふらつき・転倒の順に多かった。

出典：Kojima T, Akishita M, Kameyama Y, et al: High risk of adverse drug reactions in elderly patients taking six or more drugs: 
analysis of inpatient database. GeriatrGerontol Int. 2012; 12: 761-2.

• 1995年～2010年に東京大学病院の老年病科に入院した65歳以上の高齢者
2,412人（年齢：78.7±7.3歳、男性51.3%）の薬物による副作用を後向きに調査。

• 投与薬剤数は6.6±3.6剤.

• 252人（10.5%）に副作用を確認。

薬物有害事象発生率

投
与
薬
剤
数

高齢者の薬物有害事象
の主な症状

薬物有害事象を呈した
者の症状の内訳

意識障害 ９．６％

低血糖 ９．６％

肝機能障害 ９．６％

電解質異常 ７．７％

ふらつき・転倒 ５．８％

低血圧 ４．８％

無動・不随意運動 ３．８％

便秘・下痢・腹痛 ３．８％

食欲不振・吐き気 ３．８％

徐脈 ３．８％

出血・INR延長 ３．８％

• 2013年4月～2014年3月に大学病院老年科５施設（杏林大学高齢医学科、名古屋
大学老年内科、東北大学老年科、大阪大学老年・高血圧内科、東京大学老年病
科）に入院した65歳以上の患者の薬物有害事象を調査した。

• 患者数：700名、平均年齢：81.5歳（男性46.1%）

• 薬物有害事象を呈した患者数：104名（14.7%）※上記表は、そのうち102名の症状の内訳

出典：厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業）
平成25(2013)年度 総括研究報告書「高齢者の薬物治療の安全性に関する研究」

高齢者の投与薬剤数と有害事象の関係性

多剤処方の問題点 ①
～有害事象の発生～

18
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日本の政治と行政

• 明治時代、国会、国会議員はなぜできたのか？

• 政治と行政の役割、意思決定(政府と与党)
厚労省医薬・生活衛生局、医政局、保険局、健康局、老健局、こども家庭局

厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会、中央社会保険医療協議会

社会保障制度審議会医療部会・医療保険部会・介護保険部会・介護給付費分科会

循環器病対策推進協議会、成育医療等協議会

内閣府・官邸 全世代型社会保障検討会議、経済財政諮問会議、未来投資戦略会議、

規制改革会議、国家戦略特区会議

財務省 財政制度等審議会

与党（自民党の例：厚生労働部会、政務調査会、総務会）

内閣の閣議決定、国会提出（法案、予算など）

20
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概算医療費総額

調剤医療費の推移

○ 平成29年度の概算医療費は約42.2 兆円であった。
○ 調剤医療費は約7.7兆円で、その内訳は、薬剤料が約5.7兆円、技術料が約1.9兆円であった。

調
剤

（
薬
剤
料
）

41.5

医療費の動向、調剤医療費の動向（厚生労働省保険局調査課）を基に作成

調剤医療費は約7.7兆円
そのうち技術料は
約1/4の1.9兆円

36.6

41.3

調
剤

（
技
術
料）

42.2

※医科（入院外、入院）及び歯科には、薬剤料が含まれる。
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新型コロナウイルス感染症による薬局経営への影響（日本薬剤師会調査➀）
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-7.6%

-14.9%
-17.5%

-6.9% -7.9%
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2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

処方箋回数

技術料

薬剤料等

日本薬剤師会調べ

（調査の主な結果）
・処方箋受付回数、技術料、薬剤料等のいずれも、前年同月比較では、
２月～５月にかけて大幅減少、６月以降は回復の傾向が見られたが、
11月は再び減少に転じている。

注1 調剤技術料および薬学管理料
注2 薬剤料は薬剤料・特定保険医療材料料

※2021/2/2 現在

注１

注２

ｎ＝１５４
注１）本調査は本会が7月に実施した影響調査（約2,500を対象）とは別に5月から継続的に実施しているもの。
注２）本調査は今後も実施予定。

年齢区分別の人口見通しについて

○ 65歳以上については、2040年頃にかけてピークを迎え、その後減少傾向。また、75歳以上については、2025年にか
けて急増した後、概ね横ばい。
○ 一方、65歳未満の若年・現役世代については、今後一貫して減少。（2065年には現在の概ね６割程度まで減少。）

（出所） 国立社会保障・人口問題研究所 「日本の将来推計人口（平成29年推計）」 （出生中位・死亡中位仮定）
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日本社会の課題

• 業務の効率化、1人当たりの生産性向上

• 高齢者の職場の確保

→ 働き方改革、０４０２通知、AI・ロボット
の活用、タスクシフト・タスクシェア など

24

診療報酬・調剤報酬改定率

• 日本の医療費は、令和２年度４５兆円程度の見込み。
そのうち、国費は１０兆円超。この予算額は膨大なこ

とから、国会議員が調整。（令和２年度 +0.55％）

・日本医師会の主張：医療機関で働く従事者給与を１％
上げたい（病院コストの５０％程度が人件費なので
医療費では0.5％程度の引き上げ）

・日本薬剤師会の主張：人件費・物件費の上昇に伴う公
平な改定（人件費、物件費の引き上げは医科歯科調剤で
変わらない！ 1：1.1：0.3）「外枠引き下げ」の撤廃

25
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日本薬剤師会・薬剤師連盟の活躍

• 令和２年度の改定前の状況では、いわゆる調剤バッシングの
影響で、医科歯科調剤の中で、調剤だけが狙い撃ちで引き下
げられるのではというのが、業界筋のもっぱらの評判だった。

• 令和元年度医療経済実態調査では、薬局の損益は軒並み悪化、
これまで問題視されていた大型チェーン薬局の一軒当たり損
益率も他の薬局群と遜色ないレベルに近づいた。そうであれ
ば、前回、前々回とあった大型チェーン薬局を狙い撃ちした
「外枠引き下げ」は断固撤廃すべきと主張。

• 官邸・財務省・厚労省の大臣、有力与党政治家への強力なロ
ビーイング

26

27

医薬分業の始まり

• 明治７年の「医制」制定以来の医薬分業推進運動

「医制」抜粋

第２１条「医師たる者は自ら薬をひさぐことを禁ず。二等医師は願により薬
舗補開業の仮免状を授け調薬を許す。・・・」

第３４条「調薬は薬舗主薬舗手代及び薬舗見習いに非ざれば之を許さ
ず」
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明治期の医薬分業推進運動

• 明治２２年「薬品営業並びに薬品取扱規則」（薬
律）においても医薬分業の例外規定は存続した
ため、その改正に関する国会請願運動が数回行
われた他、議員立法で医薬分業法案が衆議院に
提出。

• 医師側も医師の調剤権を守るべく活動した結果、
医薬分業の例外規定は変更なし。

• 明治２６年には日本薬剤師会が設立。

日本医師会の設立

• 大正５年 大日本医師会（日本医師会の前身）が設立

• 「大きなきっかけには，薬剤師が医薬分業の実施を求めて，いち
早く明治26年（1893）に全国組織の日本薬剤師会をつくり，強制医
薬分業を定める法案の提出を働きかける政治運動を進めていた
ことがあった。この動きに刺激されて，対抗のために組織づくりを
急ごうという機運が，開業医の間に盛り上がった。」

• 「大正時代に入り，薬剤師会が医薬分業の実施を要求して，
再び全国的な運動を強力に展開した。このことが危機感を生
んで，開業医の間に急速に「全国組織をつくらなくては」とい
う声が高まった。」

（出典：日本医師会ホームページ）
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昭和２年 健康保険法施行

• 薬剤師は処方せんが発行されることに期待を寄せた。しかし、被保
険者は医薬兼業に慣れ親しんでいたこと、医師に向かって処方せ
んの発行を頼めないこと、医師も積極的に処方せんを交付しないこ
とから思ったように医薬分業は進まない。

• 健康保険の導入で売薬の売り上げが減り、多いところでは８割減で、
平均３割減と言われた。薬剤師は明治、大正期と事情は違って健
康保険の導入で次々に廃業に追い込まれる大きなダメージを受け
る。労働者の多くが被保険者となったことから、負担も少なく医療に
かかれることから、薬局で売薬を買わなくなったことが大きい。労働
者が多い大阪では昭和２年４月の１ヶ月間に２１軒もの薬局が廃業
している。

• 昭和２年度５９２２枚、昭和３年度３５２５枚、昭和４年度１９０７枚、
昭和５年度１１１６枚と処方せんが激減。保険薬剤師総辞退運動に
発展。

31

医薬分業は現在なぜ進んだのか（まとめ）

• 歴史を振り返ると医薬分業が大きく進んだ一番の
要因は薬価差の縮小にあると理解すべき。

• 薬剤師が国民から信認されて医薬分業が進んだ
のであれば、今後も着実に進展していくと思うが、
医療機関側の経済的要因（薬局からみれば外的要
因）で進んだ医薬分業は今後も進んでいくのであろ
うか。
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医薬分業（薬剤師職能）に関する医師の歴史的発言

32

渡辺虎太 日医医政調査会委員
薬剤師は調剤と言う部分の「下請け業者であり」
処方箋は「下請けに仕事を渡す時の設計書」

日本医師会雑誌 第15巻 第7号 昭和14年（1939）

田代義徳 東京帝国大学医学部初代整形外科教授
「医薬分業は医学及び薬学の進歩の結果として生ま
れ出るもので利不便とか医師の収入が減ずるとか
減ぜぬとか、薬剤師の存在が危うくせらるるとか等
の如き物質上又は実際上の見地につきて論ずるよ
りは寧ろ純然たる学問分科の立場よりして分業すべ
きものなりてするものである」

昭和9年（1930）10月岡山県医師大会講演「医業の将来」

医薬分業の歴史から学ぶこと

• 薬剤師の先人達は、医薬分業実現のため血のにじむような努
力をしてきた。

• 現在の薬剤師は先人達の努力を忘れ、医薬分業が当たり前の
ように思っていないか。

• 医薬分業が進んだと言っても７０％程度。無薬局地域など薬剤
師サービスが提供できない地域をどうするか。地域医薬品提供
体制を薬剤師が責任を持って構築すべきではないか！

• 自分の薬局に処方箋を持って訪れた一人一人の患者の気持ち
を思い、自分の患者として、自分の能力・経験を最大限活かし
責任を持った対応ができているか再点検をし、その原点に立ち
返った対応を考えるべきではないか。

33
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・薬局の定義の改正

・医薬関係者の責務の改正

・薬剤師の業務の見直し
・服薬状況等の継続的な把握・服薬指導等

・その記録（調剤録）

・薬局製造医薬品の貯蔵・陳列等

・オンラインによる服薬指導の導入

・薬局の機能に関する認定制度の創設

・薬局における法令順守体制の整備
・添付文書の電子化及びそれにアクセスする

ために必要な符号等の医薬品、医療機器等

の包装等への表示義務付け

・トレーサビリティ向上のため医薬品、医療

機器等の包装等へのバーコード等の義務付け

令和２年９月１日施行

令和３年８月１日施行

令和元年の薬機法等一部改正について【薬局・薬剤師関係】

令和４年１２月１日施行

©Japan Pharmaceutical Association All Rights Reserved 35

改正後 改正前

法 第二条
〈略〉
12 この法律で「薬局」とは、薬剤師が販売又

は授与の目的で調剤の業務並びに薬剤及び
医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及
び薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所
（その開設者が併せ行う医薬品の販売業に必
要な場所を含む。）をいう。ただし、病院若しく
は診療所又は飼育動物診療施設の調剤所を
除く。

第二条
〈略〉
12 この法律で「薬局」とは、薬剤師が販売又は

授与の目的で調剤の業務を行う場所（その開
設者が医薬品の販売業を併せ行う場合には、
その販売業に必要な場所を含む。）をいう。ただ
し、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設
の調剤所を除く。

法 第一条の五
〈略〉

３ 薬局開設者は、医療を受ける者に必要な薬
剤及び医薬品の安定的な供給を図るとともに、
当該薬局において薬剤師による前項の情報の
提供が円滑になされるよう配慮しなければなら
ない。

第一条の五
〈略〉
（新設）

■薬局開設者に対する義務規定も追加

■薬局の定義の改正

薬局は、あらゆる医薬品を取り
扱う場所、服薬指導等を行う
場所であることを法律上明確化

薬局の定義の改正
（薬機法 第二条第十二項）

令和２年９月１日施行
（注）本Chapterにおいて、法令名の特段の記載がない場合、法＝薬機法、省令＝薬機法施行規則。
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法 第一条の五

医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者は、医薬品等の有効性及び安全性その他これら
の適正な使用に関する知識と理解を深めるとともに、これらの使用の対象者（動物への使用にあっては、
その所有者又は管理者。第六十八条の四、第六十八条の七第三項及び第四項、第六十八条の二十一
並びに第六十八条の二十二第三項及び第四項において同じ。）及びこれらを購入し、又は譲り受けよう
とする者に対し、これらの適正な使用に関する事項に関する正確かつ適切な情報の提供に努めなけれ
ばならない。

２ 薬局において調剤又は調剤された薬剤若しくは医薬品の販売若しくは授与の業務に従事する薬剤
師は、薬剤又は医薬品の適切かつ効率的な提供に資するため、医療を受ける者の薬剤又は医薬品の
使用に関する情報を他の医療提供施設（医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第一条の二第二項に
規定する医療提供施設をいう。以下同じ。）において診療又は調剤に従事する医師若しくは歯科医師又
は薬剤師に提供することにより、医療提供施設相互間の業務の連携の推進に努めなければならない。

３ 薬局開設者は、医療を受ける者に必要な薬剤及び医薬品の安定的な供給を図るとともに、当該薬局
において薬剤師による前項の情報の提供が円滑になされるよう配慮しなければならない。

【新設（第２項及び第３項）】

○ 薬剤師は、患者の服薬状況等に関する情報について、他の医療提供施設で診療又は
調剤に従事する医師、歯科医師、薬剤師へ提供することにより連携推進に努めなけれ
ばならない。

○ 薬局開設者は、薬剤師による情報の提供が円滑になされるよう配慮しなければならな
い。

医薬関係者の責務の改正
（薬機法 第一条の五）

令和２年９月１日施行

（厚生労働省資料）
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引き続き推進

※ 今回の改正で薬剤師の義務としても別途規定

患者のための薬局ビジョン 地域連携薬局・専門医療機関連携薬局

高度な薬学的管理のための薬剤師の専門性の確保
専門医療機関との情報連携

同左
同左

患者の服薬情報等の一元的・継続的把握と指導
患者の服薬情報等の処方医等への提供
夜間・休日への対応
在宅医療への対応
医療機関等との情報連携、処方提案

同左（※）
同左（※）

同左
同左
同左

健康相談対応、受診勧奨
健康サポートに関する研修を修了した薬剤師の常駐
地域住民に対するお薬相談会等の実施
要指導医薬品等、衛生材料、介護用品等の供給

健
康
サ
ポ
ー
ト
薬
局

健康サポート機能

高度薬学管理機能 専門医療機関連携薬局の機能

かかりつけ薬剤師・薬局の機能 地域連携薬局の機能

「患者のための薬局ビジョン」と特定の機能を有する薬局の機能の比較

38

薬局の設備や体制等のうち、次のものに関して一定の基準が定められる予定（厚労省パブリックコメントより）。
具体的には、省令及び施行通知で規定される。

認定の基準の考え方（概要）

薬機法 基準の考え方 薬機法 基準の考え方
利用者が座って服薬指導等を受けることができる、間仕切り等で区切ら

れた相談窓口等及び相談の内容が漏えいしないよう配慮した設備の設置

利用者が座って服薬指導等を受ける個室等の設備の設置

高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造

地域包括ケアシステムの構築に資する会議への定期的な参加 専門的な医療の提供等を行う医療機関との会議への定期的な参加

地域の医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対し、利用者の

薬剤等の使用情報について随時報告・連絡できる体制の整備

専門的な医療の提供等を行う医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関

係者に対し、①の傷病の区分に該当する利用者の薬剤等の使用情報につ

いて随時報告・連絡できる体制の整備

地域の医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対し、利用者の

薬剤等の使用情報について報告・連絡を行った実績（一定程度の実績）

専門的な医療の提供等を行う医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関

係者に対し、①の傷病の区分に該当する利用者の薬剤等の使用情報につ

いて報告・連絡を行った実績（一定程度の実績）

地域の他の薬局に対し、利用者の薬剤等の使用情報について報告・連絡

できる体制の整備

地域の他の薬局に対し、①の傷病の区分に該当する利用者の薬剤等の使

用情報について報告・連絡できる体制の整備

開店時間外の相談応需体制の整備 開店時間外の相談応需体制の整備

休日及び夜間の調剤応需体制の整備 休日及び夜間の調剤応需体制の整備

地域の他の薬局への医薬品提供体制の整備 地域の他の薬局への①の傷病の区分に係る医薬品提供体制の整備

麻薬の調剤応需体制の整備 麻薬の調剤応需体制の整備

無菌製剤処理を実施できる体制の整備（他の薬局の無菌調剤室を利用し

て無菌製剤処理を実施する体制を含む。）

医療安全対策の実施 医療安全対策の実施

継続して１年以上勤務している常勤薬剤師の一定数以上の配置 継続して１年以上勤務している常勤薬剤師の一定数以上の配置

地域包括ケアシステムに関する研修を修了した常勤薬剤師の一定数以上

の配置

①の傷病の区分に係る専門性を有する常勤薬剤師の配置

薬事に関する実務に従事する全ての薬剤師に対する、地域包括ケアシス

テムに関する研修又はこれに準ずる研修の計画的な実施

薬事に関する実務に従事する全ての薬剤師に対する①の傷病の区分に係

る専門的な研修の計画的な実施

地域の他の薬局に対する①の傷病の区分に関する研修の定期的な実施

地域の他の医療提供施設に対する医薬品の適正使用に関する情報の提供

実績

地域の他の医療提供施設に対する①の傷病の区分に係る医薬品の適正使

用に関する情報の提供実績

在宅医療に関する取組の実績（一定程度の実績）

高度管理医療機器等の販売業等の許可の取得並びに必要な医療機器及び

衛生材料の提供体制

専門医療機関連携薬局【疾病の区分：がん（①）】地域連携薬局

第６条の3第１項

第１号

第６条の3第１項

第２号

第６条の3第１項

第３号

第６条の２第１項

第１号

第６条の２第１項

第２号

①利用者のプライ

バシーに配慮した

相談しやすい構造

②地域の他の医療

提供施設と情報を

共有する体制

④在宅医療に必要

な対応ができる体

制

第６条の２第１項

第４号

第６条の２第１項

第３号

③地域の他の医療

提供施設と連携し
つつ利用者に安定

的に薬剤等を提供

する体制

39
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地域包括ケアの中での薬剤師・薬局について

・地域包括ケアを進めるには薬局の機能強化が必須。
（地域包括ケアは患者を中心に各医療機関（急性期、回復期、慢
性期など）が関わるため、薬の一元管理の必然性は高い！）

・薬の一元管理（複数の医療機関にかかっている患者を同一の薬
局で調剤しフォローしていくこと）を進めていく。

・地域包括ケアは地域完結型医療である以上、地域
フォーミュラリーの策定も必然。

40

フォーミュラリーに期待されるもの

• エビデンスに基づく薬物療法の標準化

• 医薬品に関する地域連携パス

41

フォーミュラリーとは:我が国でのフォーミュラリ－の厳密な定義はないが、一般的には、
「医療機関等において医学・薬学的妥当性や経済性等を踏まえて作成された医薬品
の使用方針」を意味するものとして用いられている。

院内フォーミュラリーと地域フォーミュラリーがある。
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©Japan Pharmaceutical Association All Rights Reserved
42

日本薬剤師会が主張する薬剤師・薬局の役割

 国民が適正かつ安全に医薬品を使用できるよう供給するための体制確保
・患者の服薬状況の一元的・継続的な把握
・医薬品の安全使用の確保・充実

 望まれる地域包括ケアシステムの構築
・多職種連携、チーム医療への参画・貢献
・医師の働き方改革実現のための連携強化と薬剤師職能の更なる発揮
・医療機関の薬剤師と地域における薬剤師の連携体制の強化

 医薬品の適正使用等のための各種方策（薬剤師の関与）
・残薬解消、ポリファーマシーの抑制
・ジェネリック医薬品の一層の使用促進

 我が国の国民の医療と安心を守ってきた国民皆保険の堅持
・これからも国民が安心して最適な医療を受けられる体制の確保

 国民自らによる疾病予防・介護予防、健康管理の推進
・セルフケア、セルフメディケーションへの支援
・健康サポート機能を備えた薬局の活用
・地域住民に対するOTC医薬品の適切かつ過不足のない提供体制の構築

42

43
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2021年2月内閣府「薬局の利用に関する世論調査」

44

2021年2月内閣府「薬局の利用に関する世論調査」

45
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2021年2月内閣府「薬局の利用に関する世論調査」

46

2021年2月内閣府「薬局の利用に関する世論調査」

47
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2021年2月内閣府「薬局の利用に関する世論調査」

48

2021年2月内閣府「薬局の利用に関する世論調査」

49
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2021年2月内閣府「薬局の利用に関する世論調査」

50

2021年2月内閣府「薬局の利用に関する世論調査」
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2021年2月内閣府「薬局の利用に関する世論調査」

52

内閣府 規制改革推進室

53
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医療機関からなるべく近い薬局

69.1%

普段行き慣れている薬局

（かかりつけ薬局）

20.4%

その他の薬局

0.8%

決めていない・分からな

い

7.5%

処方せんを受け取ったことがな

い…

「医薬分業」を行う医療機関を受診すると、医療機関から直接薬をもらわずに、処方せ
んだけを受け取り、薬局で薬をもらうことになりますが、医療機関で処方せんを受け
取ったとき、どこの薬局に薬をもらいに行きますか？

平成27年3月12日規制改革会議 公開ディスカッション 規制改革推進室提出資料より

国民の約７割が医療機関の近隣の薬局で調剤を受けており、かかりつけ薬局に処方
せんを持参する割合は約２割にとどまる。 54

処方せんを持参する薬局について

健康保険組合連合会 医療・医療保険制度に関する国民意識調査（2017年9月25日）

55



2021/3/15

29

病院や診療所を受診した際の薬の受け取り場所（n=2,000 人）

「受診した医療機関がどこであっても、いつも決まった薬局かつ決まった薬剤師に処方箋を持ち込んで薬を
受け取っている」は5.3％、「受診した医療機関がどこであっても、いつも決まった薬局（ただし、薬剤師は決
まっていない）に処方箋を持ち込んで、薬を受け取っている」は8.1％であり、あわせると約15％であった。

出典）健康保険組合連合会 医療・医療保険制度に関する国民意識調査（2017年9月25日） 56

第75回社会保障審議会医療保険部会（令和2年8月24日）資料

新たな日常にも対応したデータヘルスの集中改革プラン
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電子処方箋の仕組み、流れ

（出典）令和2年11月6日 健康・医療・介護情報利活用検討会 厚労省提出資料
58

規制改革推進会議
「当面の規制改革の実施事項」（抜粋）令和２年 12 月 22 日

59
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規制改革（一般社団法人 フランチャイズチェーン協会の主張（１））
（フランチャイズビジネスの団体：この要望はその中でコンビニエンスストア事業者からの要望の模様）

（出典）令和２年10月21日 規制改革推進会議 医療・介護WG （一社）フランチャイズチェーン協会提出資料 60

（出典）令和２年10月21日 規制改革推進会議 医療・介護WG （一社）フランチャイズチェーン協会提出資料

規制改革（一般社団法人 フランチャイズチェーン協会の主張（２））
（㈱ローソン提出資料）

61
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規制改革（厚労省の説明（セルフメディケーションの推進）

（出典）令和２年11月9日 規制改革推進会議 医療・介護WG 厚労省提出資料 62
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2010(平成22)年
1億2,806万人

1872(明治５)年
3,481万人

1721(享保６)年
3,128万人

1600(慶長5)年
1,227万人

人

口

800年(平安初期)
551万人

1280年(鎌倉)
595万人

2060年
8,674万人

2100年
4,959万人

2110年
4,286万人

低位推計

高位推計

資料：国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」（1846年までは鬼頭宏「人口から読む日本の歴史」、1847～1870年は森田優三「人
口増加の分析」、1872～1919年は内閣統計局「明治五年以降我国の人口」、1920～2010年総務省統計局「国勢調査」「推計人口」）2011～
2110年国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成24年１月推計[死亡中位推計]）．

提供：国立社会保障・人口問題研究所 森田朗所長

日本人口の歴史的推移

63
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医薬品適正使用を進めるために

• 医薬品の使い方について、おかしいと感じることは
まだまだ多くあるのではないか。

高齢化→複数診療科受診の増加、

多剤併用 → 有害事象の発生率増

医薬品適正使用を進めるには薬剤師３０万人リソース
をもっともっと活用せざる得ない！！

64

院内、地域における医薬品使用・選択の方向性

メーカー

薬剤師

医師
プロモーション、
情報提供

情報収集、
副作用報告

医薬品の
特徴比較
情報提供

医療機関、地域

専門的ディ
スカッション

65
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オピオイドクライシスの発生要因（虚偽広告等による広がり）

★オキシコンチン錠製造元である「パーデューファーマ」による虚偽広告

1995年、米国にてオキシコンチン錠（徐放剤）承認

※徐放剤なので依存性が他のオピオイド薬より低いとの宣伝
※乱用、依存性や副作用の危険性に関する事実の記載を省略

2007年、「オキシコンチンに関する不当表示」にてパーデュー社の社長・顧問弁護士等
が有罪認定６億ドル（約600億円）の罰金を支払う。
認定事実 ・オキシコンチン錠からオキシコドンが抽出出来ることを知りつつ、医療関係者には隠して説明

・オキシコンチン錠が徐放性なので、即効性のオピオイドより中毒性が低い旨医療関係者に説明
・治療を突然中止しても退薬症候を生じない、耐性を生じない 等

2003年、米国医薬食品局（FDA）から「Warning Letter」が同社に送付され、改善を求める。
○誤解を与える表現の中止

○危険性や依存性、副作用等の正確な情報の表示と広告を求める 等

全米においてオキシコンチン錠の処方が拡大 処方量も増加

他、テレビ等での広告・宣伝や医師を集めた研修会、クーポンの発行、慰安旅行 等

2019年4月23日、薬販売業者のロチェスター・ドラッグ・コーポレイティブ（RDC）を訴追
（2012～2016に疑わしい注文8,300件を認知しながらDEAに対して４件のみの届出）

その他

66

薬学部の課題

なぜ、薬学部を6年制にしたのか。

6年制創設が、良かった点、悪かった点

6年制と4年制を分けたことの弊害。

6年制は、薬剤師教育：実務者育成、専門学校化、自分
で考える・未知の事象を解決できる力は？？？科学が
ない

4年制は、研究者教育：創薬を掲げても臨床との接点が
なくて何ができる？？？臨床がない

67
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今後の薬学
薬学は、ヒトの生命、健康を守る科学

臨床薬学

基礎薬学

リバーストランスレーショナル
リサーチ
薬剤反応性など

トランスレーショナル
リサーチ
創薬など

今後の薬学は、臨床における課題を基礎的手法で解明することを進めていくべきではな
いか。基礎医学を担うこと。研究マインドの高い臨床の現場（診療科）に入っていくこと。

68

財政制度等審議会財政分科会での一コマ
（２０１９年4月23日社会保障がテーマ、財務省HP議事録から抜粋）

〔 黒川委員 〕 （抜粋）

方向性として、対物というよりも対人関係の専門性を薬剤師の方々に求めていったらどうかということ
で、例を一つだけ挙げたいと思います。

私も、御近所のかかりつけのお医者さんと、かかりつけの薬局に行きますけれども、そこで薬局の人が、
今度、新しい薬ですねと言われたことから、少し話をすることになったのです。そうしましたら、その
薬は１日１回投与ということなのですけれども、その薬を飲んだときに、一体、何時間後に効いてきて、
何時間ぐらい経つと１日の間で効果が薄れるのかという臨床のデータをグラフ化したものを出してくれ
て、１日１回だけれども、私の症状に応じて飲むタイミングはどの辺がいいですよということを教えて
くれたのです。さらに、この薬については、最新の、もうちょっと改良された薬もあるから、あまり効
かないようであれば、かかりつけ医の先生と相談をされたらどうかというようなことをおっしゃった。
これは、とても素晴らしいことで、まさに薬剤師もプロフェッショナルで、プロフェッションとしての
仕事だと思った次第です。

最後にお聞きしたいのは、私の関係する会計のほうのプロフェッション、公認会計士などは、そのプロ
フェッションとしての能力を維持するために、毎年、研修を受けなくてはいけません。また、場合に
よっては学会に出てきても、そのポイントをもらえるという制度もあります。ですから、私のディスク
ロージャーとか、経営分析関係の学会では、比較的、公認会計士の方も学会に来られるのです。薬剤師
の方々は、その能力を維持するために毎年、研修を受けるとか、そういうような制度になっているのか
どうか、お調べ、あるいは教えていただきたい。

（黒川委員： 黒川 行治 千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科教授 （財務省HP財政分科会委員名簿
より）） 69



2021/3/15

36

70

PKが個体によって大きく異なる事例
沢井製薬株式会社 生物学的同等性試験に関する資料 2019 年２月作成

シロドシンＯＤ錠２mg/４mg｢サワイ｣より抜粋

薬局のビジネスモデル（私見）

71

• 薬局は医療提供施設で唯一、物流と医療サービスを併せ持つ施設

• 診療所・病院は、医療サービス主体

• ドラッグストアは、物流主体

• 「対物を中心とした業務から、対人を中心とした業務へ」というのは、

「地域の物流を基盤にし、薬剤師による医療サービスを主体とする業務へ」

と考えるべき

• 大資本(チェーン薬局など)と小資本(地域薬局)とが両立して、お互いの役割、
機能の分化・連携の時代を迎えられるか？
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薬剤師・薬局の価値を上げるには
• 薬剤師は「主語」ではない、「国民・患者」が主語。

薬剤師は「国民・患者」のために生きる職業。薬剤師業務は公共サービス。

• 患者は多様、何を話したらいいのか、どのように伝えたらいいのか、なんでも話してくれる訳ではな
い。

• 患者が気にしていることをどう聞き出すか、見出すか、それは簡単なことでないことを、まずは理解
すること。自分のことをうまく話せない患者がいる。

• 医師は「ドアノブトーク」、「診察室に入って来るときから観察」

• 患者が薬局に入って来るときから観察。調剤を始める前から、患者との会話が大事ではないか。

• 多くの国民・患者は単に「薬局は薬を渡されるところ」という意識ではないか。

• 国民・患者に、薬剤師・薬局の価値・業務を、薬剤師・薬局自らが示すこと、「見える化」、国民・
患者に宣言することが大事。

• それは、「国民・患者に対する薬剤師の約束」＝社会への約束である。

• 薬剤師の知識・経験の基盤はサイエンス。研究活動も重要。

• 今後は「情報」を集め使いこなせるかも重要になる。

IoT・各種デジタル情報の活用、ウェアラブルデバイス・患者バイタル情報の活用etc.

72

地域薬局の価値

73

２０１９年１０月２８日（月） 朝日新聞（夕刊）９面
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真のかかりつけ薬剤師になるには

74

• 自分がその患者の気持ちになって考えること。

• 患者はその薬剤師が自分のことを本気で考えてくれてい
るかどうかはすぐわかる。

• 自分の薬局に来てくれた患者に感謝し、その患者のため
に自分の知識・経験をフル稼働して対応すること、
自分がわからなくても投げ出さず薬剤師自身が調べるこ

と。

患者と薬剤師との信頼関係が構築されてこそ
「かかりつけの薬剤師」

多様性を認め合う

・・・「みんなちがって、みんないい」

新しい時代の日本に求められるのは、多様性であります。

みんなが横並び、画一的な社会システムの在り方を、根
本から見直していく必要があります。

多様性を認め合い、全ての人がその個性を活かすこと
ができる、そうした社会を創ることで、少子高齢化という大
きな壁も、必ずや克服できるはずです。・・・

75

令和元年10月4日安倍首相第200回国会所信表明演説より抜粋
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大正３年 池口慶三の名言

• 大正３年自著「売薬法通過顛末史」での池口慶三（東京
薬専校長、後の日薬会長）の言葉が興味深い。

• 「医薬分業は多年薬剤師の主張する所で、然かも国家衛
生上是非実行せねばならぬことである。それができない
のは公衆が分業の利益を理解できないからである。換言
すれば薬剤師が信認されないからである。如何にしたら
薬剤師が公衆の信認を受けることができるか。余は薬剤
師が忠実に薬剤師の義務を尽くすことに努力するほかに
ないと信ずる」

77

大隈重信の短所五ヵ条
五代友厚が親友大隈重信を諫めた言葉

第一条、「愚説」「愚論」に我慢して耳を傾け
られたい。一を聞いて十をしる、といういき
方は閣下の賢明に由来うる欠点である。

第二条、自己と同地位でない者の意見が閣
下と大同小異の場合には、常にその者の意
見を賞め、他人の説を採用しなくては閣下
の徳をひろめることはできない。

第三条、怒気、怒声を慎ましれよ。部下が閣
下に及ばぬことを知りながら、しかも怒気を
現し、怒声を発するのは、徳望を失うのみで
何の益もない。

第四条、事務に裁断を下すのは時期熟する
を待ってなされよ。

第五条、閣下がある人を嫌えば、その者も
閣下を嫌うであろう。それ故、自分の好まぬ
人間とも交際するよう努められよ。

１９８５年４月１２日 日本経済新聞夕刊記事
（川添哲嗣様、久田邦博様よりご教示）


