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本会は、日本薬剤師会・都道府県薬剤師会並びに大阪府内
に所在する地域及び職域の薬剤師会との連携のもと、薬剤
師の倫理の高揚及び学術の振興を図り、薬学及び薬業の進
歩発展を図ることにより、大阪府民の健康な生活の確保・
向上に寄与することを目的とする。
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薬学教育6年制に関する法律 成立
5月 学校教育法の一部を改正する法律 成立
6月 薬剤師法の一部を改正する法律 成立

4月 薬学教育6年制 の学生が入学

6月 第五次医療法改正（法案成立） ※薬事法改正・薬剤師法改正も
➢ 薬局を医療提供施設に位置づけ（2007（H19）年4月施行）
➢ 医療計画の見直し（医療提供体制における薬局の役割）
➢ 医療安全の確保（薬局・医療機関における医薬品安全管理体制）
➢ 医療機能／薬局機能情報提供制度（住民への情報提供）
➢ 医療従事者の質の向上（薬剤師の再教育等）

2004年（H16）

2006年（H18）

2009年（H21） 6月 薬事法改正(H18年）の施行（一般用医薬品のリスク分類に基づく販
売制度、登録販売者制度）

平成の30年間の変化（薬剤師・薬局の位置づけ）

1992年（H4）
6月 第二次医療法改正（法案成立）
➢ 薬剤師が医療の担い手として明記

2010年（H22）
3月 「チーム医療の推進について」（チーム医療の推進に関する検討会

報告書）の公表
4月 「医療スタッフの協同・連携によるチーム医療の推進について」

（厚生労働省医政局通知）



10月 「患者のための薬局ビジョン」の策定

4月 調剤報酬改定（かかりつけ薬剤師指導料の新設等）

10月 健康サポート薬局の届出開始

2016年（H28）

2018年（H30） 4月 調剤報酬改定（地域支援体制加算の新設等）

平成の30年間の変化（最近の医薬分業に関する議論等）

2015年（H27） 3月 規制改革会議 公開ディスカッション（医薬分業のあり方）

厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会における制度改正の議論

4月 制度改正に向けた検討開始
12月 「薬機法等制度改正に関するとりまとめ」がまとまる

2019年（H31） 3月 薬機法等の改正法案を通常国会に提出
（令和元年11月 臨時国会において法案成立、12月 改正法公布）

2013年（H25） 1  月 医薬品ネット販売訴訟最高裁判決
12月 薬事法、薬剤師法改正による要指導薬創設、OTC販売制度の改

正、薬学的指導義務（平成26年6月施行）



診療報酬改定（H28、H30、R２）

調剤業務のあり方に関する通知（H31.4.2通知）

➢ 患者本位の医薬分業の実現のため、「かかりつけ薬剤師・薬局」を推進、対人業務の充実

患者のための薬局ビジョン（H27.10）

➢ 対人業務を充実させる観点から、医薬品の品質確保を前提として対物業務を効率化する必要があ
るため、薬剤師以外の者に実施させることが可能な業務の基本的考え方を整理して通知

➢ 調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示に基づく対応、薬局開設者による研修等の実施
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➢ 対人業務の評価を充実（かかりつけ薬剤師指導料、残薬や減薬の取組の評価など）

薬機法等の一部を改正する法律（R元.12公布）

➢ 対人業務を充実させ、薬剤師・薬局の機能強化のための改正（医療機関等と連携して患者を支
えるための体制整備 ⇒服薬状況のフォローアップ、認定薬局）

薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会（R3.6とりまとめ）

➢ 薬剤の調製などの対物業務を医療安全確保のもと適切かつ効率的に実施することが重要であり、
その前提のもと、引き続き、対物中心の業務から、患者・住民との関わりの度合いの高い対人業
務へとシフトすることにより、薬物療法や健康維持・増進の支援に一層関わり、患者・住民を支えて
いくことが求められる。

対人業務の充実に関する施策等



「薬局の利用に関する世論調査」（内閣府） （https://survey.gov-online.go.jp/r02/r02-yakkyoku/）を加工して作成
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総数

18～29歳(206人)

30～39歳(241人)   3.3 8.3

40～49歳(292人)  3.1 12.3

50～59歳(306人) 5.9 14.7

60～69歳(352人) 6.8 21.3

70歳以上(547人) 15.4

■かかりつけ薬剤師・薬局を決めている

■薬局は一つに決めているが、
かかりつけ薬剤師は決めていない

病院や診療所ごとにその近くにある薬局に行く■ その他■

特に決めていない■

2021年2月内閣府「薬局の利用に関する世論調査」
高齢者になればかかりつけ薬剤師・薬局を決めている人が多くなり、生活状況や習慣
などを踏まえたうえでの薬学的指導が支持されている。

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

ある 87.8%
特にない
9.5%

• 生活状況や習慣などを理解してくれた上で、薬についての説明などをしてくれたこと
(52.4%)

• 服用している全ての薬の飲み合わせについて確認してくれたこと(46.3%)
• 同じような薬が重複して処方された場合、医師に確認して薬の種類を減らしてくれ
たこと(14.3%)

• 服用している全ての薬と食品の飲み合わせについて確認してくれたこと(13.6%)
• 病院や診療所、介護施設などと一緒になって対応してくれたこと(12.2%)
• 飲み残している薬の数量を確認してから調剤してくれたこと(8.8%)
• 薬を飲みやすくするために、形状や服用方法を変えることを相談できたこと(7.5%)
• 運動習慣や食習慣について相談できたこと(4.1%)
• 薬について開店時間外も電話などで相談できたこと(2.7%)
• 薬代を安くする方法について相談できたこと(2.7%)
• 在宅療養中の自宅を訪問し、薬の管理などを行ってくれたこと(1.4%)
• その他(6.1%)

薬局を一つに、薬剤師を一人に決めているか かかりつけ薬剤師・薬局を決めていてよかったことがあるか

無
回
答

2.7%

国民の「かかりつけ」に対する意識は高まってきている

かかりつけ薬剤師の国民からの評価



赤字経営 赤字経営

薬局経営の状況は、約４割の保険
薬局で赤字経営であり、地域医療に
おける薬局機能の維持は危機的な状
況にある。

また、最も多くの薬局が分布している
収益差額階級（最頻階級）は、
令和元年は０～４００万円だったが
令和３年度は－４００万円～０と
赤字経営となってしまった。

令和元年 令和３年

•１薬局あたりの平均薬剤師数 2.9人

•処方箋平均応需枚数 年間13738.8枚 月間1,144.9枚

•平均応需医療機関数 54.2件 平均備蓄医薬品数 1135.1品目

•平均在庫金額 約9,441,000円（令和３年３月31日時点）

→約8,938,000円（令和４年４月１日時点）変動率－5.3％

（第23回医療経済実態調査,調剤報酬改定に伴う影響調査（令和３年度調査））より作成

地域医療を守るため、

貢献したい！！

でも、経営不安 薬局

売却？

廃業？

※１ 第2３回医療経済実態調査より作成

一般的な薬局の姿

薬局経営の実情
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１．薬剤師・薬局機能の向上
～患者のための薬局ビジョン構築に向けた取り組み～
（１）かかりつけ薬剤師・薬局の推進(対人業務の充実）
（２）地域連携薬局、専門医療機関連携薬局の認定に向けた取り組み
（３）研究マインドを兼ね備えた薬剤師の育成

・『大阪府薬剤師会学術大会（仮称）』開催に向けた取り組み

（4）薬局DX・データヘルス集中改革プランに係る課題への対応
（5）医薬品提供体制整備のための取り組み（対物業務の充実）

A.(平時）地域に必要な医薬品の円滑な供給
B.(有事）災害時・新興感染症等の感染拡大時における医薬品提供体制の維持

２．大阪府民への啓発～府民が安心して医薬品を使用できる環境の整備～
（１）ジェネリック医薬品を安心して使用できる環境の整備
（２）データヘルス集中改革プランの普及促進
（３）かかりつけ薬剤師・薬局の可視化の推進

３．地域・職域薬剤師会等との連携
～地域による格差なく、薬剤師サービスを享受できる環境の整備～

（１）ブロック研修会開催の支援

（２）地域活性化事業の推進
（３）地域・職域薬剤師会会員間の連携促進
（4）地域におけるフォーミュラリ策定への対応

4．薬剤師を取り巻く課題の検討～府民が安心して医薬品を使用できる環境にむけて～

令和4年度 大阪府薬剤師会分業施策



新型コロナウイルス感染症対策における薬剤師・薬局の役割
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⚫ コロナがどんなに蔓延しようとも、休業することなく、地域住民に必要な医薬品など
の提供を行ってきたこと ※ダイヤモンドプリンセス号の乗客であった「くすり不足助けて！」は国内

で起こさないとの決意！

⚫ 薬局内の感染防止対策（アクリル板の設置、待合スペースの工夫、従業員の感染防護
など）

⚫ オンラインを活用した対応（オンライン服薬指導、キャッシュレス決済の導入など）

⚫ 要指導医薬品・一般用医薬品の提供、健康相談

⚫ マスク、消毒剤などの感染防止のための製品の提供

⚫ 宿泊療養、自宅療養の患者への対応

⚫ 感染症に関する様々な情報が飛び交う中で、積極的な情報収集、正しい情報の判断と
住民への情報発信・相談対応

⚫ 治療薬やワクチンに関する正しい情報発信・相談対応

⚫ ワクチン予防接種体制への協力

⚫ 医療用抗原定性検査キットの販売

⚫ PCR等検査無料化事業による検査の実施

⚫ 若年軽症者への抗原定性検査キット無償配布事業への参加協力

○薬剤師・薬局は、新型コロナウイルス感染症対策において様々な役割を担っている。



目指すべき薬局・薬剤師の将来像（ＩＣＴ技術の更なる活用）

・薬剤師の業務に影響を与え得る技術革新について、以下の観点を認識することが重要ではないか。

✓ コミュニケーション技術の深化（スマートフォン等の普及、４K・５Gによる高速大容量通信）

✓ リアルワールドデータの充実（オンライン資格確認等システムや電子処方箋の基盤を活用した情報のほか、患者のICT
端末により得られるリアルタイム情報も活用できるようになる。）

・例えば、患者のフォローアップ時に、オンラインによる情報収集が一般化していくと想定され、薬剤師自身がコミュニケーション
技術（操作方法、肉眼による見え方との差異等）に慣れておく必要があるのではないか。

・慢性疾患を有する方の血圧値や心拍数といった医療情報のみならず、健康な方の睡眠時間や体重、運動履歴といった情
報の収集も可能となり、そうした情報を活用したOTC医薬品の提案や、地域の医療機関への受診勧奨による重症化予防
といった価値を薬剤師が付加していくことを目指すべきではないか。

医療分野のIoTデバイスは

今後さらに増えていくと

予想される

出典：令和３年度情報通信白書

第２回薬局薬剤師ＷＧ
資料（令和４年３月１０日）



対人業務におけるICT活用（イメージ）

・重複投薬や併用禁忌チェックの自動化

・リアルタイムの処方・調剤情報を把握したうえ

での、丁寧な服薬指導

・ICTを活用した対物業務の効率化による、

服薬指導の時間の確保

・オンライン服薬指導を活用した効率的・効果的

フォローアップを実現し、服薬アドヒアランス

を向上

・データをクラウド管理することにより、在宅訪

問での薬学的管理をより容易に

・電子処方箋ネットワークを活用した、医療機関

への効率的なフィードバック

12（出典）「患者のための薬局ビジョン」

・処方内容チェック
（重複投薬、飲み合わせ）

・医師への疑義照会

・丁寧な服薬指導

・在宅訪問での薬学管理

・副作用・服薬状況の
フィードバック

・処方提案

・残薬解消

患者中心の業務

第２回薬局薬剤師ＷＧ
資料（令和４年３月１０日）



データヘルス改革によるICT活用のイメージと薬局・薬剤師の役割

・オンライン資格確認等システムを基盤とし、診療時や調剤時における情報共有が進み、より良い医療が提供できる。
・さらに、服薬アドヒアランス、治療効果の確認等を患者デバイスを通じて行うことができるようになる。

・患者にとっては、自身の処方・薬剤情報を容易に管理できるようになる。

診察・処方 調剤 治療継続

医
療
機
関

患
者

✓ 自身の薬剤情報、特定健診情報等を閲覧
✓ 薬局に電子処方箋を事前送付

✓ OTC薬も含めた服薬情報管理
✓ 服薬状況や治療効果の定期的な確認
✓ 患者情報を踏まえたヘルスケアサービスの提
供

民間PHR事業者／電子版お薬手帳

薬
局

電子カルテ等

薬歴システム

オンライン資格確認等システム・電子処方箋

✓ レセプト薬剤情報や特定健診情報等の閲覧
✓ リアルタイムの処方・調剤情報の閲覧

マイナポータル
API連携

✓ レセプト薬剤情報や特定健診情報等の閲覧
✓ リアルタイムの処方・調剤情報の閲覧

✓ オンライン資格確認、処方箋の電磁的な伝達
✓ 重複投薬や併用禁忌の確認

✓ フォローアップ情報等の管理

トレーシングレポート等
（将来的な電子化を検討）

調剤結果等

閲覧情報や電子処方箋
等

閲覧情報や電子処方箋
等

事前送
付

電子版お薬手帳等を通じた
患者フォローアップ

✓ 医療機関間の情報共有（電カル標準化）

✓ IoTデバイス
による情報
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直近の課題

①オンライン資格確認の導入
②薬剤師資格証（HPKIカード）の取得
③電子処方箋応需体制の整備



電子処方箋とは

電子処方箋とは、オンライン資格確認等システムを拡張し、現在紙で行われている処方箋の運用を、電子で実施する仕組み。オンライン資
格確認等システムで閲覧できる情報を拡充し、患者が直近処方や調剤をされた内容の閲覧や、当該データを活用した重複投薬等チェック
の結果確認が可能に。（令和５年（2023年）１月～運用開始予定）

・ オンライン資格確認等システムを基盤とした電子処方箋の仕組みについて、実施時における検証も含め、安全かつ正確な運用に
向けた環境整備を行い、2022年度から運用開始する。

成長戦略フォローアップ（令和 3年 6月 1 8日閣議決定）
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電子処方箋の導入意義
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電子処方箋により、医療機関や薬局・患者間での処方/調剤薬剤の情報共有や、関係者間でのコミュニケーションが促進さ
れることで、質の高い医療サービスの提供、重複投薬等の抑制、業務効率化を実現。

病院・診療所

患者の処方・調剤情報を踏まえた
質の高い診察・処方 • 医療機関・薬局を跨いで、患者が処方/調

剤された薬剤の情報を基に、電子処方箋管
理サービスで重複投薬等チェックを実施するこ
とで、より実効性のある重複投薬防止が可
能になる。

• 医療機関・薬局を跨いで、リアルタイムでの
処方/調剤情報含む薬剤の情報を閲覧。
（直近から過去3年分まで）

• 自院が発行した処方箋に対する薬局の調剤
結果 (後発医薬品への変更等含む)を電子
処方箋管理サービスから電子的に取得。

重複投薬等の抑制 円滑なコミュニケーション

薬局

• システム化により医師と薬剤師の情報共有の
手段が増え、より円滑なコミュニケーションが
期待できる。

患者の処方・調剤情報を踏まえた
質の高い調剤・服薬指導

• 電子処方箋管理サービスから処方箋をデータ
として受け取ることで、システムへの入力作業
等の作業を削減し、事務の効率化が期待。

• 処方箋がデータ化されることで、紙の調剤済
み処方箋のファイリング作業、保管スペース
を削減。

• 医療機関・薬局を跨いで、リアルタイムでの
処方/調剤情報含む薬剤の情報を閲覧。
（直近から過去3年分まで）

• 調剤結果や処方医への伝達事項を電子処
方箋管理サービス経由で電子的に伝達。

業務効率化

患者

• 複数の医療機関・薬局間での情報の共有が
進むことで、実効性のある重複投薬防止等
や、より適切な薬学的管理が可能になるため
、患者の更なる健康増進に貢献。

• 患者自らが薬剤情報をトータルで一元的に
確認することができ、服薬情報の履歴を管理
できるとともに、必要に応じて医療機関、薬局
等から各種のサービスを受けることが可能。

• 処方箋原本を電子的に受け取ることが可能
となり、オンライン診療・服薬指導の更なる
利用促進に貢献。

• システム化により医師と薬剤師の情報共有
の手段が増え、より円滑なコミュニケーション
が期待できる。さらに、システム的にチェックさ
れた処方箋を薬局で扱えるようになる。

円滑なコミュニケーション



オンライン資格確認・HPKIカード・電子処方箋

オンライン資格確認
・・・オン資のサービスを提供するとともに、データヘルスの基盤

（電子処方箋管理サービスもこの基盤に）
薬剤師資格証（HPKIカード）
・・・薬剤師であることを証明するとともに、

「電子署名（電子的な印鑑）」「認証（電子的な通行証）」として
電子処方箋管理サービス
・・・電子処方箋の管理とともに、調剤情報の取得や各種チェック



オンライン資格確認 薬剤師資格証（HPKIカード）電子処方箋管理サービス

署名・認証

レセコンや電子薬歴との連動

プラットフォームを利用

※全てが揃って、はじめて電子処方箋の応需が可能になる

オンライン資格確認・HPKIカード・電子処方箋
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日本薬剤師会政策提言2022
～国民皆が良質な薬剤師サービスを享受できる社会を目指して～

国民が安心して医療の恩恵を受けられる、超高齢社会の実現のため



• 地域において、必要な医薬品を適切に過不足なく提供

することは、薬剤師の基本的な使命である。

• 薬剤師・薬局は、国民のために、もてる全ての知識と

経験を駆使して、その使命を果たしていく。

• その使命を果たし、薬剤師・薬局活動（薬剤師サービス）

を更に充実させていくために必要な政策等を提言する。

©Japan Pharmaceutical Association All Rights Reserved

趣旨



地域・患者への適切な医療提供体制を支える薬局・薬剤師
国民皆保険、地域包括ケアシステムに貢献する薬局・薬剤師の実現

患者・住民が使う医薬品の一元的管理と、受ける薬物治療の観察・管理

調剤薬の提供

OTC薬の供給

医療機関

薬局

医薬・薬薬協働

評価
＋
分析 調剤・医薬品使用情報

医薬品・医薬品情報

患者情報の収集・蓄積

過不足ない
医薬品の供給体制

多職種・地域連携

消費者
（患者）

健康不安

処方箋

Access
相談

Solution

薬剤師サービス
の提供

受診
Access

医薬分業制度
（地域医薬品提供体制の構築）

医療関係職種

将来目指すべき薬剤師・薬局の姿
（地域に貢献する薬剤師・薬局のビジョン）
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予 防

相互の意思疎通・情報収集

教育・啓発

医療等の提供（医療提供者）

患者・住民

薬剤師サービスの提供

• 疾病の予防・健康維持
• 重症化予防・介護予防

◆薬剤師教育
◆薬学教育
◆住民・患者教育

✓ 専門家による医療の提供
✓ セルフケア・セルフメディケーション
（OTC薬等の提供と薬剤師の責任）

◼ 健康相談
◼ 服薬状況のモニタリング

➢ 処方箋依存型分業からの脱却・・使う医薬品全てを把握
➢ 薬剤師の満足→患者の納得へ・・・視点の転換
➢ 患者→その患者へ・・・薬剤師サービスの転換

薬剤師

生涯学習・継続研修

抱える問題

薬剤師の
気付き

薬剤師業務への科学的視点の充実
（Science Based Pharmacy Practice）

服薬管理・フォローアップ
適否の判断

超高齢社会における薬剤師の役割
患者・住民を個別化した薬剤師・薬局サービスを目指して

患者・住民
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誕生から終末期に至る、ライフステージ全てを通じた薬剤師による
健康サポート、服用薬の一元的・継続的・全人的な管理・指導

セルフメディケーション
栄養相談

健康 発症 重症化・要介護

健康維持増進・ 予防での関わり

一次予防
二次予防
早期対応

三次予防

薬物治療・介護での関わり

内科受診 整形外科受診 眼科受診 訪問診療専門医療
機関受診

服用薬の管理・指導

誤飲防止啓発

ドーピング防止くすり教育

進行

多疾患罹患

公衆衛生

罹患

母子健康手帳

これからの薬局・薬剤師が果たす役割
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これまで（第一、第二世代）
①薬剤評価中心型

②個々の処方医師（個々の処方箋毎の依存型疑義照会）

③添付文書情報活用中心の疑義照会

④知識中心型（医薬品情報依存型疑義照会）

⑤処方確認中心型

⑥処方箋依存型の処方監査と疑義の解決

これから（第三世代へ向けて）

①患者総合評価型（患者Profile＝患者の生活像活用型）

②全ての処方医・処方を視野に

③薬学的知識を活用し、添付文書、薬物動態や検査値等を分析、評価し薬物治療へ貢献

④知識＋技能型（患者情報と医薬品情報の評価＝患者毎に個別最適化した対応）

⑤処方提案型（患者を個別化し、最適な処方の提案）

⑥その患者の服用するＯＴＣ薬も含めて医薬品全体の把握

⑦患者Profile活用型の処方監査と疑義の解決

「患者さん」から「その患者さん」へ
患者毎に個別最適化した薬剤師サービス
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国民・患者へ、必要な医薬品を適切かつ過不足なく供給できる体制の確保
• 患者の服薬状況を一元的・継続的に把握し、適切な管理の下での安全な服薬の確保

• 医薬品入手の「自由」と「利便」の違いに関する、地域社会・住民への啓発（経済的・医療提供体制的）

• コロナ禍や災害時、緊急避妊薬を必要とする事態など平時とは異なる状況下でも必要な医薬品を提供できる体制の構築

地域包括ケアシステムの構築への貢献
• 多職種連携、チーム医療への貢献（共通の言語の活用と、相互の職務に関する理解・協働）

• 医師の働き方改革の実現のための業務連携(タスクシェア/タスクシフト）

医薬品適正使用のための各種方策の推進
• 残薬解消、ポリファーマシー対策、後発医薬品の適切な使用等を含め、患者・住民が適切な費用で医薬品の安全・安心を

享受できる体制の確保

• 医療情報の利活用による、より幅の広い薬学的知見での質の高い服薬管理の提供

国民自らによる疾病予防・健康管理意識の醸成と、その促進に資する健康相談等への貢献
• セルフケア／セルフメディケーションへの支援

• 地域住民に対する薬局・薬剤師の有する健康サポート機能の積極的活用

• 地域住民に対するOTC医薬品の適切な提供と、使用状況の一元的かつ継続的な薬学的管理

• PHRの活用による国民自らの情報管理とその連携による健康管理・薬物治療へのサポート

• 地域住民・子供たちに医薬品の適切な使用や公衆衛生意識の向上を目指した普及・啓発

国民皆保険の堅持
（Sustainability :持続可能性の視点に立っての国民皆保険の維持・運営）
• 国民が安心して最良・最適な医療を受けられる環境の確保

• 国民皆保険の理念の周知と、適切な活用策の啓発

薬剤師の役割、薬剤師サービス
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薬局機能の向上に向けた制度整備

患者のための薬局ビジョン実現に向けた支援
改正薬機法で見直された「薬局」の定義や、「患者のための薬局ビジョン」で示された
薬局の機能を実効あるものにするため、必要な制度の整備を目指す。

• 薬局開設者に調剤のみならず、要指導
医薬品、一般用医薬品の取扱いと薬剤
師に必要な薬学管理指導を行うことを
求めるべきである。（見直された「薬局」定義

を、薬局業務へ反映）

• 「患者のための薬局ビジョン」で示された
①かかりつけ機能、②健康サポート機能、
③高度薬学管理機能について、薬局が
その機能の充実・強化を図るための支援
を行うべきである。

薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供 医薬品の販売業に
及び薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所 必要な場所を含む+

「薬局＝全ての医薬品の供給施設」と明確化

厚労省 「 患者のための薬局ビジョン」（2015年）

薬剤師が販売または授与の目
的で調剤の業務を行う場所

薬剤師が販売または授与の目
的で調剤の業務を行う場所

令和2年薬機法改正における薬局の定義の変更

©Japan Pharmaceutical Association All Rights Reserved



地域医薬品提供計画の策定

地域包括ケアシステム、地域完結型医療を構築するために、各都道府県が、地域医
療計画に連動した「地域医薬品提供計画」の策定を行い、薬剤師・薬局が多職種と
連携して、その機能を十分発揮することで、地域住民の医薬品アクセスを確保し、
安全・安心な医薬品提供システムを確立する方策を構築すべきである。

地域医薬品提供計画に盛り込むべき内容

①当該地域において求められる薬局等の有する機能（かかりつけ機能、健康サポート
機能、高度薬学管理機能など）とその地域における必要量の標準を推計

②休日・夜間時の対応を含め医療提供施設間の連携内容の明確化とその推進方策

③薬剤師・薬局等が不足している地域（へき地・離島を含む）においては、薬局の整
備や薬剤師の確保、偏在等の解消に向けた財政支援を含む施策と体制の構築

④地域の課題、住民ニーズの把握を行い、地域住民への薬局機能等の周知や医薬
品を適切に使用するリテラシー向上のための方策

⑤災害時など有事における医薬品提供体制の構築 など

地域医薬品提供計画の策定による

地域住民の医薬品アクセスの改善
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なぜ、地域医薬品提供計画の策定が必要か？
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「医と薬」の関係で語られてきた「医薬分業の推進」から脱却し、医薬

品等の提供を通じて、地域社会における多職種連携の下で、薬剤師

サービスの提供を目指すべきである。

そのためには、「地域医薬品提供計画の策定」が不可欠！

全ての国民が、

薬剤師サービスをもれなく享受できる環境を整備すべき。
そのためには、法律に基づく公的な計画が必要。

それがなければ、地方行政は動けない。

（注）薬剤師サービスとは：
薬剤師法や薬機法及び社会が求める薬剤師・薬局活動の総称



地域医薬品提供計画の整備に向けて（第一歩）
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• 薬剤師・薬局は、患者が必要とする医薬品を「何時でも、何処でも、

誰にでも」過不足なく提供する責任を負っている。

• 薬剤師・薬局は、地域の患者・住民の安全で安心な暮らしを支えるた

め、地域包括ケアシステムの中で、医薬品のみならず医療材料・衛生

材料の提供体制を担うことも求められている。

• こうした期待に即応できるよう、薬局間のみならず、超高齢社会に欠か

せない医療・医薬・介護における多職種・多施設の連携が推進されるよ

う、積極的に既存制度の活用も図るべきである。

• そのため、当該地域で果たしている薬局機能やその分布を「見える化」

し、その状況を基に、地域における薬局機能の充実方策や整備計画を

推進する。



※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０分以
内に必要なサービスが提供される日常生活圏
域（具体的には小・中学校区）を単位として
想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス

（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護） 等
■介護予防サービス

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援•介護予防

相談業務やサービスの
コーディネートを行います

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入居者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ•自治会•ボランティア•NPO 等

通院•入院

病気になったら･･･

医 療

病院：
急性期、回復期、慢性期

介護が必要になったら･･･

介 護薬剤師

薬剤師

薬剤師

薬剤師

薬剤師

⚫ 薬剤師は様々な場に関わることが可能
⚫ 薬局は、医療・介護・予防など地域の

様々なサービスを提供する役割が可能

薬局

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

薬局

通所•入所

住まい

薬局

薬局
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地域包括ケアシステムの姿

地域医薬品提供計画の策定による

地域住民の医薬品アクセスの改善



医療計画と医薬品提供計画
※医薬品提供計画に盛り込む内容のイメージ
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医療計画 医薬品提供計画
病床規制 開局制限は規定しない

医療圏の設定 医療計画と整合させる

地域医療構想 地域における薬局機能の必要量
薬局機能の明確化と整備目標

5疾病・6事業
および在宅医療

小児医療：地域の成育医療協議会への参加と対応薬局の整備
コロナ感染症：抗原検査キットの提供、経口治療薬の配備など

5疾病6事業に対する薬剤師・薬局の役割・業務を規定する

医師の確保 薬剤師の確保

外来医療に係る
医療提供体制の

確保

休日・夜間時の対応を含め医療提供施設間の
連携内容の明確化とその推進方策



地域医薬品提供計画の策定
セルフケア・セルフメディケーションの推進

薬局の健康サポート機能の充実・強化
健康サポート薬局の研修を修了した薬剤師は全国で３万人以上存在しているものの、健康サ
ポート薬局に係る届出は未だ全国で３千施設弱であり、健康サポート薬局の認知度は、十分
とは言えない状況にある。また、国民の安全を守るためには、医療用医薬品と一般用医薬品
（OTC医薬品）双方の服薬情報を一元的に把握、フォローし、双方をバランスよく使用していく
ことが必要である。

人生100年時代を目前に、国民の健康寿命の延伸は国家的な課題であることを踏まえ、薬局
の健康サポート機能をより充実させ、健康サポート薬局の届出数の増加を図るとともに、薬局と
保険者とが連携できる仕組み作りなど、セルフケア／セルフメディケーションを推進するため、OTC
医薬品の使用促進に係る数値目標の設定と行うべき対策を整理し、OTC医薬品をより効果
的に利用できるようにすべきである。

よく知っていた1.5%

言葉だけは知っていた6.5%

知らなかった91.4%

0 50 100
内閣府 薬局の利用に関する世論調査（2020年10月）

（健康サポート薬局を知っている人のうち）
健康サポート薬局を使いたいと思いますか？

そう思わない16.7%

そう思う83.3%

0 50 100
日本薬剤師会健康サポートと薬剤師に関する意識調査（2018年9月）

健康サポート薬局の認知度健康サポート薬局届出数

2,842件
（2021年12月末)
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医薬品の研究開発・製造・流通・安全確保体制の整備への支援
～創薬・製造・流通・育薬という医薬品ライフステージ全般への支援の充実～

• 医師・薬剤師には診療・調剤の応召義務があり、製薬企業においては、良質な
医薬品を研究開発し、製造、供給を行い、安全確保に至るまでの責務がある。

• 医薬品卸においては、製薬企業とともに、医療機関・薬局へ品質が確保された医薬
品を公平かつ安定的に流通を担う責務がある。
そして医療機関・薬局には、製薬企業、医薬品卸が行う安定供給の活動に協力す
る必要がある。

• これら製薬企業・医薬品卸の責務を明確にし、その機能を維持・充実させる方策を
とるべきである。

• また、製薬企業・医薬品卸は、製造・流通状況を可視化するなど必要なサプラチェー
ンマネジメントの充実を図るべきである。

• 保険医療で使用する医薬品で供給のひっ迫が生じた場合、製薬企業同士で代替
医薬品の供給を図ることや、必要に応じて国が指導ができるようにするなど、独占禁
止法等の規定にとらわれず、医療機関・薬局への影響を最小化する方策を取ること
ができるようにすべきである。
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中間年薬価改定の本来の趣旨や目的に沿った見直し
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• 中間年薬価改定は、医薬品ライフサイクルを壊し、薬局等の事業継続を困難にさせる。

• 良質な医薬品は、保険医療の中で、国民・患者が長く安定的に使用できるようにすべきである。

• 頻回にわたる薬価改定を行うことは、医薬品のライフサイクルを短命にする一方で、

新たな医薬品創出のインセンティブを損ない、国民が良質な医薬品にアクセスできなくなってしまう。

• 中間年薬価改定の実施は、良質安価なジェネリック医薬品が早期に採算割れを起こし、

供給不安を更に悪化させるのではないかと危惧している。

• また、中間年薬価改定の実施は、国民・患者に必要な医薬品を提供している薬局、医療機関、 製

薬企業、医薬品卸の体力を著しく削ぎ落し、事業継続を困難にさせる。毎年の薬価切り下げで、毎

年1000億円以上社会保障国費を削減することは、医薬品提供体制に大きな歪みを生じさせてしま

う。

• 市場実勢価格と公定価格である薬価の大幅な乖離を平均的な乖離

率まで是正することは理解できるが、中間年薬価改定の本来の趣旨、

目的を超えた中間年薬価改定は行うべきでない。



医療用一般用共用医薬品(仮称)類型の創設
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• 地域住民が医薬品をより活用しやすくするため、医師と薬剤師の両者

で患者対応を行うことができる一般用医薬品（OTC医薬品）の

新たな類型（医療用一般用共用医薬品（仮称））を創設し、

医療用医薬品を処方箋なしで販売する、いわゆる「零売」ではない

仕組みを構築する。

※新たに創設する「医療用一般用共用医薬品（仮称）」は、医師の処方箋での交付も可能と

する。そのため、医療用一般用共用医薬品（仮称）は、院内で交付できる他、販売は、

薬局で薬剤師が行う。

• 対象になるものとしては、供給が困難になって市場からなくなってしまう

医療用医薬品や、処方箋なしでも患者アクセスを確保する必要性が

高い医療用医薬品などを想定している。

れいばい



医薬品・医療機器イノベーションの薬局での活用
～デジタルメディスン等への薬剤師の責務～
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• 国民が自分の健康情報を電磁的に保有し、自ら治療を管理できる時代になってきてい
る。その中にはウェアラブルデバイスを用いたものや健康管理アプリ、治療に用いるアプリ
（デジタルメディスン）などもある。現在、製薬企業やベンチャー企業でその開発・供給
が急速に進んできている。

• デジタルメディスン等を使用する場合は、医薬品と併用することが多いと思われるが、例
えば、ニコチン依存症治療アプリでは、医療保険において、医師の医学管理料に位置
付けられたため、医療機器の販売業許可を持っている薬局でも、医療保険では提供で
きない。

• 医薬品と併用するデジタルメディスン等については、医薬品とデジタルメディスン等を薬
局で一体的に取り扱うことで、薬局でも患者が困った時への対処ができ、併用してい
る医薬品とともに薬局で患者フォローアップできることから、デジタルメディスンなどのイ
ノベーションが患者により使いやすくなる。

• デジタルメディスン等について、薬局薬剤師による提供ができる

医療保険上のルートを開くべきである。



【制度整備】

このような提供体制のために必要な医療保険上での取り扱いの整理など、制度上の整備が必要。

医師と薬剤師の連携による
治療用アプリ（Digital Therapeutics：DTx）の活用

ニコチン依存症治療アプリ
禁煙補助薬「チャンピックス」に追加して使用

海外で販売されている
ADHDに対するDTx

１．医師による診断・処方と薬剤師による提供・説明
臨床現場で多くの患者を抱える医師が、医師でなくとも実施可能と考えられるアプリの使用方法の説明や使用上のトラブル等への対応をす
ることは、大きな負担で軽減させる必要がある。そのため医師による判断のもと、薬剤師がその適正使用に係る役割を担うことによって処方と
調剤の関係のDTxへの適応が可能となり、国民皆保険の下で、日本におけるDTxの進展に繋がるものと考える。

２．薬剤師によるフォローアップと医師との連携
患者がDTxを的確に使用していくには、持続性・継続性が必要であり、そのためにはアドヒアランスの維持・向上を図るフォローアップが必要とな

る。患者の使用状況を把握した上でのフォローアップを薬剤師が担うことは服薬指導の質的向上に繋がるとともに、処方医と連携していくことが
DTxの効果に繋がるものと考える。

高血圧症治療補助プログラム
生活習慣や薬物療法も併せた管理

今後、更なる承認申請

2つの課題に同時に取り組む操作
＋薬剤との併用 等

またこのような業務に対する薬局薬剤師への必要な研修体制の整備につ取り組む。
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• オンライン資格確認の基盤を活用したデータヘルスの集中改革プランの推進により、電子処方箋の導入も含め、
薬局業務のデジタル改革は大きく進むと思慮している。

• 現在、患者の同意の下で、マイナンバーカードにより薬局において、薬剤情報や特定健診情報が確認可能と
なっている。今後、他の保健医療情報へも拡大され、医療DX全体の中で電子カルテの標準化を前提とした
項目やデータ交換手順も検討されている。

• 薬局においては電子薬歴の標準化とその活用も必要である。これらの医療情報を 標
準化することで、より多くの保健医療情報のシームレスな連携・確認が可能となり、薬
剤師による服薬指導の更なる充実を目指す。

• 地域医療情報連携ネットワークは、レセプト情報に依存しない情報の共有可能とする有用なシステムであるが、
その活用状況は地域によって大きな差がみられる。

• 国民が安全で安心な医療提供を享受するためには、格差を生じる要因等を分析し、
全国で均質な地域医療情報連携ネットワークが活用できる政策を進めていくべきであ
る。

• 薬剤師から医師へ伝達される調剤情報は、処方中の疑義に関する照会・確認事項だけでなく、調剤に携わっ

た薬剤師の薬学的視点に基づいた知見につても伝達すべきと考える。電子処方箋の仕組みを構築す
る際には、こうした様々な情報の提供・交換が可能で、それらの情報を、次回の診療
に向け医師が確実に確認できるシステムとすることが必要である。

医療デジタルを基盤とした薬局業務の高度化
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薬局

母子手帳 疾病管理手帳

医療機関

市町村•企業

学校

健診情報

学校健診

電子処方箋
管理サービス

電子お薬手帳

マイナポータル

マイナンバーカード

処方•調剤情報

薬剤情報
特定健診情報
医療情報

処方•調剤情報

地域医療情報連携ネットワーク

ウェアラブルデバイス等

健康情報

オンライン資格確認等システム

保健医療情報およびPHRの利活用による
より質の高い服薬管理の提供（概念図）

・情報を基にした、医薬品の
提供と服薬指導
（処方薬・OTC薬）

・継続的な服薬状況把握と
フォローアップ
・日常生活への健康サポート

「患者•住民の生活の状況や習慣を理解した
かかりつけ薬剤師•薬局」に近づいていく！

国民•
患者

服薬状況情報

OTC薬情報

自身の健康情報を
電磁的に所有・閲覧

自身で医療機関・薬局に提示
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医療機関の「敷地内薬局」に対する適正措置
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• 平成27年の規制改革会議の答申で認められた構造的な独立の見直し（医療機

関と薬局間のフェンス外し）が、医療機関とその敷地内にある薬局との間で経済的

に歪んだ関係を生み出しているものと思慮。

• これは経済・経営上の独立に関して、保険薬局指定の具体的な要件を示していな

いために、経済・経営上の独立原則に反する保険薬局指定が、進んでしまっていると

認識しており、憤りを禁じ得ない。

• このような「敷地内薬局」は、特定の医療機関に対して、過度に依存することから、

地域内の各医療提供施設が情報の共有と有機的な連携を行う地域包括ケアシス

テム推進の阻害となり、医薬分業の本旨に全く反する。

• そのため、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則に、明確な基準を設けるととも

に、このような「敷地内薬局」に対しては、保険指定の拒否など、適正な措置を講じ

るべきである。



適切な医薬品提供体制構築のための薬局規制のあり方
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規制改革推進会議による調剤業務の委受託および

薬剤師1人当り１日処方箋40枚の規制の見直し提案への反対

• 薬剤師の業務は、患者の状況や処方箋の疑義などを確認の上、

医薬品の取り揃えや調製に加えて、

服薬指導などの薬学的管理・指導並びに服薬期間中のフォローアップ等までの

一連の行為から成り立っている。

• その行為の一部を他の薬局等に委受託することは、患者への薬剤交付のみ

ならず、当該患者に提供する薬物治療全体の責任が果たせないので、

絶対に認められない。

• 調剤業務の委受託を前提とした「40枚規制」の見直しも不要。



科学に基づく薬剤師業務
Science Based Pharmacy Practice

薬剤師は、レギュラトリーサイエンスを基盤として、
基礎薬学と臨床薬学の双方を身につける必要がある

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
（ｒTR）

薬剤反応性など

トランスレーショナルリサーチ
（TR）
創薬など

２０１７年９月２９日 日本学術会議 薬学委員会 医療系薬学分科会 報告（抜粋）
臨床研究からの情報と基礎研究からの情報を連動させ、モデル化やシミュレーションにより 効果や副作用を予
測したり、新規治療薬や診断薬の開発につなげたりする rTR の推進は、医療系薬学研究を大きく発展させ
るものである。rTR を起点にスタートした研究を TR につなぎ医療に貢献することこそ、医療系薬学研究が目
指すべき重要な方向の一つである。
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大学薬学部・薬科大学の入学定員総数の削減
６年制薬学部・薬科大学は、令和３年度で、既に79校、定員で11,797人に達し
ているが、薬剤師国家試験合格率が50％に満たない大学もあること、またそうした大
学では過半の薬学生が薬剤師になれない事実が示されている。学部新設に際して、
私立大学にも助成金が交付されている現状に鑑み、薬学教育の質を確保し、国費を
有効に活用する観点から、文科省においては、薬学部・薬科大学の新設抑制、定員
総数管理や入学・教育課程・卒業に関する合理的な基準を設定するなどして薬
学部・薬科大学入学定員総数の削減を行うべきである。
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12,000

14,000

入学定員
16,000

S24 S26 S28 S30 S32 S34 S36 S38 S40 S42 S44 S46 S48 S50 S52 S54 S56 S58 S60 S62 H元 H3 H5 H7 H9 H11H13H15H17H19H21H23H25H27H29 R元 R3

4年制入学定員

旧4年制入学定員

6年制入学定員

薬学部数

薬学部（学科）数及び入学定員の推移 ＊文科省提供データを一部編集

R3現在：79学部（入学定員13,205人）

（6年制11,797人、4年制1,408人）

薬学部数
80

S24（新制大学発足）

19学部（入学定員1,565人）

H15～H20の6年間に
28学部が新設S58～H14

46学部（入学定員7,725～8,200人）

科学に基づく薬剤師業務の推進①
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研究と実務の双方の質を上げるために、6年制と４年制が併存する中で、その一体化を含めた薬学教育
（薬剤師養成教育）のあり方

同じ薬学部・薬科大学の中に、薬剤師免許を取得する６年制と基礎薬学を専攻する４年制が存在している現状は、本来、サイ
エンスとプラクティス（臨床実務）の両方を兼ね備えるべき薬剤師養成教育という観点からすると我が国独特の仕組みで、薬学の
社会的適応（Social Implementation）の実現という視点から、望ましい姿ではないとの指摘がある。

一方、基礎薬学（Basic Science)を目指す者の養成を考える上では、この併存は必要ではないかとの意見もある。薬学の本
旨は、臨床現場において、薬などが人体に与える影響をサイエンスで解決する学問であることに鑑み、サイエンスとプラクティスの双
方の質を上げ、我が国の薬剤師力、創薬力両面の強化に資するため、6年制と４年制の特徴を生かしつつ、薬剤師免許の取得
を共通基盤とした、基礎薬学と臨床薬学の双方を学べる柔軟性ある教育課程のあり方について検討すべきである。

薬剤師国家試験

薬剤師国家試験

就職

平成18年3月以前 平成18年4月以降

薬剤師免許を基盤とした社会・研究活動

あるべき姿

4年

3年

2年

1年

4年

3年

2年

1年

進学 6年

5年

4年

3年

2年

1年

基
礎
薬
学

研究・実務

臨
床
薬
学

科学に基づく薬剤師業務の推進②
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卒前から卒後にわたる臨床研修の充実、専門薬剤師取得の奨励
臨床現場においてより質の高い薬剤師業務の実施を達成するためには、卒前実務実習
を、チーム医療を基盤とする患者ケア主体の卒前臨床実習に見直すとともに、卒後臨床
研修の在り方について、キャリアパスに応じた義務化も含めて検討すべきである。

生涯研修に基づく認定薬剤師を基盤として、地域におけるチーム医療を進めるため、既
卒薬剤師の病棟・薬局でのチーム医療研修を導入する他、各種分野における専門薬
剤師の取得を奨励し、専門性の高い薬学管理の充実を図る。

現状 医療現場での実務経験

あるべき姿

国家
試験卒前 実務実習

実務
卒後
臨床研修

国家
試験

患者ケア主体の

卒前 臨床実習

既卒薬剤師

チーム
医療
研修

専門
薬剤師
認定

科学に基づく薬剤師業務の推進③
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厚生労働省 医薬・生活衛生局総務課

薬局薬剤師の業務及び薬局の機能
に関するワーキンググループとりまとめ

～薬剤師が地域で活躍するためのアクションプラン～

厚生科学審議会
医薬品医療機器制度部会

資料2

令和4年８月５日



薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会

薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ

目的
• 高齢化に伴う本格的な人口減を迎えつつある中で、地域の薬剤師の人的資源を活用することは、国民の医療の質

の向上、健康増進、地域医療体制の確保にとって重要。
• 「患者のための薬局ビジョン」で打ち出された①『「門前から｣から｢かかりつけ｣、そして｢地域へ｣』、②「対物業務から対人

業務へ」などを基本的な考え方として、地域で活動する医療職種としての役割を強化する。また、電子処方箋の導入、
オンライン化の推進、マイナポータルを通じた各種医療情報の共有、調剤機器の高度化等の新たな技術が登場する中
で、これの技術等を活用した将来の薬局薬剤師の業務の在り方や必要な対策を検討する。

• さらに、地域における薬剤師サービスの提供拠点としての薬局の在り方についても議論する。

構成員一覧

◎赤池 昭紀
猪口 雄二

○印南 一路
佐々木 淳
関口 周吉
孫 尚孝
出井 京子

橋場 元
林 昌洋
藤井 江美
山口 育子

和歌山県立医科大学薬学部教授
公益社団法人日本医師会副会長
慶應義塾大学総合政策学部教授
医療法人社団悠翔会理事長・診療部長
一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会副会長
株式会社 ファーマシイ医療連携部部長
株式会社 NTTドコモビジネスクリエーション部
ヘルスケアビジネス推進室 室長
公益社団法人日本薬剤師会常務理事 一
般社団法人日本病院薬剤師会副会長
一般社団法人日本保険薬局協会常務理事
認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML理事長

◎主査 ○主査代理 （五十音順・敬称略）

検討項目

①対人業務の充実
②薬局薬剤師のDX
③医療安全を前提とした対物業務の効率化
④地域における薬剤師サービスの提供 等

スケジュール

○令和４年２月～6月までの間に6回程度開催
○令和４年夏を目途に議論のとりまとめを予定
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4.  地域における薬剤師の役割

○ 他職種や病院薬剤師との連携：①退院時のカンファレンス等への
参加の促進、②他の医療提供施設への情報の発信等。

○ 健康サポート業務の推進のための取組：健康サポート機能のエビ
デンスの収集・周知や、自治体等と連携した取組等。

○ 薬局間連携：薬局間を調整するまとめ役の薬局について、地域連
携薬局の拡充又は発展形（機能強化型）で検討を進めることで
どうか。

薬局薬剤師ワーキンググループのとりまとめ 概要
とりまとめの作成経緯

以下の背景を踏まえ、令和４年２月からワーキンググループを開催。計７回の議論を経て、同年７月にとりまとめを公表。

① 地域医療を担う一員として、薬剤師の役割や期待が大きくなっていること

② ICT等の技術が発展し、薬剤師を取り巻く環境が変化していること

③ 「薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会」のとりまとめにおいて、患者のための薬局ビジョンの達成状況等を踏まえつつ、薬局薬剤師の業

務について検討することとされたこと

基本的な考え方

① 対人業務の更なる充実：処方箋受付時以外の対人業務の充実が必要。また、対物業務を含む対人業務以外の業務の効率化が不可欠。

② ICT化への対応：各種医療情報を活用して、薬局薬剤師DXを実現していくことが必要。

③ 地域における役割：地域全体で必要な薬剤師サービスについて、地域の薬局全体で提供していくという観点が必要。

具体的な対策（アクションプラン）

１．対人業務の充実

○ 処方箋受付時以外の対人業務（①調剤後のフォローアップの強

化、②医療計画における５疾病、③薬剤レビュー、④リフィル処方

箋への対応等）を推進すべき（手引きの作成等）。

○ 好事例を均てん化するための方策や課題の収集、分析を行うべき。

2. 対物業務の効率化

○ 調剤業務の一部外部委託、処方箋の40枚規制、院外処方箋に

関する問合せの簡素化等について議論。

○ 調剤業務の一部について、とりまとめの内容を踏まえて具体的な安全

基準等を検討する。

委託可能な業務：一包化（直ちに必要とするものを除く。）、委託

先：同一3次医療圏内の薬局

3．薬局薬剤師DX

○ 薬局薬剤師DXの先進的な取組について、好事例の共有が必要。

○ データ連携基盤の構築を進めていくことが必要。

○ 薬局以外の場所でのオンライン服薬指導を可能とする方向で検討。

（R４年度）（予定）
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目次

第１ はじめに（とりまとめの作成経緯）
第２ 薬剤師や薬局をめぐる状況と課題
第３ 基本的な考え方
第４ 具体的な対応の方向性
• 対人業務の充実

• 対物業務の効率化
• 薬局薬剤師ＤＸ
• 地域における薬剤師の役割
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第１はじめに（とりまとめの作成経緯） （ と り ま と め P1 ）

○ 薬局薬剤師ワーキンググループは、

① 地域医療を担う一員として、薬剤師の役割や期待が大きくなっていること、

② ICT等の技術が発展し、薬剤師を取り巻く環境も変化していること、

③ 「薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会」のとりまとめにおいて、患者のための薬局ビジョンの達

成状況等を踏まえつつ、薬局薬剤師の業務について検討することとされたこと、

などの背景を踏まえ、令和４年２月から開催。

○ 計７回の議論を経て、同年７月に、具体的な対策（アクションプラン）の方向性を含む、とりまとめを公表。

①地域医療を担う一員としての役
割の増大

2025年には団塊の世代が75歳以
上になり、医療ニーズが極大化する
一方で、少子化により医療従事者の
確保が困難になる。

②ICT等の技術発展

近年、医療分野におけるデジタルト
ランスフォーメーション（DX）が進ん
でおり、薬剤師を取り巻く環境も変化。

③検討会の提言

「薬剤師の養成及び資質向上等に
関する検討会」のとりまとめにおいて、
薬局ビジョンの達成状況を踏まえ、①
調剤業務、②ICT対応、③調剤以
外の業務について検討することとされ
た。

➢ 規制改革推進会議等において議論されてきた、調剤業務の一部外部委託や処方箋の40枚規制について、技術的
な議論が必要である。

4

１．主な背景

2．その他の背景



第２ 薬剤師や薬局をめぐる状況と課題（と り ま と め P2 ～ P4 ）

5

➢ 約6.1万の薬局があり 、そこに約19万人の薬剤師が従事している。
➢ 単純比較はできないが、人口あたりの薬剤師数は、ＯＥＣＤ加盟国の中

で最も多い １。
➢ 店舗あたりの薬剤師数が1人又は2人の小規模な薬局が多い２。
➢ 立地別に見ると、いわゆる門前薬局の割合が多い３。
➢ 多店舗を経営する薬局の割合は増加傾向にある４。

➢ 薬局ビジョンでは、「2025年までに、すべての薬局がかかりつけ薬局とし
ての機能を持つことを目指す。」という目標がある。

➢ これまでの調査結果５、６からは、薬局全体として、薬局ビジョンで掲げられ
た目標を達成しているとは言い難い。

• レセプト薬剤情報や特定健診情報等のマイナポータル経由での閲覧（R3.10～）
• オンライン診療・服薬指導の恒久ルール策定（R3年度）
• 電子処方箋システムによるリアルタイムでの処方・調剤情報の閲覧（R5.1～）（予定）
• PHR（Personal Health Record）、コミュニケーションツールとして電子版お薬手帳の利活用推進

➢ 電子処方箋はリアルタイムでの処方・調剤情報の閲覧を可能にするものであり、薬局薬剤師の役割を大きく変える。

５ 例えば、３箇所の医療機関を受診する患者の約３割は複数の薬局

６

へ処方箋をもっていくような行動をとっているという調査結果や、
特定の１つの医療機関からの処方箋が90％を超える薬局（処方箋集
中率が90％を超える薬局）が約35％というデータがある。
医療機関への服薬状況等の情報提供を過去１年に平均月１回以上

行っている薬局は、令和２年末で約40％であった。また、過去１年
間に平均月１回以上医師等と連携して在宅業務を実施している薬局
数は、令和２年12月末時点で約33％であった。

１

２

日本の薬剤師数は、人口10万人あたり約190人。

例えば、薬局に勤務する薬剤師数として、１人が約20％、1.1～

３

４

２人が約33％という報告がある。
例えば、診療所の近辺が約６割、病院の近辺が約２割、その他

（面薬局等）が約１割という報告がある。

例えば、経営する薬局の数について、20店舗以上が約38％、約6
～19店舗が約18％、2～5店舗が約28％、１店舗が約15％という報

告がある。

○ 薬局全体としては、小規模な薬局や、いわゆる門前薬局が多い。

○ 薬局ビジョンで掲げられた目標（注）を達成しているとは言い難い。

○ 電子処方箋システムをはじめとする医療情報基盤が整いつつあり、こうしたデジタル技術への対応は必須。
（注）2025年までに、すべての薬局がかかりつけ薬局としての機能を持つことを目指す。

1．薬剤師や薬局の概況

3．薬局薬剤師DX

➢ 電子処方箋システムをはじめとする医療情報基盤が整いつつあり、こうしたデジタル技術への対応は必須。

2．薬局ビジョンへの対応状況



➢ 地域包括ケアシステムにおける薬剤師サービスは多岐にわたっており、求められるすべての機能を単独の薬局が十分に有することは容易で

はない。

➢ 新興感染症や災害時等、地域全体で効率的・効果的に提供すべき薬剤師サービスがある。

⇒ 地域全体で必要な薬剤師サービスを、地域の薬局全体で提供していくという観点が必要。

第３ 基本的な考え方（ と り ま と め P5 ）
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➢ 処方箋への対応だけでなく、

 調剤後のフォローアップやポリファーマシー等の対応

 セルフケア、セルフメディケーションの支援等の

健康サポート業務

等、処方箋受付時以外の対人業務の充実が必要。

➢ 対人業務を充実させるためには、対物業務を含む対人業務

以外の業務の効率化が不可欠。

➢ データヘルス改革・電子処方箋の導入を通じた、各種医療情

報を活用して、薬局薬剤師DXを実現していく必要がある。

3．地域における役割

○ 薬局薬剤師WGでは、基本的な考えとして主に、

① 処方箋受付時以外の対人業務（注）の充実が必要。また、対物業務を含む対人業務以外の業務の

効率化が不可欠、

② 各種医療情報を活用して、薬局薬剤師DXを実現していく必要がある、

③ 地域全体で必要な薬剤師サービスを、地域の薬局全体で提供していくという観点が必要、

といった視点を挙げている。

（注）調剤後のフォローアップやポリファーマシー等の対応、セルフケア、セルフメディケーションの支援等の健康サポート業務等

1．対人業務の更なる充実 2．ICT化への対応



第４具体的な対応の方向性①対人業務の充実
（ とりまとめP6～P9）

○ 対人業務について、特に処方箋受付時以外の業務（注）を推進していく必要がある。

○ その上で、調剤後のフォローアップの強化、医療計画における５疾病、薬剤レビュー、リフィル処方箋への対応
等について、推進すべき対人業務とされた。

○ また、対人業務の好事例が均てん化しておらず、そのための方策や課題の収集、分析が必要である。
（注）調剤後のフォローアップやポリファーマシー等の対応、セルフケア、セルフメディケーションの支援等の健康サポート業務等

基本的な考え方 具体的な対策（アクションプラン）

○薬局薬剤師の業務は、「処方箋受付時の業務」が主体であった が、

「処方箋受付時以外の対人業務」の更なる充実が求められている。

○ 対人業務の好事例を均てん化させる必要がある。

(1)推進すべき対人業務
➢ 調剤後のフォローアップの強化

➢ 医療計画における5疾病（がん、脳卒中、心筋梗塞等
の心血管疾患、糖尿病、精神疾患）

➢ リフィル指示された処方箋への対応
→手引きの作成、周知等

➢ 薬剤レビュー
→推進に向けた対策を検討

(2)対人業務に必要なスキル習得
➢ 勉強会、症例検討会の開催・参加

地域の薬剤師会等が中心となり、地域の基幹病院等と
連携するための対策を検討

(3)均てん化に向けた取組
➢ 好事例が全国的に普及するための方策や課題の収集・

分析

※モデル事業等で実施された対人業務の好事例が均て

ん化していない。

対人業務の充実
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第４具体的な対応の方向性②対物業務の効率化
（ とりまとめP9 ～ P1７）

○対人業務を充実させるためには、医療安全が確保されることを前提として、対物業務を効率化し、対人業務

に注力できる環境を整備することが必要。

○対物業務の効率化などに関連する内容として、調剤業務の一部外部委託、処方箋の40枚規制、問合せの

簡素化等について議論した（注 )  。

（注）調剤業務の一部外部委託、処方箋の40枚規制は、「規制改革実施計画」（令和4年6月7日閣議決定）に盛り込まれた事項。

8

対応方針、具体的な対策（アクションプラン）（例）

（１）調剤業務の一部外部委託

• 外部委託を検討する場合の考え方、対応方針を整理
委託可能な業務：一包化（直ちに必要とするものを除く。）

委託先：同一3次医療圏内の薬局

安全性の確保：安全基準を設ける必要がある（EUのADDガ

イドラインが参考になるのではないか）。

※ 外部委託が法令上実施可能となった後に、安全性、地域医療への

影響、薬局のニーズ等を確認し、必要に応じて見直しを行う。

（２）処方箋の40枚規制（薬剤師員数の基準）

• 単純な撤廃又は緩和では、処方箋の応需枚数を増やすために、

対人業務が軽視される危険性がある。

• 規制の見直しを検討する場合、診療報酬上の評価等も含め、

対人業務の充実の方向性に逆行しないよう慎重に行うべき。

• 一方、外部委託を進める場合は、規制が一部外部委託の支

障とならないよう、必要な措置を講じるべき。

（３）その他業務の効率化

➢ 薬剤師以外の職員の活用（いわゆる0402通知）
• 実施可能な業務の範囲や要件について更なる整理が必要ではない

か。

➢ 調剤機器の活用

• 精度管理（精度管理の手法を検討すべきではないか。）

• 箱出し調剤（課題の抽出等が必要ではないか。）

➢ 院外処方箋における事前の取決め（プロトコール）

に基づく問合せ簡素化

• 医療機関の医師、薬剤師等の負担軽減、患者の迅速な医薬品の

受取に繋がる。

• 薬薬連携の好事例であり、地域の薬剤師会が中心となり、病院薬

剤師等と連携しながら、その導入を推進していくべき。

対物業務の効率化



対物業務の効率化：調剤業務の一部外部委託
（ とりまとめP1 0～ P 1 5）

○ 規制改革推進会議医療・介護・感染症対策ワーキンググループにおける議論等も参考にして、調剤業務の一部外部委
託について議論を行った。

基本的な考え方（主なもの）

○ 外部委託の目的は、対物業務の効率化を図り、対人業務に注力できるようにすること。
○ 外部委託を行うことにより、患者の医療安全（医薬品の安全使用）や医薬品アクセスが脅かされてはならない。
○ 影響が未知数であるため、効果や影響等を検証するという観点から適切な範囲で開始し、検証後に見直しを行う。

対応方針（主な内容） ※以下について、具体的な内容の検討を進める。

１．外部委託の対象となる業務
➢ 当面の間、一包化（直ちに必要とするもの、散剤の一包化を除く）とすることが適当
➢ 実施が可能となった後に、安全性、地域医療への影響、薬局のニーズ、その他地域の薬局の意見等の確認を行い、その結果を踏まえ、必要に応じ

て対象の拡大（例：高齢者施設入居者への調剤）について検討を行う。

２．委託先
➢ 薬局とする（同一法人内に限定しない）。当面の間、同一の三次医療圏内※1とする。

➢ 実施が可能となった後に、安全性、地域医療への影響、外部委託の提供体制や提供実績、地域の薬局の意見等の確認を行い、その結果を踏まえ
、必要に応じて遵守事項や委託元と委託先の距離について見直しを行う。

※1 外部委託サービスの提供が期待でき、かつ、地域医療への影響が大きくなりすぎない程度の集約化が想定できる地理的範囲として設定。

３．安全性
➢ 医療安全が確保されるよう、EUのADDガイドライン※2などを参考に基準を設ける必要がある。

➢ その他、①手順書の整備や教育訓練、②適切な情報連携体制の構築、維持、③委託元の指示の記録や、委託先での作業が確認できる記録の保存、④
委託元の薬局による最終監査、⑤国や自治体による委託先の監視指導、⑥委託元の薬局による調剤設計の段階での患者への聞き取り、等が必要。

※2 Automated Dose Dispensing:  Guidelines on best practice for the ADD process,  and care safety of patients(2017 欧 州 評 議 会 )

４．その他
➢ 委託先及び委託元における薬機法及び薬剤師法上の義務や責任について整理し、必要な見直しを行う。

➢ 外部委託を利用する場合には、患者に十分説明して同意を得る。

※その他、対応方針について以下のような意見があった。

・一包化に付帯する処方（軟膏剤、湿布薬、頓服薬等）、一包化が必要な患者と同一建物内（高齢者施設）に居住する患者への処方についても外
部委託を可能とすることを検討すべき。

・一包化のみに限定することで外部委託が進まず、ニーズの把握や安全性・有効性の評価が困難な場合は、外部委託の対象を再検討する必要がある。

・同一の三次医療圏内に委託先がない場合、隣接する医療圏の委託先の利用を認めるなど、空白地域を作らないよう、弾力的な運用を可能とすべき。9

対物業務の効率化



薬剤の一包化を外部委託した場合のプロセス及び安全性のリスク（イメージ）

○一包化を外部委託した場合、①委託元の薬局が薬剤を患者に交付する場合と、②委託元の指示に基づき外

部委託先が患者に薬剤を配送する場合、が考えられる。

○ 外部委託時の安全性上のリスクとしては、処方情報の伝達ミスや入力ミスなどが考えられる。

現状

最終監査

患者

医療機関への
問合せ

一包化

患者

一包化された薬剤の確認
※確認は機械で行う

服薬指導

パターン１：薬剤を委託元に配送

薬剤交付

外部委託を行う場合 パターン１：一包化した薬剤を委託元に配送
パターン２：一包化した薬剤を直接患者に送付（最終監査は画像で実施）

委託元の薬局

処方内容の分析

薬剤の取りそろえ

調剤設計

委託先（薬局）

薬剤の一包化
※カセット付きの全自動分包機
により効率的に一包化を実施

パターン２：一包化した薬剤を直接患者に送付

薬剤配送

処方内容の伝達、一包化の依頼

処方内容の分析

服薬指導

調剤設計

最終監査
画像を送付

配送指示

参考

R4.3.31 第３回薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するWG 資料２－１（改）

各段階での安全性上のリ
スク（イメージ）

（一包化の依頼時）
・処方情報の伝達のミス

（一包化時）
• 処方情報の入力ミス
• 分包機のカセットへの充填ミ

ス
• 一包化のミス（分包機の

エラー）
※カセットへの充填のミスは、監査支援システ

ムを活用することにより軽減できる可能性が
ある

（確認時）
• 画像のみでの最終監査と

なる
※最終監査を委託元の薬局が実施する

（配送時）
• 配送ミス

• 温度管理等の不備

10



対物業務の効率化：処方箋の40 枚規制（薬剤師員数の基準）（注）

（ とりまとめP 15～ P 1 6）

○ 現状の診療報酬の体系は処方箋受付時の評価が中心。単純に40枚規制を撤廃又は緩和すると、処方箋

の応需枚数を増やすために、対人業務が軽視される危険性がある。見直しの検討を行う場合は、診療報酬

における評価等も含め、対人業務の充実に逆行しないよう慎重に行うべき。

○ 調剤業務の一部外部委託を検討する場合、本規制が支障とならないように必要な措置を講じるべき。

（注）１日の平均取扱処方箋40枚につき１人以上の薬剤師の配置を義務づける規定。眼科、耳鼻咽喉科及び歯科は60枚につき１人以上の配置。

出典：働き方に関する調査-薬局の施設調査（令和２年度薬剤師の需給動向把握事業）に基づき、厚生11
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薬剤師１人あたりの処方箋の受付枚数（枚／日）

労働省医薬・生活衛生局総務課が計算

1．現状

○薬剤師の配置基準である、いわゆる処方箋の40枚規制は、調剤の質を確
保する観点から、平成5年に規定された（それまでの配置基準は、月平均
の調剤数及び販売金額に応じたものであった。）。

○40枚規制は、①薬剤師の配置基準という制度設計自体と、② 40枚と
いう数値（量）、の２つの側面がある。

○ 薬剤師１人あたりの１日の処方箋の受付枚数は、16～20枚の

薬局が最も多く、30枚を超える薬局※は約17％（下のグラフ）。

※ 眼科、耳鼻咽喉科及び歯科では薬剤師１人あたり60枚が上限であるため、受
付枚数が40枚を超える薬局が一定数存在する。このようなことから、本調査の
データでは各薬局における基準への充足率の判断はできない

○ 現状の診療報酬の体系は処方箋受付時の評価が中

心。単純に処方箋の40枚規制を撤廃又は緩和すると

、処方箋の応需枚数を増やすために、対人業務が軽

視される危険性がある。

○ このため、処方箋の40枚規制の見直しを行う場合は、

診療報酬における評価等も含め、対人業務の充実に

逆行しないよう慎重に行うべき。

○ 一方で、調剤業務の一部外部委託を検討する場合、

処方箋の40枚規制が一部外部委託の支障とならない

ように必要な措置を講じるべき。

※ このほか、薬局薬剤師の業務の質の担保について、処方箋枚数に

応じた薬剤師の配置に一定の合理性はあるものの、対人業務の

プロセスやアウトカムの評価で行うことが理想的との意見があっ た。

2．検討の方向性

対物業務の効率化



第４具体的な対応の方向性③薬局薬剤師DX 

12

（ とりまとめP 1 7 ～ P 2 1 ）

○ 薬局薬剤師DXの推進のため、(1)薬局薬剤師DXに向けた活用事例の共有、(2)データ連携基盤等が必

要となる。

医療情報基盤に関する主な取組等

具体的な対策（アクションプラン）（例）

(1)薬局薬剤師DXに向けた活用事例の共有
• 健康相談対応や要指導・一般用医薬品の販売時の活用な

ど、各種医療情報の活用を全国的に進めていくべき。
• 電子処方箋のモデル事業や薬局薬剤師DXの先進的な取組を

通じ、好事例の収集を展開すべき。

(３)データ連携基盤
• 病名や検査情報など、薬剤師が必要とする医療情報に薬局がアク

セスできる仕組みを構築する必要がある。
• DXに資する基盤整備は、民間のアプリケーションと連携できるよう、

API連携や情報の標準化を進めるべき。

(４)その他

➢ 調剤後のフォローアップ

• ICTやAIをフォローアップに積極的に活用する薬局の好事例を収集し、効果

の検証や均てん化の手法を検討すべき。

➢ 電子薬歴の活用等

• 電子処方箋のデータを電子薬歴等と連携できるよう、システム事業者と調整

を行うべき。

• 入力アシスト機能による定型文の活用は、効率化や情報の整理・抽出の面

で有用。一方で、個別指導で指摘を受ける場合もあり、頻用文の定型化の

あり方の整理を進めるべき。

➢ 薬局内・薬局間情報連携のための標準的データ交換形式

• 標準的データ交換形式に準ずる規格の作成等について、標準化団体、学

会、JAHIS等を中心に必要な検討を行うべき。

○ レセプト薬剤情報や特定健診情報等のマイナポータル経由での閲

覧（R3.10～）

○ オンライン診療・服薬指導の恒久ルール策定（R3.3）

○ 電子処方箋システムによるリアルタイムでの処方・調剤情報の閲覧

（R5.1～）（予定）

○ 薬局以外の場所でのオンライン服薬指導（R４年度）（予定）

○ 医療情報基盤により充実する情報を活用した対人業務の質の向上

○ 医療機関への効果的かつ効率的な情報フィードバック

○ ICTを活用した患者フォローアップの充実

○ 患者ウェアラブル端末等から得られる情報も総合的に踏まえた新たなサービス

の提供

(２)薬局外の場所でのオンライン服薬指導
• 自宅等からのオンライン服薬指導を認める方向で検討。

薬局薬剤師ＤＸ
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第４ 具体的な対応の方向性④ 地域における薬剤師の役割
（ とりまとめP2 1～ P 3 1）

○ 地域における薬剤師の役割を推進するために、
（１）地域の関係者と連携した対人業務、
（２）セルフケア・セルフメディケーションの支援等の健康サポート業務、
（３）地域で求められる多岐にわたる薬剤師サービス（注）のすべてを単独の薬局が有することは容易ではなく、地域全体で

必要な薬剤師サービスを提供していくという視点も必要、
という観点を踏まえて、取組を検討した。

（注）医薬品の供給拠点、夜間・休日の対応、健康サポート機能、新興感染症・災害等の有事の対応、在宅対応、医薬品関連情報の発信、薬事衛生等

具体的な対策（アクションプラン）（例）

(1)他職種及び病院薬剤師との連携
①退院時のカンファレンス等への参加の促進
病院の地域連携室等との連絡体制の構築や、薬局間の調整

を行うことが有用。

②他の医療提供施設への情報の発信
携帯型ディスポーザブルPCA用ポンプの取扱いの有無等、各薬

局が対応可能な在宅業務を発信する仕組みを構築すべき。

③様式の設定
連携に必要な文書の様式（薬剤管理サマリー、トレーシングレ

ポートなど）を地域で定める。

(2)健康サポート機能の推進
①健康サポート機能のエビデンスの収集・周知

健康サポート機能の目的を明確にし、その機能が地域住民
に与える効果についてエビデンスを収集・周知すべき。

②自治体等と連携した取組
患者の認知度を高め、その取組を地域全体に均てん化する

ため、自治体等と連携した取組を行うべき。

(3)地域の実情に応じた薬剤師サービス等の提供体制の検討
①薬局間の連携
• 薬局間の円滑な連携を調整するため、まとめ役となる薬局が必要。

地域連携薬局の要件の拡充又は発展型（機能強化型）として検
討を進めるのはどうか。
※ 薬局間連携のあり方としては、以下のような場合が考えられる。
パターン１：人的・物的リソースが豊富な薬局が多くの機能を担い、その

機能を各薬局に提供する。
パターン２：人的・物的リソースが豊富でないものの、他の薬局と連携し

て機能を補完しあう。
※ 薬局間連携は個別の薬局の事情や考えに依存するのではなく、公共的な
役割の観点が必要。このため、まとめ役となる薬局は、地域の薬剤師会や
自治体と密に連携することが必要。

②新興感染症、災害等の有事への対応
• 行政、医師会、薬剤師会等が連携し、有事の体制を検討する必

要がある。
• 薬局間連携により、効率的・効果的に必要なサービスを提供する観

点が必要。また、まとめ役となる薬局を自治体や関係団体があらか
じめ把握しておくことが迅速な対応に繋がる。

③へき地・離島等への対応
• 将来的には医療計画かそれに相当する行政計画に基づき、各地

域において対応すべきであり、そのために必要な情報の整理等を進
めるべき。 13

地域における
薬剤師の役割



地域における薬剤師の役割：敷地内薬局（ とりまとめP 3 0～ P 3 1）

○ 敷地内薬局については、①かかりつけ薬剤師・薬局としての機能を果たすとは考えにくい、②敷地内薬局の開設に係る病院による

公募内容を踏まえれば利益供与に当たる との意見がある。

○ 一方で、希少疾患やがんなどの高度な薬学管理等、地域の薬局では果たせない役割を持つ場合があるとの意見もある。

○ 今後敷地内薬局の実態を把握し、それに基づいた議論を行うため、厚生労働省において敷地内薬局の現状や病院の公募

内容を調査すべきとされた。

敷地内薬局のグループ規模別の薬局数

超大型：処方箋受け付け回数が月40万回超の薬局グループ

大型：処方箋受付回数が月４万回超40万回以下の薬局グループ

中型：処方箋受付回数が月3.5万回超４万回以下の薬局グループ

一般：処方箋受付回数が月3.5万回以下の薬局グループ及びグループでない薬局

出展：PHARMACY NEWSBREAK 2021年８月13日付記事 「【調剤報酬ウオッチ】（前編）基本料

減算薬局は6%減、コロナ影響か」に基づき厚生労働省医薬・生活衛生局が作成

病院敷地内薬局数 診療所敷地内薬局数

2020年4月 2021年4月 2020年4月 2021年4月

超大型 ６７ １０９ ７ １４

大型 ２９ ４２ １３ １５

中型 １ １ ０ ０

一般 ２６ ４４ ２４ １２６

合計 １２３ １９６ ４４ １５５

①薬局機能

かかりつけ機能：敷地内薬局は、当該病院の処方箋が中心で、かかりつけ

薬剤師・薬局機能を持つとは考えにくい（この点は、特定の医療機関に依

存する門前薬局も同様。）。

高度薬学管理：希少疾患やがんなどの高度な医療を提供する病院の敷

地内薬局の場合、高額な薬剤の調剤や高度な薬学管理等、地域の薬局

では果たせない役割を持つ場合がある（この点は、敷地内である必然性は

ないとの意見もあった。）。

②医療機関との関係

敷地内薬局の開設に係る病院による公募内容を踏まえれば、

利益供与に当たると考えられる。

③患者との関係

敷地内にあるため、患者に対して同一組織との誤認を与えたり、誘導に近い効

果がある。

※各構成員の意見であり､ＷＧの総意ではない。

敷地内薬局の現状（かかりつけ薬剤師・薬局や高度薬学管理に関

する機能や地域の医療機関や薬局との連携等）や病院の公募内容

の調査を厚生労働省において実施すべき。

具体的な対策
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○ 業界紙（注）の記事によると、病院敷地内薬局は、2021年4月時

点で196薬局であった。

（注）PHARMACY NEWSBREAK （株式会社じほう）

○ また、2020年4月からの1年間で病院敷地内薬局は73薬局増加

した（約60%増加）。

1．現状 2．主なご意見

地域における
薬剤師の役割



第５その他：地域の薬剤師会の活動（ とりまとめP3 2）

場合にはその原因分析や解決策の検討も行うべき。

具体的な対策

• 地域における活動の主体は基本的には地域の薬剤師会となると考えられるが、地域の取組のあり方を検討する際には、会員、非会員に

関わらず地域の薬局が協力して議論していくべき。

• 日本薬剤師会やその他関係者の協力を得て地域の薬剤師会の活動について調査を行い、好事例の共有を行うとともに、課題等がある

15

○とりまとめの内容のうち、多くは地域薬剤師会の活動が関連している。一方で、地域の薬剤師会の活動には地

域ごとに差があり、本とりまとめの内容の実効性等に疑問がある、といった指摘がある。

○地域の薬剤師会の活動について、厚生労働省は日本薬剤師会やその他関係者の協力を得て調査を行い、好

事例の共有を行うとともに、課題の分析や解決策の検討を行うべきとされた。

基本的な考え方

○ とりまとめの内容のうち、多くは地域の薬剤師会の活動が関連している。
＜とりまとめにおいて地域薬剤師会が関連する主な事項＞

 基幹病院等と連携した、勉強会、症例検討会の開催

 院外処方箋における事前の取り決め（プロトコール）による問合せ簡素化（病院薬剤師との調整）

 退院時カンファレンスに参加できるよう、病院の地域医療連携室等への働きかけ

 PCAポンプの取扱いの有無等、各薬局が提供可能な在宅業務の情報の収集・発信

 災害や新興感染症発生時に備えた対応等、地域で必要な薬剤師サービス（注）の検討（自治体、関係者との連携）

 薬局間連携（自治体との連携等）

（注）医薬品の供給拠点、夜間・休日の対応、健康サポート機能、新興感染症・災害等の有事の対応、在宅対応、医薬品関連情報の発信、薬事衛生等

○ 一方で、

• 地域の薬剤師会の活動には地域ごとに差があり、本とりまとめの内容の実効性等に疑問がある、地域の薬剤師会以外の関係
する団体のリソース等を活用することにより、実効性を高めていくことができるのではないか、といった指摘がある。



受診
受診

診断・治療
処方箋発行

処方箋による調剤や一般用医薬品等の販
売はもちろん、在宅医療に必要な医療・衛
生材料、介護用品の供給、患者さんのお宅
を訪問して薬の指導・管理を行う「訪問薬剤
管理指導」、そして健康や介護などに関する
相談を受け付ける。

地域包括ケアシステムの中での薬局・薬剤師

病院

診断・治療
処方箋発行

かかりつけ医・診療所等の
医療機関

患者
調剤薬、OTC医薬品等の供給

セルフメディケーションの推進・支援
情報提供、薬学的指導

一元的・継続的管理
重複投与・相互作用等のチェック

OTC

要指導医薬品
一般用医薬品等の供給

処方箋提出
※複数の医療機関に
かかる場合は、複数
枚の処方箋を提出

在宅訪問

看護師・ケアマネジャー、
保健師等の他職種

連携

く
す
り

薬局

かかりつけ薬剤師

行政・保険者健康相談

健康サポート薬局

地域住民による主体的な健康の維
持・増進を積極的に支援するため、
医薬品等の安全かつ適正な使用に
関する助言はもちろん、健康や介護
などに関する相談を幅広く受け付け、
必要に応じて「かかりつけ医」を始め
とした適切な専門職種や関係機関に
ご紹介する。
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薬剤師はすべての医薬品に関し、
主体性をもって社会的責任を果たす！

医薬品に関するすべての業務、即ち、研究、開発、治験、製造、流通、試験、管理、情報、調剤、
指導、相談、販売に至るまで、すべての職域の薬剤師が一元的に責任と主体性を持つことによっ
て、最終的にすべての医薬品の適正使用（有効性・安全性・経済性）を担保するとともに、公衆衛
生を通じて国民が健康な一生を送れることに貢献する。

国民

すべては国民のために



ご清聴ありがとうございました。


