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地域に根差した薬局形態及び薬剤師の職能の再構築
実践医療薬学研究室

渡辺 朋子

【序論】
薬剤師の役割は、
「調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどる」ことである。しかし、我が国
では 1980 年代以降、医薬分業の急速な進展（院外処方せん発行枚数の急伸）に伴い、ほとんどの薬局
は保険調剤業務に特化した調剤専門の形態となり、薬剤師業務は保険調剤に限定されるようになった。
一方で、従来の薬局の主たる業務であった一般用医薬品の販売に対する薬剤師の関与は希薄となり、こ
の業務は薬店や通信販売、配置販売が担うこととなった。その後、インターネット販売という新しい販
売方法が出現することとなり、その対象は法的規制のないまま一般用医薬品にも拡大した。
インターネット販売（以下、ネット販売）は販売者の顔が見えない販売であり、その対象が医薬品に
及ぶ場合はその品質の安全性や情報提供の担保が問題となる。厚生労働省（以下、厚労省）はネット販
売により供給された医薬品による健康被害を懸念し、対策に乗り出した。即ち、2009 年に副作用のリス
ク別に一般用医薬品を 3 種類に分類し、薬剤師以外の有資格者（登録販売者）による販売者制度を新設
し、郵送等による通信販売を禁止した。その一方で、ネット販売は 2013 年に解禁となり 2014 年には法
的にも承認され、インターネット薬局という新規の薬局形態が出現した。このように、一般用医薬品の
販売はさらに多様な形態が担うこととなり、薬剤師の関与はますます不透明となってきた。
医薬分業の急伸が薬局形態の変化（一般用医薬品を販売する形態から保険調剤を専門とする調剤専門
薬局への変化）と医薬品販売形態の変化をもたらした要因としては、院外処方せん発行枚数が急増した
ことにより薬剤師が処方せんの応需に専念せざるを得なかったことが挙げられる。また、調剤報酬によ
る安定収入を見越した企業が薬局経営に参入して調剤専門の法人薬局を増加拡大させたため、薬剤師自
らが経営する地域に根差した個人薬局が減少した。その結果、調剤専門の法人薬局に勤務する薬剤師が
増加し、一般用医薬品販売に対する関与の希薄化に拍車がかかったと推察される。
一方、医薬分業率は 2016 年に 71.6%に達した。上限といわれる 70%を超え、医薬分業率のこれ以上
の増加は見込まれないことから、調剤専門薬局の増加自体は鈍化すると考えられる。しかし、その一方
で、その機能は拡大するものと推測される。その背景としては、厚労省が、2016 年に、一般用医薬品販
売と健康相談の両機能を備えた「健康サポート」機能を薬局機能に追加することを提唱し、調剤専門の
門前薬局から地域に根差した「かかりつけ薬局」へと薬局形態の変更を促したことが挙げられる。これ
にともない、薬剤師業務も大きく変更されつつあり、調剤に限定した業務を行ってきた薬剤師は職能を
拡大することが求められている。しかし、現段階では、その具体像は明確になっていない。
そこで、本研究では、これからの社会が求める薬局機能及び薬剤師の職能を明らかにすることを目的
として、アンケート調査やネット販売による購入を通して、消費者の医薬品購入状況及び薬剤師に求め
られている役割等、医薬品販売の実態を考察した。さらに、欧米の薬局形態、医薬品販売形態及び薬剤
師の業務形態を文献及び聞取り調査により収集し、日本の現状と比較し検討した。
【本論】
第 1 章 一般用医薬品販売方法の変化とその背景因子
国は、医療費削減政策としてセルフメディケーション税制を導入し、薬剤師による対面販売を求めて
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いる。しかし、一般用医薬品販売に対する薬剤師の関わりは非常に希薄である。そこで、一般用医薬品
販売の実情（購入状況、販売状況、ネット販売の現状）を調査し、販売のあり方を検討した。
【方法】
1．専門の web サイトに公開して趣旨に同意した者が回答する方式のアンケート調査を実施した。
調査対象者：
消費者；東京近郊に在住の東邦大学薬学部生、その家族、友人、知人
薬剤師；横浜市薬剤師会会員薬局、ウエルシアホールディングス、東邦大学薬学部近隣薬局
調査期間：2013 年 8 月～10 月
2．インターネット販売での購入調査：ネット販売解禁前後にネット販売で医薬品を購入し、この購入
プロセスと 2014 年に厚生労働省が規定したルール項目を比較した。
対象店舗：ケンコーコムおよびスグクル薬局

購入医薬品：ロキソニン®S（第 1 類医薬品）

調査期間：2013 年 6 月および 2015 年 3 月
【結果および考察】
一般用医薬品販売におけるネット販売の市場占有率は、2012 年では 4%（ケンコーコムの報告）、2015
年で 3.8%（厚労省調査）とネット販売の解禁前後で変化がなく、予想に反して非常に低いことが明らか
となった。また、ネット販売における一般用医薬品の占める割合は、2013 年で 3.6%（東洋経済新聞）
と低く、2014 年のアサヒグループホールディングスの調べでは商品売上ランキング 10 位以内にも入っ
ていなかった。従って、ネット販売における一般用医薬品の占有率は非常に低いものと推測された。こ
のように予想に反して一般用医薬品のネット販売が非常に低いことが明らかとなったことから、その背
景要因を実態調査（消費者への調査、薬剤師への調査、購入調査）により検討した。
消費者を対象とした調査では、回答者 145 名中、ネット販売での一般用医薬品の購入経験者は 10 名
（7%）であり、135 名（93%）は店頭で購入していることが確認されたことから、消費者は店頭で購入
する確率が高いことが明らかとなった。理由としては、
「薬局が近くにある」が 62%、
「薬は直ぐに必要
なので」が 56%認められ、薬局に出向くことのできる消費者の場合、ネット販売の利便性がないことが
示された。また、
「薬剤師に相談してから購入したい」という意見が 39%にも達し、情報提供の重要性
を認識している消費者が少なくないことが浮き彫りになった。一方、厚労省のルールで規定されている
販売サイト上の情報提供画面を読んでいない者が 90%存在したことから、情報提供方法の仕方に大幅な
改善の余地があることが明らかとなった。
薬剤師を対象とした調査では、回答者 71 名中 54 名（76%）が一般用医薬品のネット販売に反対であ
り、54 名中 46 名（85%）が医薬品の安全販売を懸念しての反対であった。実際に 71 名中 60 名（85%）
の薬剤師は対面販売で受診勧奨を行っており、60 名中 41 名（68%）で重篤な疾患を回避した可能性が
あると回答していることから、専門家による対面販売の重要性が明らかとなった。
以上の結果を踏まえて実情を把握するために実際にネット上から医薬品を購入した。その結果、ルー
ル規定後の 2015 年での購入の際は、画面上では規定に遵守して販売されていた。しかし、実際の購入
段階では、操作手順が非常に煩雑、情報提供画面では情報量が多い割には文字が小さく読みにくいなど
の問題が散見された。さらに、厚労省で規定したルール項目である「専門家の関与」の項目では、画面
上で専門家の氏名等の確認はできたものの、電話調査による薬剤師（専門家）の存在は確認できなかっ
た。従って、消費者に適切な医薬品情報を提供されていない可能性が示され、薬剤師の対面販売による
適切な医薬品の情報提供の重要性が示唆された。しかし、薬局に出向くことが困難な消費者に対するイ
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ンターネットの活用は重要であり、薬剤師はインターネット販売にも積極的に関わっていく必要がある。
第 2 章 欧米の薬局形態及び販売方法との比較
日本では、医薬分業の急進により薬局形態及び医薬品販売形態が急変した。そこで、すでに 13 世紀
に医薬分業制度を制定し、その後ほぼ 100%の医薬分業率を保持している欧米の薬局形態及び薬剤師の
職能と比較し、検討した。調査対象国は、世界保健機構（WHO）加盟国のうち 2009 年現在でネット販
売が承認されている英国、ドイツ、米国及び米国とネット販売を行っているカナダの 4 ヶ国とした。
【方法】
1．文献調査：世界保健機構（WHO）
、各国医療関係公式サイトなどから収集
2．聞取り調査：
対象機関：アルバータ州立大学薬学部

調査期間：2013 年および 2015 年 3 月

【結果および考察】
医薬品に関しては、医療用医薬品と一般用医薬品に 2 分類される点で日本と対象 4 ヶ国は同様であっ
た。医療用医薬品では、定義も取扱い規定も日本と対象 4 ヶ国は同様であった。一方で、一般用医薬品
では、名称、定義及び分類と分類名に各国で相違があることが認められた。さらに、販売規定（対面販
売が許可されている場所及び取扱者）も各国で相違があることが明らかとなった。一般用医薬品販売に
限定した登録販売者制度は日本以外の調査国にはその制度を見出すことができなかった。
薬局形態は、日本以外の対象国では処方せんの調剤と一般用医薬品販売の両方を行う形態であり、調
剤業務に特化した形態は確認できなかった。英国、米国及びカナダで僅かに調剤業務に重きを置く薬局
形態が認められたが、医療機関の門前に林立している形態は確認できなかった。注目すべきことにドイ
ツの薬局形態は、従来の日本の薬局と類似していた。すなわち、薬局開設は法律で薬剤師に限定され、
また開局店舗数も限定されていた。我が国の今後の薬局形態再構築の参考として有用であると考える。
ネット販売に関しては、日本以外の対象国では一般用医薬品の他医療用医薬品も販売の対象となり、
国を越えての販売が承認されていた。一方で、品質が保証されないなど多くの問題が浮上していること
が明らかとなった。その対策として、認証制度やロゴ掲載の義務化などの監視体制を構築していること
が認められた。日本では監視体制が確立していないことから、今後のグローバル化の可能性を考えた場
合に、欧米を参考にしてこれを構築していく必要性が示唆された。
薬剤師業務では、欧米で予防接種の実施など幅広い業務が可能である他、処方権などの権限を取得し
ていることが確認された。薬局薬剤師でもリフィルや同種・同効薬処方権が認められ、卒業後は Pharmacy
Doctor の称号が授与される。日本の薬剤師の職域や権限をはるかに上回っていることから、欧米の薬剤
師業務を参考にして職域と権限の拡大を図っていく必要性が示唆された（表 1）
。
表 1．薬剤師の業務範囲と権限
薬剤師業務と権限
薬物治療マネジメント（Medication Therapy Management:MTM）
処方権（①独立した処方権、②リフィル、③同種・同効薬）
予防接種
電子処方閲覧（例：クラウド）
検査オーダー
テクニシャン制度
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日本
〇
×
×
×
×
×

米国
〇
〇or△
〇
〇
〇
〇

カナダ
〇
〇
〇
〇
〇
〇

第 3 章 社会動向の予測と薬局薬剤師への影響
国は、地域完結型医療を促しているものの、現在、薬局のほとんどは調剤専門の門前型薬局の形態で
ある。そこで、今後の社会動向を予測し、社会が求める薬局形態及び薬剤師の職能について検討した。
【方法】
1．文献調査：データベース；PubMed、医中誌など、公式サイト；総務省、内閣府など
【結果および考察】
我が国の最近の人口動態では、総人口の減少、生産年齢の減少及び高齢者人口の増加が顕著である。
これらの変化が貧困率の増加、地域格差の拡大を惹起し、医療の不均衡を引き起こしている社会動向の
実態が明らかとなった。
医療状況では、病院病床数の減少により患者受入及び看取りの場が減少する一方で、診療所及び薬局
が増加傾向にあることから、医療が地域医療の方向に動いていることが示された。
社会動向と医療を取り巻く状況から、社会は地域に根差した「かかりつけ薬局」の形態を求めている
ことが示され、厚労省が推進している薬局形態と一致した。今後、日本の目指すべき薬局形態として薬
剤師が経営・管理するドイツの薬局に類似した従来の個人薬局形態を検証していくことが重要である。
薬剤師業務では、欧米の薬剤師業務を参考とし、幅広い業務範囲と権限を取得する必要がある（表 1）。
【結論】
1．一般用医薬品のネット販売では情報提供方法の大幅な改善の必要性が示された。また、消費者は店
頭での対面販売で購入する傾向が確認され、薬剤師による対面販売の重要性が明らかとなった。
2．欧米の薬局は、調剤及び一般用医薬品販売の機能を併せ持っている形態であった。ドイツの薬局は、
従来の日本の個人薬局の形態と類似しており、今後の我が国の薬局形態の再構築の参考になると考
える。また、日本と比較して薬剤師の業務範囲や権限が広い欧米を参考として、薬剤師の職能を構
築する必要がある。
3．現在の社会動向から医療が地域完結型に移行しつつあることが示された。今後は、地域に根差した
薬局の再構築と地域に貢献する広範囲な職能を備えた薬剤師の育成が必要である。さらに、高齢者
や過疎地への医療提供のため、インターネットによる医療提供体制の構築が必要であり、これには、
薬剤師の積極的な関与が必須である。
本研究により、地域に根差した従来の薬局形態を再構築し、薬剤師の職能を向上させ地域医療の充実
を図ることで、薬局・薬剤師が社会から求められる医療に貢献できることを明らかにした。
対象論文
1) Watanabe T, Sato Y, Tanaka H, Ohtani Y and Ishii T. Online sales of non-prescription drug: current situation
and related issues. Pharmacometrics 89(3/4): 91–96 (2015).
2) Watanabe T, Sato Y, Tanaka H, Ohtani Y and Ishii T. A Survey of consumers’ attitude on online sales of
non-prescription drug. Pharmacometrics 89(5/6): 125–130 (2015).
3) Watanabe T, Sato Y, Tanaka H, Ohtani Y and Ishii T. A Survey of pharmacists’ attitude on online sales of
non-prescription drug. Pharmacometric 90(3/4): 53–57 (2015).
4) Watanabe T, Sato Y, Tanaka H, Ohtani Y, Bachynsky JA and Ishii T. Comparison between western and
Japanese pharmaceutical product sales regulations. Pharmacometrics 91(1/2): 11–18 (2016).
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