
 

 

日薬業発第４３号 

平成３０年５月８日 

 

都道府県薬剤師会  

健康サポート薬局研修 担当役員殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

担当副会長 森 昌 平 

 

健康サポート薬局に係る研修について（その３１） 

（研修会Ａ：健康サポート薬局基本理念 共通教材ＤＶＤ改訂版の送付について） 

 

 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、健康サポート薬局の技能習得型研修（集合研修）のうち、「研修会Ａ：健康サポート

のための多職種連携研修」の「１－１．健康サポート薬局の基本理念（DVD 教材）」について、

このたび、健康サポート薬局施行後２年を経過した現状を踏まえ、本会会長山本信夫の講演

を改めて収録し、改訂版を作成いたしましたので、下記のとおりお送りいたします。 

 本DVDは、これまで同様、薬局・薬剤師の基本的理念を踏まえた健康サポート薬局の姿につ

いて、研修の導入的・総論的な内容となっております。講演で用いたパワーポイントスライ

ドにつきまして、本通知にデータを添付いたしますので、配付資料としてご活用ください。 

 健康サポート薬局に係る研修の実施につきましては、引き続き、貴会のご協力を賜ります

よう、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

DVD「健康サポート薬局の基本理念」（約23分）   日本薬剤師会会長 山本 信夫 

（講義時間は前版と変わりません） 

※別途、レターパックライトで３部、送付いたします。 

 

［DVDの位置づけ］ 

研修会Ａ：健康サポートのための多職種連携研修標準プログラム（抜粋） 

１ 基本理念 【40分】 

-1 健康サポート薬局の基本理念（日薬・共通DVD教材） 

-2 健康サポート薬局の理念～地域包括ケアシステムに対応した薬局・薬剤師（県薬役員） 

 

※DVDはこちらで用いていただくものです 

以 上 


　

健康サポート薬局の基本理念について

　

日本薬剤師会

会長　山本　信夫
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出典：永井恒司先生
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薬剤師に期待されていること



医薬品を社会（地域）に過不足なく、必要とするところに、的確に、迅速に供給し、住民が医薬品を適正に使用できる体制を確保しておくこと。　　

　　すなわち「医薬分業制度」の構築
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薬剤師法第一条（薬剤師の任務） 

　 薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする。 
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薬剤師の任務

「調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどる」　薬剤師法第１条 

医薬品の

供給

調剤

薬事衛生
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人口ピラミッドの変化
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機　能　分　化　・　連　携

地域差

の縮小

高度急性期

１３．０万床程度

急性期

４０．１万床程度

回復期

３７．５万床程度

慢性期

２４．２～２８．５

　万床程度

2025年の必要病床数（目指すべき姿）

115～119万床程度

機能分化等をしないまま高齢化を織り込んだ場合:152万床程度



【推計結果：２０２５年】

　

２９．７～３３．７

　万人程度

将来、介護施設や

高齢者住宅を含めた

在宅医療等で追加的に

対応する患者数



＊2014年７月時点　（未報告・未集計病床数などがあり、現状の病床数（134.7万床）とは一致しない。）









高度急性期

１９．１万床

回復期  １１．０万床

慢性期

３５．２万床

急性期

５８．１万床





一般病床

１００．６万床

療養病床

３４．１万床

【現　状：２０１３年】

134.7万床（医療施設調査）

病床機能報告123.4万床＊



○ 今後も少子高齢化の進展が見込まれる中、限られた医療資源を効率的に活用するため、医療機関の病床を医療ニーズの　内容に応じて機能分化し、どの地域の患者も、その状態像に即した適切な医療を適切な場所で受けられることを目指すもの。

　（⇒　「病院完結型」の医療から、地域全体で治し、支える「地域完結型」の医療への転換の一環）

○ 今後、１０年程度かけて、介護施設や高齢者住宅を含めた在宅医療等の医療・介護のネットワークの構築と併行して推進。

○ 地域住民の安心を確保しながら改革を円滑に進めるため、

・ 地域医療介護総合確保基金を活用した取組等を着実に進め、回復期の充実や医療・介護のネットワークの構築を行うとともに・ 今後の療養病床における医療提供のあり方を含め、受け皿としての医療・介護のあり方の検討を行うなど、  国・地方が一体となって取り組む。





ＮＤＢのレセプトデータ等を活用し、医療資源投入量に基づき、機能区分別に分類し、推計



医療資源投入量が少ないなど、

一般病床・療養病床以外でも

対応可能な患者を推計

入院受療率の地域差を縮小しつつ、慢性期医療に必要な病床数を推計



2025年のあるべき病床数の推計結果について

平成27年6月15日：内閣官房情報調査会資料
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社会の変化・医療構造の変化



医療提供体制のあり方、医療のあり方の変化



「医療機関完結」　から　「地域完結」へ

「治　療」　から　「予　防」へ

（発症させない、重症化させない）



薬剤師にも、薬局（医療提供施設）にも、予防の視点が必須

薬物治療だけでなく、発症前（予防・健康の維持増進）からの関わり

ライフステージを通じた関わり

地域の保健・衛生との関わり
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いつまでも元気に暮らすために･･･  

生活支援・介護予防

住まい



地域包括ケアシステムの姿

※　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

　・自宅

　・サービス付き高齢者向け住宅 等



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



・地域包括支援センター

・ケアマネジャー

通院・入院

通所・入所



病院：

　急性期、回復期、慢性期



病気になったら･･･  

医　療





介護が必要になったら･･･  

　　　介　護

■介護予防サービス

地域包括ケアシステムの構築について



○　団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体制（地域包括ケアシステム）の構築を実現。

○　今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包括ケアシステムの構築が重要。

○　人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

○　地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要。

平成28年度診療報酬改定

出典：厚生労働省資料より
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これから薬剤師・薬局が果たす役割





　　　健　康　維　持　増　進 ・ 予　防　で　の　関　わ　り　　　　　　　　　　　

健康

発症

重症化・要介護

一次予防

二次予防

早期対応

三次予防

　　薬物治療での関わり　　　　　　　　　　　

医　　　療
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社会的な背景

厚生労働省　「患者のための薬局ビジョン」の策定

   「健康サポート薬局」の創設

我が国における少子高齢化の進行

　→高齢者の多くが地域の身近な医療機関を受診したり、在宅医療・介護を受ける社会

　　　→「地域包括ケアシステム」の構築

＊地域包括ケアシステム：重度の要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるための、住まい・医療・介護・予防・生活支援の一体的な提供体制

薬局・薬剤師の現状　　

薬剤師には、調剤や医薬品供給等を通じて、公衆衛生の向上・増進に寄与し、国民の健康な生活を確保する役割が求められている。

しかし、患者の服薬情報の一元的把握とそれに基づく薬学的管理・指導などの機能が必ずしも発揮できていないなど患者本位の医薬分業になっていない、医薬分業に伴う負担に見合うサービスの向上や分業の効果などを実感できていない等の問題が指摘されている。（規制改革会議）

　《 急速な医薬分業の進展の副作用 》



薬局・薬剤師がより一層、本来の職能・役割を発揮するとともに、地域包括ケアシステムに対応した、予防から介護までの幅広い視点と対応力を持つことの必要性

薬局を地域に密着した健康情報の拠点として、一般用医薬品等の適正な使用に関する助言や健康に関する相談、情報提供を行う等、セルフメディケーションの推進のために薬局・薬剤師の活用を促進する。



日本再興戦略（H25.6.14）　　

～　背　景　～

国民の健康寿命の延伸
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健康サポート薬局に係る研修を修了し、一定の実務経験を有する薬剤師の常駐









健康サポート薬局の概要と機能



健康サポート薬局とは、

○　かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能を有し、

○　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薬局

【「積極的な支援」とは】

①　医薬品や健康食品等の安全かつ適正な使用に関する助言

②地域住民の身近な存在として健康の維持・増進に関する相談を幅広く受け付け、適切な専門職種や関係機関に紹介

③　率先して地域住民の健康サポートを実施し、地域の薬局への情報発信、取組支援も実施

地域包括ケアシステムにおける地域住民の身近な健康づくりの相談相手



服薬情報の一元的・継続的把握

かかりつけ薬剤師

･薬局の基本的機能



健康サポートを実施する上での地域における連携体制の構築

健康サポートの取組

要指導医薬品等、介護用品等の取扱い

薬局の設備

健康サポート薬局であることの薬局の外側と内側における表示

開局時間















積極的な

健康サポート機能

24時間対応・在宅対応

医療機関等との連携
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超高齢社会を目前にした、地域薬剤師・薬局

Community 　Pharmacist ・ Community Pharmacyが担う役割











医薬品等の提供

情報提供

顧客ごとに応じた

医薬品・情報の提供

アフターサービス

アフターフォロー



24時間対応・在宅対応



服薬情報の一元的・継続的把握

医療サービスの提供

保健・介護・生活支援サービスの提供



健康サポート機能



医療機関等との連携



高度薬学管理機能



地域包括ケアシステムへの参画

要指導医薬品

一般用医薬品

衛生材料

介護用品

健康相談

受診勧奨

厚生労働省資料より
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受診

受診

診断・治療

処方箋発行

かかりつけ医を中心としたチーム医療の中で、かかりつけ薬剤師は薬の専門家の視点で患者を支える









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、

保健師等の多職種

連携



くすり

　薬局

 

















健康サポート薬局

行政・保険者

健康相談
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看護師・ケアマネジャー・保健師等の多職種



かかりつけ医・診療所等の

医療機関



地域包括支援センター

連携



行政



地域における健康サポート薬局の役割



健康サポート機能を提供

健康サポート薬局を中心としつつ、地域の薬局間で連携・協力を図りながら、すべての薬局が健康サポート機能を備えるよう努め、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ことが大切





職能団体

（医師会、歯科医師会など）







地域住民

フォロー



健康に関する情報発信



健康サポート薬局



フォロー



薬局Ａ

薬局Ｂ
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平成28年

平成29年

平成30年

健康サポート薬局の届け出の概況

健康サポート薬局 届出数

（平成30年2月末全国値）

788件
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10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	29	61	113	152	192	267	315	350	398	435	478	523	567	624	705	745	788	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	29	61	113	152	192	267	315	350	398	435	478	523	567	624	705	745	788	

健康サポート薬局届出数







日本薬剤師会としての健康サポート薬局が目指すもの

・地域医療提供体制における薬剤師サービスの質の担保



・全ての薬局が健康サポート機能を充実

　→　薬局の姿を変える＝地域に焦点を当てた機能を具備



・当面の目標　⇒　全国に約１５，０００施設の健康サポート薬局



・地域包括ケアシステムの想定単位とされる日常生活圏域（具体的には中学校区）に、少なくとも１～２薬局が存在

　→　地域住民へ必要なサービスを提供できる体制整備



・地域の医療関連リソースとして機能
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健康サポート薬局　当面の目標数（都道府県別）

地域包括ケアシステムの想定単位とされる日常生活圏域に（具体的には中学校区）、健康サポート薬局の届出を行っている施設が少なくとも1〜2薬局あることを当面の目標として考えた場合の数値（全国計約15,000薬局）



※公立中学校数（平成29年度学校基本調査、文部科学省）を基に算出
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※商標登録済み

健康サポート薬局　ロゴマーク

（日本薬剤師会　平成28年10月作成）
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（参考：DVD盤面） 

 

 


