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神奈川県薬剤師会
『薬局開設者・管理者等が受けるべき研修会ー倫理研修ー』

まとめ

2021年12⽉15⽇ 神奈川県総合薬事保健センター

横浜薬科⼤学 客員教授
東邦⼤学薬学部 薬史学 ⾮常勤講師

⾼橋洋⼀

公衆衛⽣ 地域保健
• ⼿洗い

⼿の洗い⽅だけでなく「公衆衛⽣思想」を普及啓発する
「あなたの発症を防ぐためでない。他⼈の⼿洗い・外出⾃粛に委ねられている」

・不要不急の外出を控える
慢性疾患で服薬継続中の薬がなくなる場合

医療機関に出かけ、待合室＝クラスター（感染源）に⼊る
薬がないリスク⇔感染するリスク

リスク・コミュニケーターとしての薬剤師
・消毒の⽅法 消毒剤の選択、調整、供給 ⾃宅療養 セルフメディケーション

個⼈の利益（医療）⇔公共の利益（公衆衛⽣）

医師・医療機関 薬局・薬剤師
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薬局経営者の憂鬱

私の薬局は⽉間200の医療機関／2000品⽬の備蓄がある。
⾔うまでもなく「不経済」である。（経済的合理性がないという意
味）廃棄される医薬品の額は・・・気絶しそうだ。
逆に在庫を薬局に持たせる病医院は「外部不経済」（⼯場の環
境汚染のように不経済を外部に持たせる）である。
OTC医薬品700品⽬だが通りの向かいにドラッグストアが開店した。

⾨前薬局の経済
薬局は⾨前病医院の採⽤品⽬「だけ」備蓄し、在庫について「連
携」がとれるのが「経済」（合理性がある）だ。

政策の転換 2015年
⾨前調剤薬局から「かかりつけ薬局」へ
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薬局の適性な数
• ヨーロッパ各国 ⼈⼝1万〜2万⼈に１薬局

⽇本の総⼈⼝は1億2,711万⼈
EU準拠の薬局数 6,350〜12,700

現在は58,000
地域包括⽀援センター数
含ブランチ・サブセンター ７,０７２

参考 中学校数 10,484

ストックホルムの薬局
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薬学部ブーム
全ての⼤学⽣の10％が薬学部に在籍している
• 募集定員に満たない⼤学も
• Fランク ６年間で卒業し国試に合格する学⽣は５-６⼈に1⼈

• 現状；無資格者の調剤を認める
ロボット化、⼈⼝知能、薬剤師の需給⾒通し

薬剤師は「先⽣」と呼ばれるに値する職業であるか？

終わりの始まり
新しい薬剤師と薬局
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2019年 薬機法・薬剤師法改正
• 薬剤師以外（無資格者）でも調剤ができる
• 海外ではファーマシー・テクニシャン
• ロボット化、⼈⼯知能、宅配

薬剤師・薬局の需給
予測
• 「⼤量閉店時代」 調剤薬局やド

ラッグストアも例外ではない

菅内閣 デジタル化の推進 0410対
応の恒久化

遠隔診療、遠隔服薬指導
薬剤師常駐、専任の⾒直し



2021/12/11

6

モノから⼈へとはどういうことか

• ロボット化、⼈⼯知能、アマゾン薬局に対抗できるのか
薬剤師が判断する

臨床判断
健康サポート薬局研修 地域連携薬局・⾼度専⾨薬局

☞マニュアル化が可能であれば⼈⼯知能でOK
倫理判断
全国レベルの研修は⾏われていない。 くすりと健康相談薬局
神奈川県薬剤師会認定研修、倫理研修会（必修）

☞『⼈⼯知能に勝てるのは哲学だけ』

倫理はどうしたら学べる？
具体的なケースで考える

• 哲学史や抽象的思索
ではなく

• また課題解決思考でもなく
• 道徳、良⼼のジレンマを

深く掘り下げて議論すること。
唯⼀絶対の解がないから無駄、ではなく
その問題をどこまで深く考えたかが重要
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１．公衆衛⽣
事例；ダイヤモンドプリンセス号の⽀援
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Takako Komiyamaケンタッキー大学薬学

部臨床教員は、クローガー薬局でワクチ
ン接種に大忙しの日々だそうです。卒業
式が終わり、いつもなら夏休みに入ると
ころですが、休み返上でワクチン打ち手
としてがんばってます。旧教員もボラン
ティアで手伝ってます！
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Give it a shot
①やってみよう②注射せよ
• Expanding 拡⼤
• Immunisation coverage 免疫獲得
• Through pharmacists 薬剤師を通じて

2020

fip 国際薬学連合

公衆衛⽣ Public health/hygiene
1854年のロンドン・コレラ⼤流⾏において、公衆の井⼾
⽔が原因であるとジョン・スノウが⾒つけたことに源を発
する。
1820年代 エドワード・ジェンナー 天然痘の治療 ワ
クチン接種

アスクレピオスの杖 ヒギエイアの盃
⽶国医師会等のマーク 薬局のマーク
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衛⽣学 hygiene
衛⽣化学 hygiene chemistry 公衆衛⽣ public hygiene

• ハイジーン（hygiene）を衛
⽣学と訳した⻑与専斎
明治の初めに、政府から医
学の使節団として欧⽶に⾏
きハイジーンと出会い、そ
の訳を荘⼦の庚桑楚篇から
引⽤した「衛⽣」の語をあ
てた。その後、１８７５年
（明治８年）には、専斎は
内務省衛⽣局⻑になり、衛
⽣⾏政を⾏った。

ヒュギエイア（古希: Ὑγίεια, Hygieia）

Publicとはどういう意味か
• 公衆衛⽣

• 公衆、⼤衆、群衆、市⺠、住⺠・・・・

例えば便所

個と公 公共の利益は個⼈の⾦儲けにはならない
• 医療提供施設の公益性（医療法⼈）⇔ 株式会社
• 国家資格（薬剤師や医師）の業務独占 ⇔ 職業選択の⾃由
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薬剤師・医師・看護師（保健師・助産師）
• 第一条 薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつか
さどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつ
て国民の健康な生活を確保するものとする。

•
第一条 医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛
生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保す
るものとする。

第一条 この法律は、保健師、助産師及び看護師の資質を向上
し、もつて医療及び公衆衛生の普及向上を図ることを目的とす
る。

公衆衛⽣ 公共施策 倫理

不要不急の受診抑制
⾃宅療養 STAYHOME まず薬剤師に Think Pharmacy First
アメリカの薬剤師 新型コロナウイルス検査 インフル予防接種

医療崩壊、保険医療・社会保障の破綻から国⺠を守る
地域フォーミュラリー、ジェネリック、リフィル処⽅せん、
スイッチOTC、薬局医薬品（BTC）

課題；公衆衛⽣における薬剤師の役割について考えを述べなさい。
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第⼆回の課題；公衆衛⽣における薬剤師の役割について考えを述べなさい
公衆衛⽣の概念と薬学・医学の領域

公衆衛⽣学を残余領域と考える間違いを犯している

公衆衛⽣

医学薬学

２．地域保健 多剤耐性菌
⼩学⽣の男児が⺟親に伴われて来局
⽿⿐科処⽅の抗⽣物質が処⽅されている

⼀⾒して流⾏性⽿下腺炎である
学校で何⼈かが感染している
医師は「おたふくかぜです。念のため抗⽣物質を処⽅します」と
⾔った。

流⾏性⽿下腺炎はウイルス性疾患で抗⽣物質は無効
「多剤耐性」は社会問題化している 「適正使⽤」
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適正使⽤；医療と公衆衛⽣ 多剤耐性菌
の問題

地域保健
精神科の処⽅せんを持参した少⼥

• ベンゾジアゼピン系の多剤投与
薬物依存 繰り返すオーバードーズ
リストカット ⾎まみれで助けを求めて

信頼する-信頼に応える なつく

『地域包括ケアの理論』猪飼周平 を起点として
社会関係資本；ソーシャル・キャピタルと健康
コミュニティー論（⽂化、経済）
及びこれらとこれからの薬局、薬剤師の関係について考えてみる
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⼈がつながるとは？
• サン=テグジュベリの『星の王⼦さま』に、王⼦がキツネと出会う場

⾯がある。王⼦が「おいでよ、ぼくと遊ぼうよ」と⾔うと、キツネ
は「でも、なついてないから遊べない」と⾔う。王⼦が「なつ
く」ってどういうことなのと聞くと、キツネは「それはね、絆を結
ぶことだよ」と答える。

キツネはこういう説明もする。ぼくにとって君はいまのところほ
かの１０万⼈の男の⼦と何の変わりもない。だからぼくにとっては
君はいなくても同じなのだ。でも、もし君がぼくをなつかせてくれ
たら、君はぼくにとってとても⼤事な⼈になる。君にとっても⼤事
なキツネになる、と。

この有名な話は、社会において「⼈がつながる」とは何かという
ことを端的にあらわしている。「なつく」とは⼈と⼈とが何らかの
信頼関係に⼊ることをいう。星の王⼦さまはこのことに納得した。

社会資本とは 社会資源としての薬局
• 資源；鉱物、物産、インフラストラクチャー；薬局
• 資本；⾦銭資本、⽂化資本、社会資本
• ロバート・パットナムらの研究者たちの定義は

ソーシャル・キャピタルが
「信頼×互酬性×ネットワーク」などで構成される

• という。
そうだとすれば、「絆」こそが
ソーシャル・キャピタルなのである。
が、⼈と⼈の「絆」のどこがキャピタルなのか。
そこにどのくらいの潜在⼒の⼤きさや深さがあるのか。
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３．薬剤師の⾃律、薬局の独⽴
ロンドン市薬剤師協会創⽴

• イギリス王ジェームズ１世は、1617年12⽉16⽇、ロンド
ンの薬剤師に対し“Socity of the Art and Mystery of the
Apothecaries of the City of the Rondon”を創⽴する憲章
の許可を与えた。
“⾮常に多くのやぶ医者、未熟者、無学者、無経験者が、
ロンドン市とその郊外に住みついている。そして彼らは、
薬剤師の専⾨的な学術について何ら教育されていないば
かりか、未熟でで粗暴でであり、多くの不健康な、有害
な、⼈をだますような、汚れた危険な薬剤を調製する。
そのことは、わが国⺠の⽣命に対して少なからぬ危害を
与え、⽇々不慮の危険をもたらすものとなっている。”
『薬学・薬局の社会活動史』ジョージ・ウルダング 清⽔藤太郎
（訳）

毒殺を怖れた王様という嘘
中世の王様は毒殺される可能性が⾼い。

これで医薬分業の必要性の説明ができる
では
近代（国⺠国家）以降、世界中で薬局システムが標準になったのはな
ぜか？ 王様の毒殺では説明できない。
１．粗悪な医薬品、偽薬の流通 （製薬産業）
２．偽医者、やぶ医者、インチキ医者 （医療産業）
☝
これらから国⺠を守るために
Ethical（ Drugs） を担保する科学者、倫理性の⾼い専⾨職
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薬局の独⽴ 薬剤師の⾃律
そもそも 薬剤師が医師とは別の職業であり
薬局が医療機関とは別の施設であるのはなぜか？

権⼒の分⽴と相互監視

• モンテスキュー 1689-1755年
フランスの哲学者 倫理学者、法哲
学者

• 「三権分⽴」
⽴法・司法・⾏政
国会・裁判所・内閣
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神奈川県薬剤師会 公益法⼈宣⾔
神奈川県薬剤師会は、公益社団法⼈として次のとおり宣⾔する。

１．神奈川県薬剤師会は、そのすべてを公益のために供して社会に貢献し、
国⺠・県⺠の医療福祉の向上に邁進することを誓うものである

２．会員たる薬剤師は、薬事衛⽣をつかさどることによって公衆衛⽣の向上に寄与し、
個々の患者のために常にその最善を求め、健康な⽣活の実現に最⼤限の努⼒を払うことを誓
うものである

３．神奈川県薬剤師会及び会員たる薬剤師は、協⼒して国⺠・県⺠の医療の確⽴に全⼒を傾注し、
医薬品の品質、有効性・安全性の確保と適正な供給に万全を期するものである

このことは、国⺠・県⺠の安全な⽣活と権利を守るべき⽴場にある公益社団法⼈神奈川県薬剤
師会及びその会員たる薬剤師の最⼤の使命であることを忘れてはならない

平成２５年７⽉５⽇「出発の会」
＜（公社）神奈川県薬剤師会 公益法⼈宣⾔起草会議 作成＞

薬剤師の誓い
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薬剤師の誓い
私は、薬剤師として、⼈類のために奉仕すること、
また⾃分の職能における理想と責務を果たすこと
を誓います。
_ 私は、⾃分の⽣涯の如何なる場合においても、⼈道上最⾼の道
徳規範に従って⾏動します。

私は、⾃分の能⼒と知識の全てを活⽤し、患者及び⼀般市⺠の
⽣命と健康の保全、並びに化学公害防⽌と福利厚⽣に資するよう
努めます。

私は、常に⾃分の個⼈的利益や思惑よりも、⾃分の患者の要望
を優先します。

私は、⾃分の患者及び未病者には、性別、⼈種、⺠族、宗教、
⽂化や政治的信条に関係なく、平等に、公平に、また敬意を持っ
て対応します。

薬剤師の誓い（続き）
私は、⾃分が職業上知り得た個⼈情報や健康情報に関する秘密を守

ります。
私は、薬剤師としてできる限り、⾃分の薬剤師職関連知識と薬学専

⾨能⼒を常に保持するよう努めます。
私は、薬剤師業務に関する知識と規範の開発向上のために努めます。
私は、後継者となる次世代の薬剤師の養成のために尽⼒します。

私は、⾃分の周辺のすべての健康管理専⾨職との共同作業推進のため
にあらゆる機会を活⽤するよう努めます。

以上の厳粛な誓いを⽴てるにあたり、私は⾃分を薬剤師とし
て育ててくれた⼈々に敬意を表し、上述の誓いに反する⾏動
を 決してしないことを約束します。
薬剤師 署名

⽇付
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倫理的判断 ⽣命倫理 インスリン
• 外国⼈男性 外国航路の船員
• ⼟曜⽇の夜8時に来局
• ⼀⽇中医療機関をまわったが断られた
• 船は２時間後に出航する
• インスリンがないと⾃分は船上で死ぬ
• お願いします 助けてください

類例；アドレナリン⾃⼰注射製剤「エピペン ®」

⽇本薬剤師会 薬剤師⾏動規範前⽂
「⽣命への畏敬」
• 薬剤師は、国⺠の信託により、憲法及び法令に基づき、医療の

担い⼿として、 ⼈権の中で最も基本的な⽣命及び⽣存に関する
権利を守る責務を担っている。

• この責務の根底には⽣命への畏敬に基づく倫理が存在し、さら
に、医薬品の創 製から、供給、適正な使⽤及びその使⽤状況の
経過観察に⾄るまでの業務に関 わる、確固たる薬（やく）の倫
理が求められる。
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倫理的判断 商業道徳 爆買い
• 中国⼈らしき⼆⼈連れが来局
• 正露丸１０個、ノーシン１０個、パブロンゴールド10個、救⼼

１０個を購⼊したい

• 経営者である私は、不良在庫になっている救⼼が⼀気に捌けれ
ば嬉しい

• 濫⽤の恐れがある医薬品ではない
• 爆買いは「みやげ」でなく中国国内で転売と報道があった

倫理的判断 商業道徳 列にならぶ
• 処⽅せんを写メで薬局に送り、待ち時間をなくすシステムを利

⽤

薬局に⾏くと⼤勢のお年寄りが薬を待っている。
お年寄りは写メで処⽅せんを送ることはできない。

この⼤勢の⼈たちを⾶びこして、写メで送った薬を受け取るこ
とは
倫理的にただしいか？
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医の倫理と薬の倫理 Ethical Drugs
処⽅箋医薬品 英語ではEthical；倫理的な Drugs；医薬品

なぜEthical？

倫理的であるべきは誰？

患者、国⺠、医師、薬剤師、薬局経営者、薬局開設者、
MR、製薬会社・・・・
それぞれの倫理がある

医師の倫理 ヒポクラテスの誓い ）
• 医の神アポロン、アスクレーピオス、ヒギエイア、パナケイア、及び全ての神々よ。私⾃⾝の

能⼒と判断に従って、この誓約を守ることを誓う。
• この医術を教えてくれた師を実の親のように敬い、⾃らの財産を分け与えて、必要ある時には

助ける。
• 師の⼦孫を⾃⾝の兄弟のように⾒て、彼らが学ばんとすれば報酬なしにこの術を教える。
• 著作や講義その他あらゆる⽅法で、医術の知識を師や⾃らの息⼦、また、医の規則に則って誓

約で結ばれている弟⼦達に分かち与え、それ以外の誰にも与えない。
• ⾃⾝の能⼒と判断に従って、患者に利すると思う治療法を選択し、害と知る治療法を決して選

択しない。
• 依頼されても⼈を殺す薬を与えない。
• 同様に婦⼈を流産させる道具を与えない。
• ⽣涯を純粋と神聖を貫き、医術を⾏う。
• どんな家を訪れる時もそこの⾃由⼈と奴隷の相違を問わず、不正を犯すことなく、医術を⾏う。
• 医に関するか否かに関わらず、他⼈の⽣活についての秘密を遵守する。
• この誓いを守り続ける限り、私は⼈⽣と医術とを享受し、全ての⼈から尊敬されるであろう！

しかし、万が⼀、この誓いを破る時、私はその反対の運命を賜るだろう。



2021/12/11

22

医師の倫理 リスボン宣⾔
WMA患者の権利 1981年

原則
１．良質の医療を受ける権利 ファーマシューティカル・ケア、カウンターパート 倫理
２．選択の⾃由の権利 薬局をする選択 ジェネリックを選ぶ
３．⾃⼰決定の権利 低⽤量ピル 緊急避妊薬
４．意識のない患者 だれが決めるのか
５．法的無能⼒の患者 代理同意
６．患者の意思に反する処置 インフォームド・コンセント
７．情報に対する権利 情報提供の義務
８．守秘義務に対する権利 薬剤師法
９．健康教育を受ける権利 薬物教育 地域保健 学校薬剤師
10.尊厳に対する権利 耐え難い痛み 安楽死

11.宗教的⽀援に対する権利・・・

医の倫理 薬の倫理
判断が対⽴した場合、薬剤師は医師の判断に従うべきか？

薬局の独⽴、対等の６年制教育、国家資格、業務独占

薬剤師の倫理 医師の倫理 は同じものか？
薬剤師の倫理は、医師の倫理の⼀部か？
医師が医の倫理を、薬剤師が薬の倫理を尊重した仕事をできる。
薬剤師（医師）のてまえ、⾃分がそんなことをしたら恥ずかしい
とお互いが思える関係を作ることこそ重要である。
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薬の倫理 緊急避妊薬
ラグビーワールドカップで来⽇した外国⼈カップル
• 客「緊急避妊薬を買いたいのですが」
• 私「⽇本の法律では医師の処⽅せんが・・・」
• 客・・・・・

世界各国で緊急避妊薬はOTC医薬品、またはBPC医薬
品であり薬局で買える。

なぜ⽇本では買えないのか？
これに対して医師の倫理は？

１⽉７⽇、緊急避妊薬の分類を「処⽅箋医薬品以外の医薬品」と
し、処⽅箋なしで薬剤師が提供できるよう署名を提出しました。
また、緊急避妊薬を巡る現在の状況や今後について、松本純議員、
厚⽣労働省安川企画官と意⾒交換しました。
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これまでに⽰された政府⽬標
平成27年（2015年） 患者のための薬局ビジョン

１)2022年までに60％の薬局に
かかりつけ薬剤師の役割を発
揮できる薬剤師を配置する

2)2025年までにすべての薬
局を「かかりつけ薬局」に

3)2035年までには、建て替
え時期等を契機に地域（⾯）
へ移⾏

• 法律、⾏政は倫理に触れない
健康サポート薬局
地域連携薬局・⾼度専⾨薬局

• 職能団体は倫理規範と倫理教育
公益社団法⼈神奈川県薬剤師会認定
「⽣涯学習認定薬剤師」
「くすりと健康相談薬局」
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国際薬剤師・薬学連合：FIP 2000
薬剤師の役割と責務 Seven Star Pharmacist

１） Care Giver：ケアの提供者 “全てが倫理に関係する”
２） Decision-maker：決断を⾏える者
３） Communication：コミュニケーションを効果的に⾏うこと
４） Leader：コミュニティの福祉厚⽣全般についてのリーダー
５） Manager：⼈的資源、物的資源、財政、時間や情報を管理
６） Life-long Learner：⽣涯学習を実践する
７） Teacher：患者教育、次世代の薬剤師への責任

https://www.jyoungpharm.org/sites/default/files/10.5530_jyp.2014.2.
1.pdf

• 歴史から導かれる論理、哲学
未来を考えるための薬史学
東邦⼤学初代薬史学教授

• ８代 昭和4年〜昭和22年
神奈川県薬剤師会会⻑
清⽔藤太郎先⽣


