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最近の身近な事例から薬剤師倫理を考える

～「連携」をカギとして薬局業務の再構築、新たな価値創造へ～

P. Gauguin / 1897

D'où venons-nous ? Que sommes-nous ?  Où allons-nous ?

●●● arguing point ●●●

COVID-19の蔓延による社会的動揺は、地域の保健医療の在り方にさまざまの課題をつきつけました。
さらに、これに同期する法制度面の大きな変化は、日々の薬剤師業務に大きな負荷となっていることは
否めません。
わたしたちは、積み残されてきた課題と、新たに起きつつある多くの現場的な軋轢にどのように向き合えば
よいのでしょうか。

医療は、多種類の専門職が関わる多段階的な営みであり、そのことによって、総合的に患者に益を与える
ように機能すべきことを宿命付けられています。
そのような意味では、今、大きな社会変化の中にあって、その変化の影響を最も受けやすいのが医療で

あり、地域の公衆衛生や地域住民の保健であるといえるのかもしれません。

いずれにしても、医療自体がある種の侵襲行為であり、地域住民の保健衛生に関わることが地域住民の
生活に対する介入であることは間違いなく、故に、患者との軋轢が発生しやすいのは当然として、他の医療
介護系専門職との視点の違いや考え方の違いから発生する軋轢、更には薬局業務の多角化により、現場を
同じくするであろう同職種との間、経営運営体制との間でさえも考え方の相違による軋轢は発生します。

特に、現今の地域医療の負荷拡大によって、安定的な医薬品供給にかげりが出るなどの職務上の軋轢は、
薬剤師の使命遂行意欲を低下させるだけでなく、現場力全体を低下させ、ひいては患者に益しない結果に
つながりかねません。

軋轢は、常に起き得るものであり、迅速に解決しなければならない場合も多いかとは思います。
しかし、そのような事態にあっても絶対にやってはいけないこと、それは
『その場限りの解決に終わらせること』です。

軋轢の相手となった当事者も含めて、情報の共有と共通認識の形成を図り、根本的な原因を探り、
解決のみならず新たな関係性の構築と問題の全体的経験化（データ化）を考えましょう。
発生した軋轢もないことにはできなくとも、緩和し、むしろよりよい方向に導く道標とすることは可能です。

逆転の発想でいうと、軋轢のない関係とは、熱量のない関係なのかもしれません。
軋轢のある、対立する関係とは対立軸を巡って連携関係に変えることのできる関係です。

今、具体的な1人のヒトとして、相手に向き合うとき、わたしたちが背負うものは何か、
わたしたちを支えるのは何か、この機会にご一緒に考えてみましょう。
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北里大学 名誉教授 鈴木順子
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§１ 序 コロナ禍の『地域』で体験したこと、考えたこと

第54回 日本薬剤師会学術大会 一般演題発表（圧縮資料）

新型コロナウイルスワクチン接種協力事業

～一社）所沢市薬剤師会の取り組み：会員に対してのアンケート調査を介して～

加藤 剛1,2,、相澤雄介1、須田雅美1、柳原千衣子1、小野田順子1、斉藤祐次1,、宮野奨1、塚本京子1、
田邉浩一郎1、安達秀夫1,、鈴木順子3

(一社)所沢市薬剤師会1、所沢慈光病院2、北里大学薬学部3

【 概 要 】

新型コロナウイルスワクチン接種体制に対する協力要請が厚生労働省から日本薬剤師会に、別途所沢市から

(一社)所沢市薬剤師会になされたことを受け、当薬剤師会は、協力要請に対する会員の現状意識および協力意向について

アンケート調査を実施し、それにもとづき、各所の協力のもとワクチン希釈や充填業務の研修会を企画した。

更に研修会の実績に基づき、接種協力体制を構築した。

【会員の協力意向調査（アンケート）】

●調査内容：所沢市新型コロナワクチン集団接種会場で、ワクチン保管管理と希釈作業に従事できるか。

●調査対象：(一社)所沢市薬剤師会会員(164名)

●有効回答数：（88名；53.7％）、未回答(76名；46.3％)
●回 答
①協力できる(８名)
②業務内容を研修したうえで協力したい(33名)
③仕事の都合がつけば協力できる(35名)
④協力できない(12名)        
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■ アンケート分析と考察

●コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチンは、超低温の保管や希釈の必要性、６時間以内の接種といった
厳しい管理が求められているにもかかわらず、調査結果から、76名(46.3％)の希望者があったことは、
非常時における多職種連携・地域連携が必要な局面において、薬剤師が積極的に取り組む前向きな姿勢を示して
いるものと考えられる。

● 一方で未回答者も46.3％程度存在するが、

① メール等の見落としや忘れ
② 本人にとってCovid-19問題が業務上あるいは生活上の優先関心事項とは考えられていない可能性
③ 単独で判断できない日常業務上の事情がある可能性 のいずれかであろうと推察する。

いずれの場合であっても、個人の資質や意識もさることながら、
薬局の体制や事情、考え方が大きく関係していると考えられる。

【ワクチン接種協力業務研修会】

＜目 標＞ (一社)所沢市薬剤師会として

１．医師や看護師は、職権に応じ接種業務に専念して頂くこと

２．可能な限り人流接触を少なくし、効率的にかつ環境上の安全安心を確保した上で市民が接種を受けられること

＜協力業務企図＞：条件や環境作りに協力する

＜研修会内容＞：ワクチン希釈および充填業務の研修

① 薬剤の取り扱いは薬剤師の職権の範疇である

② 通常業務ではワクチンの扱いが少なく、技術的経験が不足

③ ワクチン供給が不安定な状況では過誤や技術的不足によるワクチンのロスは見逃せない。
２



【 実践に臨んで 】

●4月下旬に所沢市健康管理課、所沢市医師会とともに 大規模接種会場である市民体育館にて設営状況の確認。

その後、市役所職員、市民ボランティア、看護師、医師、 薬剤師で、

実際の患者役の動線や各担当者の業務手順などのシミュレーション

の後、気づいた点を検討した。

●５月12日から７月31日までの水曜日～日曜日、午前と午後の

協力日カレンダーを作成して、会員薬剤師の協力可能日を聞き、

希望日時を調整してシフト表を作成した。

埼玉県薬剤師会雑誌８号より

【 考 察 】

地域の薬剤師業務の「変化」を見据えて

●今回の予防接種実施体制への協力は、今般の薬機法改正等で示される「チームアクセス」
「ソーシャルアクセス」機能発揮の一局面であるとも考えられた。
日常の調剤主体業務から一歩抜け出て、地域住民全体の健康に貢献する機会であり、
今後の地域の薬局・薬剤師業務のあり方に多くの示唆を与えると思われる。

●接種会場は、地域住民のみならず、他職種、行政関係者が１つの目標に向かって活動する「場」となっており、
地域住民に対しては、薬局・薬剤師のもつ機能の紹介（見せる化）とその発展可能性を現実化する機会となり、
他職種に対しては、薬局・薬剤師にどのようなことが期待できるかを具体的に知ってもらう機会（見せる化）、相互に
顔の見える関係作りの機会となり得る。医療・保健関連行政に対しても相互に連絡可能な関係作りに益すると考えられる。

「連携」の種は、このように探索され、見いだされる。
しかし、しっかりとした認識と展望がなければ無意味

●COV-19ワクチン接種体制は、今後、一定年月ルーティン化
する可能性が高く、未知のウイルスなどによる感染症もあり得
る今日、薬局にとっては、前提となる考え方を作ること、想定
に基づく対応力の構築、薬剤師にとっては、倫理性並びに科学
的知見に基づく能力的技術的諸課題のクリアが求められる。

●また、これらに関連して、在宅療養一般の技術的方法論的進化も想定される。

●医療法ではすでに医療ー介護の一体改革のもとで進行するタスクシフト/シェアといったこと、あるいは
前提条件を付与する形でのスキルミックスなど、今後、視野に入れて議論し、備える必要があるかもしれない。
これらは、地域社会が抱える諸事情とそこから生まれるニーズに多職種連携でいかに応え得るのか、という趣旨
での議論と、職能・職責としての合理性・合目的性に基づいて設計される。
薬局も薬剤師も、こうした議論にデータを提示しつつ組織 的に関与しなければならない。

⇒「見せる化」は、薬局・薬剤師の進化のカギ

３



§２ 患者のための薬局ビジョン
医薬品医療機器等法大改正

COVID-19による地域の動揺 われわれは、何を見出すのか？

法改正の系譜

■ 1985年（S60）第一次改正
・医療計画の導入

■ 1992年（H4）第二次改正
・医療提供の理念 導入
・特定機能病院の導入

■ 1998年（H10）第三次改正
・地域医療支援病院の導入
・診療所に療養病床群の設置を認める

■ 2014年（H26）第六次改正
① 病院・病床機能の分化・強化
・一般病床等の機能分化推進:病床機能報告制度
・臨床研究中核病院の導入
・医療事故調査報告制度導入

② 在宅医療推進⇒地域医療体制整備強化
（医療計画記載事項へ）

③ 医師確保対策
■ 2015年（H27）第七次改正
・地域医療連携推進法人制度創設

■ 2017年（H29）第八次改正
・特定機能病院におけるガバナンス体制強化
・医療関連広告規制の見直し
（ウェブサイト等の適正化）
・他、検体検査精度（主に遺伝子検査）確保、
都道府県知事の監督権限強化等

2021年（令和3年）改正法案国会通過

■ 1974年（S49）最高裁違憲判決：
・薬局の立地に関する規制撤廃
★ 1980年代
対医療機関院外処方への政策誘導

■ 2009年（H21）登録販売者制度スタート
■ 2014年（H26）薬事法から薬機法へ
・医薬品の分類、販売制度再編
・医療機器の承認等についての

医療機器の特性を踏まえた制度の創設
・安全性に関する規制の強化
★ 2015年（H27）

「患者のための薬局ビジョン」

■ 2016年（H28）健康サポート薬局法制化
■ 2019年（H30）薬機法改正 漸次施行
① 高い品質・安全性を確保し、医療上の必要

性の高い医薬品・医療機器等を迅速に患者に
届ける制度

② 薬剤師・薬局のあり方
・服用期間を通じた継続的な薬学的管理と患者支援
・医師等への服薬状況等に関する情報の提供
・地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の導入
・遠隔服薬指導

③ 医薬品・医療機器等の製造・流通・販売に
関わる者に係るガバナンスの強化等

医療法

法改正の動向から見えるもの

薬機（薬事）法

■ 地域医療体制の大転換点 第六次医療法大改正
「医療－介護の一体改革」、「地域包括ケア体制」（医療法matter）のイメージ明確化
「関係者主体の地域医療構想策定」概念の明確化

平成28年版厚生労働白書
https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/16/backdata/01-04-03-02.html
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地域包括ケアシステム構築のプロセス
厚生労働省 政策について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/

市町村では、 ２０２５年に向けて、３年ごとの介護保険事業計画の策定・実施を通じて、
地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じた地域包括ケアシステムを構築していきます。

地域医療連携推進法人制度の概要
厚生労働省 政策について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753.html

５
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法改正の動向から見えるもの

「薬」の地域参入体制づくりは遅れた

患者のための薬局ビジョン

医薬品医療機器等法大改正

地域共助資源としての薬局の体制整備
医ー介護ー薬のトロイカによる地域包括ケア体制の構築と

中間的体制完成の早期実現

共助機関として健康な生活、健全なコミュニティ構築に尽力できる

薬局経営運営体制および薬剤師業務の再構築

§３ 薬局経営運営体制および薬剤師業務の再構築へ

法改正が孕むリスク

■ 法改正で求められることを1つひとつ満足するのは必ずしも容易ではなく、
薬局、薬剤師各々にとって大変な消耗を伴うことは明らか。
これらの消耗を超える価値をどこに見出すのか？

■ 単に法に指示されることをやる（Do）のみ、またそれによる自局利益の追求のみ＝
operation レベルでの戦力の逐次投入型対応では、

★ 薬局の地域におけるステータス及び社会的生産性の確立は不可能
★ 薬剤師は単なるブラックな作業者に陥る危険

望まれる薬局の「目線」

これまで 一方通行、集客に依存、刹那的、内部完結型

operation

調剤
医薬品の供給
その他薬事衛生

Operation の恣意的実施
公衆衛生の向上増進
国民の健康な生活確保

mission

これから 循環構造、持続的関係、外部開放型

調剤
医薬品の供給
その他薬事衛生

operation

Operation の深化・連関的展開、統一的方針

公衆衛生の向上増進
国民の健康な生活確保

Missionの質的再構築

mission

制度変化＝法改正の動向

循環構造構築

薬剤師のプロフェッショナリズム

薬局のポリシー・組織ガバナンス

６



薬剤師と薬局の関係の再考

■ 薬剤師とは何か？

薬剤師法 [ 薬剤師の任務 ]
第1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。

■ 薬局とは何か？

薬機法第2条第12項
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。

薬事衛生の海

健康な生活

公衆衛生

薬剤師のフィールド
薬事衛生の海

薬剤師のベース

成果の点検と共有、再計画、再実装

薬局が、薬剤師に仕事を与えるのではない。
薬剤師の提案能力と実践力、センスが、
地域における薬局のステータスとPerformanceを決定づける。

地域社会と薬局の関係再考

■ 薬局の存在価値、信頼性を確保するために

７



Mission → Operation の必然性

■薬局の地域貢献、存在価値は
地域住民にどのような自覚可能な効果を付与し得るか、地域にどのような持続可能なインパクトを与え得るか、で測られる

ファーストアクセス ラストアクセス

チームアクセス

提案と実装・実践

地域の
生活衛生・医療保健上の

リスク評価

薬局の
現実的 Performance

評価

薬局の社会的および組織的責任

方向性への合意
薬剤師の能力開発
薬局の運営・業務連携体制整備
内部危機管理能力向上

必要な協働・連携の探索と
関係構築

相互的互恵性のリアル化
地域危機管理の協力

個人の療養イベントの経験を「地域化」する
地域的課題を個人の生活にフィードバックする

チーム力

一次予防´

0次予防

三次予防

二次予防

一次予防

一次予防´

0次予防

三次予防

二次予防

一次予防

時間

空間

情報の集積・共有・検討

地域課題の抽出と
オペレーション検討

よりよい療養の確保

健康な生活の確保

薬剤師力

薬局力

地域公衆衛生の向上

地域連携・多職種チーム力
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§４ 薬局のガバナンス強化が生む『価値』と展望

Corporate social value & reliability

Corporate Social

Responsibility
Socially Responsible

Investment

Corporate governance

薬局のガバナンス強化

■薬局機能の広角的展開を目指した組織づくり、信頼性確保

①薬事に関する業務に責任を有する役員を法律上位置付けること

②開設者は、薬局の管理に関する業務について、薬局の管理者が有する権限を明らかにすること

③開設者は、薬局の管理に関する業務その他の薬局開設者の業務の遂行が法令に適合することを
確保するための体制、業務の監督に係る体制を整備すること

④開設者は、従業員に対して法令遵守のための指針を示すこと

⑤薬局の管理に関する業務が法令を遵守した適正なものとなるよう、必要な能力及び経験を有する
管理者を選任すること

⑥管理者は開設者に対して意見申述を書面で行わなければならないこと。

⑦開設者は、上記意見を尊重し法令遵守のために措置を講ずる必要があるときは、当該措置を講じ
記録に残すこと。

その実体化のプロセス＝Socially Responsible Investment

『連携』の意義とダイナミズム

地域包括ケア体制の完成と運用

地域連携 多職種連携

ネットワーク稠密化
互助関係の確立

ケアの質の向上
機動力向上
共助関係の確立

共助機関としての薬局の責任

共助職種としての薬剤師の業務姿勢

支援と実装 提案と実践

薬局のガバナンスの構造化

１）ビジョン：保険調剤から他のアクセスを設計するのではなく、地域社会へのアクセス（ニーズ）から
他のアクセス（ニーズ）との相互フィードバック関係を設計構築する。

２）方略：薬局内部でのビジョン共有合意から外部連携関係まで
→展開される業務の意味がわかり積極的に成果獲得に動くことができる。

■ 施設・設備等の拡充と合理的かつ有効性の高い利用
→DX化 多様多彩な情報収集・提供・拡大利用、連携確保
→機器導入 無菌調剤・麻薬調剤等の能力確保と作業部面の質向上

■ 薬剤師のFD、薬剤師の業務課題対応などの体制確保
■ 自薬局を主体とする地域啓発関連、地域連携関連の催し開催や関連会議等の主催又は参加

３）オペレーション：法で指示される事項の実践から広角的発展へ
① それぞれの業務の意味の理解に基づいた成果獲得。
② それぞれの実践のみならず、相互の関係性を考え、発展させる。
③ 実践状況の薬局内共有と評価、発展性の探求。
④ ビジョンに基づく広角的発展、連携の追求。

■共有と連携・協働のダイナミズム ⇒ Corporate Social Responsibility

■ Corporate social value & reliability
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§５ 薬局・薬剤師の倫理原則：共助機関・共助職であること

■ 地域包括ケア体制に関わること＝コミュニティづくりを担うこと＝ヒトの育成とヒトの関係充実に関わること

共助職であること for 薬剤師

● 薬剤師は、国の社会保障体系の一翼を担い、国民の相互扶助的システムである公的医療保険制度、介護保険制度
などを主なフィールドとする専門職（＝共助職）である。すなわち、国と国民の双方の付託を受けて、税金や保険料
を主な仕事上の財源とし、生計を立てている「特異な存在」である。

支 援

平成25年度の地域包括ケア研究会「地域包括ケアシステムの構築における今後の検討のための論点」
筆者一部改編

● 共助職としての仕事がそのとき何であっても、
最終的なアウトカムは、「国民の健康な生活」

「公衆衛生の向上・増進」にある。

● １つ１つの保険業務の完結をもってその職責が
果たされる訳ではなく、むしろそれらを総合して、
住民に対しては永続的支援関係を
地域社会に対しては仕事の価値を
還流させる視点と提案が求められている。

１つの出会い

Sustainability Expandability Evolvability

共助機関であること for 薬局

● 薬局は、薬剤師が社会的任務達成のために業務を行う「場」を形成している。
したがって、薬局は必然的に「共助機関」である。

● 薬局は、薬剤師の職務・職責を総合して社会に提示する機関責務を負うことになる。
逆に言えば、常に時代的・社会的ニーズを評価分析して、薬剤師にその要請に応えるための方法論の提案、支援を行う
とともに、薬剤師の工夫や考えを柔軟に取り入れ、実績化し、機関責任に基づき、地域社会に還流しなければならない。

ある社会的制度において、閉じたかつ単元的な
機関運営・経営は勢いその制度における収奪的な
立場にしかなり得ず、制度上、社会的益がない
ものと評価され、排斥されうることに
なりかねない。
Daron Acemoglu, James A Robinson
“Why Nations Fail”

１つの出会い

Sustainability Expandability Evolvability
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