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公衆衛⽣・学薬委員会が
考える倫理とは

太陽堂薬局 神原 ⼤輔

法律と倫理の違い

法律とは？
法で定められたもの→守らなくてはいけない事

守って当たり前のこと。

倫理とは？
法ではないので守らなくても罰せられる事はない。
社会においてのマナー、判断基準

薬剤師倫理とは？
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2000年4⽉1⽇
医の倫理綱領
医学および医療は、病める⼈の治療はもとより、⼈びとの健康の維持もしくは増進を図るもので、医師は責任の重⼤性を認識し、⼈類愛

を基にすべての⼈に奉仕するものである。

• １．
• 医師は⽣涯学習の精神を保ち、つねに医学の知識と技術の習得に努めるとともに、その進歩・発展に尽くす。
• ２．
• 医師はこの職業の尊厳と責任を⾃覚し、教養を深め、⼈格を⾼めるように⼼掛ける。
• ３．
• 医師は医療を受ける⼈びとの⼈格を尊重し、やさしい⼼で接するとともに、医療内容についてよく説明し、信頼を得るように努める。
• ４．
• 医師は互いに尊敬し、医療関係者と協⼒して医療に尽くす。
• ５．
• 医師は医療の公共性を重んじ、医療を通じて社会の発展に尽くすとともに、法規範の遵守および法秩序の形成に努める。
• ６．
• 医師は医業にあたって営利を⽬的としない。

薬剤師と医師の対⽐

国際的：「薬剤師の誓い」⇔「ヘルシンキ宣⾔」
（ＦＩＰ） （ＷＭＡ）

国内：「薬剤師⾏動規範」⇔「医の倫理綱領」
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公衆衛⽣医師 薬剤師

2つの異なる専⾨職が各専⾨の⽴場から意⾒交換し協⼒し公衆衛⽣を
維持するために協⼒していくことが本来あるべき姿である。

薬剤師⾏動規範の１１「薬剤師は、広範にわたる業務を担う薬剤師間の相互協調に
努めるとともに、他の医療・介護関係者等と連携、協働して社会に貢献する。」

医の倫理綱領の４．「医師は互いに尊敬し、医療関係者と協⼒して医療に尽くす」

調剤だけで⼤丈夫ですか？
県⺠や市⺠のイメージからすると薬局は
まだまだ病院で処⽅箋をだしてもらった
ら⾏くところというイメージが強い。

薬局業務の中で調剤に占めるウエイトは
⼤きいがこの業務は私達薬剤師が携わる業務の中の⼀つ

調剤業務→病気をかかえた患者さんに⾏うもの

病気の患者さんだけへの対応で薬局、そして
薬剤師として責務を⼗分に果たしていると⾔え
るでしょうか？
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アメリカの薬剤師の業務内容とは
• 多くの⼈から信頼を集める、アメリカの薬剤師の業務内容もチェックしてみましょう。アメリカ労働統計局が発表して
いる「OCCUPATIONAL OUTLOOK HANDBOOK」（2012年度版）によると、以下のようです。

• 薬の処⽅内容と、患者の投薬量に関する医師の指⽰が適正であるかを確認。
• 薬の処⽅内容が、患者が現在服⽤している別の薬または患者の健康状態にネガティブに作⽤しないかを確認。
• 患者に対して、服薬指導をする他、副作⽤の可能性について説明する。
• ⾷⽣活やエクササイズ、ストレスマネジメントの他、健康上の問題にもっとも効果的な健康器具や健康関連グッズにつ
いて患者に助⾔。

• インフルエンザの予防接種と、ほとんどの州ではその他の予防接種も実施。
• 保険証券⽤紙に記⼊し保険会社と協⼒して患者に必要な薬を提供する。
• 調剤技師（Pharmacy Technicians）と研修中の薬剤師（インターン）の監督。
• 記録の管理やその他の管理運営上の業務を実施。
• 他の医療従事者に対して、患者への適正な薬物療法を教育。
• 勤務先などによって薬剤師に求められる役割は多少異なり、さまざまな活躍の場があるようです。アメリカの薬剤師の
業種事例を挙げましょう。

薬剤師法第⼀条

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って、公衆衛⽣
の向上及び増進に寄与し、もって国⺠の健康的な⽣活を確保するものとする。

薬事衛⽣とは薬剤師が薬学の知識に基づいて処理すべき衛⽣上の以下のような事を指す。
（イ）医薬品・医薬部外品・化粧品及び毒物劇物の製造、輸⼊、投与、管理、保存、試験等
（ロ）⾷品衛⽣及び環境衛⽣関係の化学的な試験・研究その他
（ハ）⽇常⽣活における薬などの使⽤に関する相談・助⾔等
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公衆とは？
共通の関⼼で結ばれているが，拡散して組織化されていない集団。
ただし，同じく未組織集団であるが，集合密度の⾼い群衆とは対
照的に区別される。 G.タルドによれば，群衆の場合，その成員
が空間的にまた物理的に近接していなければ存在できないのに対
し，公衆は分散して存在することができ，コミュニケーション⼿
段の進歩により間接的接触で集団を形成する。また群衆が成員間
の⼀つの共通関⼼にのみ⾃⼰全体を没⼊するのに対し，公衆は成
員間に共通な関⼼の対象をもちながら，⼀つのもののみにとらわ
れることなく，同時にいくつかの公衆に⾃⼰を分割できるとして
いる。

衛⽣とは？
•衛⽣（えいせい、英語・ドイツ語：�������）とは、「⽣」
を「まもる」ことから健康をまもること、転じて健康の増進
を意味する。�	特に清潔を保つことを意味する場合も多い。�	ま
た、学問の⼀分野として衛⽣学（えいせいがく）、保健衛⽣
学（ほけんえいせいがく）がある
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公衆衛⽣とは

「公衆衛⽣とは、組織化された地域社会の努⼒により、
疾病を予防し、寿命を延⻑し、健康と効率の増進を
はかる科学であり、技術である。」

「⼈々が健康であるための条件を保証するために、我々が
社会として、集団的に⾏う事柄」

公衆衛⽣と医療の違い
公衆衛⽣ 医療

標準的な理解 予防 治療

介⼊の対象 集団 個⼈（患者）

介⼊する主体 保健師などの専⾨家 医師及び医療従事者

病気の原因 社会的・環境的要因を重視 ⽣物学的要因を重視

価値観 社会奉仕 個⼈奉仕

重点 住⺠全体の疾病予防と健康増進 個⼈の患者の疾病の診断と治療とケア
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公衆衛⽣の中の⼀つに調剤があるのになぜ、調剤だけが⼀⼈
歩きをしてしまうのでしょうか？

薬剤師が主る公衆衛⽣

調剤
医薬品の
供給

その他
薬事衛⽣
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薬剤師が主る公衆衛⽣

調
剤 医薬品の

供給

その他
薬事衛⽣

コロナ禍のマスコミの偏った報道

•感染者数
•死亡者数
•医療崩壊
•ワクチン

⾼齢者の情報源としてテレビに
依存するところが⼤きい
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薬剤師が情報を精査し伝達する重要性

マスコミの情報に最も影響された
のは⾼齢者ではないか。

ワクチンの接種率↑
⾼齢者が⾃宅からでてこない

公衆衛⽣・学薬委員会の活動について

公衆衛⽣・学薬委員会は委員会名の通り、⼤きく公衆衛⽣部⾨
と学薬（学校保健部⾨）の活動から成り⽴っている。

年間の委員会回数 5回
⼩委員会 ２〜4回
研修会 ５〜6回

公衆衛⽣活動 ４〜5回
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公衆衛⽣の活動について

7⽉ そごう前での薬物乱⽤防⽌の
啓発活動

１０⽉ そごう前でのすこやかフェア

1⽉ 成⼈式の⽇に新横浜駅街頭での
薬物乱⽤防⽌の啓発活動

昨年は2⽉ 桜⽊町駅前での献⾎活動

すこやかフェアなどのイベントに県の薬剤師会、
地域薬剤師会としてなぜ参加する必要があるの
でしょうか？
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すこやかフェアに参加する意義

薬業団体が共同で毎年10⽉の第3⽊曜⽇に横浜そごう前で
開催している。その中の⼀つのブースとして神奈川県薬剤師会
として公衆衛⽣・学薬委員会でブースを出している。

•⾎管年齢
•肌年齢
•⾻年齢

これらの測定に関してはあくまで
⽬安ですが、測定をきっかけにご
⾃⾝の健康に興味をもってもらっ
たり⽇頃よりかかえている健康に
対しての不安や疑問を相談される
ケースもある。

献⾎はどうして必要なの？
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献⾎はどうして必要なの？
病気やけがで⾎液が必要な患者さんは、健康な⼈の⾎液を補給

して治療する必要（輸⾎）があります。
その輸⾎に⽋かせないのが献⾎です。
献⾎とは、輸⾎を受ける患者さんのために、⾃分の献⾎を無償で
提供することです。

• ⼈⼯的に造れない！
• ⻑期保存ができない！
• 1⽇約３０００⼈！
• 最多はがん治療！

輸⾎はケガのイメージが
強いがケガ等は3％。
病気が全体の８３．５％
病気の中でも癌は約４０％

学校保健安全法
第23条学校には学校医を置くものとする。
• 2 ⼤学以外の学校には学校⻭科医及び学校薬剤師を置くものと
する。
• 3 学校医、学校⻭科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、⻭科
医師及び薬剤師のうちから任命し、⼜は委嘱する。
• 4 学校医、学校⻭科医及び学校薬剤師は、学校における保健管
理に関する専⾨的事項に関し、技術及び指導に従事する。
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学校での学校薬剤師の仕事とは？
• 学校安全
• 定期検査
• 臨時検査
• 給⾷検査
• 医薬品の正しい使い⽅
• 薬物乱⽤防⽌
• ⼿洗い教室
• エピペン教室
• 理科室の薬品管理
• 学校保健会への参画
• 消毒薬の希釈の仕⽅・正しい使い⽅

• 学校環境衛⽣基準
1. 教室等の環境に係る学校環境衛⽣基準

1. 換気及び保温等
2. 採光及び照明
3. 騒⾳

2. 飲料⽔等の⽔質及び施設・設備に係る学校環境衛⽣基準

1. ⽔質
2. 施設・設備

3. 学校の清潔、ネズミ、衛⽣害⾍等及び教室等の備品の管理に係る学校環境衛⽣基準

1. 学校の清潔
2. ネズミ、衛⽣害⾍等
3. 教室等の備品の管理

4. ⽔泳プールに係る学校環境衛⽣基準

1. ⽔質
2. 施設・設備の衛⽣状態

5. ⽇常における環境衛⽣に係る学校環境衛⽣基準

1. 教室等の環境
2. 飲料⽔等の⽔質及び施設・設備
3. 学校の清潔及びネズミ、衛⽣害⾍等
4. ⽔泳プールの管理

6. 雑則（臨時検査
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Ｑ：学校薬剤師は学校保健安全法の中の学校環境衛⽣基準に準じ
検査を⾏い指導。助⾔を⾏っています。しかし、それだけで
本当によいのでしょうか？皆様、ご⾃⾝が学校薬剤師に
なったつもりで何ができるのか考えてみましょう？

Ｑ：突然不安になったり眠れないということで⼼療内科より
複数の薬がでています。ご本⼈も調⼦が悪くないということ
でルーチン受診で毎度決まった薬を継続されています。
患者さんに状態を確認するとまあまあだと。
かかりつけ薬剤師とし、あなたはこの患者さんの状態を把握
し、薬歴管理を⾏い指導を毎回しております。
かかりつけ薬剤師としあなたはこの状態をどう思い、
これからどのようにしてゆきたいですか？

（患者さんは30代⼥性・やせ型）
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栄養 休養

仕事 社会的
関わり

ＳＳＲＩを使⽤した時の脳内の仕組み

セロトニン再取り
込み阻害薬

たんぱ質
・微量ミ
ネラル
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現代社会は脳内物質の乱れる原因が
いっぱい！？

スマホやゲームをやめられない⼤⼈・
⼦供が増えている。

依存！！

幸せ感を感じることができるまでの過程

幸せホルモンのセロトニンの合成⼀つ取っても6種の異なる
栄養素が必要。

セロトニンの原料となるたんぱく質のトリプトファンの代謝には
ビタミンＢ６と鉄が不可⽋。
脳神経の正常な働きに関わるビタミンＢ１２

神経伝達物質を放出する時に必要となるカルシウム・マグネシウム
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パセリは主役になれるんです！！

レシピ

サバ⽸（⽔煮）
パセリ
醤油
マヨネーズ
みりん

こども達の⾃殺が増えている
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情報があふれている現代社会

テレビや新聞、インターネットには毎⽇の
ように健康⾷品の情報が流れています。

多くの情報があふれていて中には
薬局の中に来られる⽅も間違った

健康情報を信じ継続されている⽅もいます。
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患者さんの悩み事（症状）に⽿を傾け
る

患者さんが気になる健康情報について
聞く

患者さんの⾏っている健康情報につい
て伺う

上記をもとに情報の精査を⾏い適切な
事を患者さんに伝える

情報の取捨選択のために必要な事
•薬・健康⾷品についての知識
•⻄洋医学知識（検査値など）
•機能形態学
•⽣化学
•免疫学
•東洋医学（漢⽅）
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私達の事も考えてみませんか？

患者様がご⾃⾝の健康の事を
薬剤師に相談しようとする時に
相談する側の薬剤師が不健康
であれば相談する気にならない

ですよね。きっと・・・
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私の薬局で最近実際にあった出来事です
70代⼥性でかなりやせている⽅、でいつもリウマチ科にかから
れていて、その処⽅箋をもってこられる⽅です。循環器にもか
かっているのですが、半年前から⾜がずっと痛いとおっしゃって
おられました。リウマチ科でも痛み⽌めが処⽅されていたのです
が痛みはかわらない様⼦で・・・

•こうきょう‐せい【公共性】
•〘名〙ある事物、機関などがひろく社会⼀般に影響や利害をお
よぼす性格、性質。

それでは薬局の公共性とは？
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新型コロナ禍で県⺠・市⺠が望んでいる
こと

年があければ新型コロナ禍での⽣活が2年近くになる。
県⺠・市⺠が望んでいることは何なのか？

まさしく、その先に薬局の公共性は何か？という
回答がでてくるのではないか？

そのためには私達薬剤師は何をしていけばよいのだろう？

個と団体を区別して考える必要がある
薬局としてできること

• 消毒薬の正しい使い⽅
• 健康相談
• ⼀般薬の販売
• 調剤業務
• 新型コロナ経⼝薬の取り扱いなど

薬局としてできる事の最⼤の
⽬的は病気の患者さんだけの利⽤
ではなく病気にならないために
いかに利⽤してもらうかではないか

団体（薬剤師会）としてできること

• ワクチン接種の希釈
• 新型コロナ経⼝薬の取り扱

いに関する薬の管理のとり
まとめなど

⾏政、他団体とのとりまとめ
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開設者・エリアマネージャー
・管理薬剤師の⽅へ

普段の⽇常業務とは異なり、公衆衛⽣分野、学校保健の活動
においてはすぐにお店に利益をもたらすものではありません。
しかし、地域の薬剤師として献⾎活動、薬物乱⽤防⽌、各地域
のフェアなどへの参加、また所属薬局の薬剤師が学校薬剤師と
して地域の学校保健に参画する事で地域に根差した活動ができます。
地域に根差した活動ができるということは薬局⾃体も地域へ溶け込ん

でゆくことができるはずです。

積極的に地域活動、学校薬剤師活動をする薬剤師を、是⾮応援
してください！！

ご静聴ありがとうございました。


