
Dr武藤のミニ動画⑰

薬局薬剤師の業務と薬局機能WG
その１～対人業務の充実～

衣笠病院グループ
相談役 武藤正樹
よこすか地域包括推進センター長



社会福祉法人日本医療伝道会 衣笠病院グループ

衣笠病院グループの概要

■神奈川県横須賀市（人口約39万人）に立地

■横須賀・三浦医療圏（4市1町）は人口約70万人

■衣笠病院許可病床198床 ＜稼働病床194床＞

■病院診療科 ＜〇は常勤医勤務＞

〇内科、神経科、小児科、〇外科、乳腺外科、

脳神経外科、形成外科、〇整形外科、〇皮膚科、

〇泌尿器科、婦人科、〇眼科、〇耳鼻咽喉科、

〇ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、〇放射線科、〇麻酔科、〇ホスピス、東洋医学

■病棟構成

DPC病棟（50床）、地域包括ケア病棟（91床）、回復期リハビリ病棟（33床）、ホスピス（緩和ケア病棟：20床）

【2021年9月時点】
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■併設施設 老健（衣笠ろうけん）特養（衣笠ホーム）訪問診療クリニック 訪問看護ステーション
通所事業所（長瀬ケアセンター）など
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パート１
薬局薬剤師の業務と

薬局機能ワーキンググループ





赤池昭紀先生







パート２
薬局薬剤師の現状





6千人 18万人 5.4万人





ジェネリック在庫品目増えている

2010年 2021年



1990年より薬剤師数急増

1990年



1990年



薬剤師は世界ダントツのトップ



医師は世界25位



医師から
薬剤師へのさらなる

タスクシフトを進めるべき

タスク
シェアタスク

シフト



パート３
対人業務

対物から対人へ





薬剤師の仕事は
薬を渡した後も続く



改正薬機法 2020年







薬剤師介入
のアウトカ
ム研究



栄養療法、運動療法、
そして薬物療法



メトフォル
ミンで下痢





医療法人愛生館 小林記念病院 褥瘡ケアセンター センター長 古田 勝経 先生





規制改革推進会議医療介護WG 2021年9月27日 スギ薬局

薬剤師による
褥瘡処置



症例検討会







薬剤レビュー



薬剤レビューとは？

•薬剤レビュー
•薬物治療に関連する問題を薬剤師が評価し、
患者固有の情報を収集・分析して医師や患者
等に伝達する体系的なプロセスである。

•目的
•薬剤師による薬物治療の評価に基づく医師へ
の提案および患者等に対するアドバイス（リス
クの最小化とベネフィットの最大化）にある。



薬剤レビューのステップ

•① 症例情報
• 患者情報の概要（年齢、性別、身長、体重、疾患および病歴
等）。

•② 情報収集
• 患者への問診をはじめ、薬局が把握している情報および医
療機関から提供される情報（薬歴、検査値等）の収集

•③ 情報処理
• ②によって得られた情報および当該症例に関連があると思
われる情報の分析と特定。

•④ 情報伝達
• ③をふまえた患者等へのアドバイスと、医師への連絡・提案。













パート４
薬局薬剤師とDX







電子処方箋で
来局間事前取り
込み可能









電子カルテ情報も
閲覧できるようになる













自宅からの
オンライン服薬指導



2022年3月31日

規制改革会議が薬局以外か
らのオンライン服薬指導を

突破





パート５
地域における

薬局薬剤師サービス



薬局の地域貢献は在宅と
健康サポート薬局















健康サポー
ト薬局の認
知度は低い





まとめと提言

・日本は人口当たり薬剤師数世界１位、
医師数は 世界25位、

・医師から薬剤師へのタスクシフトが更に必要
・薬局薬剤師のＤＸは電子処方せん、電子カルテ
情報共有で加速
・薬局薬剤師の地域貢献は在宅訪問と

健康サポート薬局を通じて



医療介護の岩盤規制をぶっとばせ！
コロナ渦中の規制改革推進会議、2年間の記録

• 医療介護の岩盤規制をぶっとばせ！

• 第１章
• コロナと医療提供体制

• 第２章
• 規制改革会議と医療DX

• 第3章
• 規制改革会議と科学的介護

• 第４章
• 規制改革会議と医薬品・医療機器

• 第5章
• 2025年問題へ向けての改革トピック
ス

• 篠原出版新社

• 8月11日緊急出版

• B5版 120ページ

• 定価 1800円



ご清聴ありがとうございました

本日の講演資料は武藤正樹のウェブサイトに公開し
ております。ご覧ください。

武藤正樹 検索 クリック

ご質問お問い合わせは以下のメールアドレスで
muto@kinugasa.or.jp

日本医療伝道会衣笠病院グループで外来、老健、在宅クリニックを
担当しています。患者さんをご紹介ください

mailto:muto@kinugasa.or.jp


質問・ご意見・感想コーナー

メールアドレス goto@nicho.co.jp

ご聴講の皆さまへ
武藤先生へのご質問を
受け付けます。
ご質問のある方は、
薬剤本部管理部後藤まで
メールにてご連絡ください。

質問



Dr武藤のミニ動画⑱

薬局薬剤師の業務と薬局機能WG
その２～調剤外部委託～

衣笠病院グループ
相談役 武藤正樹
よこすか地域包括推進センター長



社会福祉法人日本医療伝道会 衣笠病院グループ

衣笠病院グループの概要

■神奈川県横須賀市（人口約39万人）に立地

■横須賀・三浦医療圏（4市1町）は人口約70万人

■衣笠病院許可病床198床 ＜稼働病床194床＞

■病院診療科 ＜〇は常勤医勤務＞

〇内科、神経科、小児科、〇外科、乳腺外科、

脳神経外科、形成外科、〇整形外科、〇皮膚科、

〇泌尿器科、婦人科、〇眼科、〇耳鼻咽喉科、

〇ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、〇放射線科、〇麻酔科、〇ホスピス、東洋医学

■病棟構成

DPC病棟（50床）、地域包括ケア病棟（91床）、回復期リハビリ病棟（33床）、ホスピス（緩和ケア病棟：20床）

【2021年9月時点】
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■併設施設 老健（衣笠ろうけん）特養（衣笠ホーム）訪問診療クリニック 訪問看護ステーション
通所事業所（長瀬ケアセンター）など
■ グループ職員数750名
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パート１
薬局薬剤師の業務と

薬局機能ワーキンググループ







規制改革推進会
議の調剤外部委
託を検討するWG



パート２
調剤業務の外部委託



規制改革推進会議と
調剤業務外部委託

規制改革推進会議医療介護WG

2021年4月20日

調剤業務の外部委託、処方箋40枚規制の見直し









2021年



調剤業務の外部委託化は
薬剤師1人について40枚
の処方せん規制の見直し

にもつながる



2022年



2022年



2022年





規制改革推進会
議の調剤外部委
託を検討するWG























海外の調剤外注事情











処方40枚あたり薬剤師1人

40枚規制撤廃



1993年







2019年









処方箋40枚規制の緩和・調剤外部委託
に改めて反対表明（日薬山本会長）

• 規制改革推進会議のＷＧで議
論が進む調剤の外部委託に関
し、「壊すことは規制改革で
はない。破壊であり、やりす
ぎだ」

• 「モノをしっかりと管理して、
初めて対人業務ができる」

• 薬剤師の独占業務である調剤
の手を抜いてしまう仕組みが
作られる危惧を抱いている

日本薬剤師会山本信夫会長（2022年4月）



日本薬剤師会のWGに対する
県薬会長意見
日薬・都道府県会長協議会（2022年5月）
• 石川県薬剤師会中森慶滋会長

• 薬局における薬剤師の業務は患者
の状況確認や処方箋の次の紹介ま
でが一連の行為として成りたって
いるが、外部委託や薬局外からの
オンライン服薬指導の容認が進ん
でしまうと、薬局が分断してしま
い、薬剤師の本来の使命や存在価
値が希薄になる」

•実施すれば2～3割の薬
局が無くなってしまう。

• WG担当日薬橋場元常常務理事
• 対人業務を推進するために何が効
率化できるかを検討している

石川県薬剤師会中森慶滋会長



洗濯屋さんの効率化
ランドリー外注化、コインラン
ドリー化
•昭和の洗濯屋さん

• クリーニング屋
• クリーニングは外注

重たいアイロンでまごころ込めて
クリーニングしてくれていた

コインランドリー



パート３
薬局間連携とハブ薬局



















まとめと提言

・薬剤師の対人業務強化には調剤外注化が必須

・外注化の安全管理にガイドライン設定を

・ハブ薬局機能の制度を

・処方せん40枚規制は撤廃しよう



医療介護の岩盤規制をぶっとばせ！
コロナ渦中の規制改革推進会議、2年間の記録

• 医療介護の岩盤規制をぶっとばせ！

• 第１章
• コロナと医療提供体制

• 第２章
• 規制改革会議と医療DX

• 第3章
• 規制改革会議と科学的介護

• 第４章
• 規制改革会議と医薬品・医療機器

• 第5章
• 2025年問題へ向けての改革トピック
ス

• 篠原出版新社

• 8月11日緊急出版

• B5版 120ページ

• 定価 1800円



ご清聴ありがとうございました

本日の講演資料は武藤正樹のウェブサイトに公開し
ております。ご覧ください。

武藤正樹 検索 クリック

ご質問お問い合わせは以下のメールアドレスで
muto@kinugasa.or.jp

日本医療伝道会衣笠病院グループで外来、老健、在宅クリニックを
担当しています。患者さんをご紹介ください
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質問・ご意見・感想コーナー

メールアドレス goto@nicho.co.jp

ご聴講の皆さまへ
武藤先生へのご質問を
受け付けます。
ご質問のある方は、
薬剤本部管理部後藤まで
メールにてご連絡ください。

質問


