
「調剤薬局」を「調剤薬局」を「調剤薬局」を「調剤薬局」を

もっと活用しようもっと活用しようもっと活用しようもっと活用しよう

池末 文

Q1.調剤薬局の数は？

• １０００１０００１０００１０００

• ５０００５０００５０００５０００

•１００００１００００１００００１００００

•２００００２００００２００００２００００

•５００００５００００５００００５００００

コンビニより多い調剤薬局

• ２１年度
薬 局 数：５３６４２（東京６００８）
コンビニ数：４２６２９（東京５４０９）

• ２２年度
薬 局 数：５３００１（東京６０８９）
コンビニ数：４４４０３（東京５６９６）

「厚生労働省：保険・衛生行政業務報告」より
「日本フランチャイズチェーン協会：コンビニエンスストア統計調査月報」より

本日の内容本日の内容本日の内容本日の内容

１．調剤薬局とは？

２．薬剤師のしごとは？

３．かかりつけ薬局とは？

お薬手帳の使い方

１．調剤薬局とは？１．調剤薬局とは？１．調剤薬局とは？１．調剤薬局とは？

現在・過去・未来

医薬分業

医師が患者を診察医師が患者を診察医師が患者を診察医師が患者を診察医師が患者を診察医師が患者を診察医師が患者を診察医師が患者を診察

↓

薬が必要な場合、処方箋を書く薬が必要な場合、処方箋を書く薬が必要な場合、処方箋を書く薬が必要な場合、処方箋を書く薬が必要な場合、処方箋を書く薬が必要な場合、処方箋を書く薬が必要な場合、処方箋を書く薬が必要な場合、処方箋を書く

↓

薬剤師は処方箋に基づいて薬を調剤する薬剤師は処方箋に基づいて薬を調剤する薬剤師は処方箋に基づいて薬を調剤する薬剤師は処方箋に基づいて薬を調剤する薬剤師は処方箋に基づいて薬を調剤する薬剤師は処方箋に基づいて薬を調剤する薬剤師は処方箋に基づいて薬を調剤する薬剤師は処方箋に基づいて薬を調剤する
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医薬分業の始まり

• 明治以前 漢方医学とオランダ医学による

「医薬兼業」

• 明治７年 「医制」制定

• 明治２２年 「薬品営業並薬品取扱規制」

• 昭和２０年 第二次世界大戦の終戦

• 昭和２６年 「医薬分業法」制定

• 昭和３４年 国民健康保険法の施行

• 昭和３６年 国民健康保険法の完全実施

• 昭和４９年 医薬分業本格稼働 8

昭和２６年 医薬分業法制定

• 現行の医薬分業に関する規定を医師法、歯科医師
法、薬事法に盛り込んだ法律改正

• 分業の例外規定などを議員修正され、昭和２６年に
成立したが、その後も分業例外規定、施行日などに
ついて２回国会で修正が行われ、昭和３１年施行。

• ２回目の再修正法案が国会提出された際には、薬
剤師会は飛行機で医薬分業推進のビラをばらまき、
医師会は街頭行動で医薬分業反対のビラを配布す
るといった騒動にまでなっている。

9共立講堂に参集した全国の薬剤師 108000人の薬剤師、デモ行進

昭和２０年頃～

街の小さな薬局





昭和４９年頃～

調剤薬局

国民皆保険制度

高齢者の負担が

０割



•Q2.Q2.Q2.Q2.国民医療費？国民医療費？国民医療費？国民医療費？

歳 出 歳 入

一般会計
歳出総額

92兆2,992億

円

社会保障関係社会保障関係社会保障関係社会保障関係
費費費費

27兆兆兆兆2,686億円億円億円億円
（（（（29.5%））））

公共事業
5兆7,731億円
（6.3%）

文教及び科学振興
5兆5,860億円

（6.1%）

恩給 7,144億円（0.8%）

その他
9兆3,220億円
（10.1%）

地方交付税

交付金等

17兆4,777億

円

（18.9%）

国債費
20兆6,491億

円
（22.4%）

一般歳出
53兆4,542億

円
（57.9%）

防衛 4兆7,903億円（5.2%）

一般歳出に占める社会保障関係費の割合 51.0%

一般会計

歳入総額
92兆2,992億円

所得税
12兆6,140億

円
（13.7%）

その他収入
10兆6,002億

円
（11.5%）

公債金
44兆3,030億

円
（48.0%）

租税及び印紙収入
37兆3,960億円
（40.5%）

うち財政投融資特別
会計からの受入れ
4兆2,350億円、

外国為替資金特別
会計からの受入れ
２兆8,507億円

法人税
5兆9,530億円
（6.4%）

消費税
9兆6380億円
（10.4%）

その他
9兆1910億円
（10.0%）

揮発油税 25,760（2.8%）

酒税 13,830（1.5%）
相続税 12,710（1.4%）

たばこ税 8,270（0.9%）

関税 7,560（0.8%）
石油石炭税 4,800（0.5%）

自動車重量税 4,470（0.5%）

その他税収 4,270（0.5%）
印紙収入 10,240（1.1%）

決算調整資金繰戻
7,182億円（0.8%）

国の一般歳出と社会保障関係費国の一般歳出と社会保障関係費国の一般歳出と社会保障関係費国の一般歳出と社会保障関係費（（（（2010201020102010年度予算案）年度予算案）年度予算案）年度予算案）
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国民医療費

３４兆円
•Q3.Q3.Q3.Q3.薬剤費は？薬剤費は？薬剤費は？薬剤費は？

国民医療費と薬剤費の関係国民医療費と薬剤費の関係

医
療
費
（兆
円
）

薬
剤
費
比
率
（％
）
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「セルフメディケーション」



調剤薬局の未来調剤薬局の未来調剤薬局の未来調剤薬局の未来

地域医療のフロントライン

「相談」「情報提供」「医療連携」

「セルフメディケーション」の実施

投薬数と加齢／投薬数と副作用発現頻度

鳥羽研二、他：鳥羽研二、他：鳥羽研二、他：鳥羽研二、他：日本老年医学雑誌日本老年医学雑誌日本老年医学雑誌日本老年医学雑誌、、、、36、、、、181-185、、、、1999．．．．
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嚥下障害と薬剤

嚥下障害とは？

・物が飲み込み難い

・水を飲むときにむせる

・食事中や食後に咳がでる事が多い

・食事中に疲れる、なかなか飲み込めない

・のどに食べ物が残っている感じ

・口からこぼれる

・汁物と交互に食べる、上をむいて食べる

・飲み込みやすいものだけを選んでいる

嚥下障害の原因

１．器質的原因→舌や咽頭の構造が障害

２．機能的原因→脳血管障害などで口、舌を動

かす神経が障害された場合

３．心理的原因→うつ病、認知症など

４．薬剤の副作用４．薬剤の副作用４．薬剤の副作用４．薬剤の副作用

Q4.嚥下障害は何科へ受診？

１．神経内科１．神経内科１．神経内科１．神経内科

２．消化器科２．消化器科２．消化器科２．消化器科

３．耳鼻咽喉科３．耳鼻咽喉科３．耳鼻咽喉科３．耳鼻咽喉科

４．歯科４．歯科４．歯科４．歯科



嚥下障害を起こす可能性のある薬剤

�抗精神病薬、抗うつ薬、抗不安薬抗精神病薬、抗うつ薬、抗不安薬抗精神病薬、抗うつ薬、抗不安薬抗精神病薬、抗うつ薬、抗不安薬

⇒錐体外路障害 咳・嚥下反射低下口腔乾燥

�睡眠薬、鎮静剤睡眠薬、鎮静剤睡眠薬、鎮静剤睡眠薬、鎮静剤

⇒嚥下中枢の抑制 注意力・集中力低下

�制吐薬、消化性潰瘍薬制吐薬、消化性潰瘍薬制吐薬、消化性潰瘍薬制吐薬、消化性潰瘍薬

⇒錐体外路障害

�抗パーキンソン薬、抗不整脈薬抗パーキンソン薬、抗不整脈薬抗パーキンソン薬、抗不整脈薬抗パーキンソン薬、抗不整脈薬

⇒口腔乾燥

嚥下障害に使用される薬剤

�嚥下障害の適用をもつ薬剤はありません

�咳・嚥下反射の減弱に対して

⇒ＡＣＥ阻害剤：エースコール タナトリル

ドパミン遊離促進作用：シンメトレル

�唾液の減少（口腔乾燥）に対して

⇒エボザック、サリベート、麦門冬湯

�胃食道逆流症

⇒タケプロン、ガスモチン、エリスロマイシン

嚥下障害時の薬剤の選択

�できるだけ小さい薬剤できるだけ小さい薬剤できるだけ小さい薬剤できるだけ小さい薬剤

�カプセル剤より咽頭、食道に残留しにくい錠剤カプセル剤より咽頭、食道に残留しにくい錠剤カプセル剤より咽頭、食道に残留しにくい錠剤カプセル剤より咽頭、食道に残留しにくい錠剤

�嚥下しやすく工夫された薬剤嚥下しやすく工夫された薬剤嚥下しやすく工夫された薬剤嚥下しやすく工夫された薬剤

（口腔内崩壊錠、ゼリー、ドライシロップなど）（口腔内崩壊錠、ゼリー、ドライシロップなど）（口腔内崩壊錠、ゼリー、ドライシロップなど）（口腔内崩壊錠、ゼリー、ドライシロップなど）

�飲み込まなくてよい薬剤（貼付剤、吸入剤、坐剤）飲み込まなくてよい薬剤（貼付剤、吸入剤、坐剤）飲み込まなくてよい薬剤（貼付剤、吸入剤、坐剤）飲み込まなくてよい薬剤（貼付剤、吸入剤、坐剤）

�服用回数の少ない薬剤服用回数の少ない薬剤服用回数の少ない薬剤服用回数の少ない薬剤



服用方法の工夫

�水分の調整水分の調整水分の調整水分の調整

⇒⇒⇒⇒オブラート、補助ゼリー、簡易懸濁法オブラート、補助ゼリー、簡易懸濁法オブラート、補助ゼリー、簡易懸濁法オブラート、補助ゼリー、簡易懸濁法

�姿勢⇒上を向かない飲み方姿勢⇒上を向かない飲み方姿勢⇒上を向かない飲み方姿勢⇒上を向かない飲み方

�咽頭、食道への残留防止咽頭、食道への残留防止咽頭、食道への残留防止咽頭、食道への残留防止

⇒ゼリー、プリン、お粥といっしょに服用⇒ゼリー、プリン、お粥といっしょに服用⇒ゼリー、プリン、お粥といっしょに服用⇒ゼリー、プリン、お粥といっしょに服用

オブラートの使い方オブラートの使い方オブラートの使い方オブラートの使い方
ご使用方法はご使用方法はご使用方法はご使用方法は
１．水を入れたコップ（茶わんでもＯＫ）を用意します。１．水を入れたコップ（茶わんでもＯＫ）を用意します。１．水を入れたコップ（茶わんでもＯＫ）を用意します。１．水を入れたコップ（茶わんでもＯＫ）を用意します。
２．オブラートで、薬を包みます。２．オブラートで、薬を包みます。２．オブラートで、薬を包みます。２．オブラートで、薬を包みます。
３．薬を包んだオブラートを水につけ、すぐに飲みます。３．薬を包んだオブラートを水につけ、すぐに飲みます。３．薬を包んだオブラートを水につけ、すぐに飲みます。３．薬を包んだオブラートを水につけ、すぐに飲みます。
水につけると、オブラートの表面がツルツルしてトロミがつき、飲み水につけると、オブラートの表面がツルツルしてトロミがつき、飲み水につけると、オブラートの表面がツルツルしてトロミがつき、飲み水につけると、オブラートの表面がツルツルしてトロミがつき、飲み
やすくなります。やすくなります。やすくなります。やすくなります。

但し、水につけたままオブラートを持っていると、オブラートが溶けて但し、水につけたままオブラートを持っていると、オブラートが溶けて但し、水につけたままオブラートを持っていると、オブラートが溶けて但し、水につけたままオブラートを持っていると、オブラートが溶けて
破れてしまうので、ご注意下さい。破れてしまうので、ご注意下さい。破れてしまうので、ご注意下さい。破れてしまうので、ご注意下さい。

＊薬を包んだオブラートを、水の入ったコップに入れて飲む方＊薬を包んだオブラートを、水の入ったコップに入れて飲む方＊薬を包んだオブラートを、水の入ったコップに入れて飲む方＊薬を包んだオブラートを、水の入ったコップに入れて飲む方
法もあります。法もあります。法もあります。法もあります。
水に溶けてゲル状になったオブラートを、スプーンですくって飲水に溶けてゲル状になったオブラートを、スプーンですくって飲水に溶けてゲル状になったオブラートを、スプーンですくって飲水に溶けてゲル状になったオブラートを、スプーンですくって飲
めば、手に持ったまま破れてしまうこともありませんめば、手に持ったまま破れてしまうこともありませんめば、手に持ったまま破れてしまうこともありませんめば、手に持ったまま破れてしまうこともありません

注意注意注意注意！！！！！！！！
・オブラートをそのまま飲むと、口の中に貼りついてしまいます。
オブラートはデンプン（お米と同じ性質）でできているので、そのまま飲むと口の中の水分で貼りついてしまうのです。
・お薬の量が多いときは、何回かに分けてお飲み下さい。
多量のお薬を包めばオブラートもふくらみ、そのまま飲んだときにムセたり、もどしてしまう可能性があります。

特大オブラート特大オブラート特大オブラート特大オブラート

『薬用補助具』がついてます。

角型オブラート角型オブラート角型オブラート角型オブラート

『小皿』 がついてます。
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○薬剤を包み込み、苦味や匂いが気にならなくなります。
○ 散剤・錠剤・カプセル剤等がスムーズにツルリと飲み込める物性
○散剤・錠剤・カプセル剤等いずれも使用でき、薬剤の効果には影
響がありません。
○ ノンカロリー（4kcal/100g）、ノンシュガーなので、糖尿病患者の
方にもお使いいただけます。

☆スプーンを利用する場合☆スプーンを利用する場合☆スプーンを利用する場合☆スプーンを利用する場合
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スライス幅約5mm

スプーンをカップの端から約５スプーンをカップの端から約５スプーンをカップの端から約５スプーンをカップの端から約５mmの位置にの位置にの位置にの位置に

垂直にさしてスライス型に切り取る。垂直にさしてスライス型に切り取る。垂直にさしてスライス型に切り取る。垂直にさしてスライス型に切り取る。

嚥下困難者用食品嚥下困難者用食品嚥下困難者用食品嚥下困難者用食品




