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日本薬剤師会の活動



医療資源としての薬局

• 保険薬局 53,000薬局

• 保険薬剤師 150,000人

• 訪問管理指導届出 40,000薬局（79％）

• 薬局/人口1万人 4.2 (3.2)薬局

• 在宅・算定実績薬局 25％（推計14,000）

3

地域に既存の薬局が機能することが重要



しかし、医療機関からは・・・

• 薬局に在宅医療を依頼しても断られる。

• どこの薬局が行っているかわからない。

原因 ： 薬局の人手不足や情報不足など

一方、薬局からは・・・

• 医療機関から指示が来ない。

• 在宅医療の経験がない。

原因 ： 薬局の連携不足や経験不足など



在宅療養推進アクションプラン
～薬剤師が地域のチーム医療に参画するために～

• 体調チェックフローチャート

• 在宅服薬支援マニュアル

薬局・薬剤師のスキルアップ

• 地域の薬局情報（訪問薬剤
管理指導業務応需体制等）を
把握するための調査

• 地域の薬局情報公開ツール
（薬局リスト等）の作成

• 医療職/介護職
• 行政

医療/薬務
介護/介護予防

（地域包括支援センター）
高齢福祉
国保

• 地域住民

地域支部における
訪問薬剤管理指導業務の
応需体制の整備

地域連携の促進
～薬局機能・業務の理解促進～

• 体調チェックフローチャートの改訂
【平成23年2月出版予定】

• 在宅服薬支援マニュアルのＤＶＤ化
【平成23年2月完成予定】

・薬局向け調査票のひな形の作成
【平成22年度中】
・薬局リストのひな形の作成
【平成22年度中】

・各方面へのアプローチモデル
（手順書）の作成

【平成22年度中】
・薬局業務の説明用資料の作成
【平成22年度中】

支部薬剤師会等での研修
【平成23年度～】

地域における推進方策の検討
【平成23年度～】

各方面へのアプローチ、連携
の促進【平成23年度～】

日
薬

支
部
薬

都道府県薬：地域（支部）での円滑な実施のための総合的な支援

平成24年度末、進捗状況を確認し更なる推進策を検討（全国担当者会議開催）



現在の日本薬剤師会の活動

• 在宅療養推進アクションプラン・薬薬連携の推進

• 無菌調剤・共同利用に関する調査研究

• 薬効評価と副作用モニタリングの為の薬学的フィ
ジカルアセスメント研修の検討

• 基幹・サポート薬局の運用に関する調査研究
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北海道薬剤師会の活動

北海道薬剤師会



無薬局町村（３５町村）等における薬剤師による在宅医
療が課題となっているが、これら地域の近隣町村の薬局に
おいても薬剤師確保が困難な状況にあることから、これら
地域（近隣町村の薬局等）に薬剤師を派遣するとともに、
在宅療養者等へのＴＲＮやＩＶＨ輸液の調整に必要な設備
を整備し、専門分野の実地研修を行うなど、
全道的視点から地域薬局の医療活動を支援する薬剤師
会立の「地域医療支援センター薬局」を整備（新築）すると
ともに第３次医療圏（道央圏以外）毎に既存薬局かの中か
ら「サブセンター薬局」を指定の上、設備整備し、薬剤師の
派遣制度や研修制度を実施する。

北海道薬剤師会



北海道地域医療再生計画事業

オホーツク
ミント調剤薬局（北見）

道 東
クリオネ新栄薬局（釧路）

十 勝
まつもと薬局（帯広）

道 北
みどりがおか薬局（旭川）

地域医療支援センター薬局
北海道薬剤師会会営薬局（札幌）

道 南
あおぞら薬局石川店（函館）



地域医療再生計画に伴う在宅医療講習会 計画表

日 程 科 目 講師・演者（予定）

第１回 6月7日 在宅医療の制度と薬剤業務

北海道薬剤師会
在宅医療福祉委員会

参加者 67名
（札17名含む）

委員 福地隆康先生 skype 12ヶ所

第２回 6月14日 在宅医療の実際 医師の立場から
坂本医院

参加者 93名
（札幌21名含む）

院長 坂本仁先生 skype 12ヶ所

第３回 6月21日 在宅医療の実際 看護師の立場から
札幌東訪問看護ステーション

参加者 101名
（札幌20名含む）

所長 稲村日名子先生 skype 13ヶ所

第４回 6月28日 在宅医療の実際 薬剤師の立場から
高知県薬剤師会

参加者 121名
（札幌29名含む）

常務理事 川添哲嗣先生 skype 13ヶ所

第５回 7月5日 在宅医療の実際 歯科医師の立場から
オーラルセラピーデンタルオフィス

参加者 127名
（札幌25名含む）

院長 小城賢一先生 skype 13ヶ所

第６回 7月12日 フィジカルアセスメント１

北海道大学病院第外科・
循環器外科病棟
救急看護認定看護師

参加者 147名
（札幌29名含む）

副師長 岩本満美先生 skype 13ヶ所

第７回 7月19日
フィジカルアセスメントの基本２
腹部を中心に

北海道大学病院 第三内科
参加者160名
（札幌29名含む）

医師 中積宏之先生 skype 12ヶ所

第８回 7月26日 調剤薬局における在宅医療の取り組み

（株）コムファ なの花薬局
在宅訪問室

参加者153名
（札幌23名含む）

土井真喜先生 skype 13ヶ所



地域医療再生計画に伴う在宅医療講習会 計画表
日 程 科 目 講師・演者（予定）

第９回 8月2日 経腸栄養法
札幌医科大学 外科学第一講座

参加者142名
（札幌30名含む）

信岡隆幸先生 skype 14ヶ所

第１０回 8月9日 輸液療法の基礎

北海道大学大学院薬学研究院・臨床病態解析学
北海道大学病院第三内科
北海道大学病院栄養管理部 ＮＳＴ

参加者135名
（札幌27名含む）

教授 武田宏司先生 skype 13ヶ所

第１１回 8月23日 経静脈栄養法
北海道大学病院薬剤部

参加者137名
（札幌25名含む）

清川真美先生
skype 9ヶ所、
ｕｓｔｒｅａｍ5ヶ所

第１２回 8月30日 疼痛治療薬の臨床薬理学

手稲渓仁会病院 がん治療管理センター
緩和ケア室 緩和ケアチーム

参加者134名
（札幌19名含む）

久原幸先生
skype 8ヶ所、
ｕｓｔｒｅａｍ5ヶ所

第１３回 9月6日 在宅緩和ケアについて

札幌医療生活協同組合
ホームケアクリニック札幌

参加者125名
（札幌28名含む）

院長 前野宏先生
skype 9ヶ所、
ｕｓｔｒｅａｍ5ヶ所

第１４回 9月13日 医療情報の収集・研究発表の方法

北海道大学大学院薬学研究院
臨床薬学教育研究センター

参加者118名
（札幌24名含む）

准教授 柴山良彦先生
skype 8ヶ所、
ｕｓｔｒｅａｍ5ヶ所

第１５回 9月20日
抗がん薬の臨床薬理学・
がんの標準治療

北海道大学大学院薬学研究院
臨床薬学教育研究センター

参加者104名
（札幌16名含む）

准教授 柴山良彦先生
skype 8ヶ所、
ｕｓｔｒｅａｍ5ヶ所

第１６回 9月27日
講習のまとめと受講生による
学習成果報告

北海道大学大学院薬学研究院
臨床薬学教育研究センター

参加者34名
（札幌10名含む）

准教授 柴山良彦先生
skype 2ヶ所、
ｕｓｔｒｅａｍ2ヶ所



最後に
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薬剤名 残数

ノルバスク5mg錠 423錠

サロベール100mg錠 71錠

バイアスピリン100mg錠 71錠

ハルシオン0.25mg錠 61錠
神奈川県 タカノ薬局提供

降圧薬の
自己調整

残薬写真集①



残薬写真集②
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残薬写真集③
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ロキソニンテープ686枚・・・21700円（保険９割分とし
て計算）
期限切れのモーラステープ273枚・・・9970円（保険９割
分として計算）



残薬写真集④
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ＰＬ顆粒 41

アデホスコーワ 84

インタール点眼液 2

塩酸モルヒネ錠「マルピー」10mg 752
キネダック錠 40

サンコバ点眼液 7

セレキノン錠 113

ツムラ① 50

ツムラ134 52.5

ツムラ41 70

ノボラピッド３０ミックス注フレックスペン 11

ノボラピッド注フレックスペン 4

パタノール点眼液 1

パントシン錠 35

フェロミア錠 188

プルゼニド錠 112

フロモックス錠 26

ペンニードル３２Ｇテーパー 1190

ボルタレンサポ２５ｍｇ 390

ボルタレン錠 38

マグミット錠３３０ｍｇ 800

ムコスタ錠 79

メリスロン錠６ｍｇ 110

ラックビー微粒Ｎ 336

ブドウ糖 168ｇ×9個

40ｇ×13個

総額208,735円

高知県

あじさい薬局
提供
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麻薬も残っていた！ 残薬写真集⑤



残薬写真集⑥
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残薬写真集⑦ 漢方薬も・・
鹿児島 アクア薬局提供
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残薬写真集⑧ 熊本県(株)ファーマダイワ提供



残薬写真集⑨ 熊本県(株)ファーマダイワ提供



残薬写真集⑩ 熊本県(株)ファーマダイワ提供



残薬写真集⑪ 熊本県 (株)ファーマダイワ提供



残薬写真集⑫施設でも・



ご清聴有難う御座いました。


