
一般社団法人 保険薬局経営者連合会 会長 山村 真一

愛知県薬剤師会 薬局での特定保健指導モデル実施の事業説明会

薬局業界の現状と課題！
～薬局が実施する特定保健指導の意義～





京都13病院メッセージで訴え「医療の危機」京都大学病院は赤い警告
2021年8月23日



8月17日までの黄色の「医療ひっ迫」から真っ赤な「医療の危機」に変わった
2021年8月23日





新型コロナ禍で地殻変動のように起こった社会の変化！
我が国も新しいリーダーにより

デジタルシフト、規制改革、に大きく舵を切った！

本当に変化の時代が来た！

危機感一杯の状況だが
今までの価値観も生き方もオールリセットして
今が建て直すチャンスと捉える事もできる！





東京ガーデンテラス紀尾井タワー19階と20階



ポストコロナ時代は
デジタルトランスフォーメーション(DX)の時代だ！

市民の生活スタイルが変わる！
医療提供、薬局のあり方も変わる！
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急速に進む規制改革・デジタルシフト！
医療提供の在り方や、患者の受診行動にも

大きな変化が起こる事が予測される

薬局業界の対応は遅れていたが、

これから起こる急速なデジタル化！で一変する！





令和３年10月からマイナンバーカードによる
患者保険資格の確認が始まる



オンライン資格確認の導入
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オンライン資格確認の導入

処方時に併用薬・重複・相互作用のチェック
医師の手元で（一元管理）が可能になる！



重複投薬・相互作用アラート機能、検査値・病名も検討



電子処方箋による従来の顧客行動の変化

電子処方箋システムに10億円計上
厚労省 22年度予算の概算要求 2021.9.1

(23年1月から電子処方箋システムの運用開始)



2012年「暮らしと富士通」グローバル（医療）篇



医薬品流通の劇的変化！



ヤマトグループ公式】TVCM「おばあさんと処方薬」篇



これから急速にデジタルシフトする我が国の
10年後の薬局はどうなっているだろうか？
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医療費1.4兆円減、20年度に最大コスト抑制の余地映す

新型コロナウイルスの感染
拡大により、医療機関の受
診を控える動きが広がって
いる。厚生労働省が31日に
発表した2020年度の概算医
療費は42兆2000億円と前年
度に比べて1兆4000億円
（3.2%）減った。減少額、
幅ともに1954年以来、過去
最大だった。20年度の大幅
減はコロナ禍という特異な
背景があるものの、真に必
要な受診への絞り込みなど
医療コストの効率化の余地
が大きいことも映し出して
いる。

2021年8月31日



全国の調剤薬局の倒産が１～８月で２２件に上り、これまで年間
最多だった２０１７年の１７件を更新したことが信用調査会社の東京商工リ
サーチのまとめで分かった。新型コロナウイルス感染を懸念する患者の受診控え
が影響した。一方、マスクや消毒液の販売が伸びたドラッグストアの倒産はなく
「コロナ禍で明暗を分けた」としている。
調剤を併設するドラッグストアなどの出店が増え、競争環境が激化していること
も背景にある。負債総額は２５億９１００万円で、前年同期比４倍超と大
幅に増えた。
調剤薬局は、医師の処方箋を基に調剤して販売する薬局。新型コロナの感
染拡大により、受診控えに加え、マスクや手洗いが習慣になったことで、コロナ以
外の感染症患者が減少したことなども響いた。

調剤薬局倒産、年間最多 コロナの受診控え影響

2021年9月8日 (水) 共同通信社



2020年12月から保険適応
保険点数は2540点で、

医師がアプリを処方した１回に限り算定できる



沢井製薬株式会社は、1月28日、片頭痛
およびうつ病向けのデジタル医療機器
「Relivion（レリビオン）」について、
Neurolief社と日本における独占開発販売
契約を締結したと発表した。

Relivionは、外科手術を伴わない非侵襲
型のニューロモデュレーション機器で、
Relivionを頭部に装着して三叉神経および
後頭神経へ複合的に刺激を与えることに
より、脳幹で神経伝達物質の放出を促進
し、痛みや気分の制御に関連する脳内
ネットワークを調節して効果を生み出す。

片頭痛・うつ病向け非侵襲性デジタル医療機器

「レリビオン」Relivion
独占開発販売契約締結 沢井製薬



中医協資料令和3年7月14日調剤（その１）より

●令和2年度の処方箋発行枚数は減少した
●調剤料は引き続き技術料の50％を超えている
●対人業務の薬学管理料は20％程度である
●対物業務から対人業務へ

2022年度
調剤報酬改定議論始まる！
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●対人業務シフトの調剤報酬のあり方をどうするか？
●かかりつけ薬剤師・薬局、多剤・重複投与の取組み
処方せんの反復利用をどう考えるか？
●オンライン服薬指導の時限的処置をどうするか？



薬局の在り方が大きく変わる時代に突入した！
調剤業務が経営の軸であることは変わらないが、
調剤依存のままでは未来はない！
今こそ新しい領域にチャレンジする時だ！
もう残された時間はない！

勝ち残るためには
出来る事は何でもやらねば！
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勝ち残るためには



時代の変化の中に道は生まれている！



新しい顧客の創出！市場の創造！



新型コロナウイルスワクチンの打ち手確保で
海外の事例が様々紹介され

薬剤師による接種事例がメディアで数多く報道された
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例えばワクチン接種
薬剤師による新型コロナワクチン接種が話題に上がったが

例外的にではなく、常態として薬局でワクチン接種が可能になったら・・・



2016年2月に第一三共が承認申請を行っているが・・・







米Pittsburgh大学医学部は、2020年4月2日、新型コ
ロナウイルス（SARS-CoV-2）のスパイク（S）蛋白質を
抗原とし、マイクロニードルパッチで投与するワクチン候補を
開発し、マウスで抗体価の上昇を確認したと、2020年4月
1日、EBioMedicine誌のオンライン版に報告した。

テクノロジーは日々進化している・・・



“医療用”抗原キットの薬局販売を検討
厚労省、“スイッチ”や“零売”模索

厚生労働省が薬事承認した“医療用”の抗原定性検査キットの
薬局販売を求める声が高まっている。感染拡大防止と経済活動
の両立に向けて、経済団体は規制緩和を提言し、政府内にも期
待する声が出ている。厚労省側は薬局販売を認めるかどうかの検
討を開始。医療用の体外診断用医薬品から一般用への“スイッ
チ”や、医療用のまま“零売”するなど、制度上の可能性も探って
いる。



緊急避妊薬「薬局で販売して」
厚労省に要望書提出 コロナ禍でNPO法人に妊娠相談増加

2020年10月27日

緊急避妊薬の薬局販売希望署名10万筆！

https://news.yahoo.co.jp/articles/626c0128b00c87906c26b690f607a92c5c91aaf7
https://news.yahoo.co.jp/articles/626c0128b00c87906c26b690f607a92c5c91aaf7


海外では、緊急避妊薬は19ヶ国で市販化されており
その他76ヶ国の薬局で処方箋なしで購入できる。

カナダ、アメリカともに年齢制限なしで
薬局での購入が可能。

両国とも以前は処方箋が必要で、市販化解禁までに数年かかっている。

アメリカの大学では自販機で販売されている！



緊急避妊薬の対応薬局、一覧表を公表
青森・八戸薬剤師会、薬剤師の性別や価格帯も 2021/9/3

八戸薬剤師会が公開した
緊急避妊薬に対応できる薬局のマップ

青森県の八戸薬剤師会は
3日、緊急避妊薬の調剤に
対応できる薬局の一覧表を
会のホームページで公開
した。
第1弾は、地域の24薬局が
参加。対応する薬剤師の性
別や価格帯なども示し、必
要とする人が利用しやすい
環境を整える。



薬局にとって保険者はレセプト上の付合いしかないと思っていたが、
レセプトの支払者である保険者こそ最も組合員の健康を願い
願わくば保険支払いを押さえたいと願っている張本人だ！





厚労省も評価したHORP事業！



特定保健指導率92.1％、“医保連携”で取り組む予防医療
アポなし訪問で一人も漏らさず（岐阜県下呂市） 2020年3月19日

医師と保健師の連携で患者に向き合い確実に特定保健指導につなげた
特定健診の受診率自体も53.3％と全国平均（37.2％）を大きく上回る。



令和2年3月23日第37回保険者による健診・保健指導等に関する検討会



２cm、２kg！の改善



【健康課題】
元々糖尿病の薬をもらっていたが、退職後受診
をやめた。健診にて糖尿病・高血圧・高脂血症
を指摘される。
間食が多く、口渇もありｼﾞｭｰｽ類多飲
薬を服用しなくても大丈夫だと思っていた

【目標】
6ヶ月後までに、HbA1cを7％以下、LDLを正常化、血圧を
130/80にする

【具体的な行動目標】

Aさん（男性・65歳）の場合

指導時の検査数値
体重 79 
腹囲 94 
血圧 149/108
HDL 46 

中性脂肪 131 
LDL 172 

HbA1c 11.3 
尿酸 6.2 
γＧＴ 35 

行動目標① 行動目標② 行動目標③
間食をやめる
飲み物決める ｳｫｰｷﾝｸﾞを30分以上やる 薬を飲み忘れない

間食（菓子パン・果
物）をやめ、多飲して
いたｼﾞｭｰｽ類を水・茶・
ﾌﾞﾗｯｸｺｰﾋｰに変更

1日に30分以上のｳｫｰｷﾝ
ｸﾞをして、1日8,000歩以上
歩く

薬を服用することの重要
性を理解し、食事前に服
用する薬を目の前に準備

指導時の検査数値
体重 77
腹囲

血圧 140/85
HDL 48

中性脂肪 51 
LDL 78 

HbA1c 7.0
尿酸 6.2 
γＧＴ 19

【健康課題】
自己判断で血圧が高い時しか飲んでいない。(医師
にはできるだけ続けて服用するよう言われている)
夏の間は120/70前後だったため服用せず、2ヶ月
月程度は服用していない。薬は手元に残っているた
め病院にも受診していない。飲酒は毎日缶ﾋﾞｰﾙ
350mlと焼酎1杯

【具体的な行動目標】

Bさん（男性・58歳）の場合

指導時の検査数値
体重 75 
腹囲 93
血圧 139/94
HDL 57

中性脂肪 128
LDL 117

HbA1c 5.5
尿酸

γＧＴ

指導時の検査数値
体重

腹囲

血圧 130/80
HDL

中性脂肪

LDL

HbA1c

尿酸

γＧＴ

【検査値の変化（4ヶ月後）】

保険者連携プログラムによる改善事例

【目標】
医師の判断のうえで、頓服服用なのか継続服用なのかを確認
し、服薬なしでも血圧が安定するように生活習慣を改める

行動目標① 行動目標② 行動目標③

ｱﾙｺｰﾙを減らす
運動する習慣をつける
「動かない時間」を減

らす

自分で判断せず、医師
や薬剤師と相談する

休肝日を週1日設ける
休肝日前後のｱﾙｺｰﾙ量に
注意し、週１→週２を
目標にする

自宅に眠っている運動
器具を用いて、足踏み
運動や腹筋を行う。週3
日、30分以上行う

薬を毎日服用し、血圧
手帳に記載し医師の診
察を受ける。薬をなく
す生活改善をする

【検査値の変化（4ヶ月後）】

体重-2㎏減

血圧・血糖・脂質

γGT全て改善！

降圧剤が

なくなる

株式会社薬事政策研究所 Copyright 2021 © All rights reserved
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【健康課題】
肥満、中性脂肪、糖尿病で服薬中

【目標】
肥満を解消する

【具体的な行動目標】

Ｃさん（男性・61歳）の場合

指導時の検査数値
体重 102 
腹囲 114
血圧

HDL 42 
中性脂肪 226 

LDL 130 
HbA1c 7.0 
尿酸 5
γＧＴ 32 

行動目標① 行動目標② 行動目標③

間食をやめる 30分くらいのｳｫｰｷﾝｸ ﾀﾊﾞｺを1日20本から減らす

職場での間食をやめる
食事時間を工夫し、お
菓子を購入しない

夜のｳｫｰｷﾝｸﾞ
夕食後にｳｫｰｷﾝｸﾞをする
と、食後の血糖値を高値
にさせない効果がある

禁煙する
禁煙補助剤や禁煙外来を
検討してみる

指導時の検査数値
体重 94 
腹囲

血圧

HDL

中性脂肪

LDL

HbA1c

尿酸

γＧＴ

【健康課題】
47歳時に痛風発作。以降、痛風薬服薬継続。
2014年以降、血液検査実施していない（かかりつ
け医情報）
会社から毎年くる任意の健康診断も受けていない
漠然と同じ薬を長年服用している

【具体的な行動目標】

Ｄさん（男性・73歳）の場合

指導時の検査数値
体重 50 
腹囲

血圧 127/79
HDL 53

中性脂肪 214
LDL 108

HbA1c

尿酸 7.3
γＧＴ 9

指導時の検査数値
体重

腹囲

血圧 137/70
HDL 65

中性脂肪 109
LDL 97

HbA1c

尿酸 4.5
γＧＴ 8

【検査値の変化（4ヶ月後）】

保険者連携プログラムによる改善事例

【目標】
血液検査をする→結果が出たら、医師に服用薬検討し、中性
脂肪と尿酸値を改善する。

行動目標① 行動目標② 行動目標③

ｱﾙｺｰﾙを減らす
平日昼食のおかずの揚げ

物を減らす
おかずに魚を（特に青魚）

を取り入れる

晩酌の焼酎を3杯→2敗
にする

お弁当のおかずは揚げ物
→野菜の煮物等にする
3回～4回/週取り入れる

奥様に協力してもらって。
週に4回魚を食べる

【検査値の変化（4ヶ月後）】

体重-８㎏減

禁煙に成功

面談を機に4年ぶり
に血液検査実施

中性脂肪、尿酸値改善

かかりつ
け医と連

携

奥様の
協力
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【健康課題】
一人暮らしでのため、栄養のバランスが悪く偏
りがな生活をしている。外食が多い。運動は1
日5,000歩ほどあるいている程度

【目標】
HbA1cを6.2とし、体重も2キロ減量する。自分のことはい
つまでの自分でできるよう生活習慣を気を付けたい

【具体的な行動目標】

Eさん（男性・67歳）の場合

指導時の検査数値
体重 69 
腹囲 84 
血圧 132/82
HDL 60 

中性脂肪 115 
LDL 100 

HbA1c 7.0 
尿酸 7
γＧＴ 18 

行動目標① 行動目標② 行動目標③

甘い物を減らす 野菜の接種量を増やす 膝のリハビリを自宅で行う

夜、甘い物を食べてい
るので、食べる量を減
らす

昼食・夕食は外食が多い
ので野菜の多いメニュー
を選ぶ

リハビリ運動を自宅で行う。
有酸素運動と筋トレを組

み合わせて行う

指導時の検査数値
体重 66
腹囲 81 
血圧 128/67
HDL 69

中性脂肪 67 
LDL 74 

HbA1c 6.2
尿酸 8 
γＧＴ 18 

【健康課題】
10年以上、血糖が高値であるが、最近は低血糖状
態は起こっていない様子。血糖値がなかなか下がら
ない。早食いである。夜中、3回目が覚める

【具体的な行動目標】

Fさん（女性・60歳）の場合

指導時の検査数値
体重 60 
腹囲 68
血圧 119/69
HDL 83

中性脂肪 85
LDL 141

HbA1c 8.0
尿酸

γＧＴ

指導時の検査数値
体重 53 
腹囲

血圧

HDL

中性脂肪

LDL

HbA1c 7.4
尿酸

γＧＴ

【検査値の変化（4ヶ月後）】

保険者連携プログラムによる改善事例

【目標】
食事や運動に気を付けて、HbA1cを7.0以下にする。そして、
1種類でも薬を減らしたい

行動目標① 行動目標② 行動目標③

咀嚼回数を増やす
ナッツの摂取を減らす

朝、夜30分のウォーキ
ングに加えストレスを

する

睡眠の質を上げる行動を
する

毎食ゆっくり食事をす
る。
よく噛んで食べる。く
るみやアーモンドを減
らしていく

朝、夜ウォーキングを30
分行い、天気が悪い日は
1日2回のストレッチやスク
ワットを取り入れる

日中の活動量を増やし、
寝る前のウーロン茶を減
らす。飲んでもカフェイン
レスのものにする【検査値の変化（4ヶ月後）】

体重ー３㎏減
腹囲ー３㎝減
血圧・血糖・脂質

改善！

体重-7kg減

血糖値改善
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リアル店舗の機能拡充
・オリジナルコンテンツの開発

店舗のデジタル化による
デジタル顧客の獲得！
・オンライン対応
・LINE等のチャット対応
・3大SNS（FB・Twitter・Insta）

のフル活用
↓

電子処方箋の獲得にもつながる

薬局のハイブリッド化！













直輸入したEssential oilとCarrier oil



相談販売するオーダーメイドサプリ



自社で開発したのオリジナルスキンケアクリームの販売を見据えて
Instagramページを開設







スポーツトレーナーとの委託契約



















薬剤師・管理栄養士・スポーツトレーナー
3者のコラボでダイエット成功！










