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講演 1

昨今の医療・薬事政策の動向
衆議院議員

今枝宗一郎

　講演１では、衆議院議員の今枝先生が、「昨今の医療・薬事政策の動向」と題して講演された。

　幼少時に慢性肝炎を患い入退院を繰り返した経験を持つ今枝先生は、医師として在宅医療・

救急医療の現場で働きながら衆議院議員として医療政策に携わる立場から、薬局・薬剤師・医

薬品の現状やジェネリック医薬品と政府の創薬支援政策、患者のための薬局ビジョンなどにつ

いて語られた。特に、住民や患者の健康管理をサポートする「かかりつけ薬局」という新たな

ビジョンに言及され、今後ますます医薬品卸の果たす役割が重要になると強調された。

■日時：平成27年７月８日（水）８：50～９：50　■場所：東京ガーデンパレス「高千穂の間」

はじめに

　私は、自民党の厚生労働関係の薬事政策を決定
する部門である薬事小委員会の事務局長を務めて
います。本日は、昨今の医療・薬事政策について
お話しします。
　その前に、少し自己紹介をさせていただきます。

私はもともと医者で、総合内科医として救急医療
や在宅医療に従事しています。いまも毎週月曜日
の午前中は地元の愛知県で医者を続けています。
皆様のお仕事でもそうだと思いますが、“現場感”
が一番大事だと思っています。
　自分の党の話なので申し上げにくいのですが、
2000年前半には、毎年2200億円、合計１兆1000億円
の社会保障費をカットすることを目的に総キャッ
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プ制度を敷きました。このような政策は、どうして
も机上の数合わせという感が否めません。私は医学
部生の頃からそういう政策決定はおかしいという
思いがあり、それで現場に飛び込み、いまでも現場
にいます。人口減少、高齢化、財政制約の中でどうい
う政策を打つかについて、皆様も現場から声を上げ
ていただければと思っています。

国会議員としての活動

●慢性肝炎を経験して感じたこと
　実は私は、15歳の時に国会議員として日本のた
めに頑張っていきたいと決意しました。その中で
も、医療や社会保障分野の専門家として、実際の
政策を行える政治家になっていきたいという志を
立てました。なぜそのような思いになったのかと
いうと、慢性肝炎を患った経験があったからです。
小学４年から６年までの３年間、慢性肝炎で入院
していました。ときどき退院しても、すぐに入院
する生活を繰り返していました。
　それだけなら医者になって肝炎を撲滅する活動
でもいいはずですが、中学生になって少し症状が
良くなり、１週間に１回、２週間に１回、外来で
治療すれば良くなったときのことです。医師不足
や医療崩壊が始まりました。そして、ずっと診て
もらっていた病院の小児科医師２人がいなくなり、
小児科が閉鎖されたのです。私にとって衝撃的な
ことでした。症状がひどいときは病気で人生が終
わるのかなと絶望感や辛さ、不安感がありました
が、それよりも、診てくれるお医者さんがいなく
なった絶望感のほうがずっと大きかったのです。
　そういう経験をすると、なぜ先進国の日本で医
者に診てもらえないのかという疑問が湧きまし
た。幸い別の病院で治療を続けることができたの
ですが、私は非常に珍しいタイプの肝炎を患って
いたので苦労しました。アクセスの重要性を痛感
し、医師抑制政策、医療費亡国論みたいな話をイ
ンターネットで見て、何とかしなければならない
と国政を目指したのです。また、現場感覚が大事
だとの思いから医師になり、医師として活動しな
がら衆議院議員になりました。

　２期目の若輩者ですが、それでも政策決定に関
与できる場で毎日奮闘しています。例えば、自民
党では、薬事委員会や厚生労働部会など、様々な
分野の政策決定を行う場があります。そこからボ
トムアップで政策が決まっていくことが多く、厚
生労働部会や薬事小委員会でも、「こういう課題が
あるので、どう対処するのか」と問題を提起する
と、課題として取り扱い議論してくれます。そう
いう中で、一つひとつの政策課題について議論し、
結果、その意見が認められれば、それが厚生労働
省にも伝わり、担当とやり取りをしながら政策案
をつくっていくことができます。

●地域医療再生基金の復活
　ひとつ、そうした例を紹介します。民主党政権
の前に自民党が政権を執っていた時代は、医療崩
壊が新聞でクローズアップされて社会問題化した
時期でもありました。
　それまでの自民党の政策の考え方は、診療報酬
や薬価を全国一律に大枠で決定し、全体的にその
目標値へ誘導していく全体論でした。しかし、地
域の医療の構造は千差万別で、どの科のお医者さ
んがいないとか、どういった部分の診療科が弱い
とかが、地域によって異なります。また、がん対
策基本法以来、がん拠点病院とか、がん情報、手
術成果などが公開されるようになり、地域差が浮
き彫りになってきました。どの部分に力を入れて
いかなければならないのか、逆にこの部分はある
程度余裕があるから様子を見てもいいなど、地域
によってかなり差があります。ただ医療制度は、
診療報酬や薬価など、全国一律です。診療報酬は
地域加算が若干あるものの、ほとんどないといっ
ていいでしょう。
　そこで、地域独自の医療政策をもっと打っても
らうために財源が必要だろうと、地域医療再生基
金を自民党の前政権のときに設置しました。しか
し、なかなか成果が出にくく、地域も使い方が分
からなかったようです。２年後、民主党政権に変
わり事業仕分けがありました。地域医療再生基金
は立ち上がったばかりで、なかなか成果が出にく
いということで切られてしまいました。
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　その後、３年前の12月に再び自民党政権になっ
たので、当選した翌月の１月には、厚生労働部会
で地域医療再生基金の問題について取り上げさせ
てもらいました。地域医療には、医療崩壊、医師
や看護師の不足など、すさまじい課題が多くあり
ます。薬を使ってもらいたくても、そもそも処方
する人がいないといったことが多々あります。一
部の地域では薬局も少なく、無医地区、無薬局地
区もあります。こういった問題に対処するには、
全国一律の診療報酬や薬価の政策だけではどうに
もなりません。自分たちの地域は何が課題で、ど
のように変えていけばいいのかをもっと追求でき、
独自の政策が打てる流れが必要だと主張し、その
ための予算もしっかりつけるべきだと訴えました。
　その結果、地域医療再生基金を復活させようと
いう議論が盛り上がり、初めの補正予算で約500億
円の予算がつきました。２年目の今年４月からは
新しい財政制度、医療・介護総合確保基金という
予算ができました。これは、消費税を使った恒久
財源です。いままでは毎年、出るかどうか分から
ない補正予算でしたが、消費税が５％から８％に
上がったことで、902億円という予算で毎年進めて
いくことになりました。診療報酬額は４兆円なの
で、それに比べると、約900億円とまだまだ額は少
ないのですが、少なくとも、全国一律で医療や介
護を含めて誘導していこうという流れから、地域
によって様々な形で変えていこうという流れに変
わってきています。
　具体的な政策としては、主に都道府県単位で医

療計画を立てたり、２次医療圏単位で医療の課題
に取り組むといったことなどが行われており、そ
れらは各県のホームページに出ているはずです。

薬局・薬剤師・医薬品について

●増加し続ける調剤薬局
　それでは、本題に入ります。
　まず、皆様の業界での川下に当たる薬局、薬剤師
の現状ですが、いま、薬局数は増えています。約20年
前が３万8000軒、10年前が５万軒、現在は５万7400
軒超です。これからも増えていくだろうといわれて
います。特に、調剤薬局の伸びが顕著です。いまは
１万4800軒ですが、これは５年ごとに倍になってい
ます。例えば、2008年ではその半分でしたし、2003
年ではさらにその半分でした。大手のチェーン薬局
が店舗を増やしているのと同時に、地域の薬局も10
軒、20軒と店舗を増やしてきたことが増加の要因
のようです。川下の薬局はこのような形で増え、ド
ラッグストアも１万8000軒ほどあり、まだまだ増え
るだろうといわれています。
　調剤薬局やドラッグストアが増える一方で、か
かりつけ薬局といわれる、地域の高齢者や子ども
たちを支えているような個人経営の小さな薬局が
どんどんなくなっています。スケールメリットで
効率性だけを考えると、まとまっているほうが薬
を運ぶのが楽だということはあるかもしれません
が、これでは地域の人々の健康を守れないので、
いかに対応していくのかがこれからの大きな課題
になっていくと思います。

●これからも増え続ける薬剤師
　また、薬局を支える薬剤師も増えています。薬
学部が６年制になってからますます増えました。
1997年に20万人を突破し、2006年に25万人を超え、
2012年時点で約28万人になりました。30万人も目
前という状況です。今後の予測では、東京オリン
ピック・パラリンピックが開催される2020年頃に
は35万人を突破するだろうといわれています。そ
して、2035年にピークの43万人になると予測され
ています。いまと比べて1.5倍です。ですから、薬
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剤師が今後、どういう形で働いていくかが薬局や
医療の業界の大きな関心事になると思います。
　ちなみに、薬剤師は、いまは足りないといわれて
いますが、2026年頃には余るのではないかという
議論も一部にあります。過去にあった、医師数の議
論が典型なのですが、余ると言われ続けていて、医
師の抑制政策が取られましたが、いまは足りていま
せん。今回、財務省が出したデータは、これから人口
が減るから医師が余るというものです。しかし、高
齢化率44％で、これから後期高齢者がぐっと増えて
いき、2060年くらい、つまりあと45年くらいで高止
まりになります。2040年、2050年からは余ると言わ
れますが、後期高齢者が増えていけば、医療需要は
増えるといった部分の議論が抜けているのです。さ
らに、医師の働き方として、24時間、365日、病院か
ら呼ばれるので待機していなければならないとい
う状態の医師が大勢いますが、このままの働き方で
いいのかといったことも考慮されていません。同じ
ようなことが、薬剤師数の議論でもいえるのではな
いかと思います。
　大手調剤薬局やドラッグストアの調剤部門はま
だまだ拡大するでしょうが、ドラッグストアの薬
剤師も医師と同じで、他に薬剤師がいないので一
人で担当している状況もあります。そういう部分
をフォローしていく必要があるでしょう。

●2021年の医薬品は11.1兆円
　一方、川上の医薬品は、日本全体で約10兆円で
す。これもずっと右肩上がりで、2008年が8.2兆円、
その５年前の2003年が7.2兆円、その10年前の1993
年が6.2兆円で、最近では５年で１兆円ずつ増えて
います。2021年頃にピークを迎えるだろうといわ
れており、最大で恐らく11.1兆円、2025年には10.4
兆円くらい、つまり、10兆円から11兆円の間で当
面推移するとみられています。これも一概には言
えませんが、かなり絞ろうという財務省の意向も
あって、このような数字が出てきているのではな
いかと思います。
　私の役目は、社会保障費を確保して必要なもの
は必要だと主張していくことだと思っていますが、
まだ結論が出ていない問題が一つあります。それ

が生物学的製剤や高価な抗がん剤です。本当に高
い抗がん剤にはワンショットで何百万円というも
のもあります。国民皆保険なので、効果があって
害が少ないものであれば保険に入れていくべきで
すが、とはいえ超高額な薬剤を入れると、総額
キャップ制の場合、ほかの薬剤が大幅に抑制され
るリスクがあります。ここをどのような形で合意
形成していくのかがまだ決まっていません。命を
守る立場として必要なものは必要ですが、薬価総
額の部分で大きな課題になると思っています。

ジェネリック医薬品の目標

●経済財政諮問会議での提案
　次に、ジェネリック医薬品に触れます。政府の
成長戦略、財政基本方針である「骨太の方針2015」
が、６月30日に閣議決定されました。ここで、ジェ
ネリック医薬品についての変更がありましたので、
その決定までの議論についてお話しします。
　ジェネリック医薬品の数量シェアは、2017年度
までに60％に引き上げるのがいままでの目標値で
した。この数量シェアは比較的順調に上がってき
ています。財政政策の立場からは、プライマリー
バランスという、財政の赤字部分を2020年にゼロ
にする目標を立てていますが、その中で、財務省
の目に留まったのがジェネリック医薬品の使用促
進でした。
　始まりは５月26日の経済財政諮問会議です。官
邸にそれぞれ経済財政の民間の委員や学者を集め
て、経済財政の基本的な方向性を決めたり、考え
ていく諮問機関です。決定権はありませんが、そ
の動向は注視されています。この経済財政諮問会
議で、民間委員から、「2017年にジェネリック医薬
品の数量シェアを６割から８割に上げよう」とい
う提案が出されました。その後、経済財政諮問会
議で何回か議論が重ねられました。５月の終わり
に１回、６月の初めにも１回あり、財務省もそれ
をやろうと言い出しました。

●自民党内での議論
　６月18日、我々厚生労働部会では、この問題に
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ついて大議論をしました。いま、政府を挙げて創
薬の支援に取り組んでいます。日本の製薬企業は
もちろんですが、バイオベンチャーなども創薬の
推進を一生懸命やっています。ジェネリック医薬
品の使用を増やすことは、創薬推進を逆行させる
のではないかという議論がかなり出ました。そこ
で、なんとか反対して押しとどめようということ
になりました。
　自民党部会で議論されたことと経済財政諮問会
議で話されることは、本来、別ですが、４日後の
６月22日の経済財政諮問会議では、厚生労働省か
ら2017年に７割にしようという案が出されました。
７割なら達成可能な数字だというのです。そして、
2018年から2020年の３年間のなるべく早い時期に
８割を目指すという方針になりました。また、８
割の到達目標年については2017年度の半ばには決
めていくことになりました。
　それでも厚生労働部会では、駄目だという議論
が出ました。６月26日、この骨太の方針や成長戦
略を自民党全体で議論する機会があり、ここでも
ジェネリック医薬品の数量シェアの問題が出まし
たが、一方で創薬支援をしていくのであれば、ジェ
ネリック医薬品のシェア目標７割でもいいだろう
ということになりました。８割という目標をどう
考えていくかについては、かなり反対意見も出ま
したが、８割は年限が明確ではないということで、
とりあえずこれでいこうという話になったのです。
　ただし、どんどん創薬支援を行っていくと、ジェ
ネリック医薬品は７割くらいで頭打ちという研究
が出ています。
　そのほかジェネリック医薬品に関しては、安定
供給ができるのか、どこまで信頼性が確保できる
のか、情報提供は万全なのか、といった不安も挙
げられています。若い医師はジェネリック医薬品
に対して好意的ですが、年配や中堅の医師の中に
は腰が引けてしまう部分があるようです。そうい
う中で、この部分がどこまで解消されていくのか
も一つの焦点になると思っています。ただ、創薬
支援の観点と逆行してはならないと思いますし、
業界や関連企業の健全な育成も考えていかなけれ
ばならないと思っています。

　もちろんジェネリック医薬品の使用を促進して
いくこと自体は変えようがなく、数量シェア８割
という目標値も決定されました。

規制改革会議について

●新しい薬局のビジョン
　薬局の話に戻します。新しい薬局のビジョンが
最近、取り上げられています。薬局の形がかなり
変わっていくというので、そのことについて触れ
てみます。
　ジェネリックの話は経済財政諮問会議で出てき
た議論ですが、官邸にはもう一つ、規制改革会議
という会議体があります。主に規制緩和を司ると
ころですが、その規制改革会議で薬局についての
様々な議論が出ています。
　一つは、薬業政策、医薬分業についてです。
PDCAサイクルをしっかり回して本当にこれがど
れだけの効果があったのか、いまどうなっている
のかを常に更新しながら進めていこうということ
です。これはあまり行政が得意ではないところで
すから、一緒にやっていきましょうという面と、
コストに見合ったサービスを本当に提供している
のか、といった面があります。高齢化の進展もあり、
今後、ますます薬剤師の専門性が問われていくだ
ろうという話です。
　また、規制改革会議でよく言われている議論に
「患者の利便性の追求」があり、その中で、薬局
が医療機関から独立していることは本当にいいこ
となのか、その規制を見直すべきではないか、と
いう議論まで出ています。これは医薬分業、経済
分離の観点からは本当におかしいと思うのですが、
そういうことも言われているのが現状です。
　その中で、どういった対策を政策として、政治
として進めていくのかについて、５月26日に塩崎
厚生労働大臣が、患者さんのための新しい薬局の
ビジョンを年内に策定し、医薬分業の観点に立ち
返って、かかりつけ薬局などの部分を強化してい
くというものがありました。つまり、５万7000軒
ある薬局をかかりつけ薬局にしていくビジョンを
つくっていきたいと発表したのです。
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●24時間、365日対応薬局
　具体的には、まず私も取り組んでいる在宅医療
への対応です。ポイントは24時間、365日体制の在
宅対応、緊急往診の体制です。
　実は、その中には薬局も必要だろうと考えてい
ます。経験談ですが、本当に困ったのが、夜中に
薬局が開いていないという問題でした。緊急で往
診に行った場合、手持ちの薬はあるものの、あっ
たらいいのにという薬を持っていなかったとき、
日中なら薬局へ行って補充できますが、夜中は薬
局が開いていないのでどうすることもできなかっ
たことがありました。
　ですから、24時間対応、休日、夜間の開店ニー
ズにいかに対応していくかは、これからの大きな
課題だと思います。調剤薬局やドラッグストアで
複数の薬剤師が在籍するなど、努力していただけ
るところは、医者の立場からも助けてもらえると
ありがたいのです。もちろん、できることとでき
ないことはありますので、できる部分で力をお貸
しいただければと思います。

●患者情報の一元管理
　２点目が、患者さんの情報の一元管理です。医
薬分業を推進していこうという流れの中で、薬の
飲み残しとか、複数の医療機関から処方される薬
の重複化がクローズアップされました。ここをしっ
かり管理してもらうということです。
　ご存じのように、患者さんの中には、Ａ内科に
行って近くの門前薬局で内科の薬をもらい、Ｂ皮
膚科へ行って隣の薬局で皮膚科の薬をもらい、Ｃ
整形外科へ行って隣の薬局で整形外科の薬をもら
うという受療行動をとる人が多いと思います。そ
うなると、一元管理ができないので、飲み残し状
況もよく分からず、重複もチェックできません。
そこで、患者さんの一元管理ができる形にしよう
というのが２つめの大きな柱です。

●地域包括ケアと健康サポート機能
　３点目が、先ほどの在宅医療とも関係しますが、
地域包括ケアを推進していこうということです。
地域包括ケアでは、在宅医療だけでなく、薬局や

薬剤師が果たす役割も重要です。もちろんケアマ
ネジャーの果たすコーディネーター機能、ドクター
の機能もありますが、薬剤師には、全体を見渡し
てうまく調整していく力があると思います。医師
や看護師、ケアマネジャーなどと連携をしっかり
していただきたいと思います。
　４点目が健康サポート機能です。セルフメディ
ケーションという言葉を耳にするようになりまし
た。１年半前の、いわゆるインターネット販売の
議論のときにも、セルフメディケーションを強化
していこうという議論が出ました。確かに、これ
は大事なことです。しかし、患者さんにインター
ネットを見て全部一人でやってくださいといって
も、インターネットの情報には量と質の面で様々
な問題もあります。そこで、一番身近な薬剤師に
相談できる環境をつくっていくべきではないかと
いうことです。今後、こうした健康相談、サポー
ト機能は強化する方向になっていくのではないか
と思います。
　５点目は、できるところとできないところがあ
りますが、在宅医療が増えていく中で、抗がん剤、
免疫抑制剤などの高度な医薬品も、薬局で管理し
ていくことが必要になるだろうということです。
　ただし、こういったかかりつけ薬局の機能をど
のような形で進めていくかについては、現在の
５万7000軒の薬局すべてにかかりつけ薬局になっ
てもらうことは無理でしょう。
　また、立地の問題については、門前薬局がたく
さんある現状において、いきなりこれは全部駄目
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だというのは、個人の財産や営業の侵害にもなっ
てしまいます。ただ今後10年、20年経って、薬局
の建て替えの時期などにかかりつけ薬局の機能を
持ってもらうように、立地も考えてもらいながら
推進していく流れになるだろうと思っています。
　まさに息の長い話ですが、だんだん立地も変わ
り、薬局の果たす役割も、かかりつけ薬局の機能
の部分を強化することで、薬剤師の専門性がどん
どん高まっていけばと思っています。

●健康情報拠点薬局
　このようなビジョンに向け、いま、スタートラ
インに立っている状況ですが、モデル事業という
形で、健康情報拠点薬局という新しい考え方も出
てきています。健康サポート機能は、いままでやっ
ているところが少なかったので、特にモデル事業
として取り組んでいこうとしています。
　例えば、薬局で血圧を測ってアドバイスしたり、
薬局内でお茶でも飲みながらセルフメディケー
ションについてのミニセミナーを開くなど、住民
や患者さんが薬局で相談できるモデル事業を昨年
からスタートし、今年も継続しています。
　かかりつけ薬局、健康情報拠点薬局として、ど
ういう基準がいるのかなどは、まだ固まっていま
せんので、今後、そういった基準を固めていきな
がら、住民の皆さんの反応をチェックしつつ、10
年後、20年後には、かかりつけ薬局がどんどん増
えることを目指しています。

国際薬事規制調和戦略について

●日本のルールの良さを広める
　続いて、厚生労働省が打ち出そうとしている「国
際薬事規制調和戦略」という新しい戦略について
触れてみます。
　これは、いわゆる薬事規制の話で、日本の薬事
規制の制度や規範を、先進諸国はもとより、特に
これから成長していくアジア諸国に発信し、国際
規制の調和を図っていく、あるいは国際協力に資
するものにしていくというものです。また、世界
のドラッグラグやデバイスラグを解消していこう
というねらいもあります。
　そういう話であれば自分たちには関係ないと思
われるかもしれませんが、実は関係する部分もあ
ります。ねらいとしては、日本の製薬企業の海外
での承認や流通販売を有利にしようということが
あるからです。TPPではありませんが、ルールを
つくると、そのルールに則って動いている業界や
企業は、非常にビジネスがしやすくなります。
　これは薬剤に限ったことではありませんが、日
本は、モノをつくったり、技術やシステムを構築
することは非常に得意なのですが。商業界のルー
ルを決めるときに日本が入っていないことがあり
ます。そのため、海外では日本とまったく違った
ルールになっていて日本の製品がなかなか普及し
ない、つまり、日本型ビジネスが通用しないとい
うことも少なくありません。薬剤に関しても、そ
のような部分があります。
　そこで、これから成長著しい諸外国に対して、
日本のルールが本当にいいものであることを理解
してもらい、日本がルールメーカーとして動ける
ようにしたいというのがこの国際戦略なのです。
　ただし、日本の薬事規制は本当にいいのかとい
う疑問を持つ方もいるでしょう。いわゆるドラッ
グラグやデバイスラグという問題もありました。
しかし近年、審査ラグは、ほぼなくなりつつあり
ます。もちろんまだ課題はありますが、例えば、
医薬品の認可を出すPMDA（医薬品医療機器総合
機構）では、10年前はスタッフが約300人でしたが、
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現在は800人を超えています。10年で人員は３倍く
らいになり、あと２～３年で1000人を超えていく
予定です。これで審査ラグは、かなりゼロに近い
形になるだろうと思います。
　ただ、臨床研究の問題や市場規模が米国と比べ
て小さいということもあり、開発インセンティブ
に弱い面はあります。そこで、この部分の克服に
向け、世界の国々を巻き込んで進めていこうとし
ているのです。それには、情報発信や体制を強化
していく必要があります。

●留学生の受け入れや情報発信
　それでは、具体的に何を行おうとしているのか
というと、例えば、アジア各国の薬事規制の担当
者に働きかけていこうとしています。厚生労働省
のPMDAの中に、新しいトレーニング組織、研修
組織を立ち上げて、アジア医薬品医療機器薬事ト
レーニングセンターとして海外からの留学生を受
け入れ、薬事政策や薬事規制はどうあるべきか、
どういう形で進めていくのかといったことを学ん
でもらいます。その国で学んだことや、勉強させ
てもらったことは、彼らが国に帰った後も、ずっ
と心の中に持ち続けてくれるものです。そのよう
にして、友好関係を築きながら、ルールメイキン
グの参考にしてもらうという意味でも、非常に大
きな効果が期待できると考えています。
　また、発信力の強化も必要なので、PMDAや厚
生労働省の中に、それぞれ国際担当部局を置き、
情報発信や留学生に来てもらう体制をつくってい
ます。こうした体制を確立することで、医薬品の
流通に関しても、日本のやり方が海外へ情報発信
され、それが通用していけば、卸の皆様ももっと
もっと活躍していけるというわけです。数十年後
の形として、日本のルールメイキングがうまく海
外でも機能していけばという期待を込めて、紹介
させていただきました。

薬歴未記載問題について

●未記載問題が社会問題化
　最後に、これは皆様の業界には関係ないかもし

れませんが、いま一番の問題とされているのでお
話しします。
　２月10日、朝日新聞が服薬履歴の未記載問題を
掲載しました。薬歴管理をしていない薬局が、調
剤報酬を請求しているという問題です。２月10日
に第一報が出て、２月22日に複数の薬局がそうし
たことをやっていると掲載されました。かなり大
きな問題になり、企業に対して、きちんとした薬
歴の自主点検を行うよう、薬剤師会に要請して各
薬局の点検を行いました。
　その結果、６月24日、全国で1220店舗、約81万
件の未記載問題が社会問題として一気に噴出しま
した。この対応に追われている薬局も数多く、こ
れから調剤報酬の返還もあり得るという議論も出
始めています。薬歴管理をしないと、調剤報酬が
取れないという流れですので、厳しい話になって
いくのではないかと思います。

●期待される薬剤分野での卸の力
　薬局の皆様には大変ご苦労をおかけしているの
ですが、これをきちんとやっていただかないと、
先ほど話したかかりつけ薬局のビジョンにならな
いのです。皆様が取引されている薬局が、これで
大わらわということがあるかもしれません。かか
りつけ薬局機能が強化されれば、薬局の専門性が
上がり、それに伴って医薬品卸の皆様の力がます
ます必要とされると思います。医薬品や医療を支
える関係者全員で日本人の命と健康を守り、卸の
皆様には、薬剤の分野でさらに力を発揮していた
だきたいと願っています。
　冒頭にも申し上げましたが、現場の知見や感覚
こそが、様々な課題が山積する中で最も大切にし
なければならないものだと考えています。これか
らも皆様のご指導をいただきながら、薬事政策、
あるいは医薬品卸業界の発展も含めて、しっかり
と対応していきたいと思いますので、ご指導、ご
鞭撻を心からお願い申し上げ、本日の話を終えさ
せていただければと思います。ご清聴、ありがと
うございました。


