
251

日本における医薬分業の停滞と進展 
―明治期から1990年代まで―

笠原研究会
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Ⅰ　はじめに

日本における医薬分業の歴史は、1874年に発布された初の医事法規である「医

制」に明記されたことから始まる1）。その後、医薬分業が現実に行われるように

なったのは、医制発布から約100年後のことである。多くの先行研究では、処方

箋料が大幅に引き上げられ、実質的に医薬分業が始まった1974年を、「医薬分業
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元年」と称している2）。医薬分業とは、1957年版の厚生白書によれば、「患者の

診察・治療は医師に、調剤は薬剤師にと、医療をそれぞれの専門家に分担して行

わせることによって、医療の適正化、合理化を図り、国民医療の向上に寄与しよ

うとする医療制度の基本的な原則の一つ」である。また、医薬分業の目的として

は、「『薬漬け医療』『薬の過剰投与』の防止」3）が挙げられ、また「処方箋の交付

によって、患者は自身に投与されている薬剤名を容易に知ることができることか

ら、情報開示の流れにも沿う制度」4）とも指摘されている。医薬分業の具体的な

メリットとしては、薬業者（以下、薬剤師や薬舗主などの薬業従事者を「薬業者」と

総称）によって、以下の点が主張されている5）。

①医師が手持ちの医薬品に縛られず、患者が医療上必要とする最高の医薬品

を、自由に処方することが出来ること。

②薬剤師が、処方箋の中の配合禁忌、誤薬等の疑義を医師・歯科医師に確認

することにより、より安全性の高い薬物療法が期待出来ること。

③薬局による薬歴管理により、複数の医療機関による重複投与のチェック、

長期投薬による副作用発生の未然防止等が出来ること。

④服薬方法等について薬剤師が患者に丁寧に指導することにより、患者が医

師の指示どおりに服薬しないでいることのないように出来ること。

⑤薬を受け取るまでの待ち時間が短縮されること（私たちから見ると病院で医

師に診てもらってから、薬局に行き、薬をもらうので時間は多くかかってしまう）。

⑥医師などが医薬品の保管管理等の業務から開放され、診断、治療、医学の

研究等に専念できること。

⑦病院薬剤師が、外来調剤から、入院患者のための業務に専念出来ること。

そして、医薬分業については、「医療において、患者の診断・治療は医師が、

医師の処方箋に基づく調剤及び薬歴管理、服薬指導等は薬剤師が行うことにより、

医師と薬剤師がそれぞれ専門分野で職能を発揮し業務を分担し、かつ、協調する

ことにより、医療の質的向上を図ろうとするものであり、その中身は『医薬協業』

ということになる」6）とされる。このように、医業者（以下、医師など医業従事者

を「医業者」と総称）と薬業者は、自身の専門技能に集中し、医療業務を分担し

ながらも、情報交換などにおいて協働すべきとする「医薬協業」に他ならないと

も言われる。また、日本医師会（以下、日医と略記）の臨時第七次答申でも、医
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薬分業においては「医師と薬剤師との間の熱意と理解とが必要であり、分業とい

うより協業」7）とされている。

このように医薬分業とは、医業者と薬業者がそれぞれの専門技能を発揮しつつ

も、双方の協力なしには推進され得ないものであることが分かる。しかし、日本

におけるこれまでの医薬分業の歩みを振り返ると、医業者と薬業者の対立が常に

生じていることが分かる。薬剤の処方は、本来、医業者によって行われており、

もし医薬分業によって薬業者が処方するようになると、医業者はそれまで薬剤の

仕入れ値と売値との差で儲けていた利益、すなわち薬価差益を失ってしまうので

ある。

こうした医業者と薬業者の対立について、「医師側は医療は医師の一貫した方

針で全責任の下に実施されており、そこに患者の安心感があり、薬局の医療はそ

の安心感を低下させる。そして、薬剤師側は治療の適正化、経済的負担軽減に言

及している」8）との指摘があり、医薬分業によって薬剤の処方を薬剤師に任せる

ことに、医師側が反対していたことがうかがえる。後述する通り、1973年の武見

太郎日医会長と石館守三日本薬剤師会（以下、日薬と略記）会長による医薬分業

の合意に関する会談の後でさえ、翌年の処方箋料の大幅引き上げの際には、薬価

をめぐる厚生省と日医のスタンスの違いなどが依然として存在した9）。

さらに、医薬分業には、医業者と薬業者の対立のみならず、患者の抱える問題

もある。すなわち、診療に当たる医師と薬を処方する薬業者は、物理的に離れた

場所で勤務することが多いため、医薬分業によって患者の手間は必然的に増える。

このため、薬局が少ない地域においては、院内処方がやむを得ない場合もある。

院内処方のメリットとしては、受診した医療機関で薬剤の受け渡しができる利便

性に加え、処方薬の疑義が生じたときに迅速に対応できることや、医業者と薬業

者との情報共有が容易であるために効率的な服薬指導ができるといった点が挙げ

られ、慶應義塾大学病院や順天堂大学医学部附属順天堂医院などでは、現在も院

内処方が維持されている。

このように、医薬分業に向けては、明治期から様々な政策が実施され、1974年

頃にようやく実態を伴うようになったが、1974年から1980年代までの間、医薬分

業への動きは一旦停滞し、その後の1980年代以降には、医薬分業が急速に進展し

ていったのである。本論文では、この点に疑問を抱き、「なぜ『医薬分業元年』

とされる1974年から1980年代まで、医薬分業は停滞したのか。また、なぜ1980年

代以降、医薬分業が急速に進展することとなったのか」という問いを立てた。先
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行研究では、医薬分業をめぐる医業者と薬業者の対立や世論の批判について論じ

たものはあるが10）、医薬分業が1974年から1980年代までに停滞した原因や、1980

年代以降に急速に進展した原因を扱ったものは管見の限り、存在しない。

よって、本論文では、明治期から戦後までの医薬分業行政を概観した上で、従

来の医療費に焦点を当てた研究や11）、経済学的視座に立つ研究などとは異なり12）、

厚生省・日医・日薬など各アクターの態度の変化に着目することで、1974年から

1980年代までに医薬分業が停滞した原因や、1980年代以降に医薬分業が急速に進

展した原因について、政治史・行政史的視座に立脚した上で検討する。

Ⅱ　明治期から「医薬分業元年」までの医薬分業行政

1　明治期

本章の目的は、第Ⅲ章以下で詳述する1974年以降の医薬分業に関する行政過程

の前提となる、明治から「医薬分業元年」までの期間、特に明治期及び戦後の医

薬分業行政の変遷を示すことにある13）。

発足からしばらくの間、明治政府は薬事行政に対し大別して、以下の 3点の意

識・関心を有していた。

第 1に、従来の和漢薬の否定と西洋医学・薬学の称揚である。1868年12月の太

政官布告では、「近世不学無術之徒猥リニ方薬ヲ弄シ生命ヲ誤リ候者往々不少」

と在来の投薬治療の危険性を指摘している。また、1870年12月 7日の大学への布

達では、「従来売薬」の「神仏ノ名ヲ仮リ或ハ秘伝秘法抔ト唱へ小民ヲ欺キ分外

ノ高料ヲ貧」っていると厳しく指弾している。一方で、1873年11月発行の石黒忠

悳著・松本順監修『長生法』付録には「当今ノ処ニテハ西洋ノ医学ヲ以テ世界第

一」との見識が記されている14）。

第 2に、粗悪薬品（贋薬）やコレラ流行など社会問題への苦慮と輸入西洋薬品

である。1874年 8月に東京・大阪・京都の三府に発せられた医制の趣旨は、発布

に際して出された左院議案（1874年 3月 7日）に示される通り、「贋薬輸入取締ノ

為メ」であった。その後の1878年の内務省布達（「売薬検査心得書」）にも、「奸商

香具師ノ輩（…）夢想ト唱へ宣託ト称シ愚夫愚婦ヲ蠱惑」する現状を問題視する

姿勢がうかがわれる。幕末の「開国」以前から猛威を振るっていたコレラは特に

明治10年代に猖獗を極め、行政の苦慮は長与専斉著『松香私志』にも克明であり、

消毒剤として石炭酸が極めて珍重された15）。ほかにもキニーネは、台湾出兵で兵
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士を苦しめたマラリアの特効薬として活躍した16）。

第 3に、欧化政策の一環としての欧米、特にドイツの制度の模倣である。明治

初年の日本の医学教育に多大な貢献を果たした L.ミュルレルと T. E.ホフマンは、

明治 4年に太政官に宛てて提出した建白書で、日本の「医師カ同時ニ薬剤ヲ調合

シテ授与セルノ風習」の危険性や弊害を指摘し、「独逸本国テハ薬剤ノコトハ別

ニ專門ノ学者」がいることが紹介されている。その上で、自分たち医師の外に「独

逸本国ニ交渉シテ別ニ薬学者ヲ招聘」することと「薬剤ノコトヲ担当スル学者ヲ

養成」することを強く推奨している17）。このことが契機となり、1873年の第一大

学区医学校製薬学科設立を端緒とする薬学教育制度が確立する。これと並行する

形で、医薬分業を原則とする1873年の文部省による建白（「薬剤取調之方法」）や

1874年の医制発布により、法制度の面で医薬分業が整備されることとなった。

以上を総合すれば、明治初期の薬事行政は、①従前の和漢薬の否定、②野放図

な売薬の規制と優れた効果を発揮する西洋薬品の重視、③（形式的）欧化主義、

といった方針があり、その実現手段として、④医薬分業の基盤となる西洋薬学教

育の導入、が採用されたといえる。つまり、明治初期の医薬分業政策は、分業の

効用を目的に設計されたものではなく、様々な政策方針の総合ゆえの姿勢に過ぎ

ず、その意味で「医薬分業というエートス」18）を欠いていた。そのために、政府

の医薬分業への姿勢は容易に変化し得るものであった。

事実、1889年 3月15日に成立した薬品営業竝薬品取扱親則（「薬律」）は、附則

第43条にて、「医師ハ自ラ診療スル患者ノ処方ニ限リ（…）自宅ニ於テ薬剤ヲ調

合シ販売授与スルコトヲ得」と規定している。本条文は、医師の「投薬権」をほ

とんど留保なしに明文にて認めたものであり、これによって明治初年以来の医薬

分業に向けた基本姿勢は、まったく骨抜きにされることとなった。

次に、実際に医薬分業に関する明治政府の姿勢の変化をもたらした要因として、

以下の 4点を挙げることができる。

第 1に、前述の明治初期の薬事行政の①・②に関連して、和漢薬に対する否定

的態度の転換と西洋薬品の相対化が挙げられる。「脚気相撲」19）の如き、やや病

的な反漢方の姿勢は、1884年に東京試験所長に就任した長井長義による漢薬研究

奨励と漢薬麻黄成分エフェドリン発見に見られるように、是々非々の立場へと転

換を果たす。一方で、前述の「薬律」に附された理由書（「薬品営業竝薬品取扱規

則制定及薬剤師試験規則等省令発布ノ件」）は、西洋薬品を「性効峻劇猛烈ニシテ毒

害恐ルヘキモノ」として規制の必要性を説くなど、同様に是々非々の姿勢を顕著
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にしている。従来旧弊とされた医薬兼業状態を、容認ないし黙認する下地が看取

される。

第 2に、③に関連して、ノルマントン号事件を端緒とする欧化主義の挫折が挙

げられる。1887年 7月の井上馨の条約改正中止やその後の「現行条約励行論」に

代表される「反欧化主義」20）の台頭は、世論や政府の西欧制度の積極的導入姿勢

に冷や水を浴びせたに違いない。

第 3に、薬業者の議会運動の活発化である。戦前期を対象とする医薬分業研究

の多くは、薬業者の議会運動に焦点を当てている21）。事実戦前には、明治期に 6

回、大正期に 5回、昭和期に 4回と、医薬分業を盛り込んだほぼ同一内容の法律

改正案や請願が計15回も提出されたが、いずれも不首尾に終わっている。とりわ

け、議会開設初期の果敢な議会運動や、過熱する猟官運動や民力休養論など今日

のポピュリズムに等しい潮流に対し、超然主義を掲げて強く反発していた明治政

府からすれば、容易に応じるべくもなかったであろう。前述の長与『松香私志』

からは、当時の医療行政官僚による医薬分業運動への慨嘆がうかがわれる22）。

　医師と薬剤師との衝突を来し、其の反目争論数年解くることなく、遂に

屡々帝国議会の議にも上りしが嘗て要領を得ることなく、毎同其の会期に先

たちて財を耗し時を費して運動とかいへることに余念なき有様なり。甲は理

論に原づき乙は事情に拠り各其の理なきに非ざれども、今法律を以て頓に医

師の調合を禁ずるは蓋し時勢の許さざる所ならん、まして事の実際を観るに

都会上流の医学社会に在りては次第に分業の実行はれて自然に進勢を取りつ

つあるなり。医師と薬剤師とは同じく医業の範囲内に生活し夫婦の如く兄弟

の如く其の業務の繁昌発達をこそ謀るべきに、何事ぞ牆に閲ぐの争をなし互

に相賊ひ相傷け、世の胡盧を買ふが如きは却て其の進運を妨ぐるものにして

返す返すも口惜しき事どもなり。

第 4に、これが最も根本的な理由であろうが、先進的な西洋の制度としての医

薬分業は、医業者が「くすし」と呼ばれ、診療ではなく薬剤処方に対して薬価が

支払われていた日本の実態とは、大きく乖離していた23）。日本の医療文化との齟

齬をきたしていた政府の医薬分業政策は、こうして行き詰まりを見せることと

なったのである。
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2　大正・昭和戦前期

本節は紙幅の都合上、略述にとどめる。表題期間の行政の動向としては、大枠

として前節で示した医薬分業政策への消極性（建前上の医薬分業原則、実質的に医

薬兼業という現状の承認）を継続していた24）。一方で、戦間期不況など顕在化する

社会問題に対応するため、日薬の社団法人化や身分法としての薬剤師法制定など

により、一面では薬業者の職権の保護が、他面で政治権力による薬業者への統制

が強まることとなる。

そして、戦時体制への移行に伴う医薬行政の統合の中で、医薬分業の方針は反

故にされていく。すなわち、1938年に保健衛生の主管庁として厚生省が発足し、

新設された医療制度調査会第二特別部会はその答申で、医制以来の原則（調剤権

は薬剤師にあるが、例外的に医師にも認める）が放擲され、これを基にして成立し

た1942年の国民医療法は、本則において医師の調剤権を認めた。ここに、医薬分

業原則は全く失われることとなった。

3　戦後期

第二次世界大戦後、連合国軍最高司令官総司令部（GHQ）の統治下では、日本

の政治、経済、社会のあらゆる分野において改革が断行された。占領下の改革は、

医薬分業の実施について、大きな転機と成りうるものであった25）。特に、軍医出

身の GHQ公衆衛生福祉局長クロフォード. F. サムス准将は、医療福祉の分野で

大胆な改革を試み26）、具体的には、「医薬兼業」の現状を医療の質に関わる重要

な問題ととらえ、医薬分業の実現のための指導を強力に進めた27）。

1949年 7月、戦後の新しい社会の構築に合わせて、医薬分業を実施したいとす

る日本薬剤師協会（1962年以降の日薬）の働きかけにより、アメリカ薬剤師協会

使節団が来日した。同使節団は、強制医薬分業実施の内容を含む勧告書を日本政

府に提出し、これを契機に医薬分業問題が急速に社会問題化していった28）。この

勧告に基づいて1950年には、日医、日本歯科医師会（以下、日歯と略記）、日薬の

首脳で構成された第一回「三志会」（後に武見日医会長の発議で「三師会」に改称）

が開催された。GHQは、医薬分業問題について三志会に解決を委ねたが、意見

対立により合意には至らず、厚生省に臨時診療報酬調査会及び臨時医薬制度調査

会を設置することになった。このように、医薬の専門家以外の第三者の視点が追

加され、医薬分業問題について討議されることとなった29）。その後の1951年、医
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師に処方箋の発行を義務付ける「医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正す

る法律」（医薬分業法）が成立し、1955年 1月から施行されることとなった。

ところが、施行日が近づくにつれて、医薬分業に消極的な医業者と医薬分業に

積極的な薬業者の対立が激化する。さらに、サムス准将の辞任により、活発で

あった医薬分業に向けた動きが停滞することになる。医薬分業法は、1954年に施

行が 1年 3か月延期されることが決定され、1955年には「改正医薬分業法」が公

布された。この改正によって、処方箋交付義務の除外例及び医師、歯科医師が自

ら調剤し得る場合が、法律の条文中に明記された30）。こうして、医薬分業の規定

が骨抜きとなった改正医薬分業法は、1956年 4月 1日に施行された。医業者の調

剤権を認めた例外規定により、薬局に処方箋が持ち込まれることのない「医薬兼

業」の状況は変わらなかったのである。

4　小　括

本章では、明治期から戦後までの医薬分業行政を概観した。その内容を要約す

ると、以下の通りとなる。

1．医薬分業に関し、「調剤権」の確立を目指す薬業者と、「治療」と不可分だ

とする「投薬権」や「潜在的技術料」としての投薬収入の維持を目指す医業

者の間で、基本的な対立軸があった。

2．行政（内務省、厚生省など）は医薬分業に対し、積極的・消極的姿勢の両

者を行きつ戻りつしていたが、大体において、より政治力の強い医業者の

「医薬兼業」方針を容認していた。

3．医薬分業の「制度」が構築されることもあったが（医制、医薬分業法など）、

医業者の働きかけや、「医師に支払うのは診療報酬ではなく薬代」という社

会的慣習の抵抗、さらには、真の意味での医薬分業を推進しようとのコンセ

ンサスが各界に共有されなかったこと（「医薬分業のエートス」の不在）により、

実現しなかった。

以上を踏まえつつ、第Ⅲ章以降では、明治期・GHQ占領期という 2度の好機を

経ても実現しなかった「医薬分業」が、戦後に実現していく過程を考察する。
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Ⅲ　「医薬分業元年」の成立と医薬分業の停滞

1　1960年代～1974年：「医薬分業元年」の成立

1956年の改正医薬分業法施行後、医薬分業が大きく進展する気運は、しばらく

見られなかった。しかし、対立関係にあった日医と日薬の関係に変化がみられ、

日薬内部において、高野一夫会長と谷岡忠二専務理事の間で、次のような協議が

なされていた31）。

　日本薬剤師協会は、明治24年第 2回帝国議会以来70年に渉ってひたすら闘

争により医薬分業をかち取ろうとする方策をとってきた。しかし、ついに成

功するに至らなかった。（…）この辺で従来の闘争方針を協調方針に転換す

る方策を採ってはどうだろうか。

ここから、日薬内部でも、日医との闘争関係を改善し、協調姿勢への転換がな

されたことが分かる。以上を受けて、1961年には、武見日医会長、高野日薬会長、

河村弘日歯会長の会談が行われ、この会談で「医療制度合理化達成、処方箋発行

促進のために、三者は協力する」32）との文書に署名された。

このような日医・日薬の関係に変化が見られた中、1960年代、サリドマイド薬

害事件をはじめとする様々な薬害が社会問題化し、国は医療制度の見直しを迫ら

れることとなった。厚生省はこの時期、国保組合再建や医療金融制度、国民皆保

険制度設計やその後の国保赤字の対処に追われていた。これにより、長期的視野

やビジョンを欠いたまま、医薬分業への対応が、その場しのぎとならざるを得な

かった。1965年になると、鈴木善幸が厚生大臣に就任し、医療制度の見直しを行

う上での日医とのパイプ役を果たすことで、医薬分業の成立を目指した。

また、同年に中央社会保険医療協議会（以下、中医協と略記）は、厚生大臣に

診療報酬体系の適正化、医療経済に関する調査などに関する意見書を提出する。

そして、1967年には医療における「技術評価尊重」を建前とする医療費改訂の建

議を行った。この改正は単なる所定点数の引き上げにとどまらず、医療の技術を

尊重する見地から、診療料や手術料などの評価を引き上げることで、材料費と技

術評価とが分離されていない状況を是正するというものであった33）。これは、従

来日本の医師が投薬によって「薬代」として診察料その他の料金を徴収するとい
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う「医薬兼業」状態を克服する試みとして位置づけられる。つまり、それまで医

薬分業に消極的だった医師側に対して、医薬分業を認めるインセンティブを与え

るような環境整備が進められたといえる。

しかし、こうした医薬分業に向けた環境整備において、医業者と薬業者が協調

していたとは言い難い。1968年、日医は理事会において、「医師会の手により早

急に調剤センターを設置する」と発表し、「薬剤師の自立・独立」にゆさぶりを

かけた。日医は、この発表の理由として、「薬剤師団体の分業に対する熱意が感

じられない。薬剤師団体には反省も前進もなく現状に満足している。今後は発売

を許可されている大衆薬についても医師会として、長期使用、過量使用して害の

あるものは勧告する」34）と述べている。

こうした日医の「医師主導の医薬分業」という姿勢を受けて、自民党医療基本

問題調査会（鈴木善幸会長）は、医療制度改革の検討項目として、医薬分業の推

進を取り上げることを決めた。そして、1969年に発表された自民党の「国民医療

大綱」において、「おおむね五年後には全国的規模において医薬分業が実施され

ることを目標とする」との基本方針が盛り込まれることとなった。

この「国民医療大綱」を踏まえて、1972年に厚生省の「医療保険制度に関する

改革試案」が作成され、社会保険審議会に諮問された。この改革試案において、

「医薬分業を行う地域を政令で指定し、その地域の医療機関は原則として外来投

薬を禁止することとする」旨が記載された。改革試案は社会保険審議会で基本的

に承認され、同年 5月、健康保険法の一部改正案等を含む医療保険抜本改正案が

閣議決定され、第68回通常国会に提出された。提出された健康保険法の一部改正

案は、①医薬分業を行う地域を政令で指定する、②当該地域における保険医療機

関は原則として保険医療に関する外来投薬については支払いを受けることができ

ないこと、という地域を指定した強制医薬分業法案となっていた。

この当時の日医の姿勢がうかがえる出来事として、1970年の広島医学会総会に

出席した武見日医会長の講話が挙げられる。武見会長は、「民間病院や開業医の

処方せん調剤業務を始めたい」と語り、調剤センターの構想に関しても「医師は

診療だけ、投薬調剤は薬剤師」の医薬分業を実施するとの趣旨を明らかにした35）。

ここからは、医薬分業に対して日医が消極的だった頃より、武見会長自身は医薬

分業に反対ではなかったことがうかがえる。

一方で、1972年には、医薬分業を推進する厚生省の方針に対して、日医が「法

律で強制的に分業させるのはおかしい、自然に分業が進むよう条件を整えるべき
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だ」と主張したほか、「薬による利益は潜在的技術料」との意見も表明してい

る36）。すなわち、医業者が薬価差益に依存した体制から脱却を図れていなかった

といえる。

以上を踏まえれば、日医内、医業者内でも医薬分業の是非をめぐり対立が存在

しており、必ずしも一枚岩ではなかったことが指摘できる。このように、1972年

の強制分業案は失敗に終わるものの、1960年代の薬害の社会問題化や国民皆保険

の普及による急速な医療費増加を受けて、厚生省は医薬分業の必要性に対する認

識を維持し、1973年 5月の武見日医会長と石館日薬会長のトップ会談における、

任意分業のもとでの医薬分業を推進するという合意につながっていく。

日薬は従来、医薬分業に対して「任意分業ではなく、受け入れ態勢の整備のた

めに一定期間を画して、原則分業の実施」という、法律による強制分業を主張し

ていた37）。こうした強硬姿勢のため、長らく日医との医薬分業を巡る対立関係は

解消されてこなかったが、石館会長は任意分業という妥協策を採ることで、とも

かくも日医と協働して医薬分業を推進するという現実路線を選択したものと見な

せる。

これによって、1973年11月には、日医内でも、 5年の期限を設けた上で、技術

料中心の診療報酬に転換した医薬分業を行う方針がまとまり、厚生大臣もこの方

針に賛同する談話を発表した38）。そして、翌1974年10月 1日から、処方箋料 6点

から50点への大幅引き上げが実施された。この1974年こそが、「医薬分業元年」

である39）。翌1975年の厚生白書では、医薬分業について、以下のように記述され

ている40）。

　昭和48年度の日本における医薬分業の実施状況は、保険調剤（社会保険制

度による）の処方箋料枚数で514万枚、金額にして87億円であった。同年度

の国民医療費は 3兆9000億円、そのうち一般病院、診療所の外来投薬薬剤費

は 1兆円であるから、処方箋による調剤金額の占める割合がそれぞれ0.2％、

1％弱となっており、医薬分業制度の普及はいまだしの感があった。しかし、

昭和49年10月に診療報酬点数表の改定による処方箋料大幅引き上げを契機と

して、医薬分業推進の機運が醸成されてきており、薬局における処方箋処理

枚数は着実な増加を示している。

このように、当時の厚生省は、1974年を医薬分業の本格的な開始時点と見なし
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ていたが、厚生省や日薬が当初予定していた 5年で50％分業という目標は達成さ

れなかった。結果として医薬分業率が50％を突破したのは、僅か0.5％だった

1974年の約30年後となる、2003年であった（図 1）。

2　1970年代後半：「医薬分業元年」以降の医薬分業の停滞

1974年の処方箋料の大幅引き上げによって、医薬分業は大きく進展すると思わ

れた。しかし、図 1から分かるように、1974年から1980年代末まで医薬分業率は

10％に満たず、医薬分業は依然として定着しなかったといえる。これは、医業者

に対して、院外処方を選択するための経済的なインセンティブを設けたものの、

厚生省が法律で院外処方を義務化する強制分業ではなく、あくまで院内処方か院

外処方かを医業者が選択できる任意分業のもとで、医薬分業を進めるしかなかっ

たためである。

1974年の「医薬分業元年」以降、医薬分業が進展しなかった要因として、以下

の 3点が考えられる。

第 1に、薬価差益の存在が挙げられる。薬価差益とは、国が定める薬価基準に

よる公定価格と、病院や薬局が実際にメーカーから購入する価格との差額である。

医師は「くすし」と言われた時代から、この薬価差益を主な収入源としており、

1974年当時も依然として医療機関の大きな収入源であった。この時期、診療報酬

図 1 　 医薬分業率と処方箋発行枚数の推移
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は、1974年に 2度の改定で35.0％引き上げられ、1976年に9.0％、1978年にも

11.6％引き上げられた。しかし、診療報酬が引き上げられたにもかかわらず、

1978年に厚生省は参議院社会労働委員会において、年間50億円以上売り上げのあ

る主要医薬品32品目における実勢価格と公定価格の差は、平均約40％であること

を明らかにした41）。

このように、「医薬分業元年」から 4年が経過しても、依然として40％もの薬

価差益がある以上、大きな収入源である薬価差益を医業者が手放すはずはなく、

1974年の処方箋料引き上げは、医薬分業を推進する契機としては弱かったのであ

る。

第 2に、医薬分業を実際に担うはずの薬剤師の受け入れ態勢の不備、具体的に

は薬剤師の「質」と「量」の不足が挙げられる。1974年、厚生省は 5年間で50％

分業という目標で医薬分業を推進する姿勢を示したが、十分な医薬分業の環境整

備のために必要とされる約 9万人の薬剤師に対して、現状では 4万7000人と不足

しており42）、かつ薬剤師の技術の質なども懸念されていた。1974年の処方箋料引

き上げを高く評価していた日薬ですら、「処方箋が押し寄せてくる」という認識

から、受け入れ態勢の整備を急ぐほど、 5年で50％分業という厚生省の目標は、

日薬の目論見を大きく上回るものであったといえる。

さらに、1976年に東京・北多摩医師会保険部会に行った開業医の意識調査（日

本医事新報 8月 7日号）では、分業に賛成する医師は38％にとどまっていた。医

薬分業に反対する理由としては、「患者に不都合（74％）」、「薬局側の不備（51％）」、

「医師に不都合（20％）」が挙げられており、実際に医薬分業を行う医療機関に対

して、厚生省は十分な説明を行っていなかった。しかしながら、いわば見切り発

車的に「医薬分業の制度」が整備された1974年より以前の段階で、薬剤師の質的・

量的不足は、既に関係者に了知されていたはずである。この場合に問題となるの

は、先行して制度が設計された後、制度を定着させていくような政策（例えば薬

剤師の育成や業権を整備する施策など）が実施されなかったのかはなぜか、という

点にある。これは、次の第 3の要因と関連している。

すなわち、医薬分業が進展しなかった第 3の要因として、医薬分業を推進する

ための積極的意識が厚生省のみならず、日医や受益者としての患者の側にも欠如

していたという点が挙げられよう。当時、日医は、武見会長を頂点とするワンマ

ン体制のもと、豊富な資金力と集票力で自民党の後ろ盾となることで、大きな政

治力を保持していた。特に医療政策においては、厚生省よりも主導権を握ってい
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たといえ、厚生省が医療政策を進めるためには、何事においても日医の承諾が必

要という状況であった。

そして、前節で確認した通り、医薬分業もまた、1973年に武見日医会長が承諾

したことを契機とする「医師主導の医薬分業」であって、日医主導の典型的な医

療政策決定過程であったといえる。1974年の処方箋料引き上げの決定過程につい

ては、以下のような指摘がある43）。

　当時の「薬事日報」の報道によれば、消息筋の話として、武見日医会長の

意向を含み斎藤厚生大臣が、厚相経験者の内田常雄経済企画庁長官と相談し

て案をまとめ、大蔵省の意向を打診した結果と言われるだけに、いわゆる保

険官僚の思惑を超えた診療報酬の経済的因子が含まれていると報道している。

つまり、1974年の処方箋料大幅引き上げによって同年が「医薬分業元年」とさ

れた背景には、厚生省が医薬分業を主たる「目的」として、医薬分業を先導する

体制が構築されたのではなく、当時最大の利益団体の 1つであった日医が、医業

者の技術料を国に認めさせるために、医薬分業による処方箋料の引き上げを「手

段」の 1つとして、本来の「目的」である診療報酬引き上げを図ったという事実

があったのである。第Ⅱ章で紹介した吉岡信の言を借りれば、まさに「医薬分業

のエートス」を欠いた医薬分業論であった。1974年の処方箋料大幅引き上げは、

日薬側にとっては医薬分業自体が目的だったが、日医及び厚生省にとっては、「物

と技術の分離」によって医師の技術に対する評価を向上させ、診療報酬を引き上

げることが本来の目的だったのであり、医薬分業はそのための手段に過ぎなかっ

た。つまり、厚生省・日医と日薬とでは、1974年の処方箋料引き上げの意味合い

に「ずれ」が生じており、厚生省・日医・日薬の主要 3アクターが揃って医薬分

業を進展させるという意味での「医薬分業元年」ではなかった。

数年後の1978年 7月に、厚生省は、遅々として進まない医薬分業のために、薬

剤費の足切り償還制を導入した。一方、日医は、来院数・患者数の減少や経営の

悪化につながるとして強く反対し、「われわれは薬剤費に頼って医業経営をして

いない」ことを示すために、 1週間の院外処方箋発行運動を実施した44）。この運

動に際して小沢辰男厚生大臣は武見日医会長と会談し、「体制が整わないまま実

施すれば、相当な混乱が予想されるので中止してほしい」と強く要請したが、武

見日医会長は翻意の考えがないことを明らかにすると同時に、「患者には迷惑を
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かけない」と述べ、 1週間分業を撤回する考えのないことを強調した45）。こうし

た日医の 1週間の院外処方箋発行運動の実施に関して、以下の 3点が指摘できる。

第 1に、一見すると、日医が医薬分業推進に前向きであるかのように、運動が

実施されたことが挙げられる。無論、こうした運動の真の目的は、薬剤費の足切

り償還制を提示した政府に対する抗議であった。運動に際して、武見日医会長は、

ひそかに内部通達を発し、「現在の状況下では医薬分業体制に入ることは、国民

大衆にとっていかに不利益であるかを目覚すことを目的とする」46）とした。

第 2に、上記の通達から考えると、日医に医薬分業を推進する姿勢はみられず、

「エートス」なき医薬分業に他ならなかったということである。しかしながら、

表面上は医薬分業への積極姿勢を示したことや、現に医薬分業を行ったこと、ま

た政界においても社会党が「医薬分業は世界の常識」という見解を公式に発表し、

国民を医薬分業に巻き込んだ運動を展開したことなどは、結果として医薬分業へ

の潮流を形成する重要な一歩となったと見なし得る。

第 3に、院外処方箋発行運動自体は、日医幹部が参加する程度にとどまり、低

調に終わったということである47）。その最大の原因は、一般開業医が積極的でな

かったことが挙げられる。「患者の中で薬は薬局からもらうもの、という意識が

定着しては困る」という考えが一般開業医には根強く、薬局が十分整備された地

域でも院外処方箋発行運動はあまり見られなかった48）。1976年に東京・北多摩医

師会保険部会に行った開業医の意識調査（日本医事新報 8月 7日号）では、分業に

賛成する医師は38％にとどまっていた。医薬分業に反対する理由としては、「患

者に不都合（74％）」、「薬局側の不備（51％）」、「医師に不都合（20％）」が挙げら

れている。

また、日医が各都道府県医師会に対して院外処方箋発行運動の実施を通知した

にもかかわらず、半数の県で極めて消極的であると報道されていた49）。一方、当

事者たる多くの医療関係者は、本音としては「医薬分業はするべきだし、その方

が医療の向上につながる」と述べており50）、理念としての医薬分業には賛成で

あったといえる。しかし、現実に医薬分業を定着させていこうとは、医業者は考

えていなかったのだと推測される。

さらには、患者も医薬分業には消極的であったといえる。内閣府政府広報室が

社団法人新情報センターに委託実施した医療に関する世論調査（1973年 2月 9日

～1973年 2月15日、標本数は男女合わせて3000人）によると、回答者の69.6％が医薬

分業の完全実施に反対しており、その理由として、87.8％の人が「医者から直接
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もらう方が便利だから」と述べている51）。厚生省による医薬分業推進の意義や必

要性の周知は、受益者たる患者に対しても不十分であったといえる。

このように1974年当時、厚生省は、斎藤厚生大臣、武見日医会長、石館日薬会

長の間での合意において、日医から医薬分業の承諾を得たことによって、見切り

発車的に医薬分業を推進しようとした。しかしながら、医薬分業を推進するため

の環境整備、具体的には一般開業医を含む医師全体に対する説明や患者の合意形

成が不十分であったために、1974年の「医薬分業元年」以降も、医薬分業が進展

しなかったと考えられる。当時の日医にとって、医薬分業とは医師の技術料を認

めさせるための手段としての役割を終えており、高度経済成長に伴う国の良好な

財政状況や福祉国家実現に向けた社会的ニーズを背景として、代わりに診療報酬

それ自体の引き上げが目指されるようになっていた。このように、日医と厚生省

が「手段としての医薬分業」を志向しなくなった結果、医薬分業の潮流は停滞を

余儀なくされたのである。

3　小　括

本章では、「医薬分業元年」が成立するまでの過程と、「医薬分業元年」以降の

1970年代後半における医薬分業の停滞要因を検討した。「医薬分業元年」の1974

年まで、医薬分業をめぐって、薬業者は言うまでもなく、度重なる薬害事件や国

民皆保険の普及に伴う医療費の増加を受けて、厚生省も当初は積極的な立場に

あった。

図 2　世論調査「医薬分業への反対理由」
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出典：内閣府政府広報室発表「医療に関する世論調査（昭和48年）」をもとに作成
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また、日医も、医師の技術料を認めさせるという目的のもと、医薬分業に賛成

の立場に転じた。これにより、1973年の日医・日薬のトップ会談において、医薬

分業推進への合意が取り交わされ、翌1974年には処方箋料を50点に引き上げると

いう経済的なインセンティブを設けることで、医薬分業を推進した。しかしなが

ら、その後1970年代後半には医薬分業は停滞した。その理由として、以下の 3点

が挙げられる。

1．薬価差益の存在：1974年当時、薬価差益が40％もあり、医業者が薬価差益

を手放す経済的なインセンティブが存在しなかったこと。

2．薬剤師の受け入れ態勢の不備：見切り発車的な医薬分業の推進に対して、

薬剤師の「質」と「量」が不足していたこと。

3．厚生省・日医・患者の医薬分業に対する消極的意識：医療行政において主

導権を欠いていた厚生省のみならず、日医や患者の側にも、医薬分業を真に

実現させようとの意識が欠如していたこと（「医薬分業のエートス」の不在）。

以上を踏まえ、第Ⅳ章では、上記の停滞要因がどのように変化し、あるいは変

化しなかったのかに焦点を当てつつ、1980年代以降の医薬分業に向けた取り組み

を明らかにする。

Ⅳ　1980年代以降の医薬分業の進展

1　薬価差益

本章では、1980年代と1990年代の両期間において、医薬分業への取り組みがど

のように推移したのかを、第Ⅲ章で示した医薬分業の 3つの停滞要因に即して検

討する。まず本節では、薬価差益をめぐる、1980年代以降の医薬分業への取り組

みを検証する。

（ 1） 1980年代

1978年、厚生省は薬剤費と歯科材料費の一定額以上を患者負担とする「足切り

償還制」を提示したが、日医などからの批判を受けると、改めて薬剤費と歯科材

料費の半額自己負担を打ち出した。これは、医療行政においてこれまで日医に主

導権のあった状態が変化していく端緒と捉えることができる。

1980年代に入ると、薬価差益の問題が新たな展開を見せることとなる。1979年

の第 2次オイルショックによって高度経済成長に終止符が打たれたことに加え、
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高齢化の急激な進行により、国民医療費が1981年まで毎年約 1兆円、増加してい

く。そして、「増税なき財政再建」（第 2次臨時行政調査会）が叫ばれる中、1982年

の中曽根内閣は「福祉見直し路線」のもと、医療費抑制へ本腰を入れるようにな

る。

こうした状況下で、厚生省は1982年に「医療費亡国論」を発表し、徹底した医

療費抑制論者であった吉村仁が、医療財政において大きな決定権を握る保険局長

に就任した。また、厚生省保険局医療課に新たに薬剤管理官を設置し、薬価調査

の毎年の実施と薬価基準の引き下げにより、薬剤費適正化を推進する姿勢を示し

た。さらに、同年には、政界に対して大きな影響力を保持した武見太郎が日医会

長を退任し、反武見派の花岡堅而が新たな会長に就任した。武見院政とも言われ

たワンマン体制からの脱却を目指した花岡会長については、以下のように報じら

れている52）。

　武見氏の政治力の源泉は幅広い人脈だった。（…）池田、佐藤両内閣はじめ、

歴代政権下では、常に政府、自民党のトップと直接交渉、医療費大幅引き上

げなどを実現してきた。花岡氏にはこうした人脈はゼロ。（…）「武見さんの

いない日医は、ただの同業組合に過ぎない」（自民党筋）という見方も強く、

（…）武見会長の全盛時代には「無気力症候群」に襲われていた厚生省も、

花岡執行部の出方を見守る考え。

医療行政に強い影響力を持っていた武見日医会長の退任により、診療報酬引き

上げを要求する利益団体としての日医は、その政治力を減衰させることとなった。

これ以降、政府・厚生省は、医療行政において主体性を発揮するようになり、本

格的に医療費抑制に舵を切っていった。

医療費抑制政策のもと、厚生省が第一に着手したのは、薬剤費削減である。

1980年当時、国民医療費における薬剤費の比率は38.2％で、ヨーロッパ諸国と比

較すると、倍近くの割合を占めていた。このため、厚生省は1981年に 3年ぶりと

なる薬価基準改定を行い、過去最大の薬価基準18.6％の引き下げ、医療費ベース

にして6.1％の引き下げを行った。その後も、図 3に見られるように、1984年の

薬価改定で16.6％の引き下げ、1988年の薬価改定で10.2％の引き下げと、大幅な

薬価の見直しを継続していった。1981年から1986年の間で都合 5回行われた一連

の薬価改定により、薬価基準の実質改定率は累計42.2％に、医療費に占める薬剤
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比率は38.7％から29.1％にまで低下した。このような薬価差益の縮小とともに、

医業者にとっては、自らが医薬品を管理・処方することの旨味が徐々に失われて

いったのである。1980年代は、 5度の薬価改定を受けて、「薬価の冬の時代」53）

とも称される。医療費抑制政策の一環である薬価基準の適正化は、それ自体が医

薬分業を推進するという目的を有するものではなかったが、それまでに停滞して

いた医薬分業に対する追い風となったことは間違いない。

厚生省が次に実施したのは医療保険制度改革であり、日医の医療政策における

影響力はさらに減退していくこととなった。1992年に成立した老人保健法は、第

2次臨調下の財政再建策の一環で、1973年以降の老人医療費支給制度を廃止し、

患者に一部負担を求めることで、老人医療にかかる国庫負担の削減を図った。老

人保健法に続いて、厚生省は更なる医療費抑制を図るため、1983年 8月から医療

保険制度の改革案を提出した。そこでは、被用者保険の本人給付率を 8割とする

ことや、入院時の給食材料費を保険給付から除外すること、高額所得者の適用除

外などが盛り込まれていた。日医は、医療保険制度改革案について、「財政優先、

生命軽視の健保法改悪に全面反対」を掲げて反対し、日医・日薬・日歯の三師会

が共同して反対運動を展開し、「健保制度が創設されて以来60年におよんで守ら

れてきた勤労者の軽負担受診制度が、単なる医療費削減案のために突如として打

ち切られることは重大だ」と非難する声明を発表した。同年 5月には「三師会健

図 3　薬価乖離率（薬価差益）の推移
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保法改正案反対対策本部」が設置され、さらなる反対運動が繰り広げられた54）。

しかし、中曽根政権下の第 2次臨調の答申に沿った国庫負担削減の改革が実行さ

れる中で、日医では会長選挙等によって反対運動が弱まり、また経済界が賛成の

意向を表明していたことなどから、1984年 8月、医療保険制度改革案は、ほぼ原

案通りに成立した。このように、一連の医療保険制度改革において、日医は医療

政策の決定過程において影響力を発揮することができなかったのである。

（ 2） 1990年代

前項で示した通り、1980年代には、医療費抑制政策の一環として、医療費にお

ける薬剤費比率の引き下げという目的のもと、数度にわたって薬価を引き下げた。

しかし、薬価差益は依然として大きかったため、1990年代初頭になると、薬価の

引き下げは薬価差益自体の縮小を目的として行われるようになった。この点につ

いては、以下のような新聞記事がある55）。

  1年間に全国の病院や医院、歯科医院が得ている薬価差益（保険で決めて

いる薬価基準と実際の医薬品購入価格との差額）の総額は、1987年度時点で約

1兆3000億円にのぼっていることが、 8日開かれた衆院決算委員会で明らか

にされた。草川昭三氏（公明・国民会議）の質問に厚生省の坂本龍彦保険局

長が答えたもので、同省が薬価差益の年間総額についての具体的な数字を、

公式に示したのは初めて。同年度中、各健康保険や患者から医療機関に支払

われた医薬品費は約 5兆1600億円で、このうちの 4分の 1が、医療機関の差

益収入となっていたことになる。

上記の通り、薬価差益が医療費の中で高い割合を占めていることや、医療機関

の差益収入について、当時の厚生省は問題視していた。こうした中、厚生省は、

バルクライン方式から加重平均値一定価格幅方式へと薬価基準算定方式を変更

し56）、1992年には、新方式によって初めての薬価基準制度の全面改定が行われ、

薬価基準が8.1％、医療費ベースにして2.4％引き下げられた。さらに、 2年後の

1994年には薬剤費ベースで6.6％の引き下げ、1996年は同ベースで6.8％の引き下

げが断行された。このようにして、1990年代には薬価を直接に狙い撃ちした薬価

基準算定方式の改定が行われた。この施策は、当時 1兆円超にも上る薬価差益を

確実に縮小しようとする厚生省の断固たる態度によって実現したものであった。



271

この新方式の採用により、図 3の通り、1990年代に薬価差益は急速に縮小して

いった。

一方、薬価差益が縮小してくると、医師の側から、従前の薬価差益による収入

を補完し得る診療報酬の引き上げを求める声が高まっていった。1991年 2月の衆

議院社会労働委員会で、医師出身の五島正規議員は、「現実問題として薬価差益

や検査差益以外において何によって医療を経営していくのか。人件費が保証され

ていない状態では、現在の診療報酬というものは、薬価差益、検査差益によって

医療経営を維持させるのだ、そこにすべてが集中するという内容になってい

る」57）と発言している。こうした医師の側からの働きかけにより、1992年の診療

報酬改定では、薬価が8.1％引き下げられた一方、診療報酬は5.4％引き上げられ

た。また、この年の診療報酬引き上げには、処方箋料の引き上げも含まれており、

点数にして処方箋 1回当たり55点から74点への引き上げという、「医薬分業元年」

以来の大幅引き上げであった。

以上、本節の結論を簡潔に示す。1990年代初頭、厚生省は、薬価差益自体の縮

小のための薬価算定基準の変更と、従来の薬価差益による医師側の収入に相当す

る「手当」として、処方箋料の引き上げを行った。いずれも医療費抑制政策の一

環であったが、結果として「ムチ」と「アメ」の形をとった、医業者に対する医

薬分業に向けた経済的な妥協策であった。そして1990年代中盤以降、薬価差益の

急激な縮小に反比例するかのように、医薬分業率は急速に向上していったのであ

る。

2　薬剤師の受け入れ態勢

前節では、1980年代の医療費抑制政策としての薬価差益の縮小が、医薬分業の

進展に寄与したことを論じた。本節では、同時期の1980年代以降に行われた厚生

省主導による薬剤師をめぐる施策と、医薬分業の地域差の是正が医薬分業に与え

た影響について論じる。

「医薬分業元年」以降の1979年時点においても、医薬分業の実現に不可欠な薬

剤師の受け入れ態勢は未だ不十分であり、医薬分業を進めるためには、「薬剤師

の能力が優れ、薬局も理想的に整備されていなければならない。この点に今は問

題がある」と指摘されていた58）。このような薬剤師の受け入れ態勢の不備という

政策課題を認識した厚生省は、1980年代以降、薬局の環境整備と、薬剤師の質的

向上のための施策を打ち出していった。
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医薬分業が徐々に進展する中で、まず問題となったのが第二薬局である。第二

薬局とは、特定の医療機関に隣接する、薬局の経営者が当該医療機関の開設者や

その配偶者の親族などに当たる薬局である。第二薬局では、医師が診療と薬剤で

2度、利益を得ることができた。本来の医薬分業の趣旨に反する第二薬局を問題

視した厚生省は、1982年、医療機関からの人的・機能的・経営的独立が立証でき

る薬局以外は、保険薬局として認可しないことを通達した。その結果、1982年に

は1100軒以上あった二次薬局は、1990年には292軒と、 4分の 1にまで激減し

た59）。

次に、厚生省の薬剤師の質的向上があり、主に 2つの施策が挙げられる。第 1

の施策は、薬剤師の待遇面に関するもので、単なる調剤業務にとどまらない、総

合的な薬局機能を果たすことが求められた。従来、薬剤師に対する報酬とは、医

薬品を管理して受け渡すことへの調剤報酬が大部分を占めていた。しかし、1983

年に、厚生省は医療法を改定して「投薬特別指導料」を新設することで、薬剤師

の服薬指導に対する技術料を認めた。さらに、翌1985年の第一次医療法改正の中

では、初めて「薬局」の語が現れ、医療機関と薬局のさらなる連携が促進された。

医療法改正に伴う付帯決議では、「医療を提供する体制の一層の充実を図る為、

医薬品情報の確保、薬剤師による適正な医薬品の管理調剤が行われるように努め

ること」とされた。そして、1986年の医療法改正では、「薬剤服用歴管理指導料」

が新設され、物理的な調剤業務に加えて、「薬歴」の管理に対する報酬も認めら

れるようになり、1987年には医薬品データベースや全国オンラインネットワーク

による情報提供サービスが開始し、薬剤師のあり方について検討を行う薬剤師養

成問題検討委員会が設けられた60）。

このように、1980年代に、厚生省は薬漬け医療の脱却に向けて、薬剤師の服薬

指導と薬歴管理を充実することによって、薬剤師の質的向上を目指した。これま

で、薬剤師の質的向上への取り組みは、厚生省から日薬への単なる「要請」にと

どまっていたが、診療報酬として法的に認められることで、薬局や薬剤師の医療

における役割が明確化したといえる。

1990年代に入ると、年 1兆円のペースで増加し続ける医療費を抑制するため、

在宅医療が重視されるようになる。1991年には、在宅医療の推進等を目的とした

第二次医療法改正が行われ、医療の担い手として「薬剤師」が明記されるように

なった。この改正によって新たに規定された「医療の基本理念」は、当初の政府

原案では「医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師そ
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の他の医療の担い手と医療を受ける者の信頼関係に基づき行われる」とされたが、

日薬や日本薬剤師連盟は、条文に「薬剤師」を明記するよう要望した結果、法案

の中で「医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、薬剤師、看護

師その他の医療の担い手」として、「医療の基本理念」の中で、薬剤師という存

在が法的に位置づけられたのである。1990年代は、1980年代に行われた薬剤師の

服薬指導と薬歴管理業務の充実に加え、医療費抑制のための在宅医療の推進や、

地域医療における薬剤師の役割が明確化された。これによって、医療機関に比べ

て役割が不明瞭であった薬局の環境整備が進展したのである。

第 2の施策が、薬剤師教育である。厚生省は、図 4の通り、薬局が年々増え続

けていることを受けて、薬剤師教育の質の維持・向上に取り組むようになる。薬

剤師国家試験制度改善検討委員会は、1986年に薬剤師試験を年 1回とすることや、

試験問題数の増加、試験時間の延長などを盛り込んだ最終報告書を提出した。ま

た、薬剤師養成委員会は、1995年、薬剤師の能力不足などの改善のため、薬剤師

の受験資格を実質 6年の薬学教育を受けた者に限定する旨の報告書を提出した61）。

以上、1980年代と1990年代では、薬局の整備や薬剤師の質的向上の施策により、

医薬分業の停滞要因の 1つであった薬剤師の受け入れ態勢の不備という課題が

図 4　薬局に従事する薬剤師数と薬局数の推移
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徐々に改善され、医薬分業が実質を伴うようになっていったといえる。

3　厚生省・日医・患者の医薬分業に対する意識

本節では、厚生省・日医・患者の医薬分業に対する意識がどのように変化した

のか、あるいは変化しなかったのかという点について、具体的には、厚生省の医

療行政への意識、厚生省と日医の関係、日医・患者の医薬分業に対する意識、の

3点を検証する。

第 1に、厚生省の医療行政への意識については、前節までに示した通り、医薬

分業の大きな障壁であった薬価差益の存在と薬剤師・薬局の受け入れ態勢に関す

る問題が改善していくにつれて、厚生省は医薬分業を進展させるよりも、さらに

直接的な手段を講じていく。1989年、厚生省は全国国立病院長会議において、全

国38の国立病院を「院外処方箋発行モデル病院」に指定し、 3年で30％の処方箋

発行率を達成することを求めた。この厚生省の方針は、38のモデル病院以外にも

影響を及ぼし、大病院での院外処方箋発行が促進され、聖路加国際病院では1989

年に外来患者の投薬を100％院外処方へと切り替えた62）。さらに、 6年後の1997

年には、厚生省は医薬分業の一層の促進のため、38のモデル病院に対し、70％の

院外処方箋発行率の達成と完全分業を目指すことを通達した。このように、厚生

省が1989年以降、主管する国立病院に対して医薬分業の促進を実質的に強制した

ことで、薬剤師側の処方箋の受け入れ態勢も進んでいった。国立病院における医

薬分業化によって、他の公的医療機関や民間病院も医薬分業へと舵をきり、医薬

分業は大きな進展を見せることとなった。このように1980年以降、厚生省は法改

正によって、より一層の薬価差益縮小を図り、薬剤師に対して患者への薬歴管理

等医療における役割を明確化し、技術料の充実や薬局の質的向上を促進した。こ

れによって医薬分業の実質的な環境整備が進み、1990年代の医薬分業率の急速な

進展をもたらした。

第 2に、厚生省と日医の関係について、武見会長を頂点とするワンマン体制に

よって厚生省に対して大きな影響力を持っていた日医は、本章第 1節で述べたよ

うに1982年の武見会長の退任を機に、医療政策に対する影響力を低下させること

となった。また、1980年以前は日医の影響力の強い中医協が中心となって診療報

酬改定率を決定していたのが、1980年以降は大蔵省の示す財政的制約の下で決定

されるようになり、中医協の権限も制約されるようになった63）。

第 3に、日医・患者の医薬分業に対する意識について、薬価基準改正等により
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薬価差益が縮小したことで、日医は1987年に、医薬分業に対して賛成の姿勢を示

し64）、診療報酬の引き上げを強く求めるようになった。また、1997年に行われた

日本経済新聞社による病院経営者アンケートでは、医薬分業について、「全面分

業している」が16.6％、「一部分業している」が26.3％、「分業していないが、今

後予定・計画している」が28.6％、「分業は考えていない」が25.1％と、分業に肯

定的な医師が 7割以上にも上ることが分かる65）。また、1987年には、 1兆円以上

の薬価差益の存在が報道されることで、「医療機関が薬で儲けている」という批

判が高まり、「医師に薬を持たせるな」という論調が盛り上がった66）。その結果、

医師から薬を手放させることを患者が望んだことで、医薬分業は、結果として世

論からの後押しを受ける形となった。また、1973年の世論調査では、回答者の約

70％が医薬分業に反対していたが、1987年の内閣府による世論調査（1987年 6月

25日～ 7月 5日、標本数は5000人）では、医薬分業に反対の人が39.8％に減ってお

り67）、1989年の日薬の調査（1988年11～12月、標本数は3200人）では、 3人に 1人

が医薬分業に賛成し、年齢の高い層や、医薬分業を実際に体験した回数の多い人

ほど、賛成の割合が高くなっている68）。

4　小　括

本章では、第Ⅲ章で述べた 3つの停滞要因を踏まえ、1980年代以降、医薬分業

がどのように推進されたのかを論じた。まず、薬価差益の問題については、年代

別に要約すると、以下の通りとなる。

1．1980年代には、1970年代における厚生省と日医の関係の変化や武見日医会

長の退任によって、日医の影響力が低下する中、厚生省が主体となって財政

再建のための医療費抑制が行われ、医療保険制度改革が実施された。特に、

薬価が数度にわたって引き下げられることで、徐々に薬価差益が縮小して

いった。

2．1990年代には、薬価差益自体を縮小するために、薬価基準算定方式の全面

改定が行われた。このような薬価引き下げとともに行われた処方箋料の大幅

引き上げは、医療機関が医薬分業を推進するための経済的なインセンティブ

となり、医薬分業率の急速な向上へとつながった。

要するに、1980年代に始まった医療費抑制政策や医療保険制度改革といった、医

薬分業を直接の目的としない種々の施策が、結果的には1990年代における急速な

分業率の向上をもたらしたといえる。
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次に、薬剤師の受け入れ態勢については、厚生省が1980年代に物理的な調剤業

務だけでなく、「服薬指導」や「薬歴管理」などの点数を新設し、薬剤師の技術

料を認めたことで、薬剤師の地位を質的に向上させた。また、1990年代には第二

次医療法改正や在宅医療の推進によって、薬剤師の役割が明確化され、同時に薬

局の環境整備が推進された。

以上、医療行政における厚生省の主体性の発揮、武見会長の退任による日医の

影響力の低下、薬価差益を問題視した上での「医師に薬を持たせるべきでない」

との世論の高まりによって、1970年代における医薬分業の 3つの停滞要因は次第

に改善され、医薬分業率が向上していった。しかしながら、これは厚生省・日医・

日薬といった医療行政における主要なアクターが、医薬分業に向けて足並みを揃

えた結果であるとは言い難い。むしろ、医療費抑制といった医薬分業以外の政策

目的を実現する手段としての、薬価差益の削減などの種々の施策こそが、結果と

して医薬分業をもたらしたと見るのが妥当である。まさに、「エートス」なき医

薬分業の進展であったといえよう。

Ⅴ　おわりに

本論文では、「なぜ『医薬分業元年』とされる1974年から1980年代まで、医薬

分業は停滞したのか。また、なぜ1980年代以降、医薬分業が急速に進展すること

となったのか」という問いを立てた。これに対して、薬価差益、薬剤師の受け入

れ態勢、厚生省・日医・患者の医薬分業に対する意識という 3つの観点から、政

治史・行政史的視座に立脚した上で、検討を試みた。

第Ⅱ章では、明治期から「医薬分業元年」までの医薬分業行政について、主と

して医業者と薬業者の対立に着目することで、「医薬分業元年」に至るまでの医

薬分業をめぐる政治・行政過程の前史的背景が明らかにされた。すなわち、医薬

分業の制度自体は、明治期と GHQ占領期の 2度にわたって設計されたものの、

医療行政における各アクターの対立や社会的慣習、さらには「医薬分業のエート

ス」の不在によって、医薬分業はついに定着しなかったのである。

第Ⅲ章では、1960年代から1974年までの「医薬分業元年」の成立過程と、1970

年代後半以降の医薬分業の停滞要因を論じた。特に後者に関しては、①薬価差益

の存在、②薬剤師の受け入れ態勢の不備、③厚生省・日医・患者の医薬分業に対

する消極的意識の 3点が指摘された。
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第Ⅳ章では、第 1節において1980年代と1990年代の両期間で薬価差益が縮小し

ていく経過が、第 2節では薬剤師の受け入れ態勢が向上していく過程が、それぞ

れ明らかにされた。また、医療における薬剤師の役割を明確化する施策などに

よって、医薬分業の推進における厚生省の主体性が発揮され、医薬分業に向けた

環境整備が進んだことで、1990年代に医薬分業率が急速に向上した。

このように、日本における医薬分業は、従来の先行研究で指摘されてきたよう

に、単線的な進展をみたのではない。つまり、明治期の医制、戦後の医薬分業法、

「医薬分業元年」とされる1974年の処方箋料の大幅引き上げという、都合 3度の

大きな契機を経ても、医薬分業は実現しなかった。しかしながら、医薬分業の障

害となっていた薬価差益の縮小、薬剤師側の受け入れ態勢の整備、医薬分業に概

ね反対していた日医の影響力の低下、厚生省の医療行政に関する主体性の発揮な

どによって、1990年代以降の医薬分業の本格化が実現し、今日では医薬分業率が

約70％となるまでに至っている。

ただし、本論文がしばしば指摘してきた「医薬分業のエートス」は、1990年代

以降、さらには現在においても依然として存在しないといえる。最近では、テレ

ビ東京『WBS』にて、「買う場所で値段が違う⁉　『秋のレビュー』で薬代議論」

と題する特集が放映された69）。本特集は、まず初めに、院外処方と院内処方にお

ける患者が支払う「薬代」の差を示した上で、薬業者の介在する院外処方の方が

患者負担は大きいことを指摘している。そして、政府の予算の無駄遣いを検討す

る「秋のレビュー」においては、院内と院外の手数料の差額がなければ1.6兆円

もの医療費が削減できることを伝えている。財政再建や医療費削減が目指される

昨今の時流において、厚生労働省の担当者が主張する医業者と薬業者の「ダブル

チェック」体制の意義、すなわち医薬分業の意義が、今日でも軽視されているこ

とが色濃く反映された特集であった。こうしたテレビ番組からも分かるように、

1つの政策目的としてはついに実現を見なかった医薬分業は、他の条件が変動す

ることで、たやすく揺さぶられてしまう砂上の楼閣に過ぎない。故に、本論文は、

今日においても「医薬分業のエートス」は存在しないと主張するのである。

なお、改めて強調しておきたいのは、医薬分業が約70％まで達成された今日の

状況は、医薬分業自体を目的とした政策によって実現したものではなく、医薬分

業以外の目的のために実施された種々の政策（医療費抑制のための薬価差益の削減

など）によって、間接的にもたらされたものだということである。日本における

医薬分業とは、これを公共政策における 1つのケースとして捉えた場合、「問題
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設定→選択肢選考→政策決定→政策実施→政策評価」といった政策過程段階70）、

あるいは「政策目的→インプット→活動→アウトプット→アウトカム」などのロ

ジック・モデルに代表される71）、単純化された政策過程をモデルとする公共政策

学の 1つの限界を示すものだと考えられるのではないだろうか。
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