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薬学・薬剤師を知る旅

カナダ体験レポート
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して勤務している。 Contact：saya̲0726@yahoo.co.jp

カナダの医療制度

第2回

日本同様に国民皆保険制度を持つカナダ。しかしその仕組みには少し違いがあり、カナダ
の場合は病院受診時に支払う患者負担金が発生しません。国民皆保険がなく民間医療保険
主導という、全く別の医療システムを持つアメリカと隣り合わせている国でありながら、最高水
準の医療を無料で提供できるわけとは？ カナダの薬剤師がプライマリケアのフィールドで活
躍している理由が、カナダの医療制度を知ることで見えてくるかもしれません。
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カナダ医療制度（メディケア）の歴史

カナダは、世界の中でも生活のしやすい国と
して毎年上位 1 〜 4 位以内に安定してランクさ
れ、日本と比べても高く評価されています。（『国
連開発計画の人間開発報告より』）その理由と
して、教育や医療システムの充実、環境問題へ
の配慮等が挙げられます。
カナダでは「医療と教育はすべて平等」とい
う理念のもと、国民皆保険制度（メディケア）
が適用されています。カナダでの国民皆保険制
度は日本のように国で統一されたものではなく、
州によってそのサービスに差があるものの、歯科
医療や救急サービス、眼検査、医薬品等を除
けば全国無料で医療サービスを受けられるので
す。医療サービスの対象は、カナダの市民権や
永住権を持っている人達ですが、移民の多いカ
ナダでは、州によっては移住してから数カ月しか
経っていない人でも対象となる例があるようです。

国民皆保険制度成立の過程は、非常に興
味深いものがあります。
1914 年、カナダの中 西 部（アルバータ州
の隣）に位置するサスカチュワン州のサニアと
いう小さな町で、市民に対し無償で医療サー
ビスを提供する法律が制定されたのが始まり
です。当時は、政府の干渉を懸念して、医師
によるストライキを呼び起こすこともありましたが、
サスカチュワン州の取り組みを皮切りに徐々に
他の州にも広がり、現在では当時のサスカチ
ュワン州知事であるトミー・ダグラスが「カナ
ダの医療の父」として、国民から高い評価を
得ています。1984 年にカナダ保健法（Canada
Health Act : CHA）（表 1）が制定され、カ
ナダ全土で国民皆保険制度（メディケア）が
統一されました。

表 1 「カナダ保健法」の基本 5 原則
1. Public Administration 「州政府とその行政による管理」 各州の行政が 非営利原則に基づき管理を行う
2. Comprehensiveness

「包括的医療サービス」

医療保険で必要なすべてのサービスをカバーする

3. Universality

「普遍主義」

カナダ国民全員に医療サービスを提供する

4. Portability

「全国的受給権」

カナダ国民に対し、
どの州に移動しようとも平等
に医療サービスを提供する

5. Accessibility

「平等的受給権」

カナダ国民は経済的負担なく医療サービスを
受けることができる
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※上記は医療サービス供給パターンの一般的な例であり、
これらに該当しないケースもあります。

アルバータ大学病院
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家庭医制度と病院の運営
カナダの病院では、日本のような外来患者の
治療は行わず、家庭医制度を適用しています。
カナダの医師の約 50％が家庭医で占められ、
開業医師の数も多く、出来高払い制となってい
ます。患者はまずクリニックなどで各自の家庭
医に診察してもらい、その後専門医や病院を
紹介されるのが一般的な流れです（図 1）。
家庭医を持たない患者は、ウォークインと呼
ばれる医療機関にかかることになります。ウォー
クインの場合予約は必要ありませんが、公費が
適用されず、混雑していることが多いです。病
院の多くが公的病院の形態をとっていますが、
経営は民間の非営利組織が、地方自治体やボ
ランティアと協力して行っているようです。
公費負担分の医療費財源は、雇用主への社
会保障税、所得税、州の一般財源、連邦政府
補助金等で形成されており、歯科医療や医薬品
の一部等は公費負担に含めないため、患者は別
に民間の保険に加入する必要があります。民間
の保険によって負担割合が異なるため、患者の
自己負担割合は保険によって様々です（図 2）
。

薬剤師が公衆衛生の一環として無料で相談に応じている

RT

Sayaリポーターに聞いてみよう！

エドモントンで暮らしているSayaリポーターに対して、自由に質問できるコーナーです。読者からの質問も受け付けま
すので、エドモントンの薬学生や薬剤師などに対する質問を自由に下記ホームページよりお寄せください。
【Sayaリポーターへの質問は、http://www.anycr.com/からお願いします。
】

薬局での業務のなかで、日本と異なっている点を具体的に教えてください。
同じ薬局・薬剤師でも、国によって調剤や鑑査の方
法まで異なります。それぞれの違いを簡単にご紹介します。
◆処方せん
カナダではラテン語の表記も一般的であり、医師に
よる手書き処方せんもいまだに多く、字の読みにくさ
は世界共通のようです。また、日本では記載のない
患者住所が一般的に記載されており、逆に日本では
必須項目である保険番号がカナダでは記載されてい
ないため、初来局患者に対し保険番号を確認する必
要があります。
◆処方せん期限
カナダでは処方せん期限の記載はなく、日本の 4
日間に比べて非常に長い 18カ月と定められています。
◆リフィル処方
日本には存在しない海外特有の処方せんシステム
の一つです。リフィル処方とは、慢性疾患等の薬が
対象で、医療機関を受診しなくても、薬局にて医師
の指定したリピート回数の範囲内で薬を繰り返し受け
取ることができるシステムのことを言います。処方せん
の期限が長いのはそのためです。
薬の入れ物（バイアル）にリフィル回数の記載があ

保険会社に対する保険適用の要請

待機時間の短縮が今後の課題
国民の誰もが無料で医療にアクセスできると
いう利点とは裏腹に、手術待機時間や受診ま
での時間の長期化が大きな問題となっています。
日本では、多くの場合その日のうちに検査を終
わらせることができますが、カナダでは検査を
受けるまでに 1カ月、2カ月待たされる事もあり、
同じ場所ですべての検査を行えない場合もある
ようです。さらに、癌の手術待機時間などは例
年期間が延びており、ある病院の平均待機時
間は 54日間（2カ月弱）にもなると聞いています。
また、家庭医に紹介を受けてから、専門医や
病院での治療を開始するまでの時間は、18 週（4
カ月強）というデータもあるようです。長い待ち
時間を強いられた患者が治療を受ける前に命
を落とすというケースも起こっており、この問題
は深刻であると考えられます。
これらの原因として、長期的な医師不足が挙
げられます。国民の中には家庭医を持たない
患者が 300 万人近くいると言われており、家庭
医だけでも3000 人近くが必要と考えられてい
ますが、近年医師の数は増えておりません。さ
らに、移民大国のカナダでありながらも、海外
で医師免許を持つ移民がカナダで資格を再取
得しづらいという制度上の問題もあります。

カナダの処方せん

日本の処方せん

プライマリケア薬剤師の活躍
医師へのアクセスが制限されている中で、プ
ライマリケアにおいて大きな役割を果たしてい
るのが薬剤師です。すぐに医師にかかれない
患者の相談に応じることも、薬剤師の大きな
役割の一つであり、患者から厚い信頼を置か
れているのもこの役割のためかもしれません。
国によって医療制度やその問題点も様々であ

るため、あと何回リフィルできるかを患者自身で把握
することができます。薬がなくなり次第薬局を訪問、も
しくは電話による問い合わせでリフィル処方を依頼で
きます。さらに「自動リフィルサービス」という薬局の
サービスを利用すると、コンピュータで管理されている
リフィル回数や服用期間に基づき、薬局にて自動的
にリフィル処方のお薬が準備されます。患者さんには「薬
が準備できているので必要な時に取りに来てください」
という自動音声電話を配信することで来局を促し、受
け取り時に薬局でお待たせすることもありません。
◆調剤方法
日本では PTPシート等の計数調剤が一般的である
のに対し、カナダでは 50 錠〜 1000 錠単位で販売さ
れているボトルから裸錠を取り出し、カウンティングボー
ドという器械を使って計数調剤します。患者には薬の
種類ごとにバイアルに入れてお渡しします。
日本では頻繁に行われている散剤・水剤等の調剤
や調製は、カナダではあまり行われていません。小児
患者に対しては水剤を調剤しているようですが、その
頻度も少なく圧倒的に錠剤やカプセル剤等が多いの
が特徴です。

カナダの調剤風景

日本の調剤風景

り、医療者の役割や立場等も国ごとで多少異
なると思います。しかし、その中で基本となる
べきものは「患者のニーズに応える」ということ。
これは世界共通の認識であり、それぞれの国
の薬剤師が全く同じではなく、それぞれの特
徴を出していることはむしろ良い事であると思
います。
さて、あなたは日本の薬剤師はどんなところ
に特徴があると思いますか？

店 長 を 鍛 える 実 践 情 報 誌
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