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【タイの基本情報】 

国名：タイ王国 

面積：約 51万 4000 km2 （日本の約 1.4 倍） 

   日本との距離 4426km 時差 2 時間 

首都：バンコク 

タイ語での正式名称は、とても長く、下記。通称クルンテープ。 

กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายธุยา มหาดิลกภพ นพรัตน์ราชธานีบุรีรมย ์อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สกักะทตัติยวิษณุกรรมประสิทธ์ิ 

อมรพิมานอวตารสถิต สกักะทตัติยวษิณุกรรมประสิทธ์ิ 

読み：クルンテープマハナコーン・アモーンラッタナコーシン・マヒンタラアユッタヤー・マハーディロッカポップ・ノッパラッタラーチャタニーブリーロム・ウドムラーチ

ャニウェートマハーサターン・アモーンピマーンアワターンサティット・サッカタットティヤウィサヌカムプラシット 

意味：イン神がウィッサヌカム神に命じてお作りになった、神が権化としてお住みになる、多くの大宮殿を持ち、九宝のように楽しい王の都、最高・

偉大な地、イン神の戦争のない平和な、イン神の不滅の宝石のような、偉大な天使の都。 

政体：立憲君主政 現在の元首は、プーミポン・アデゥンラヤデート国王（ラーマ 9世） 

民族：タイ族 75％、華人 14％ 

その他 11％（マレー族、クメール族、カレン族、ミャオ族、モン族、ヤオ族、ラフ族、リス族、アカ族など少数民族がいる） 

宗教：仏教徒 95％（ただし日本と異なり、上座部仏教） 

イスラム教徒 3.8％、キリスト教徒 0.5％、ヒンドゥー教徒 0.1％、その他 0.6％ 

気候：バンコクは熱帯に位置し、年間を通じて最高気温は 33℃前後、最低気温は 20 度から

25 度を保つ。季節は、蒸し暑く雨の降る雨季（5～10 月）、やや涼しく過ごしやすい乾

季（11～2 月）、雨があまり降らず非常に高温となる暑期（2～5 月）の 3 つに分かれる。

最高気温極値は 40.0℃。最低気温極値は 10.5℃。 



【タイの医療に関する基本情報】 

人口：約 6884 万人（IMF 推移計 2015．4月）およそ日本の半分。 

      うち 20 歳未満人口･･･29.4％ 65 歳以上人口･･･7.7％ 

 平均寿命：男性 71 歳・女性 79 歳（2013年時点 世界保健統計 2015／WHO） 

 三大死因：1 位 悪性新生物（ガン） 2 位 心疾患 3 位 脳血管疾患 （2008年） 

薬剤師 ：6,384人（日本の約 1/34） 大学は 5年在学＋1年の実習 

医師  ：6300万人（日本の約 1/2） 大学は 6年（歯科では 4年）の在学＋1年の実習 

     医師・薬剤師の給与格差は少ない。 

平均年収：30～40万円（日本のおよそ 1/8）  林業・農業従事者 14～15万／年 

                             医師       124万円／年 

                             警察官      25万円／年 

通貨  ：タイバーツ（1バーツ＝およそ 4円） 

国民が使う医療費：1400円／年（日本の約 1/20）収入が少ないため、医療に回せる金額も少ない 

 

【タイの医療保障制度】 

タイの医療保障は、大きく分けて下記のようになっている。 

●被用者社会保障制度（SSS） 

●公務員医療給付制度（CSMBS） 

●国民医療保障制度 

●民間保険 

→以上により、理論上では無保険は消滅し、医療サービスの普遍的提供が可能になった。 

 

・被用者社会保障制度（SSS：Social Security Scheme） 

 就労時間外の傷病に対して、医療サービスを上限に達するまでカバーする、民間被用者の保険。 

原則として登録されている公立および民間病院でのみ診療可能。 

就労中の傷病に関しては、労働者補償制度（日本で言うところの労災にあたる）で対応。 

ただし、給付対象は被用者本人のみであり、家族は対象としない。 

・公務員医療給付制度（CSMBS: Civil Servant Medical Benefit Scheme） 

  公務員の付加給与として医療費サービスを提供している。 

  職場にて申請できる証明書を受診時に提示し、医療費を一旦全額支払ったのち、償還される。 

  受診医療機関の制限はなく、入院の場合は一切の負担無し。 

対象者は、本人・両親・配偶者・子供（ただし 20歳未満を 3人まで） 

・国民医療保障制度 

  公務員医療給付制度や民間被用者の社会保険制度が適用されない農民、自営業者などを任意加入の対

象とする保険省主導によって創設された国民皆医療サービス。 

  契約病院への１回の外来・入院、薬局での薬の処方について定額30バーツ（およそ100円）で受けられ、



貧困により、30バーツが支払えない場合は、それも免除される。（通称、30バーツ制度） 

  ただし、契約病院は公立病院に限られている。

 ＊上記医療保障制度でカバーされている、医療サービスとは、病院での診察・治療・ 

入院等のことであり、薬局での薬代は、30バーツ制度を除き、全て自己負担である。 

 

 【タイの薬局】 

 タイの薬局は、下記の 3種類に別けられる。 

  ・第一種薬局･･･薬剤師が勤務し、全ての薬剤が扱える 

（タイ全土に 5000店ほど。半数はバンコク市内で営業） 

 ・第二種薬局･･･薬剤師がおらず、扱える薬剤が制限されている 

         （タイ全土で 5000店ほど。うち 700店ほどがバンコク市内で営業） 

  ・グロッサリー･･･処方箋を必要としない OTCのみを販売する、雑貨店のようなもの 

          （タイ全土で 40万店ほど存在） 

  また、薬価のような公的価格は設定されておらず、完全な自由市場。 

   

 【薬局見学の報告】 

●BLEZ薬局 （バンコク市内） 

      

  第一種薬局であり、特に日本人が常駐していることを特徴として営業している。 

 〈スタッフ〉 

  薬剤師：女性 1名（大学を卒業して、実習中の方。この薬局で唯一の薬剤師さん）  

  事務アシスタント：女性 1名（ライセンスはなく、事務のほか発注・陳列補助をしているそう） 

  その他、直接お話しを伺うことはできませんでしたが、店舗管理を行う日本人男性スタッフがいらっしゃった様子。 

 

 〈店内の様子〉 

   

入口の正面側の壁に掛けられた、薬局許可の看板。 

＊「医薬品販売の場所」という意味のタイ語が書かれており、 

見やすい場所に掲示する義務があるそう。 

 

＊下の顔写真入りのものが、店に常駐している薬剤師さんの

写真とお名前を掲示したもの。 



  店内は、壁面にぎっしりと薬が陳列されており、在庫としては、200種類ほど。 

  そのうち半数以上が、OTCや雑貨等で、本当にたくさんの種類が並んでいた。 

    

 

処方せん医薬品や、OTCの一部はカウンターの中にあり、別で陳列されている。 

 

   
 

 〈店内見学中にお客様のご来店〉 

 

  
 

＊客層は、旅行者が多く、予めネット等で症状から欲しい薬を決めて来局される方も多いそう。 

＊後で調べてみると、タイでは粉薬は飲みにくく好まれないためほとんどなく、錠剤が主流だそう。しかも、派手な

色で大きな錠剤を好む方が多いようで、日本より錠剤は大きく、カラフルな物がおおいそうである。 

店内の雰囲気は、日本のドラッグストアのようなイメージ。 

通常の医薬品や OTCはもちろんのこと、化粧品やシャンプーのような生

活雑貨、かみそりやマスクも所狭しと陳列されていました。 

日本の商品もあり、日本人常駐をアピールしている為、あえて多めに仕入

れているそう。POP もタイ語＋日本語＋英語表記でした。 

   

養命酒！ 

話題のオイルも！ 

ﾀｲ国立病院監修ｻﾌﾟﾘ! 

処方せんは持っておらず、抗生剤を購入したいとの事で来局。 

薬剤師さんが英語で症状等を聞き、薬をすすめていた。会話の中で「痛

み止めはいらない？」と問いかける場面もあり、会話をすすめる中で

症状に合った薬を提案するのは当然のよう。 

調剤室のようなものはなく、お客様の目の前でヒートをばらしたり、

ボトルから必要な錠数をとり販売するスタイル。 

今回は抗生剤のみの販売。6日分で 990バーツ（日本円で 3960円程） 

日本で同じ薬は 5400円ほどなので、日本よりも安い計算。 



   

 販売時は、ヒートから必要個数を取った物をジップ袋に入れ、シールに薬名・用法・用 

量・注意事項が書かれたものを貼り、販売している。 

レジはなく、PCで金額を入力した後は、引き出しの中からお金を取って渡すスタイル。 

 

【その他の薬局見学】 

 バンコク市内には本当にたくさんの薬局があり、詳しくお話を伺うことはできなかっ 

たが、いくつかの薬局を見学した。 

●1店舗目 

   
●２店舗目 

   

●露天 

 

＊露天の商品は、偽者がないとは言い切れないが、法律による規制はない。ただし、タイは国の政策

全てを管理する PC は

カウンターに 2 台！ 

シールのようなものを貼って販売 

日本語･英語･タイ語の 3 パターン。 

引き出しにお金があり、 

PC 入力後ここから取る。 

伝統約（ハーブや漢方のよう

な植物等）を取り扱う第一種

薬局。店の奥に調剤スペース

があり、そこで調剤をしてい

るよう。他の薬ももちろん取

扱いがある。 

中国系の方がオーナーの第一種

薬局。タイでは処方せんがなく

ても販売する薬局が多い中、処

方せん医薬品は「処方せんがな

いと販売しない」を徹底してい

る薬局。 

バンコク市内の路上では、こんなふうに見本を置いて販売してい

る露天が多く見られた。見本はダンボールに、空箱を貼り付けて

あるという簡易スタイル。商品は店員が手元に置いており、それ

を購入するようになるそう。 



として自国の企業で GE を製造する事を推進している為、バイアグラ等の露天でよく販売されてい

る薬より、薬局で GEが安く購入できる。販売を規制するのではなく、国をあげての GE製造推進に

よって、偽者による健康被害を回避するとともに、国の経済発展にも繋がっている。 

 

                              

 

今回、研修先がタイだと伺ったとき、タイより日本の医療・薬局制度のほうが進んでい

ると思い込んでおり、果たして学ぶべきところはあるのだろうかと思っていました。とこ

ろが、実際に現地で見学等の研修を進めていくうちに、医薬分業に関してタイは、日本よ

りはるかに進んでいると感じました。 

タイでは‘体調が不調だと、クリニックや病院に行くより、薬屋へ行って、薬を買って 

治す。薬（ヤー）は安く、街角のいたるところに薬屋はある。病院へ行って、長い時間待

たされて、高い金を払っても、多くは、薬屋の薬剤師の見立てと似たり寄ったりだ。’とい

うのが一般的な意見であり、まさに、セルフメディケーションと医薬分業の先進国あると

いう印象を受けました。 

 

では、なぜこのような進んだ医薬分業に至ったのでしょうか。今回の研修をとおして学

んだことをもとに、考えてみたところ、大きく 3 つの要因が関わっているのではないかと

考えました。 

 

まずは、医師の診断を受ける事が、日本ほど容易でないという理由です。現在、タイは

制度上、無保険は消滅したとなっていますが、多くは、民間の保険や 30バーツ制度に頼っ

ている状態で、日本のように国民全員が気軽に手厚い保険医療を受けられるというわけで

はなく、医師の診断を受ける事自体が難しい人たちがまだまだ多いからと言う点が挙げら

れます。 

そして、二つ目はどの保険であっても薬代は保険適応ではないということです。 

三つ目は、今回の研修最大の驚きでもあった、処方せんがなくても販売できる処方せん

医薬品が存在するという点です。もちろんタイでも、処方せんによって販売する･･･となっ

研修を終えて･･･ 

タイと日本の保険医療と 

  薬局制度について考える 



てはいますが、実際はその限りではありませんでした。また、処方せんの提示があった場

合でも、それを薬局が回収する事はなく、患者自身が持ち帰る、実質リフィル処方せんの

ようになっていました。処方せんの取扱いが、日本と大きく違う理由は 2 つ目に挙げた薬

代が保険適用でないという理由が大きく関わっているように思います。 

以上の 3 つの要因により、病院にかからなくても、ほとんどの薬が購入できるため、体

の不調を感じたとき、病院にかかるよりまず薬局に行き、薬剤師さんに相談しながら、薬

を自分で購入し、治すというのがスタンダードになったのではないかと考えられます。も

ちろん、病院にかかることもあるようですが、基本的に医師の仕事は診断をする事であり、

薬の内容は薬剤師に相談するという考え方がしっかりと根付いているようでした。ですの

で、処方せんをもって来局され方が、もっと良い薬はないかと薬剤師さんに尋ね、医師の

処方と違った薬を購入する場合も珍しくないという話を伺い、いかに薬剤師の地位が確立

され、医薬分業が進んでいるかを実感しました。もちろん、古くからハーブや漢方、マッ

サージ等で医療以外の方法で自ら健康維持・増進に取り組んできたタイの人の考え方や歴

史・文化が、医薬分業やセルフメディケーションを根付かせる土壌としてまずあったこと

は最大の要因といえるでしょう。 

「日本の医療・薬局制度は世界からみると特殊である」というのは中原先生が勉強会で

も何度もおっしゃっていましたが、正直なところ何となくピンとこないまま過ごしていま

した。しかし、実際に日本と異なる制度のもとで医療が成り立ち、ましてや医薬分業がす

すんでいる国を目の当たりにすると、日本の制度が優れているという思い込みはあっさり

消えてしまいました。それどころか、なんて過保護なんだろうかと感じ、国として医薬分

業を進めるにあたり、今の過保護な制度のままではなかなか進まないのではないかとも思

いました。なぜなら日本は、不調に感じたら、すぐに病院にかかることができ、自分で考

えなくても医師が診断し、薬を決めてくれ、医療費も薬代も保険負担があるため財布から

出で行くお金が見かけ上、少ないからです。もちろん、保険は私たちの多額の税金や国債

で成り立っているのですが、それを他人事のように思い、保険制度や日本の経済が破綻す

るはずがないと信じている国民の前で、こんな楽で便利な制度があっては、セルフメディ

ケーションも医薬分業も進まないのも納得してしまいました。 

 

今回の研修で、タイの保険・薬局制度について学ぶ中で、日本の医療・薬局制度につい

て考える事ができ、本当に有意義な研修をさせていただきました。今回の経験により新た

な視点で物事を考えるきっかけができたことを本当に嬉しく思っております。 

 

最後になりましたが、研修に参加させていただくにあたり、芳広社長をはじめ、スタッ

フの皆さんの多大なご協力をいただいた上での経験できたことであったと、心から感謝し

ております。この経験を、業務の中で生かしていけるよう日々努力してまいります。 

本当にありがとうございました。 


