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 Pharmacists Practicing with Pride 
～ 2025 年の超高齢社会に向けて薬剤師は何を
なすべきか～

Carmen Peña-López
国際薬剤師・薬学連合（FIP） 会長

The Role of Pharmacist in the Future Toward Super-Aged Society
FIP is the organization that represents pharmacists on a global level, helping to define and develop global strategies to 
respond to current social and healthcare challenges. 
Society has gone from the 20th century, characterized by patients with acute processes, to the 21st century with its 
majority of elderly chronic patients. Pharmacists should now focus on the social issues around the new patient profile 
with which we are confronted, and act in collaborative practice with other professionals who are also responsible for the 
patient́ s care. 
Consequently, FIP is working on renewing the pharmaceutical profession towards an essentially care-based model. A 
process which is the result of having a Vision defining the Mission and drawing up a Plan to carry it out. The Plan is 
called “Two Times Two” because it involves two actions on two levels: the first action is professional development through 
education and the second action is promoting and defending the interests of Pharmacy as an integral part of healthcare. 
Each of these actions must be addressed on the individual and collective level.  
To implement this plan, we should focus on people, services and sustainability. People, because they are the basis of all 
our strategies; services, because they are what people need; and sustainability, because everything we do must be viable.
Last year, in Buenos Aires, we began developing the first of these areas: PEOPLE, because they are the heart of all our 
strategies, in which we focused on three groups: Patients, Health-Care Professionals, and Women.
Later, at the last Congress in Seoul we addressed the second of the areas: SERVICES. 
We are referring to Pharmaceutical Services, which include all those actions that revolve around patients and their 
medication, and which are provided by clinical pharmacists together with the indispensable work of pharmaceutical 
scientists and educators.
These pharmaceutical services are an intrinsic part of Health Services. New health services are the response to the new 
needs of a new society in which social and health needs cannot be separated. 
Besides, these Services are an important source of jobs.  Encouraging and investing in the creation of new health jobs is 
one of the best ways to achieve Universal Health Coverage; and in addition to the benefits for Public Health, the social 
and health sectors will generate decent, inclusive and sustainable jobs.
The area of services is focused on four ambits: Public Health, Clinical Pharmacy, Research & Education, and New 
Technologies.
Regarding public health, pharmacists are playing an increasing role as active agents in promoting health and preventing 
disease. 
The second point in services is Clinical Pharmacy. In addition to our essential role in public health, pharmacists are also 
becoming providers of health solutions beyond dispensing. We have to respond to the new needs of the new patient́ s 
profile with regards to medication.
To achieve this, we need more research to prove the value of pharmacy, and this requires a coordinated framework 
between pharmacists and pharmaceutical scientists. We have to demonstrate that our services are effective for patients 
and efficient for health systems. 
Such services will be supported by new technologies. 
New Technologies are more than simple tools. They promote standardisation, professional networks and streamlined 
information. New technologies facilitate the start-up of a new clinical pharmacy and place pharmacists as active agents on 
the health map. 
We are starting a process of transformation which demands a new attitude to change, without fear of change as well as 
promoting change.
This change will only succeed if our leaders as well as each and every individual pharmacist assume their role in this 

process of change.
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超高齢化社会へと向かう将来における薬剤師の役割
　FIPは、社会および医療が抱える現在の難題に対応するための世界戦略の明確化と構築を支援する、世界規模の薬剤師団体である。
社会は、急性の経過をとる患者を特徴とする20世紀から、高齢の慢性患者が大半を占める21世紀へと足を踏み入れた。21世紀の薬剤
師は、我々が直面している新しい患者像をめぐる社会の問題に目を向け、我々と同じく患者ケアに従事する他の専門家らと協力して活
動すべきである。
　したがって、FIPでは、ケアを基本とするモデルに向けて、医薬品に関する専門性を新たにすべく努力している。そのプロセスは、ビジョ
ンを掲げ、使命を明確にし、それを実行するためのプランを構築することによって実現する。プランは「Two Times Two（2×2）」と呼
ばれ、これには2つのレベルの2つの活動が含まれる。1つ目の活動は教育を通して専門家を育成することであり、2つ目の活動は、医
療の中核的部分のひとつとして薬局の権益を拡大し、保護することである。これらの活動は、それぞれ個人レベルおよび集団レベルで
取り組む必要がある。
　このプランを実行するには、人、サービス、持続可能性を重視することが必要である。なぜなら、「人」は我々のあらゆる戦略の基本
であり、「サービス」は人々が必要としているものであり、「持続可能性」は我々の行動すべてが存続可能なものでなければならないから
である。
　我々は昨年、ブエノスアイレスで、上記の最初の領域である「人」の育成に着手した。その理由は、「人」が我々のあらゆる戦略の中心
だからである。なかでも重点を置いたのは、患者、医療専門家、女性である。
　その後、前回のソウル会議において、我々は2つ目の領域である「サービス」を採り上げた。
　我々のいう「サービス」とは、医薬品関連のサービス（Pharmaceutical Services）であり、これには患者とその治療薬に関連したあら
ゆる活動が含まれる。サービスを提供するのは臨床薬剤師だが、これには医薬品の研究者および教育者の仕事が必要不可欠である。
　こうした医薬品関連のサービスは、医療サービスの本質的な一部分である。新しい医療サービスは、社会的ニーズと医療ニーズが不
可分に結びついた新たな社会の新たなニーズに応えるものである。
　さらに、これらのサービスは、仕事の重要な供給源でもある。医療分野における新たな仕事の創出を促し、それに投資することは、
ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（Universal Health Coverage）を実現するための最良の方法のひとつである。これは公衆衛生にとっ
て有益であるだけでなく、社会セクターおよび医療セクターが一定水準の包括的で持続可能な仕事を創出することにもつながる。
　「サービス」の領域では、公衆衛生、臨床薬局、研究・教育、新技術という4つの点に重点が置かれる。
　公衆衛生に関しては、健康増進と疾患予防の活性剤としての薬剤師の役割はますます大きくなっている。 
　「サービス」の2つ目のポイントは臨床薬局である。公衆衛生における基本的な役割に加え、薬剤師は、調剤だけではない医療面のソ
リューションを提供する立場も担うようになりつつある。我々は、薬剤に関する新たな患者像の新たなニーズに対応できなければなら
ない。
　それには、より多くの研究を実施し、薬局の価値を証明する必要がある。そのために必要なのは、薬剤師と医薬品の研究者との協調
的枠組みである。我々は、自分たちのサービスが患者に対して効果的であり、医療制度にとって効率的なものであることを実証しなけ
ればならない。
　こうしたサービスを支えるのは新技術である。
　新技術は単なるツール以上のものであり、標準化や専門家ネットワーク、情報の合理化を促進する。新しい臨床薬局の立ち上げを容
易にし、薬剤師を医療地図における活性剤として位置づける役目を果たす。
　我々は、変化を恐れずそれを促進し、変化に対する新たな考え方を要求する変革のプロセスを開始しつつある。
　この変化が成功を収めるには、指導者だけでなく、薬剤師一人ひとりがこうした変化のプロセスに何らかの役割を果たすことが不可
欠である。

UNIVERSITY EDUCATION
Doctor in Pharmacy from the Complutense University of Madrid
Graduate in Pharmacy from the Complutense University of Madrid
Master in High Management of Health Institutions. IESE Business 
School, Navarra University

PROFESSIONAL ACTIVITIES
- President of the International Pharmaceutical Federation (From 

2014)
- Pharmacist in a Community Pharmacy (since1982)
- President of the General Spanish Council of Pharmacists (2009-

2015)
- Secretary General of the General Spanish Council of Pharmacists 

(1997-2009)
- Vice-President of the FIP, International Pharmaceutical Federation 

(2008-2014).
- Member of the Working Group for Public Policy of the 

International Pharmaceutical Federation (1999-2009)
- Academic of the National Royal Academy of Pharmacy (Since 

2005)
- Corresponding Academic of the Latin-American Academy of 

Pharmacy (Since 2005)
- Advisor on the General Board of the INSALUD (Spanish National 

Health System) 1997 -2002)

AWARDS
- Gold Medal Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos de España. 16th December 2015
- Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad. 10th December 2015
- Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo of the Madrid 

Autonomous Community. 2 May 2015.
- Pharmacist of the Year. Correo Farmacéutico Award. 16 march 

2015
- Medal of the Pharmacy Faculty of the Alcala University. 12th 

December 2014.
- Award Redacción Médica to the protagonists of the decade. 24th 

November 2014.
- Honorary President of AEFHOM (Spanish Association of 

homeopath pharmacists). Nov 2013.
- FIP Fellow Award. 1 of september 2013. FIP Congress Dublín.
- Honor Academic of the Academy Medical-Surgical. 31 January 

2013.
- Gold Medal of the Academy of Medical Sciences of Bilbao. 21 

June of 2012. Bilbao.
- Homage of FEFAS (South American Pharmaceutical Federation) by 

the valuable contribution to the South American Pharmaceutical 
Profession. May 2010. Brazil

- Comenda Do Mérito Farmacêutico- Federal Council of Pharmacy 
of Brazil- January 2010.

- Eupharlaw 2006 Prize awarded for the personality of the year in 
the pharmaceutical sector.


