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はじめに 

 

セルフメディケーションアワードも第 11回目を迎え、第 16回を迎えるＪＡＰＡＮドラッグス

トアショー同時開催のイベントとして開催できることは主催者として誠に嬉しい限りでありま

す。改めて御礼申し上げます。 

 

さて、今回は、超高齢社会の到来により、国の保険医療行政制度が劇的に変更を始めている中

で、「ドラッグストアにおけるセルフメディケーションの推進について」、「地域包括ケアシス

テムの構築に果たすことが出来るドラッグストアの新しい役割について」というテーマで作品を

募集しました。皆様の役に立つ素晴らしい作品がグランプリ候補としてノミネートされました。 

 

また、今回は一般の方から地域におけるセルフメディケーション推進の取り組み事例に関する

素晴らしい応募がありました。特別に一般部門特別賞として表彰し、ノミネート作品の発表の後

に発表を行っていただくこととなりました。 

 

「セルフメディケーションアワード」の作品選考にあたっては、７人の選考委員が内容重視の

選考を行なっています。この「優秀作品集」には、グランプリ候補作品の他、前述の一般部門特

別賞と佳作受賞作品を収載しています。後頁の「審査員講評」を参照され、この作品集をぜひ、

有効活用していただきたいと思います。 

今後の、皆様のさらなるご活躍を大いに期待いたします。 

 

セルフメディケーションアワード 実行委員長 

櫻井 清 

 

応募作品数 

●薬局・ドラッグストア業界従事者 

薬剤師・・・・・・・・・・・・・ 88作品 （４） 

登録販売者・・・・・・・・・・・ 140作品 （５） 

栄養士・管理栄養士・・・・・・・ 38作品 （３） 

その他の薬業従事者・・・・・・・ 33作品 （１） 

●薬学生・専門学校生・・・・・・・・ 104作品 （３） 

●一般生活者・・・・・・・・・・・・ ２作品 （１） 

合計 405作品 （17） 

注）（ ）内は、本紙掲載の「佳作」以上の作品数です 
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-3- 

選考を終えて（審査委員講評） 

 

■全体を総括して 

 本年の応募者数は昨年より少なくなりましたが、総計４０５編もの応募があり、皆様のセ

ルフメディケーションへの関心が高いことが示されました。皆様のご協力に感謝申し上げま

す。 

応募作品のほとんどが、積極的にお客様にお声かけをし、信頼関係を築いた上で、「お客様

が要求しているものは何か」を聴き出す努力をし、その上でお客様に対応するという内容で

あり、２,３年前までのセルフメディケーションアワードと比べますと、内容的に充実してお

り、セルフメディケーションの考えが強く根付いてきていると実感することができました。

薬の知識だけでなく、お客様との雑談も有効に働くということを実感された報告もありまし

た。個々人が余裕を持って対応している様子も見て取れ、喜ばしいことだと感じられました。

このように、個人個人が店頭で自分の判断でこのような対応ができるのは、やはり、勤務し

ているお店の雰囲気がさせているのだろうと思います。今回のアワードに応募された方々は、

自分の思いを実践できる幸せな環境にある方々ではないでしょうか。このような環境が全て

の企業、お店に広く広がることを期待しております。 

また、地域でのイベントを通して地域の方々の健康に寄与することにより、セルフメディ

ケーションを推進している報告も少なからずありました。お店単独での開催だけでなく、地

域の他の組織と連携したり、お店から地域に出かけていって人々と交流する企画もありまし

た。ドラッグストアを地域の健康ステーションとするためには、非常に重要なことで、これ

からの進展を期待しています。これも、経営者、管理者の方々の姿勢ひとつで大きく発展す

ることができると考えています。 

一般生活者の方々からの応募は、今回は少なかったのですが、地域で積極的にセルフメデ

ィケーションに貢献している作品が提示されました。一般生活者の方々からドラッグストア

との連携を提案され、強く感銘を受けました。 

薬学生からも 104 編もの応募があり、これから薬業界を担う若い人々の関心が高いことが

分かり頼もしく感じました、これらの方々の期待を裏切らないよう業界が対応していかなけ

ればなりません。 
 

■今回の作品を読んで感じたこと（審査委員の感想） 

薬剤師、栄養士の方々の作品に内容の優れたものが多くなってきているように思えます。

薬剤師、栄養士、登録販売者の方々の連携などあり、ＪＡＣＤＳが求めていることが段々理

解されてきているように思います。自らの地域・現場での活動の数々を大変うれしく拝見し

ました。今後計画している提案も多くなり、また、それが実行できれば素晴らしいと思うも

のも増えて来て楽しみです。 

今回は体験談に関しては詳細に記されている作品が多かったのですが、今後の展望につい

て、明確に書かれたものは案外少なかったです。「高齢化社会」という言葉が入った作品も目

立ちましたが、高齢者やそのご家族、周囲の人々の表情がよくわかるような内容の作品は好

印象でした。そのため、同じ「高齢化社会」という今後の我が国の状況を意識した作品であ

っても、観念的でなく、具体的な体験談、企画、考察が書かれている作品は良い点数がつき
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ました。このようなことを意識していただければありがたいです。 

単なる体験談ではなく、東京オリンピックや社会の流れを視野にいれた取り組みが増えて

いるように感じ、とても嬉しく思いました。たとえば、外国からの観光客の増加に対応して、

お店での外国の方々への情報提供の仕方を考え、実践している報告など、将来を見据えた取

り組みに感銘しました。このように、お店全体で取り組んでいくことにより成果はあがるの

ですが、まだ個人の体験に終わってしまうところもあり、良い企画、思いなどを企業単位で

実践し、広めていける環境が必要だとも感じました。 

 

■さらなるレベルアップのために 

工夫を凝らしたり、新しい企画、イベントに取り組む姿勢は高く評価したいと思います。

しかし、職種の領域を超えて、本来の専門分野や専門用域ではないのに、少し勉強しただけ

で、お客様に指導やアドバイスをする立場になるのは、時に危険があるように思える作品も

何点かありました。今後、セルフメディケーション推進のため、幅広い活動を目指そうとし

ている積極的な店舗やスタッフの方々には注意していただきたい点です。 

また、広げていただきたい取り組み（店頭あるいは地域でのイベント開催など）について

は、その後の経過を追って、どのような変化があったか、また、それをどう受け止めたか、

どのような成果があったか、地域の健康ステーションとしてどのように機能しているかなど

の報告を期待いたします。また、その活動の中で、アンケートの結果を載せている作品も多

く見られましたが、その結果に対する考察が十分でないと感じられるものが多かったのが残

念です。アンケートの結果から、今後の対策や方針を考える作業をもう少しやっていただけ

ると、さらに良い企画になると感じられました。 

 

■管理者の方々へのお願い 

先に述べましたように、従業員個人個人のセルフメディケーションに関する意識は定着し

てきていると強く感じられます。その意識を実践に移せるかどうかは管理者の方々の姿勢ひ

とつで決まります。ここで発表された方々は経営者、管理者に恵まれ、実践できる環境にい

る人々だと思います。良い環境を構築されている経営者、管理者の方々に、この流れを全体

に広げていただける努力をしていただければと思います。 

 

（審査委員） 

審査委員長 一般社団法人 日本薬業研修センター 理事長  川島 光太郎 

審査委員 一般社団法人 日本薬業研修センター医薬研究所 所長 堀  美智子 

審査委員 医学博士・医師・健康科学アドバイザー   福田 千晶 

審査委員 一般社団法人 日本薬業研修センター 専任講師  高橋 伊津美 

審査委員 セルフメディケーションアワード 実行委員長  櫻井 清 

審査委員 セルフメディケーションアワード 実行副委員長  小田 兵馬 

審査委員 ヘルス･アンド･ビューティケア人材育成センター 

       ビューティプロデューサー  塙  芙美子 
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第 1１回セルフメディケーションアワード 受賞作品一覧 
 エントリーナンバー順、敬称略（ ）はエントリーナンバー 

 

グランプリ・ノミネート作品 
■薬剤師の部 

 

氏内 圭一  （株）スギ薬局（No. 11021） 

テーマ『ドラッグストア薬剤師が行う骨折予防に向けた 

セルフメディケーション支援』 

 

■登録販売者の部 

 

畑中 まみな （株）サッポロドラッグストアー（No. 12023） 

テーマ『ドラッグストアにおけるセルフメディケーションの推進について』 

 

蝦名 志気雄 （株）丸大サクラヰ薬局（No. 12036） 

テーマ『地域に必要とされるセルフメディケーションを』 

 

福井 亮太  （株）サッポロドラッグストアー（No. 12046） 

テーマ『高齢社会におけるセルフメディケーションの推進と 

ドラッグストアの役割』 

 

■栄養士・管理栄養士の部 

 

岡村 実咲  （株）ユタカファーマシー（No. 13004） 

テーマ『超高齢社会の中でドラッグストアの管理栄養士ができること』 

 

■その他従事者の部 

 

石田 研摩  （株）ユタカファーマシー（No. 14002） 

テーマ『薬・栄養・運動の重要性』 

 

一般部門特別賞受賞作品 
 

渡辺 幸彦（No. 31001） 

テーマ：『セルフメディケーションに対し、地域住民と 

ドラッグストアの専門家との交流と役割について』 
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佳作受賞作品（敬称略） 

 

■薬剤師の部 

 

岩井 研一郎 （株）ユタカファーマシー（No.11013）） 

 

沼久内 祐子 （株）マツモトキヨシ（No. 11056） 

 

松山 純  （株）ぱぱす（No. 11080） 
 

■登録販売者の部 

 

永井 有子  ドラッグカネコ（No. 12026） 

 

橋本 麻美  （株）ぱぱす（No. 12093） 

 

■栄養士・管理栄養士の部 

 

日野 鮎美  （株）ユタカファーマシー（No. 13014） 

 

尾関 渚  （株）杏林堂薬局（No. 13038） 
 

■薬学生・薬業専門学校生の部 

 

菊地 尚子  北日本医療福祉専門学校（No.21016） 

 

笹沼 美友紀 日本医歯薬専門学校（No.21060） 

 

田村 雄紀  日本医歯薬専門学校（No.21074） 
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作品番号順

カテゴリー 会社名（学校名） 氏名 作品No. 入賞 備考

池田博愛堂薬局 池田　博昭 11001

荒井　隆治 11002

須藤　広二郎 11003

旭　真知代 11004

大槻　恵莉 11005

大辻　あかね 11006

大野　友美 11007

岡村　和樹 11008

嶋田　貴之 11009

竹内　康佑 11010

田中　利奈 11011

寺尾　彩 11012

岩井　研一郎 11013 佳作

中森　峻 11014

畑木　智裕 11015

山下　匠望 11016

吉田　衣里 11017

亀山　花奈 11018

新谷　美和 11019

ウエルシア薬局㈱ 渡辺　優樹 11020

㈱スギ薬局 氏内　圭一 11021 グランプリ候補

君島　朱香 11022

山宮　瑠里子 11023

斉藤　由一 11024

久野　英朗 11025

伊藤　典之 11026

根本　俊一 11027

村田　優佳 11028

手嶋　紀一 11029

宮川　伸子 11030

鈴木　太子 11031

木下　凜太郎 11032

堀井　翔太 11033

石田　達哉 11034

浅井　佑紀 11035

仁科　佑美 11036

内藤　有紀 11037

増井　優雅 11038

日名地　輝 11039

武田　祐市郎 11040

橋本　彩加 11041

吉田　拓真 11042

白濱　理絵 11043

杉本　明世 11044

有馬　茉利愛 11045

宮田　博史 11046

本波　颯 11047

山本　夏規 11048

石渡　匡 11049

阿部　真夕 11050

松本　梨沙 11051

小西　悠太 11052

長尾　伊都香 11053

大平　裕 11054

薬剤師

㈱龍生堂本店

㈱ユタカファーマシー

(株)カメガヤ

㈱マツモトキヨシ

《全応募者一覧》
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作品番号順

カテゴリー 会社名（学校名） 氏名 作品No. 入賞 備考

迫谷　綾佳 11055

沼久内　祐子 11056 佳作

倉田　友香 11057

長江　佳菜 11058

有村　洸平 11059

服部　純奈 11060

辰己　友里 11061

田中　理絵 11062

辻井　由紀 11063

竹内　麻里子 11064

中　雄介 11065

芦浦　響子 11066

神﨑　真美子 11067

北田　裕稀 11068

坂本　理紗 11069

松本　瑛士 11070

喜多　梓 11071

木原　康宏 11072

古山　祐衣 11073

松岡　千絵 11074

水野　滋之 11075

中尾　駿介 11076

髙木　有菜 11077

古川　将 11078

寺嶋　里枝 11079

㈱ぱぱす 松山　純 11080 佳作

㈱サンドラッグ 野間　臨太郎 11081

成山 安広 11082

早坂 美紀 11083

番場 亜紀子 11084

田村 綾菜 11085

川添 奈緒 11086

ゴダイ㈱ 服部 ユキエ 11087

㈱クスリのアオキ 坂井　大智 11088

薬剤師

《全応募者一覧》

㈱マツモトキヨシ

㈱キリン堂
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作品番号順

カテゴリー 会社名（学校名） 氏名 作品No. 入賞 備考

米田　尚平 12001

笠井　大地 12002

オーエスドラッグストア 劉 欣 萍 12003

松橋　優太 12004

北口 貴大 12005

川口祐紀子 12006

㈱新生堂薬局 倉員　智也 12007

瀧田　祐将 12008

横関　利樹 12009

谷水　洋将 12010

安齋　桃恵 12011

市川　愛 12012

林　愛里 12013

㈱クスリのアオキ 林　加奈子 12014

㈱龍生堂本店 佐藤　亜香音 12015

古木　誠 12016

増山　大 12017

秋友　暢 12018

齊藤　良謙 12019

萬木雄斗 12020

照井雅弥 12021

柴田　一和 12022

畑中　まみな 12023 グランプリ候補

岡崎　勇規 12024

㈱ヤマザワ薬品 和田大輔/武田茂 12025 共著

ドラッグカネコ 永井　有子 12026 佳作

㈱サッポロドラッグストアー 中川　智弥 12027

薬ヒグチ＆ファーマライズ㈱ 榎本　正 12028

佐々木　駿 12029

辻　卓哉 12030

髙木　駿 12031

奥　允貴 12032

二本柳　勝美 12033

柏崎　龍星 12034

名久井　拓 12035

蝦名　志気雄 12036 グランプリ候補

宮重　佳弘 12037

佐藤　祐太 12038

永田　卓実 12039

瀬川　千昭 12040

桑田　郁也　 12041

佐々木　綾子 12042

伊丸岡　晶 12043

㈱龍生堂本店 渡辺　紗也佳 12044

五十嵐　雅迪 12045

福井　亮太 12046 グランプリ候補

関本　悟 12047

㈱ヤマザワ薬品 小林　卓也 12048

12049 エントリーシート無し

松宮　茜 12050

斗内　悠貴 12051

松本　一馬 12052

村松　大輔 12053

(株)カメガヤ 井阪　美桜 12054

㈱サッポロドラッグストアー

登録販売者

㈱サッポロドラッグストアー

㈱サッポロドラッグストアー

㈱サッポロドラッグストアー

㈱丸大サクラヰ薬局

《全応募者一覧》

(株)サッポロドラッグストアー

㈱サッポロドラッグストアー

㈱サッポロドラッグストアー

㈱龍生堂本店
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作品番号順

カテゴリー 会社名（学校名） 氏名 作品No. 入賞 備考

根岸　直希 12055

佐々木　美幸 12056

佐野　文香 12057

山田　和治 12058

西村　詠吉 12059

池田　真人 12060

渡辺　麻里江 12061

木村　慈 12062

㈱サッポロドラッグストアー 一戸 大起 12063

鈴木　亜依子 12064

磯田　勇大 12065

小野　圭太 12066

福井　健太郎 12067

福田　健吾 12068

渡邉　春奈 12069

平山　理恵 12070

甲斐　美星 12071

村上　和輝 12072

髙橋　侑里 12073

大原　彩奈 12074

小田　卓弥 12075

三沢　渉 12076

牧野　瑞加 12077

河合　將弘 12078

山田　茜 12079

樽谷　和樹 12080

藤原　亜珠 12081

細矢　美香子 12082

坂下　太一 12083

安住　友里 12084

渡辺　あゆみ 12085

齊藤　七美 12086

三浦　杏奈 12087

大野　穂乃香 12088

小田原　萌 12089

阿部　春香 12090

㈱サッポロドラッグストアー 笹原　淳 12091

根本裕子 12092

橋本　麻美 12093 佳作

赤木　友紀 12094

高槻碧 12095

五藤淑己 12096

田中　秀太 12097

立花拓也 12098

竹内　健一 12099

竹浪　広輔 12100

山野 紀子 12101

吉本 壮範 12102

山持 雅弘 12103

玉田 純一 12104

池本 裕 12105

今井 彩友美 12106

橋田 祐佳 12107

澁谷 秋羽 12108

登録販売者

《全応募者一覧》

㈱マツモトキヨシ

(株)カメガヤ

㈱キリン堂

㈱ぱぱす

㈱サッポロドラッグストアー
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作品番号順

カテゴリー 会社名（学校名） 氏名 作品No. 入賞 備考

角 茉夢子 12109
中塚 麻衣 12110
伴地 宏美 12111
中野 亜耶 12112
河野 達哉 12113
中嶋 一博 12114
神岡 佳世 12115
水口志津代 12116
宇治 真依子 12117
佐野 陽香 12118
木村 知佳 12119
岩田 雄飛 12120
高橋 博昭 12121
胡桃澤　剛 12122
久田 成樹 12123
河端　清次 12124
岸田亜紀 12125
村上　誠 12126
安田 眞実 12127
若杉 直彦 12128
井置 正義 12129
永井 由紀子 12130
中村 美穂 12131
永塚 琢馬 12132
磯本昌吾 12133
黒田彩乃 12134
藤原 舞 12135
松本 由香 12136
酒井　忍 12137
上田　千恵 12138
中村　哲 12139
橋本　健 12140

《全応募者一覧》

㈱クスリのアオキ

㈱キリン堂

ゴダイ㈱
登録販売者
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作品番号順

カテゴリー 会社名（学校名） 氏名 作品No. 入賞 備考

㈱サッポロドラッグストアー 但木　友美 13001
澤田　真帆 13002
奥田　朱美 13003
岡村　実咲 13004 グランプリ候補
吉本　祥子 13005
古田　彩香 13006
所　里穂 13007
小寺　南都子 13008
石山　紗也華 13009
足立　紗弓 13010
大前　結菜 13011
竹村　朋子 13012
二村　舞季 13013
日野　鮎美 13014 佳作
北川　千瑛 13015
木村　結 13016
髙津　万結香 13017
小玉　比呂美 13018
宮本　奈津子 13019
加藤　早織 13020
津田　志穂 13021
河北　暁亜 13022
相良　真帆 13023
中島　瑞希 13024
河村　菜未希 13025
出原　沙紀 13026
稲垣　美穂 13027
松下　香月 13028
小澤　静香 13029
中村　雪乃 13030
原田　由紀子 13031
中西　麻奈美 13032
土屋　晶未 13033
小林　瑞穂 13034
谷口　愛 13035
渡部　愛絵 13036
鈴木綾子 13037

㈱杏林堂薬局 尾関　渚 13038 佳作

《全応募者一覧》

栄養士・管理栄養士

㈱ユタカファーマシー

㈱マツモトキヨシ

㈱ぱぱす
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作品番号順

カテゴリー 会社名（学校名） 氏名 作品No. 入賞 備考

㈱サッポロドラッグストアー 小寺　潤 14001
㈱ユタカファーマシー 石田　研磨 14002 グランプリ候補

安藤　忍 14003
山田　光海 14004
永井　彩未 14005
髙橋　里奈 14006
堀川　理奈 14007
林崎　詩帆 14008
寺島　俊輔 14009
国松　葵 14010
山田　遥風 14011
平井　流乃 14012
佐藤　桃子 14013
髙田　夕莉彩 14014
長倉　里沙 14015
鈴木　沙映 14016
久保田　絢香 14017
佐々木　舞 14018
佐藤　佳奈 14019
関口　奨 14020
荒木　志穂 14021
林　智美 14022
岡田　葵 14023
武山　愛美 14024
田中　裕也 14025
斉藤　ちはる 14026
高梨　洋人 14027
新妻　渓介 14028
大瀨戸　瑠璃香 14029
平義　知沙 14030
前田　鮎実 14031
田畑　遥 14032
坂尾　きらり 14033

㈱マツモトキヨシ
その他従事者

《全応募者一覧》
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作品番号順

カテゴリー 会社名（学校名） 氏名 作品No. 入賞 備考

赤間　令奈 21001

新家　慶己 21002

石岡　佑惟 21003

奥井　瞳 21004

金澤　智菜美 21005

菊地　菜月 21006

佐藤　伽奈 21007

篠原　雄真 21008

中村　勇輝 21009

橋場　大晟 21010

松山　悟士 21011

城西大学薬学部 佐野　愛子 21012

齋藤　智希 21013 所属記入無し

伊藤　楓 21014

鎌田　千穂 21015

菊地　尚子 21016 佳作

菊池　健太 21017

菊池　栞 21018

金澤　正豪 21019

高橋　啓太 21020

高村　涼 21021

佐々木　美優 21022

佐々木　理 21023

佐藤　佑香 21024

小長根　郁也 21025

小野　莉奈 21026

小野寺　菜 21027

小野寺　冬美 21028

照井　一季 21029

中嶋　謙 21030

田村　友李 21031

藤沢　広翔 21032

藤田　鈴奈 21033

富樫　晴香 21034

平澤　真純 21035

木村　幹 21036

鈴木　杏梨 21037

和泉　健 21038

眞壁　晃弘 21039

齊藤　有裕美 21040

川合　友樹 21041

小澤 史歩 21042

茂呂　菜々実 21043

鈴木紗歩 21044

村田　璃奈 21045 所属記入無し

蛭間　夏希 21046 所属記入無し

下田　彩乃 21047

弘井 明日香 21048

田島  純平 21049

久保　景織子 21050

上山　愛莉 21051

清水　明美 21052

井上 由香莉 21053

荻原　加菜 21054

薬学生、薬業専門学校生

日本医歯薬専門学校

札幌福祉医薬専門学校

城西大学薬学部

北日本医療福祉専門学校

北日本医療福祉専門学校

《全応募者一覧》
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作品番号順

カテゴリー 会社名（学校名） 氏名 作品No. 入賞 備考

加藤　雅己 21055
葛城　織 21056
犬塚　美咲 21057
黒岩　沙弥 21058
佐々木 大法 21059
笹沼　美友紀 21060 佳作
市川　実希 21061
志賀 茉優花 21062
小室　有紀 21063
菅原　孝太 21064
石井　智也 21065
千葉 未来 21066
川淵 美夕 21067
多田 花奈美 21068
大湊 美妃 21069
谷口 宣久 21070
谷口 有希 21071
長谷川 聖奈 21072
天野 慎也 21073
田村 雄紀 21074 佳作
土村 みく 21075
福生 貴幸 21076
木元 雄也 21077
木暮 美咲 21078
木俣 智沙 21079
齋藤 遼士 21080
吉崎　皓介 21081 所属記入無し

高橋　里佳 21082 所属記入無し

成田　百花 21083 所属記入無し

岡野菜摘 21084
熊谷いさお 21085
熊谷はるな 21086
高橋寧音 21087
高橋有利麻 21088
坂本智美 21089
三浦有雅 21090
清水麻由 21091
鳩貝一磨 21092

城西大学薬学部 大内　直美 21093
安齋睦美 21094
佐久間　優華 21095
佐藤　美乙 21096
山尾みのり 21097
上遠野由佳 21098
石森美岬 21099
中澤梨奈 21100
武山璃紗 21101
加藤ありさ 21102
山口　百香 21103 所属記入無し

城西大学薬学部 渡部　真実 21104
渡辺　幸彦 31001 一般部門特別賞
廣谷　芳彦 31002

《全応募者一覧》

一般部門

薬学生、薬業専門学校生

日本医歯薬専門学校

早稲田速記医療福祉専門学校

仙台医療秘書福祉専門学校
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■薬剤師の部 氏内 圭一            （株）スギ薬局（No.11021） 

ドラッグストア薬剤師が行う骨折予防に向けたセルフメディケーション支援 

 

１．目的 

近年医療費削減の目的から、自分自身の健康に責任を持ち軽度な身体の不調は自分で手当

てするセルフメディケーションが注目されている。特にドラッグストアは健康食品やサプリ

メント、OTC 医薬品を取り扱っており、店舗によっては薬剤師や管理栄養士といった専門職

が勤務しておりセルフメディケーションを行うために適した場となっている。しかし調剤併

設型ドラッグストアにおいて、薬剤師は処方せん調剤業務がメイン業務となっており、セル

フメディケーションへの踏み込みが弱いと感じていた。 

そこで店内で開催している骨密度イベントに着目した。管理栄養士主体で顧客の健康を促

進するための啓蒙を目的にイベントを行っている。普段測定できない自分の骨の性質の一つ

を知ることができ多くの方に利用していただいている。このイベントに薬剤師が積極的に関

わり管理栄養士と協働し、生活から医療までを幅広くサポートできる体制を整えることで、

セルフメディケーションを推進できると考えた。今回私達は従来の骨密度測定イベントに薬

剤師が積極的に関わり、地域の生活者の骨折予防に貢献するイベントへ発展させる取り組み

を行った。 

 

２．内容 

11 月から 1 月にかけて合計 3 回の骨密度測定イベントを店

内開催した。主に管理栄養士と薬剤師、受付などサポートメン

バーの 3名で実施した。3日間で 117名の参加者であった。骨

密度の使用機器は超音波骨密度測定機 FURUNO CM-200を使用し、

超音波パルス透過法で踵骨の骨内伝播速度を測定した。 

図１．超音波骨密度測定機 FURUNO CM-200 

従来の管理栄養士が主体で生活の食事相談が中心のイベントから、薬剤師が加わることで

医療も視野に入れた骨折予防の全体をサポートできるイベントへと変化させるために、4 つ

のポイントを新たに取り入れた。一つ目は医師と連携を取り、店舗単位ではなく地域で骨折

を防ぐ体制を取れるようにした。医療の要素を取り入れて骨粗鬆症のリスク因子をスクリー

ニングできるように骨密度測定（踵骨による超音波骨密度測定機器を使用）時にアンケート

を行った。二つ目は店舗にいる管理栄養士と連携を取り食事などの生活習慣から医療の知識

や病気に至るまでをトータルでサポートできるようにした。それぞれの職種に不足している

部分をお互いが補うことで参加者の幅広い相談に対応できる体制とした。三つ目は骨折予防

の売り場を作った。サプリメントや健康食品といったカテゴリー分類の売り場ではなく、骨

折を予防するために必要なカルシウムやビタミンを含む関連商品を集めて目的で括った売り

場にした。四つ目は地域包括支援センターを訪問し、骨折予防の啓蒙をドラッグストア来店

者だけではなく地域に広く情報提供する働きかけを行った。 

 

（１）医師との連携 

店舗の数ｋｍ圏内にある 2 つの整形外科の医院を訪問し、医師にイベントの主旨を伝えて



-20- 

アドバイスをいただいた。骨粗鬆症の診断基準に加えて、骨密度において受診すべき基準も

相談した。医師から骨粗鬆症の診断基準である若年成人比較 70％以下だけではなく、若年成

人比較 70～80％でリスク因子（骨折歴、糖尿病・心臓病、アルコールや喫煙、ステロイドや

リウマチ薬の服用）がある方も受診を勧めて欲しいとの要望があったためイベントにおける

受診勧奨の基準とした。 

また、骨折予防に必要な栄養素や運動方法として、サプリメントではカルシウムが取りす

ぎになる可能性があり積極的には勧めていないこと、ビタミン類は問題ないこと、運動では

強度の強い運動よりもウォーキングが良いことなども聞くことができた。近隣の医療機関の

医師の考えをイベント参加者へのアドバイスに反映させることで地域一体となった骨折予防

の啓蒙につながるようにした。 

 

（２）管理栄養士との連携 

ドラッグストアに管理栄養士がいる店舗は少なく、まだまだ広く認知されていなかった。

イベントを通じて管理栄養士に相談しやすい環境を作るために、骨密度測定とともに食事と

栄養の専門家である管理栄養士による相談をメインに設定した。骨折予防に向けての啓蒙と

ともに生活習慣の改善を促すためのビラを配布し、説明を実施した。一方病院で既に治療さ

れている方や薬を服用している方、骨粗鬆症のリスク因子を持ち受診すべき方は薬剤師が相

談を受けた。薬剤師からは医療職として骨粗鬆症の説明や骨の形成などなぜ食事や運動が大

切かをより詳しく伝えた。薬剤師と管理栄養士が協働し、それぞれの専門分野を役割分担す

ることで参加者に少しでも新しい知識を得てもらえるようにした。 

 

（３）売り場づくり 

骨密度測定ではその場で測定結果を知り、管理栄養士から食事の

アドバイスや知識を得ることができる。しかしその場で生活習慣改

善の意欲が高まっても、習慣化しないことがほとんどである。そこ

で少しでも継続させるサポートができるように骨関連の売り場を

作った。固定の場所に売り場があれば日常の買い物で目に留まって

意欲の持続につなげ、売り場から新たな知識を得てセルフメディケ

ーションにつなげることができる。そのために単に商品を陳列する

だけではなく情報提供の要素も盛り込み、食事のレシピ設置や、POP

にも商品で摂れる主要栄養素の情報を盛り込んだ。 

図２．骨づくり関連売り場 

３．結果 

（１）相談件数 

参加者 117名中相談があったのは 88名。管理栄養士 85名、薬剤師 30名（両方の相談者含

む）であった。普段なかなか聞けない管理栄養士への食事相談が多く、骨粗鬆症治療中また

は別の疾患で薬を服用中の方は食事相談に加えて薬剤師に相談する傾向が見られた。 

 

（２）アンケート結果 

イベントに参加した年齢層は 60 代・70 代女性が多かった。男性よりも女性が多く、60 歳
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以上の女性が骨密度に関して関心があることがわかった。骨密度測定結果では、予想以上に

若年成人比較 80％以下が多く受診勧奨基準に当てはまる方が多くいることがわかった。骨粗

鬆症リスク因子の割合からは骨粗鬆症治療中の方の参加が少なく、その他の骨粗鬆症リスク

となる疾患で病院に通っている方を合わせても 20名に満たなかった。喫煙とアルコール過剰

摂取の方が 35名と多く、次いで骨折歴を持つ方が多かった。リスク因子としては脆弱性の骨

折歴であるがアンケート時には骨折したことがあるかと問い、口頭で確認した。 

 参加目的（複数回答可）は骨密度が気になった方が 91.5％であった。ほとんどの方が骨密

度測定をきっかけに生活習慣改善の相談につながっていることがわかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図３．参加者の年齢分布           図４．骨粗鬆症のリスク因子の有無と骨密度若年成人比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図５．参加者の骨粗鬆症リスク因子             図６．骨密度測定への参加目的 

 

（３）関連商品販売数 

骨密度測定イベント前後（イベント当日は含まない）の１か月比較で骨づくり関連商品エ

ンド陳列商品の販売数は 236％増加した。 

 

（４）受診勧奨 

近隣の医療機関への受診勧奨 63名、そのうち受診を確認できた参加者 7名であった。 

 

４．考察 

（１）骨密度測定イベント 

イベントの特徴として 70才前後の女性が多く、骨折が身近に感じる年代であり、特に関心

が高いと考えられる。骨折のリスク因子を持つ方や若年成人比較が 80％未満の方が多く、自

覚症状はないがなんとなく弱っていると感じて測定していただいた方が多くいたと考えられ

る。参加目的の結果から骨密度が気になった方が大半であったが、結果的に多くの参加者が
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測定だけではなく専門職への相談希望があり、骨に関する関心の高さがうかがえた。 

初めて骨密度を測定する方や 10 年ぶりなど久しぶりに測定する方がほとんどで健康を推進

するためのきっかけになるイベントであると考える。また薬剤師と管理栄養士の W カウンセ

リングの体制によって幅広く相談できたことから、気になっていたことを聞くことができ、

参加者の満足度の高いイベントになった。 

受診勧奨の結果からはその後の追跡が難しい面もあり、7 名のみの受診確認となった。骨密

度の低下がみられる方へわかりやすく骨粗鬆症の説明後、受診を勧めたが、自覚症状がなく

薬を服用することに抵抗があるため医療機関受診にはつながり難いと考えられる。今後必要

な方に早期に受診していただくための方法を検討することも必要だと考える。 

 

（２）薬剤師の役割 

イベントの大きな目的である骨折予防は、現在病気にかかっておらず自覚症状がない状態

で啓蒙が必要となる。まだ大丈夫、自分は大丈夫など甘えが多いため、骨密度測定で自分の

骨の状態に関心を持っていただき、ドラッグストアでは医療の知識が一番豊富な薬剤師がわ

かりやすく啓発して、この生活を続けると今後どうなるかなど具体的にイメージしてもらえ

るような説明が必要だと考える。医師よりも身近で、栄養士よりも医療に近い薬剤師が両職

種と連携を取って生活者のセルフメディケーションに関わっていくことは生活者の健康を維

持することに貢献できると考える。啓蒙活動以外でもイベント参加者には他科で治療中の方

も多く、イベント中に生活から医療のことまでトータルヘルスケアについて相談できる環境

づくりに薬剤師は欠かせないと考える。 

今回地域でのセミナーを開催するには至らなかったが、ドラッグストア店内に限らず今後

は積極的に地域に出てセルフメディケーション推進や病気の予防の啓蒙を行っていく必要が

あると考える。 

 

（３）管理栄養士の役割 

ドラッグストアでは日用品や食品を購入する方が多く、イベント参加者のほとんどは生活、

特に食事と健康に関心の高い方が多かった。今回のイベントでは管理栄養士の存在をアピー

ルする良い機会になり、参加者の健康に対する意識を高めることに貢献できたと考える。イ

ンターネットやテレビなどで多くの健康情報があふれているが、実際に得られた情報を行動

に移せている方は多くはない。日々の接客やイベントを通じて対面で専門職から説明を受け

ることは大いに刺激になり、理想的な生活に近づくためにも食事や栄養の専門である管理栄

養士からのアドバイスは必要であると考える。骨密度測定イベントでは管理栄養士との食事

相談は普段気づけない食生活の問題に気づく良い機会になった。骨折予防に限らず病気の予

防に食事の改善は必要になるため、今後も連携を深めて健康に関してトータルサポートして

いける体制を構築すべきと考える。 

 

（４）セルフメディケーションの推進 

セルフメディケーションの推進には、病気の知識、市販薬での対応、食事や運動などの生

活習慣の改善が必要である。骨折予防に関してはまずは自分の骨の状態を知るところから始

まり、骨粗鬆症を知り、予防のための生活習慣改善や健康食品やサプリメントでの補助など
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薬剤師や管理栄養士といった専門職をうまく活用しながら進める必要がある。そうすること

によって、今回の受診勧奨のように医師の診察が必要なケースで適切な受診を行うサポート

もでき、時には刺激を与えながら、より適切にセルフメディケーションを推進することがで

きると考える。 

 

５．まとめ 

今回骨密度測定イベントを通じて、薬剤師と管理栄養士の専門職や骨関連商品売り場づくり

がイベントからセルフメディケーションへつなげる役割を担えたと考えている。自己の健康

のためではあるが、よりよい生活習慣を継続することは難しく、セルフメディケーションと

言っても正しい方法を 

実践する知識を習得している人も少ない。ドラッグストアはよりよい生活習慣を継続するた

めの刺激（きっかけ）となる情報提供を行う場やセルフメディケーションを支える場として

健康をサポートしていく必要がある。 

より身近でそして気軽にコミュニケーションを取りや

すいドラッグストア薬剤師はドラッグストアという場を

活用して、処方せん調剤だけではなく各種店内イベントへ

の参加に加えて、外部での薬や健康に関する講習会開催な

どで地域への関わりを増やし、地域の医師や関係職種と連

携を深めて、健康増進やセルフメディケーション推進に積

極的に関わっていくべきである。 

 

 

 

 

図７．セルフメディケーションに関わる 

多職種連携イメージ 
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■登録販売者の部 畑中 まみな   （株）サッポロドラッグストアー（No.12023） 

ドラッグストアにおけるセルフメディケーションの推進について 

 

私は、昨年登録販売者の資格を取得し、現在は化粧品カウンターで化粧品販売をメインに

働いています。登録販売者の資格を持っているからこそ、化粧品のカウンセリング販売だけ

ではなく、体調に合わせた化粧品のアドバイス、場合によっては薬を服用し身体全体のケア

の推奨をすることができます。 

 

以前 30代後半の女性のお客様が、化粧水が無くなったからいつもと同じものをちょうだい

と来店されました。化粧品顧客台帳を確認し、お使いのお化粧水をお渡し、現在の肌状態や

肌悩みを伺ってみると、スキンケアを変えた訳ではないのに、最近肌の調子が良くないとの

ことでした。詳しく話を伺うと、肌の調子だけではなく、体調も優れないようで、時々頭痛

がして、首元が熱くなり、吐き気がすることがあるといいます。そして、「また具合悪くなっ

たらどうしよう」と考えれば考えるほど、本当に吐き気がしてくるとのこと。病院へも行か

れたそうで、先生には肩こりからくる頭痛かもしれないとのことで、肩こりの薬と胃薬を処

方してもらったそうですが、お客様自身納得いってないとお話してくれました。お客様は、

ご自身でインターネットを使い調べられ、自律神経失調症なのではないかと思っているとの

こと。またよくよくお話を聞いていると、最近ちゃんと眠れていないとのことでした。私は

まず、きちんと眠れていないと肌の代謝も悪くなり、肌がくすんでしまうことやゴワついて

しまうとお伝えしました。寝る前にあたたかい物を飲むとリラックスして眠ることができま

すよとアドバイスさせていただき、しょうが湯をご紹介させていただくと同時に、先日発売

され自社開発商品で「機能性表示食品」の GABAX の話もさせて頂きました。GABAX は、食生

活からの摂取が難しく一時的な精神的ストレスを緩和する（GABA）を補給できるもので、ゆ

っくり休めていないこのお客様にぴったりだと考えたからです。パンフレットを用い、寝る

前に飲むと気分が落ち着いてぐっすり眠れること、お客様が気にされている自律神経のバラ

ンスを整える事が出来ること、安全性や機能性について一定の条件をクリアした機能性表示

食品であることをお伝えしました。するとお客様はとても興味を示して下さり、一週間分の

パウチタイプの GABAX としょうが湯をご購入されました。数日後そのお客様が来店され、ゆ

っくり眠れるようになり、不安な気持ちや吐き気がかなり改善され、肌も生き返ってきた！

相談して良かったと仰って下さいました。確かに、以前来店された時よりも、顔色も表情も

明るくなっており、お客様の力になることができたと実感致しました。その後も、定期的に

来店して下さり、化粧品のことから薬のこと、シャンプー等の雑貨品のことまで様々なこと

を相談して頂けるようになりました。 

 

このお客様の接客を通じ、私はお客様に相談していただけることが非常に重要だと感じま

した。 

 

その為に私が取り組むべきことは、①お客様が相談したい！と思える環境づくり、②相談

されたことに対する適切なアドバイスする為の知識の修得、③また相談しよう！と思えるよ

うな信頼関係の構築、以上 3つだと考えます。 
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いつも化粧品を買って頂いているお客様は化粧品顧客台帳で、お使いの化粧品の記録の他

に、その時のお客様の肌悩みなども記入し管理しております。そこに、肌に関する事の他に

も体調のことや、不安に感じていることなどを記入することで、次回来店された際にその後

の体調はどうか伺うことで長期的にケアできるのではないかと考えます。その場で悩みに合

った薬や健康食品をお渡しするだけでは、一時的な対処にしかならない為、また同じことで

悩まれることがあるかもしれません。ご紹介したお薬やアドバイスさせていただいたことを

化粧品台帳に記入することで、次回、化粧品を買いにいらっしゃった時に経過を伺うことが

できます。そのことにより、お客様に合った薬の紹介ができたか確認することもでき、もし

改善が見られない場合は、違う薬や健康食品の紹介、または病院の受診を勧めることができ

ます。 

 

このような小さなケアの積み重ねが、お客様からの信頼を得ることにつながり、長期的に

お客様の良き相談相手になれるのではないかと考えます。今や、ドラッグストアは、医薬品

や化粧品のみにとどまらず、雑貨や食品も取り扱い幅広い層のお客様が来店されます。また、

病院が休みの週末や祝日もドラッグストアは営業しており、営業時間も長く、お客様が気軽

に立ち寄ることが可能です。医薬品を指名買いに来られるお客様はもちろん、日用品をふら

っと買いに来られたお客様に、ドラッグストアはただのスーパーではなく、頼りになる相談

相手だと思って頂けるようにするには、化粧品の接客等を通じ、お客様の悩みや不安を聞き

だし、親身になり応対していくことが大切だと考えます。このように、たくさんのお客様が

来店されるドラッグストアでは、薬を買う予定が無かったお客様にいかにアプローチしてい

くかが重要なのではないでしょうか。このことが結果的に、地域に根差したセルフメディケ

ーションの推進につながると考えます。 
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■登録販売者の部 蝦名 志気雄      （株）丸大サクラヰ薬局（No.12036） 

地域に必要とされるセルフメディケーションを 

 

私は地元青森県のドラッグストアである丸大サクラヰ薬局に勤務して３年目になります。

私の働いている会社は地域密着型のドラッグストアです。地域の健康づくりのパートナーと

して色々な活動を積極的に行っています。具体的にはお客様と共に学ぼうと様々な講師の方

をお呼びして健康セミナーを開催したり、子供の健康や体力アップ、運動能力の向上を目的

として子供向けのスポーツ教室を開催しています。また忘れてはならないのが当社最大イベ

ント、ドラッグストアショーを開催しています。こちらは食と健康セミナー、体力測定コー

ナー、各メーカー様のブース展示会。こども調剤体験、各マスコットによるキャラクターシ

ョーなど家族みんなで楽しめようなってます。これらを通じ啓蒙活動の一環とし「全国一の

短命県返上」に取り組んでいます。 

 

私は恥ずかしながら今の会社で働いてから、はじめて青森県が日本一の短命県であること

を知りました。それも男女共に全国最低です。新聞、雑誌などはよく読む方ですが関心が無

かったからか記憶に残っていませんでした。何とも言えないショックを受けました。しかし、

良く考えればそうだろうなと思う節もあります。私自身禁煙して１年弱経ちますが、周りの

友人、親類を見回しても圧倒的に喫煙者が多い様な気がします。家族で喫煙者が一人もいな

いほうがまれではないでしょうか。青森県在住の方でしたら確かにそうだなと同意する方も

いらっしゃるはずです。 

 

青森県短命の背景には 

・全世代の死亡率が高い(特に働き盛りの４０歳代) 

・健康受診率が低い 

・生活習慣が悪い(喫煙、肥満多量飲酒、食塩摂取過剰) 

が原因に挙げられます。 

 

私が所属しているハッピードラッグ板柳店は青森県北津軽群の津軽平野の中央に位置する

人口約１万４千人の板柳町にあります。りんごと水稲の複合経営が盛んな地域であります。

また相撲が盛んな地域でもあり。各界にも多数の力士を輩出しています。体が資本のため板

柳の方たちはよく食べます。そして良くお酒を飲みます。ハッピードラッグ全店でもお酒の

売上額が高いお店です。 

 

私は平成２７年１０月３０日をもちまして登録販売士の資格を修得しました。お店で医薬

品の接客・販売を以前よりもする機会も増えたことによりお客さまの健康状態をより詳しく

うかがい知ることもできました。そこで気づいた事は 

・お酒を毎日のように常飲している 

・肩こり、腰痛、関節痛の症状を抱えてる 

・医療機関で受診しない  

・高齢者          
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以上の方が多い点でした。 

 

驚いたのは、買い物かご一杯にお酒を購入していく方が多いことです。それについでにタ

バコもという具合です。お客さんの中には薬を買うと同時にお酒を買う人もいます。そうゆ

う時は「この薬はお客様が飲まれるのですか。お酒との併用は避けてくださいね。」と言うこ

とがあります。お客様に失礼かなと思いつつも、おせっかいかもしれないけれども良い事や

注意事項はどんどん伝えた方が良いと思いました。 

 

その他にも湿布薬をご購入のお客様には「お風呂に入った時、和らぎますか？楽になるの

でしたらこちらの温湿布をおすすめします。温めることによって血行がよくなり症状がより

緩和しますよ。」とアドバイスする事もあります。特に私が勤務している板柳店ではリンゴ農

家等の肉体労働に従事している方が多いためか肩こり・腰痛・関節痛を患って来店される方

が多いです。 

 

そして長年その症状に悩まされています。青森県は雪国ですので。冬になると寒くなり血

流が滞り、ますます症状が悪くなります。先に述べた湿布薬はもちろんのですが、養生法と

して患部（膝・肩・腰 etc）を冷やさない、保温する。なるべく正座しない。歩くときは杖

を使用する。サポータを使用するなどを伝える様にしています。また、肩こり・腰痛・関節

痛に限ったことではないのですが、適度な運動をして太りすぎに注意し、筋力アップし予防

することは非常に大切です。その際にも「天気が良い日に、３０分間歩くようにしましょう。

誰かと競っているわけではないので、無理することは無いです。」と伝えています。運動習慣

が無い方がいきなり始めると怪我をする事があります。特に高齢者の方は身体が固くなって

いますので注意が必要です。お客さんによってはなかなか効果が表れず不安になられている

方もいます。ここで大事なことは、続ける事・楽しむ事。軽く汗を流して程よくストレスを

発散することです。薬の説明だけでも良いのですが、同じ生活・行動をしても、結果改善に

なかなか繋がらないと思います。少しでも良い事を伝えてアフターケアの事を伝えたらお客

さまに親切ですし、お客様自身の自信にもなります。そういった積み重ねはお店の信頼にも

なりますので、ちょっとしたアドバイスを心がけています。 

 

ご来店されるお客様の中には、店頭では対応しきれない場合があります。ひどい時には歩

くのが困難になってから、腕が上がらなくなってから、付き添われて、来店する場合もあり

ます。その際に私は｢そのような状態だとお医者さんで一度受診されたほうが良いですよ。｣

とテキストで習った通りに言うことがあります。しかし、お客様は「診療してもらっても治

らない」と言って聞きません。「それは大変ですね。では、今、使っている湿布よりもこちら

をオススメしますよ」などと接客する事があります。その際に非常にモヤモヤする事があり

ます。「私は医者のように専門的な訓練を受けてきたわけではありません。だから医者が治せ

ない病気を診断し治せません。なぜそうなるまで放っておいたのですか。」と接客業に携わる

ものとして遺憾に思うことがあります。しかしやっぱりこの考え方は間違いだと気づかされ

ました。それは会社の健康診断で地元から少し離れた病院に行った時のことです。私は滅多

に病気にならないため通院することがありません。だからびっくりしたことがあります。健
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康診断当日に朝早く向かったのですが、すでに受診を待っている人たちが大勢待機していま

した。しかもみんな高齢者の方ばかりです。よく見ると担当医の方々も遠く離れた市内の大

学病院から来た方です。一人ひとりに時間をかけている余裕がないことがわかりました。実

際、強い口調で説明している人もいました。そして何よりも年配の方にとっては、医者とい

うのは「お医者様」であり、立場が上であり気軽に、相談できないのだなと思いました。だ

からドラッグストアが「地域の健康づくりのパートナーとして」なくてはならないと、当社

の経営方針にもあることに理解した瞬間でした。ドラッグストアだったら相談しても無料だ

し、何時間も待つ必要がありません。洗剤を買うついでに、食品を買うついでに、化粧品を

買うついでに気軽に相談できる雰囲気があり、自分の辛い症状を聞いてくれて、少しでもお

客様の気が楽になるお店だったら大変有意義なことです。「お客様のためではなく、お客様の

立場にたって」私が接客するに当たり、強く心懸けていることです。 

 

当店の医薬品カウンターには「健康相談券」というお客さまが、気軽に相談できるように

設置されているアイテムがあります。私も制服のポケットに 5～10枚常に用意しています。

お客様の中には相談したらクスリを購入させられる、または購入しなくてはいけないと考え

ている方が居ます。そのような場合「この健康相談券があればいつでも相談に乗りますので

気軽に来店してください。」と言って良く活用しています。もちろんカードが無いから相談に

乗らないわけでありません。カードを利用することで、少しでも緊張をほぐし気軽に相談で

きるようにするためです。また、接客数が増えることによって、少しでも正確な知識を得て

より良い接客する、モチベーションにも繋がります。知らないことがまだまだたくさんあり、

店長や先輩資格者の方々に頼っていますが、商品知識、接客スキルは本人の努力以外に身に

着かないと思い、一念発起して日本チェーンドラッグストア協会(JACDS)認定ヘルスケアアド

バイザーを今年受講しました。少しでもお客様の不安を取り除くことができれば嬉しいです。 

 

ドラッグストアに勤めていて一番嬉しかった事は、お客様から直接感謝の声を頂いたとき

です。お客様から「あなたから買った栄養剤のおかげで、身体が以前より調子が良い。友達

にも勧めたよ。」と言われたり、「長年寒くなると手荒れがひどかったのにこのハンドクリー

ムのおかげで助かっているよ。」など「この前勧めてもらった薬を飲んでから膝が楽になった

よ。天気が良いからつい歩いてきたよ。ありがとうね。」など嬉しい言葉をもらいました。 

 

セルフメディケーションとは自分自身で健康管理し疾病を治療することです。今後もっと

ドラッグストアが、その推進を牽引していくべきだと思います。特にこれからは高齢社会に

日本は待ったなしで直面します。年配の方が大事にしてきた親切・丁寧といった価値観、そ

して東北大震災以降見直されてきた「絆」といった価値観、こういった事が大事になると思

います。今の地域のお店に勤めて約２年経ちます。冗談を言い合える方も増えました。どん

どん顔見知り・馴染みのお客様を増やしたい、そのためにはお客さまと接する時間を積極的

に増やし、質問に的確に答えられるようになるのはもちろんの事、アイコンタクト・笑顔・

挨拶・会釈で親近感を持てる事を行い、話しやすく、なんでも相談しやすい友達のような関

係を深めていきます。これからもお客さまに「ありがとう」と言ってもらえる販売員になれ

るように、日々努力をしていきたいと思います。
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■登録販売者の部 福井 亮太 （株）サッポロドラッグストアー（No.12046） 

高齢社会におけるセルフメディケーションの推進とドラッグストアの役割 

 

近年、日本では高齢化の進行が大きな問題となっている。65歳以上の人口は 2015年現在

で全人口の約 25％を占め、今後もさらに増加が続くと予想されているため、高齢者に対する

持続的なサービスの提供が必要となる。しかし国民一人当たりの医療費は増加傾向にあり、

高齢者人口の増加に伴い、社会保障に頼りきり、というのは困難になってくる。 

 

また、特に地方都市などにおいて、人口に対する医療機関の数が少ないといった問題も発

生している。私の住んでいる根室市の高齢化率は、全国平均を上回っているのに対し、人口

10万に対する医療機関の数は、全国平均を大きく下回っている。また、施設が根室市中心部

に集まっているため、郡部に住む高齢者は、時間をかけて病院まで行かなければな らない

という事態が発生している。 

 

医師不足も顕著で、人口 10万人に対する医師数は、全国平均が約 157 人であるのに対し、

根室市は約約 138人と、大きく下回っている。つまり、根室市に住む高齢者の多くは、病院

が遠く、行くために時間が掛かり、行ったとしても長い時間待たされてしまうため、頻繁に

医療機関を利用することができないというのが現状である。 

 

また、消費者の健康増進や疾病予防への意識の高まり等と言った観点から、セルフメディ

ケーションの重要性が大きくなっている。セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に

責任を持ち、軽度の身体の不調は自分で手当てする」という考えであり、セルフメディケー

ションの推進によって平均寿命と健康寿命の差を縮め、高齢者が医療機関の利用頻度を減ら

すことができれば、医療費の増加や医療機関不足といった問題が緩和されるのではないかと

考えられている。 

 

セルフメディケーションの推進を行う上で重要となるのは、消費者自身が問題意識を持ち、

自主的に取り組むことと、正しい知識を提供し、消費者をサポートするための環境整備であ

る。そのため、登録販売者をはじめとする専門人材を保有し、日常の買い物で気軽に訪れる

ことのできるドラッグストアが、高齢者のセルフメディケーションを支援するために大きな

役割を担っていかなくてはならない。 

 

私がセルフメディケーションに関する接客を行う際は、自分自身が「補助輪」だと思って

行うよう心がけている。人は初めて自転車に乗るときは補助輪がないと転んでしまうが、い

ずれは補助輪が無くても自転車に乗ることが出来るようになる。それはセルフメディケーシ

ョンでも同じことで、「セルフ」という言葉の通り、実際にそれを実行するのは消費者自身で

あり、私たちがいくら頑張っても、本人にその意思がなければ意味がないのである。私たち

ドラッグストアで働く人間の役割は、セルフメディケーションを意識するきっかけを作って

あげ、そして 1人で継続できるようになるまでサポートしてあげることではないかと私は考

えている。 
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このような考えを持つようになったきっかけとして、以前に私が行った取り組みの話を挙

げる。入社したばかりの頃、あるおじいさんとの接客の機会があった。台所用品を買いに来

たというそのおじいさんは、2ヶ月ほど前に奥様を亡くしてしまったそうで、「今まで妻に頼

りきりだったが、色々なことを自分で出来るようにならなければならない。そのためにはま

ず、健康で丈夫な身体が必要だと思ったからどうすればいいか教えてほしい。」という相談を

受けた。一人暮らしも初めてということなので、まずは食生活について考えることにした。

料理本や 5年近く一人暮らしをしている私自身の経験等を基に、時にはパートさんの知恵も

借りながら、お年寄りでも簡単に作れ、かつ栄養価の高いメニューを探し、食が細くても充

分に栄養を摂ることの出来る、健康食品と一緒に勧めた。これらを考える過程で、医薬品や

健康食品に関するデータベースや、インターネットのウェブ学習などが大変役立った。 

 

食生活の次は、適度な運動も重要だと考えた。最初に「何か趣味の一つでも見つけられた

ら…」とも言っていたので探していたところ、パークゴルフサークルの募集を見つけたので、

紹介した。すると本人も以前から興味があったようで、次の日には道具を買いそろえ、明日

早速集まりがあるのだ、とニコニコしながら話をしてくれた。 

 

初めて会ったときは少し暗い表情をしていた彼も徐々に笑顔が増え、食生活や健康法も自

分から調べ、積極的に取り組んで行くようになったある日、「妻が亡くなったときは一緒に死

んでしまおうかとさえ思ったが、今は生きているのが本当に楽しい。あなたのおかげだ。本

当にありがとう。」と言って頂いた。健康について考え、それに基づき実行し、継続したのは

おじいさん自身であり、私はただそれを紹介しただけで、ここまで感謝されると思っていな

かったため、大変驚いた。それと同時に、「健康である」ということは、ただ身体が丈夫で、

病気にならないということではなく、同時に心も豊かであることなのだと感じた。そのおじ

いさんは今では健康法などについて聞きに来ることはほとんど無くなってしまったが、時々

パークゴルフの仲間と店に来て、元気な顔を見せてくれている。 

このような体験から、私がドラッグストアにおいて、高齢社会に対するセルフメディケーシ

ョンを推進する上で必要だと考えることは、接客でのきっかけ作りや情報提供などのサポー

トに加え、知識の学習のバックアップのための基盤作り、地域や他業種と連携したコミュニ

ケーションや情報提供の場所の提供である。 

 

まず学習のバックアップのための基盤作りについてであるが、消費者に分かりやすく適切

な情報を提供するためには、資格者に深く広い知識が求められる。それらを身につけるため

のウェブ学習、メールサービス等の、インターネットやスマートフォンなどを活用した学習

方法の拡大によって、好きなときに学習を行える環境を拡大させることで、資格者の詳しい

知識の定着に繋がり、消費者へより適切な情報提供することができるようになると考えられ

る。 

 

次に地域や他業種と密着したコミュニケーションや情報提供の場所の提供についてである。

メーカー専門家による健康食品や健康法の講演会の企画などを行うことで、高齢者がそうい

った情報に触れる機会も増加する。また、上で述べたように、健康である、ということは身
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体が丈夫であるということだけではなく、心が豊かである、ということも重要である。地方

自治体などと協力し、パークゴルフなどのレクリエーションを企画、開催することで、趣味

を見つけるきっかけを作ったり、高齢者同士の交流も行うことができる。 

 

今後、日本では高齢化がさらに進行し、高齢者人口はさらに増加していくと考えられてい

る。より多くの高齢者が平均寿命と健康寿命の差を縮め、丈夫な身体と豊かな心で生活でき

るようになるためには、セルフメディケーションの推進と、その拠点となるドラッグストア

の担う役割は、さらに重要なものとなる。多くの消費者の多様なニーズに対応するためにも、

柔軟な発想と広い視野、そして人々の心と体の健康に貢献したいという強い意志を持って、

取り組んでいかなければならない。実行するのは消費者自身だが、きっかけ作りや接客を通

じて意識してもらうことで背中を押してあげることは、私たちにも出来る。初めて自転車に

乗るときの補助輪のような存在にはなれるのである。 
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■栄養士・管理栄養士の部 岡村 実咲   （株）ユタカファーマシー（No.13004） 

超高齢社会の中でドラッグストアの管理栄養士ができること 

 

＜はじめに＞ 

日本は超高齢化社会が進んでいる。日本の平均寿命は女性が 86.83歳、男性が 80.50歳と

世界最高だが、健康寿命は女性が 75.56歳、男性が 71.11歳と平均寿命との差が約 10歳も開

いている。健康寿命とは健康で支障なく日常の生活ができる期間のことを指し、平均寿命に

至るまでの約 10年は介護など人の助けになることが多い。 

また、国の施策として 2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自

分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるように、地域包括ケアシステムの構築

を目指している。この施策は住まい、医療、介護、生活支援・介護予防の方面から高齢者を

支援することである。 

 

セルフメディケーションが重要視されている今、地域の生活者に介護予防活動を行い、自

身で要介護状態にならないようにすることがセルフメディケーションの推進や健康寿命を延

ばすことにつながるのではないかと考えた。そこで、地域に根差したドラッグストアという

生活者の日常に近いところにいる管理栄養士として、“介護予防”に関わることは何かできな

いかと考え活動した。 

 

この飽食の時代に高齢者の低栄養が問題となっている。高齢になると、嚥下機能や消化機

能の低下、薬の副作用などによる食欲減退などにより食事量が減少、また一人暮らしや老夫

婦だけでの生活によるメニューの単純化、経済的な要因などにより低栄養に陥りやすくなる。

低栄養の一番の原因はタンパク質の不足である。低栄養になると筋力の低下、骨量減少など

により、転倒しやすくなり要介護の危険性が高まる。最近問題視されているロコモティブシ

ンドロームの原因のひとつでもある。ロコモティブシンドロームとは骨や筋肉などの運動器

の障害により要介護になるリスクの高い状態になることである。またタンパク質が不足する

ことで、認知機能の低下につながり、こちらも要介護の危険性が高まる。また、免疫の低下

により、病気にもかかりやすくなる。 

 

そして私はこの 7月にオープンした調剤、ヘルスケアに特化した、滋賀県の大津市民病院

前店にて勤務している。大津市民病院のすぐ隣に位置し、介護施設もすぐ近くにある。また

病院の隣ということもあり、急に入院し、入院グッズが必要になったお客様や、大人用おむ

つが必要になった方、退院し自宅介護になる生活者もよく来店される。このお店で何かでき

ないかと考えていた時、自宅介護をしている褥瘡の方に使うアルミシートをお探しの来店者

がおられた。お話を伺っていると、褥瘡が長引いて治らない、肉や魚などのタンパク質源に

なるものは食べづらいのであまり食べていないとのことだった。褥瘡の改善にはタンパク質

はもちろん、鉄や亜鉛、そしてアルギニンの摂取が奨められるため、手軽に栄養を摂れる手

段としてメイバランス Miniカップ（以下メイバランス）のアルギニン配合のものをおすすめ

した。お客様は大変喜んでくださり、2つ購入してくださった。 
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購入する側は介護することもされることも体験したことがない方ばかりで、栄養管理はも

ちろんのこと、介護用品などの商品知識も少なく、どのように何を実施していいのかわから

ない。栄養管理が滞ることにより、さらなる筋力低下や、寝たきり、さらには褥瘡へ繋がる

のである。 

 

これらのことから、高齢者向けの栄養機能性食品や介護食など健康な成人では認知が低い

商品は情報発信が必要なこと、自宅介護の方にも栄養機能性食品や介護食は有効であること

を踏まえ、地域の介護情報発信場所となるための活動を開始した。 

 

＜目的＞ 

・地域の生活者の健康寿命を延ばす、啓蒙活動 

タンパク質不足、低栄養の改善によりロコモティブシンドローム、認知症など要介護予防

に繋げる 

・栄養機能性食品や介護食の認知度アップ、さらに継続購入による長期介入 

これらの商品は良さを理解すれば、介護予防、進行予防に繋がるため、継続して購入され

ると考える。そのため、継続して来店されるので栄養状態の確認や相談などを長期にわたっ

て実施できると考える。 

・管理栄養士の認知度アップ 

 

＜活動内容＞ 

①メイバランスの売り場、POP作成 

メイバランスは１本 125mlと少量ながら、200kcal もあり、タンパク質、脂質糖質、各種

ビタミン、ミネラルが配合された栄養食品だ。「食欲が落ちてきた」「最近痩せてきた」「栄養

をきちんと摂りたい」という方にお勧めで、介護食品売り場などに展開されている。普段買

い物をしていても気に止めない商品である。しかしこれこそ、対象者さえ確立できればセル

フメディケーションを推奨できる商品である。そこで売り場の変更、POP作成を実施した。

大人用おむつ売り場や、調剤薬局にも商品陳列、POPを設置した。 

   

 

②メイバランス試飲会 

メイバランスという商品を来店者に知って頂けるよう、１回 30 分程度試飲会を実施した。

その際には③で説明するチェックシートも配布した。 
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③タンパク質チェックシート 

低栄養、たんぱく質不足が問題視されているため、よりたくさんの来店者に自身のタンパ

ク質不足に気づいていただけるよう、タンパク質のチェックシートを作成した。チェック項

目とおすすめの食品、商品などが記載してある。試飲会時、レジにて大人用おむつを購入さ

れた方に配布、メイバランス定番に設置、調剤薬局で調剤待ちの来局者に配布して頂いた。 

このツールを通してタンパク質の不足に気づいて頂き、さらに自身の食事に興味を持って

頂けたお客様には食事指導ができるよう、2枚目には管理栄養士の出勤スケジュールを載せ、

食事内容、身長体重を記入して頂けるようにした。食事内容を記入して頂き、店舗に持って

きて頂く。その 2、3日後以降、管理栄養士の出勤日のうち都合の良い時に店舗に来て頂けれ

ば、食事指導を行うという流れである。管理栄養士の存在の認知、また食事指導を行った生

活者への定期的な栄養相談の実施を期待している。 
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④介護売り場 POP作成 

介護食、介護用品に POPを作成した。来店者が自身やご家族に合った食形態のものを選ん

でいただけるよう、介護食の区分 POPを作成した。また、病院や介護施設で「これを買って

きてください」と言われ、どれを選べばよいかわからないという来店者が多くみられるため、

“一緒に選びます”POPも設置した。 

 

⑤飲み込みチェック会 

低栄養の原因の一つとして、飲み込む力の低下がある。そこで 3段階に分けて、とろみ剤

でとろみをつけた麦茶を用いた飲み込みチェック、また飲み込む力が低下している方の体験、

飲み込みチェックシートを実施した。また介護食の試食も行った。そして、参加してくださ

ったお客様にはアンケートも実施した。 

 

  

 

 

＜結果＞ 

●メイバランス試飲会 

9月 11日から 11月 12日までの期間で 20回実施した。試飲人数は 172名、試飲会時にた

んぱく質チェックシートが配布できたのは 118枚だった。また、試飲会期間中に購入された

のは 43本だった。当店がオープンしてから試飲会を実施する前の期間（2015年 7月 21日～

9月 10日）と試飲会実施期間では、販売数は１日当たり 2.2個のから 2.6 個と、1.2倍に上

がった。試飲会を実施した日と実施していない日では、販売数は１日当たり 1.9個から 4.2

個と 2.2倍に上がった。これらのことより、試飲会実施の効果があったことがわかる。また

その後の経過も観察したところ、11月 13日から 12月 31日までの期間で 131個の販売につ
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ながった。1日当たり 2.7個の販売である。試飲会の開始前や、今回の集計期間よりも 1日

当たりの販売数が伸びており、参加者への認知が高まったのではないかと考える。 

そして試飲会において直接お話をお伺いすることで、自身のタンパク質不足に気付いてお

られない方、食生活に危機感を抱いているがどうしたら良いかわからない方、入れ歯のせい

で食べたいのだけれど食べられないなど様々な要因により、低たんぱくが予想できる方がた

くさんおられた。それらのお客様にタンパク質チェックシートを配布、メイバランスの試飲、

紹介を行うことで、自身の健康への関心を高める事が出来たのではないかと考える。また、

ご家族の食事を作るお母さん世代のお客様が多く来店されるので、家庭の祖父母の食生活を

振り返って頂き、関心を持って頂くこともできた。 

一番印象に残っているのは、30～40代女性の相談者で自身も体重が増えなくて困っている

が、母が深刻であるということで、メイバランスの試飲を行った。後日来店されお話を伺う

と、なんと母親が当店で POPを見て購入し自宅で飲んでいたという事で、母親のために１週

間分購入された。このように、本人や家族の方が興味関心を持って頂けたことが、大変嬉し

く思った。 

最近では来店者から試飲を希望されることも多く、認知度が上がってきていることが実感

できる。さらにケースでの販売も希望される方が多くみられたことから、現在はケースでの

取り扱いを開始している。 

 

●タンパク質チェックシート 

試飲会、レジや調剤薬局での配布により、約 620枚配布した。そのうち回収できたのは 4

枚だった。返却時には食事指導も実施、たんぱく質の不足が疑われたのは 2名、50％のお客

様だった。回収枚数は少ないものの、参加者中で自身の健康に危機感を持っていただくこと

につながった。 

 

●飲み込みチェック会 

10月 24日（土）10 時～15時に実施した。参加人数は 31名だった。 

イベント当日の販売数は 13個であった。またイベントを実施するまでの期間（7月 21日

～10月 23日）の 20日間の平均販売個数は 38個、イベント実施後の 20日間の販売個数は 91

個と大幅に販売個数が伸びた。この事より、試食会、POP作成により参加者への認知があが

り、販売に繋がったといえる。 

参加者の中には介護を終わられた方もおられ、「こんな便利で美味しいものもあるのね。お

母さんの介護をしていた時に知っていればな。」というお声や、病院で介護食の存在を聞いて

「どんなお店に売っているのかなと思って、まずはユタカに来てみました。ちょうど試せて

よかったです。」などのお話もあった。また「身内の方に勧めてみます。」「ためになった。」

というお声が多くみられた。介護食の試食会では、これから在宅の介護が始まるという方が

おられ「食事に悩んでいたからちょうどよかった。」という声をいただき、「何か介護に関す

る悩みがあればまた来るね。」という声もいただいた。 
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●飲み込みチェック会アンケート結果 

19名のお客様からアンケートを回収できた。 

 

 

６．コメント
・ためになった。必要だった。
・体感できた。
・気軽に声掛けをして下さり、好感が持てました。
・祖母に進めてみたいと思いました。
・自分のこと、家族に関して、今後知っている方がいいと思いました。
・介護しなければならない人がいるのでよかった。
・説明が上手だったので助かった。  

今回のイベントを通して地域の生活者の健康意識を高める事ができた。また、管理栄養士

の認知度 UPにも繋がった。そして興味を持って頂いた参加者には顧客台帳を作成した。19

名のお客様のうち 6名の顧客台帳を獲得できた。今後のイベントに繋がるイベントとなった。 

 

＜反省と今後の課題＞ 

今回実施した活動により、地域の生活者の健康意識を高めることができた。しかし、これ

らの内容は継続して実施すること、毎日の接客でのご紹介が大切な商品であると考えるため、

今後も継続して実施していく。 

 

Ⅰ．試飲会、たんぱく質チェックシートの継続 

今後も出勤日に 1日 30分の試飲会を実施、売上個数を継続観察し、来店者の健康意識を高

めることに貢献したい。よりお客様に関われるよう、併設の調剤薬局の来局患者にも積極的

に試飲を実施していく。 

チェックシートの回収枚数は思うように増えていないが、継続して配布する事でお客様の

食生活への関心を高めることが出来ると考える。今後も違う観点から、介護予防につながる

ようなチェックシートを配布していく。認知症やロコモティブシンドロームのチェックシー

トも作成、実施予定である。 
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Ⅱ．レシピ、調理法の提案 

いつもの食事にプラスしてメイバランスを紹介しているが、管理栄養士として、食事から

のたんぱく質もきちんと摂れるように、高齢の方でも作りやすく、食べやすいレシピや調理

法の紹介を実施していく。 

 

Ⅲ．介護予防イベント 

今回は低栄養の原因のひとつとして、嚥下機能の低下に着目したが、タンパク質不足や低

栄養によりロコモティブシンドローム、認知症の危険性も高まるので、これらの予防・改善

活動も行っていきたい。よりお客様が親しみやすく、参加しやすいよう工夫改善していく。

また、今回の活動では、お客様の栄養管理を行うところまでは至らなかった。定期的な栄養

管理を行う事で介護予防、改善、健康寿命の延伸に関わる事が出来ると考える。そのため、

今後は定期的な栄養管理の実施も目指す。 

 

これらのことを通して、顧客およびその家族の健康意識を高め、健康寿命の延伸に関わる

事が、今後のドラッグストアの管理栄養士の課題であり、使命であると考える。地域に根差

したドラッグストアの管理栄養士となるため、今後も地域の生活者に必要な知識や商品の情

報提供をふまえてセルフメディケーションの推進に貢献していきたい。 
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■その他従事者の部 石田 研摩      （株）ユタカファーマシー（No.14002） 

薬・栄養・運動の重要性 

 

はじめに 

現在、日本は超高齢化社会と言われています。これからは自分の体は自分で守れるように

取り組む、セルフメディケーションが重要になってくると考えています。それに加え、栄養

管理、適切な運動が、自分の体は自分で守ることにつながると考えています。私は大学時代、

競歩の選手として過ごしながら就職活動を行っていたところ、後に入社することになる（株）

ユタカファーマシーにて「健康づくり体操教室」の企画が有り、そのインストラクターとし

ての役割も担ってほしいという会社からの要望も有り、自分の経験を最大限に活かせる職場

と思い入社を決めました。未だ新卒 1年目の社員ですが、これまでに行ってきた活動を紹介

させて頂きたいと思います。 

 

1－2健康づくり教室の目的 

生活習慣病・ロコモティブシンドロームの予防改善が目的で行っています。ロコモティブ

シンドローム（運動器症候群）とは、バランス能力・筋肉・骨・関節・軟骨・椎間板等、運

動器官に障害が起き、「歩く」「立つ」といった機能が低下してしまうことです。簡単に言う

と介護状態になってしまうことです。そのようにならない為にも、普段から体に気をつける

必要があります。しかし、食事・運動・薬といった体に関わるこの 3つの知識が乏しいのが

現状である。そこで、本教室（健康づくり教室）では、栄養・ウォーキング・ロコトレ（ロ

コモティブシンドローム予防トレーニング）運動を合わせたイベントを行っています。 

 

1－3ウォーキングの魅力 

ウォーキングで体を動かすことで、全身の血液循環が促されます。足は「第二の心臓」と

いわれるほどで、特にふくらはぎの筋肉がポンプの役目を果たし、血液の流れが、よくなる

と考えられています。また、下半身には、全身の筋肉の 3分の 2が集中しています。そのた

め、歩いて運動することで、脳に行く血液の量が増えます。血液量が増えれば、血液と一緒

に酸素やエネルギーのもとであるブドウ糖もたくさん神経細胞へ運ばれます。つまり、ウォ

ーキングをすることにより、脳の神経細胞が刺激され、神経成長因子が増え、脳内ネットワ

ークが促進され頭がすっきりして、頭の回転も速くなると考えられます。このことから認知

症・ロコモティブシンドロームの予防になると考えます。 

 

1－4ウォーキングのメリット、デメリット 

○メリット 

・生活習慣病の予防・改善になる。（ロコモ・認知症等） 

・お金があまりかからない。 

・景色が楽しめる。 

・すぐに行える。 

・自身の体調を確認することができる（ウォーキングストレッチ） 

・緊張筋（姿勢を安定させる筋肉）を使うことで脳が刺激され、脳の活性化につながる。 
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○デメリット 

・急に始めると体への負担が大きい。 

・歩き方、姿勢などウォーキングのポイント、知識を知らない方が多い。 

・暑い日、悪天候の日は、ウォーキングができない。 

 

2.健康づくり教室 

健康づくり教室では、栄養士による講座 60分と、私が担当している健康体操 60分と計 120

分で行っています。栄養面と運動面の両方から、生活者の健康を少しでもサポートしたいと

考えています。図 1は健康づくり教室の、一年間の大まかな計画の一部です。 

 

（図 1） 
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2－2健康づくり教室内容 

（一例） 

～ウォーミングアップ～ 

一般的な認知されているストレッチは静的ストレッチを用いられることが多いが、静的ス

トレッチだけのストレッチを行っていると質の悪い筋肉になりかねない。人間の筋肉もゴム

の性質と類似しており、伸ばしたり、縮めたりと徐々に負荷をかけることによって熱が生じ

筋肉を真から温め、動きやすい筋肉に仕上がります。こういった動きながらのストレッチを

動的ストレッチといいます。 

 

・肩のアップダウン（肩甲骨周りのストレッチ） 

肩甲骨周り、脇の下周りは、リンパ液が多く分布しており、そこを刺激することで免疫力が

あがると言われている。 

・背伸びの運動（背中・腰・脇のストレッチ） 

横の背伸びの運動だけではなく、180度回すように動かす。 

・首、上半身のストレッチ（首・背中のストレッチ） 

頭の上で手を組み、ゆっくり回転させる。 

・平泳ぎ体操（背中・腰・腹筋のストレッチ＆補強） 

イスに座りながらエアー平泳ぎ 

 

～リズム体操～ 

イスに座ったまま、音楽に合わせて体を動かしていきます。全部で 4 種目あり、一つ一つ

の体操の間にマーチ（その場足ふみ）が入ります。基本的に肩甲骨周り、脇の下周り、背筋、

腹筋、を使う体操です。クロス、スイング、グーパー、トンボの 4種目です。 

  

 

2－3現在の進捗状況 

初回の健康づくり教室では、「座る姿勢」「立つ姿勢」「歩く姿勢」と姿勢について行いまし

た。以前は、栄養士による講座での座る姿勢が足を組んだり、肘をついたりと姿勢が悪い方

が多くみられましたが、回数を重ねるたびに姿勢を意識している方が多くみられました。ま

た、「姿勢を意識しているよ」という声も上がってきています。また、ウォーキングを 4月か

ら始められた方からは、歩行速度が上がった。歩数・ウォーキング時間の向上などの意見も

頂いています。歩行速度と死期に関係があると考えられています。歩行速度の向上は、大き
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な成果ではないかと感じています。 

また、健康づくり教室に来られない生活者向けに自店で、健康づくり教室で紹介している

内容をピックアップし、誰でも見ることができる資料として、設置し始めました。（図 2） 

 

・温冷交代浴資料 

 

図 2 

 

3.今後の課題 

弊社が他企業との差別化を図るために、薬の知識はもちろん、これからは、スポーツ知識・

栄養知識を持ち合わせたスタッフが増えることで、接客の幅が広がると考えています。例え

ば、膝のサポーターを選でいる方には、ただ単に膝のサポーターを買っていただくだけでは

なく、「大腿四頭筋の筋力の低下が考えられます。怪我のリスクが少なく、待ち時間に簡単に

できるエアーレッグカールという運動が有効的ですよ。」と一つスポーツ・運動の知識を加え

たうえで、栄養についてもサプリメントなどを勧めることができ、スタッフに対するリピー

ターが増えると考えています。そのため、できるだけ多くのスタッフ・従業員が、それら 3

つの知識を共有する必要があると考えます。薬剤師、登録販売者もそうですが、特に管理栄

養士が中心となって生活者にスポーツ・食事・薬の知識を提供できるよう研修等で組み込ん

でいく必要があると考えます。そしてその研修では、私がインストラクターとなって、正し

い運動の重要性を生活者に伝えられるようにしていきたいと思います。 
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「一般部門特別賞」 
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渡辺 幸彦（No. 31001） 

セルフメディケーションに対し、地域住民とドラッグストアの専門家との交流と役割について 

 

高齢者長寿世界一になった日本。日本人の平均寿命は女性が 87才、男性が 80歳を超える

長寿国だ。 

「奥様方が集まると、仕事人間だった亭主族が定年後、趣味もなく近所に友達も少なくて、

家の中で健康に一番良くない上に人にも迷惑をかけるタバコを吸って、毎日テレビの番をし

ているだけで『亭主在宅ストレス症候群』で困っていると言っているのだけど、何か良い考

えがない？」と妻が言ってきた。 

普段から近所のママ友との付き合いが多い女性に比べて、日本の男性はシャイで特に定年

後の高齢者は人とのコミュニケーション作りが昔手な人種、 

骨、関節、筋肉を使う運動と日頃からウォーキングや簡単にできる体操などで体を動かすこ

とが大切、高齢者のセルフメディケーションで健康寿命を歳伸し、入院や在宅介護にならな

くて済み、年齢を重ねても生き生きとした暮らしを送りたいもの、高齢者には体の健康と共

に心の健康も大切で、少なくとも週に２～３回は多くの人との心の触れ合いを大切にし、楽

しい遊びの中で笑うことで血糖値が下がり生きがいのある毎日が送れるように、 

特にたばこの煙が大脳皮質にダメージで記憶機能の低下を引き起こすので絶対に禁煙するこ

とが必要、栄養面では、骨を作るカルシューム、吸収を助けるビタミンを摂取することが有

効だ。 

デイサービスのふれあいの施設も多くはないので、そのために人頼りではなく自分たちで

「何でも野郎会」を結成し、高齢男性会員を募集したところ多くの方が申し込まれ嬉しい悲

鳴となった。 

2025年には団塊の世代が 75歳以上になると言われている。 

介護を必要としている人が、現在 600万人もいる。

もし介護サービスがなかったらどうなるのか？高齢

世帯の 6割は年金だけが頼りに暮らしているが介護

にはかなりの費用が掛かるのですべては出すことは

不可能だ。 

市から地域福祉センターの一室を月に６回午後無

料で借りる許可を頂き、サークル活動としては書道

や川柳、手動の麻雀、そば打ち、大きな声を出して

歌を唄うことなどをやることにより頭を使い、手や

指も使うので認知症や心の老化の予防になるかと思

う。 

現在認知症患者は全国で 500万人と言われ、10年後

には団塊の世代が 70歳以上となり後期高齢者が 700

万人を超え、75歳以上の高齢者が５人に一人が認知

症を患うと推定されている。 

野郎会の人たちには得意な分野の幹事をやっていた

だいて、人の役に立つ喜びを持ってもらっている。 
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神代植物公園や深大寺、高尾山などの地域探訪の歩くことで生活習慣を確立し自己で健康

管理ができ、特に独り住まいの高齢者には食事や生活習慣が思うようにならず、一年後、会

の雰囲気が和やかになることと、女性からのアドバイスも受けられるかと思い、女性会員を

募集し二十名ほどが入会され、会の名前を「何でも野老会］に変えた。 

充実のサポートとして、素人の私たちでは心もとなく思い、私たちの会や市町村にある地

域高齢者のサークルに、地域の薬局（Dストア）に働いていられる専門の知識を持った薬剤

師、栄養士の方に包括支援で、生活習慣、健康管理の仕方や正しい薬の選び方、女性の美肌

に関する問題など、地域の公民館や地域福祉センターの中にある台所を利用して健康維持の

ためのバランスのとれた食事の指導を頂き、健康づくりの拠点としてアメリカのように地域

住民のコミュニケーションの場になり若い人も含めて住民が楽しく生活でき、健康寿命をの

ばすことが出来ると思う。 

誰でも自分の健康は自分で守ることで自立でき、Dストアの方と地域の住民とのコミュニ

ケーションができ、親しく相談もできてメンバーの絆も益々強くなると思う。 

身内が近くにいない高齢者や在宅介護者には、市町村の地域包括センターのホームヘルパー、

ケアマネージャー、社協のボランティアに手助けをお願いし、お医者さんや訪問着護師、地

域の人達との連携で必要に応じて私たちは熟年同士の話し相手になること、若い人への経験

談などで協力して．お互いに英顔になることが必要だと思った。 

私は六十四歳の時、心筋梗塞を患い、バイパス手術で３箇所の血管を移植したが医学の進

歩と運と、一度もタバコを吸ったことがないことが幸いし、渡辺新線が開通した。 

動脈硬化の原因だった塩分過多に注意した食事を採り、近くの野川沿いで川面を静かに泳ぐ

カルガモの親子や白サギなどを眺めながら歩くことにも心がけ、私が「カルガモは静かに泳

いでいるように見えるが、水面下の足は大変な動きをしているのだよね」と言ったら妻が「そ

うカモね」と洒落で返してきた。集会では常にユーモアを欠かさず、皆さんに楽しい話をし

て笑顔を絶やさないように心掛けている。 

今年夫婦揃って傘寿を迎え米寿に向かつて前向きに生きている。 

娘が「パパは大病しても人や世の中の役に立つことをするために神様に生かされたのだか

ら頑張らなくては」の言葉に励まされた。 

私たちが年を取つても楽しめるかと 75歳以上の仲間と作ったハワイアンバンド（アロハオタ

ッシャーズ）が社協の依頼で近くの老後の住いに慰問演奏に行った後のお茶会で、入居一時

金が 800万、毎月１名 25万円、夫婦だと 50万円と聞き、安く入れる特養は全国に約 9000か

所あり、54万人が暮らしていて入居を申し込んでいる人が 52万人もいる、どこも満員で数

年待っても入れないとのこと、年々高齢者が増えていくので私たち普通の年金生活者では都

会は無理で地方に行かないと入ることが出来ないとさみしい思いをした。 

国を始め地域社会やすべての国民がセルフメディケーションに関心を持つことが大切で、

私も人のためというよりは自分の生きがいにつながり、微力ながら支援のサークル活動を高

齢者仲間の協力を得て行えることに喜びを感じている。 
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薬剤師-11013 

（株）ユタカファーマシー ユタカ調剤薬局水口暁店 

岩井 研一郎 

薬局が提供できる体を良くするサポート 

「セルフメディケーション」、世界保健機関（ＷＨＯ）が定義したそれは、「自分自身の健康に

責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」とある。私が考えるセルフメディケー

ションへの取り掛かりの一つとして、「運動」が安価で年齢性別を問わず、多くの人がすぐにで

きる取り組みだと考えている。適度な運動をすることで、年齢や運動不足で体の衰えを感じる方

の不調を改善することはもちろん、そうでない方にも生活習慣病予防やけがの防止に役立てるこ

とができる。また、体だけでなく、精神的にも効果があり、ストレスの解消、認知症対策などで

も取り上げられることがある。 

 

私の勤務する株式会社ユタカファーマシーは、岐阜の大垣市に本社を置くチェーンドラッグス

トアである。岐阜だけでなく滋賀、京都、愛知などにも店舗を多く構え、全店舗数 160、調剤薬

局に関しては 60店舗ある。私はその中の滋賀県甲賀市水口町にあるユタカ調剤薬局水口暁店で、

調剤薬剤師として勤務している。この水口暁店は、ドラッグストアと調剤薬局の併設店であるこ

とから、服薬指導に加えＯＴＣ接客などで疲労や痛みなど体の悩みに対して、それにあった薬や

サプリメントの質問をされる方が多い。中には薬だけでなく、効果的な運動はないかと質問され

ることもある。 

 

これらのことから、薬局には薬剤、サプリメント、さらにはトレーニングで自分の体を良くし

たい、抱えている悩みを改善したいといわれる方が来局されており、薬剤師はそれらの要望に応

える必要があると考えられる。しかしながら、一般的な薬剤師はそういった分野は十分に答えら

れない場合がある。 

 

僭越ながら自分はライフワークでマラソンなど自己鍛錬をしており、この分野の知識が多少あ

るので、そういった質問の方への対応を少なからず行っていた。そんな中、去年の秋ごろから自

身の膝を痛めてしまい、長時間走ると痛みが出るようになってしまった。自分の選手生命やこれ

からの生活にも不安を覚え、近隣だけでなく遠くの病院を受診、多くの文献を読み漁りスポーツ

整形に携わる医師や元陸上選手による障害改善の講習会に参加した。そして 2015年の大阪マラ

ソンで復帰し、完走を果たせた。 

 

以上のことから、しっかりとした知識とその実践が必要であることを実感し、自分がこれまで

得たことを同じように悩みを抱えている方への助けの一つにならないかと考え、以下の取り組み

を行うことになった。 

 

＜取り組み＞ 

取り組みとして、来局者の目に留まるように筋トレやストレッチなどを記載した健康増進用の

チラシを作製し待合室に設置した。また、運動方法だけでなくプロテインなどのサプリメント、

健康機器の有用性を示すことで商品に対する誤った認識を解き、よりよい使い方を知っていただ
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けるように努めた。それだけでなく、チラシの質向上及び来局者の声を聴くためにアンケートも

同時に用意して、週ごとのチラシが持ち帰られた数を集計した。 

 

下記がこれまで配布したチラシの内容である。 

■知ってトクする体をユタカにする豆知識 

どうも、薬剤師の岩井研一郎です。 

僕は走るのが好きで、水口暁に赴任してからは文字通り町中を走り回っていました。 

ところが、ここ数ヶ月膝を痛め、走れなくなってしまいました。 

どうにかして走りたいと思い、大阪のランニングの講習会に参加したら面白いことがわかりまし

た。 

ランニングのし過ぎなどによる膝の痛みの原因、その一つがなんと“おしり”にあるといわれま

した。 

おしりの筋肉はヒトの姿勢や歩くことを維持するのにとても重要な一部です。 

弱っていると、ひざがそれをかばい、結果痛みにつながります。 

今回は寝ころんだままでできるストレッチと筋トレをお伝えしようと思います。 

同じ悩みを持つ方、最近膝の痛みに悩まされている方も是非お試しください。 

 
ストレッチ１           ストレッチ 2             筋トレ 

伸ばしたい方の膝を両腕で 片方の足を曲げ、もう片方の上で 膝を 9０度に曲げる。膝から 

抱えて、胸へ引き寄せる。 交差させる。曲げた膝を床の方 肩までが一直線になるよう 

へ引き下げる。   お尻を持ち上げる。 

＊過度な運動は逆に体を痛めます。無理のない運動を行いましょう。 

 

■知ってトクする体をユタカにする豆知識Ⅱ 

どうも、薬剤師の岩井研一郎です。 

前回のチラシが思いのほか評判が良かったみたいで、２作目を作ることになりました。 

皆さんは『腸腰筋』という筋肉を聞いたことはありませんか？ 

この筋肉は腰から股関節から太ももにつながる筋肉で姿勢の維持や下半身の運動にかかわって

います。 

年を取るとちょっとした段差でつまずくのは、腸腰筋が弱ってしまったからと言われています。 

逆に鍛えることで階段の上りがよくなり、歩行時のつまずきを防止します。スポーツの場合、走

りのスピードをアップする効果があります。 
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また、骨盤のゆがみの改善や腹筋運動を加えることでおなか周りを痩せる効果がアップするとの

ことです。 

 

前回に引き続き、僕もよくやる簡単な筋力トレーニングをお伝えしたいと思います。 

トレーニングのコツは、たくさん回数をこなすより、少ない回数でもその鍛えたい部位を意識す

ることです。 

          
    筋トレ １                          筋トレ ２ 

仰向けに寝ます。     片膝を胸に近づけ、手と膝を 

膝を曲げながら、片膝を胸に近づけ    押し合います。その時、膝と 

ゆっくりと元に戻します。    股関節は 90度にします。 

＊過度な運動は逆に体を痛めます。無理のない運動を行いましょう。 

 

■知ってトクする体をユタカにする豆知識Ⅲ 

仕事柄、家族や友人などから「プロテインって何？」と聞かれることがあります。 

運動不足だから、筋肉をつけたいと考えているらしいのですが、「ドーピングじゃないの？」「よ

くわからないからイヤ」と不安の声をよく耳にします。 

プロテインは英語で「たんぱく質」をさします。 

筋肉をつけたい人はよりたんぱく質が必要になります。そのため、肉類、大豆などのたんぱく質

をより多くとる必要があります。ですが、そういったものには脂肪なども含まれており摂り過ぎ

れば、逆に太ってしまいます。 

プロテインは余分な脂肪分をとることなく、たんぱく質を補給することが可能です。 

また、ビタミンＢ、Ｃやミネラルが含まれている製品があり、疲労回復にも最適です。 

プロテインには飲むのがいい時間があります。運動直後と寝る前です。 

運動直後は、傷ついた筋肉を修復しようとします。寝る前の場合は体つくりに必要な成長ホルモ

ンというものが分泌されるので効果的といわれています。 

話は少し変わりますが、日本には日本アンチドーピング機構というものがあ

り、このマークが書かれている商品はドーピング検査には引っかかりません。 

 

ちなみに、私の一押しは明治のＳＡＶＡＳシリーズです。 

特にアクアホエイプロテインは水に溶けやすくジュース感覚でおいしく飲

めます。 

＊プロテインはあくまでサポートアイテムです。朝昼晩 3 食バランスよくしっかり食べるよう

に！ 
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知ってトクする体をユタカにする豆知識Ⅳ 

どうも、お久しぶりです。岩井研一郎です。 

皆さんはこちらの機械をご存知ですか？ 

これは『体組成計』と言われる私たちの体の状態を調べるため

の機械です。 

 

体組成計で測定できるものは大まかに『体脂肪率』『基礎代謝』

『骨格筋率』『ＢＭＩ』というものがあります。体脂肪率の場合

『内臓脂肪レベル』 『皮下脂肪率』に分けられます。 

 

 

  意味 この値が良いと…… 

体
脂
肪
率 

皮下脂肪率 皮膚の下に蓄積される脂肪 プロポーションの崩れが防げる 

内臓脂肪レベル 内臓の周りについている脂肪 生活習慣病の予防になる 

基礎代謝 
1日の生きていくことに必要なエネ

ルギー消費 
太りにくい体である 

骨格筋率 体を動かす筋肉の多さ 

ＢＭＩ 肥満度を判定する国際的な  基準 
肥満や痩せが原因となる病気に

かかりにくい 

無料で測定できるので一度試してみてはいかがですか？ 

＊基準値は年齢、性別などで異なります。一緒に設置している比較表で確認することが可能です。 
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下記は、アンケートの内容である。 

 

■知ってトクする体をユタカにする豆知識 アンケート 

皆様のご意見、ご感想を今後の参考にさせていただきたいので、よろしければ 

アンケートにご協力をお願いします。 

1 年齢（   ）代  性別（男・女） 

２ 今回のチラシの内容はためになったか？ 

□とてもためになった  □ ためになった □ どちらでもない  

□ あまりためにならなかった □ ためにならなかった 

３ ご意見、ご感想などございましたらご記入をよろしくお願いします。 

（                                 ） 

 

＜成果と考察＞ 

これまでの結果から、来局者のセルフメディケーションの関心度を知ることができた。また、

アンケートや来局者との接客の中で、下記のような意見を頂けた。 

 

「主人が同じような悩みを持っているから、試してみる」 （60代 女性） 

「自分の職場の休憩室に置いている」（50代 女性） 

「疲れやすいから、何かいい方法があったら教えてほしい」（60代 男性） 

「プロテインがなんでいいのか分かった。ドーピング検査がされている商品があるなんて知らな

かった」（30代 女性） 

 

今回の取り組みにより、来局者の適切な運動意識への向上から、セルフメディケーション意識

の高まりに一定の効果があることが確認できた。今後も体の悩み改善につながる健康増進のチラ

シを作成し、薬剤だけでなく違う方面からのセルフメディケーションの手助けができればと考え

ている。 

 

参考文献 

関節ストレッチ＆トレーニング        現代書林 

大阪のＮクリニックのランニング障害の講習会 

動作でわかる筋肉の基本としくみ       マイナビ 

「サブ４」達成のためのマラソントレーニング 鈴木 彰 渡嘉敷晶子 宮川浩太 著 

立ったままで「5秒腹筋」 松井薫 

関節ストレッチ＆間節トレーニング 矢野啓介 佐嶋健司 

動作でわかる筋肉の基本としくみ       石井直方 監修 山口典孝・左明 著 

ユタカ ネット学習 ２０１５．９ 

スポーツ選手の完全食事メニュー プロも実践４００レシピ 川端里香 
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薬剤師-11056  

株式会社マツモトキヨシ 

沼久内 祐子 

生活から支えるセルフメディケーション 

病気の人だけでなく、健康な人に対しても健康でい続けるサポートがしたい。そう思い、

私はドラッグストアへ就職しました。学生の頃の病院実習・薬局実習で、初めて糖尿病と診

断された同年代の患者さんを担当したのがきっかけです。高血圧・糖尿病など生活習慣病が

増えていく中で、病気になってから治療面でサポートするのではなく、病気になる前に予防

する方法はないのかと思いました。 

 

私は現在、調剤薬局の店舗で働いています。ですので、ＯＴＣを扱うことはほとんどない

のですが、ゆくゆくはＯＴＣや生活用品、健康食品にも携わりたいです。そして、病気だけ

でなく、生活面からもサポートできるような薬剤師になるのが目標です。なぜなら、病院や

クリニックを受診することだけが病気とは思えないからです。そして病院にも行かず、薬も

服用していないからといって、健康に問題がないとも言い切れないと思うからです。そして、

将来薬の知識も増え、健康な人が健康であるうちから健康に関心を持ってもらえるような活

動がしたいです。 

 

私は学生の頃、薬剤師の方と一緒に地域の方々の健康チェックを行うイベントを行ってい

ました。参加者は月に１度集まって、血圧、体重、ＢＭＩ、大腸がんなどの簡易な尿検査を

行った後、私たち薬学生からの健康に関するプチ講義を聞き、健康相談をして帰るという２

時間程度のイベントです。その活動が口コミで広がり、市民講座でもプチ講義を行ったり、

あるときには週に１回体操クラブに出向き、体操の間の休憩時間にプチ講義をしていました。

そこでは、年齢からして明らかに健康な方ばかりでした。彼らは、薬も年相応に服用してい

るし、健康に関して悩みもあります。ではどうして健康なのでしょうか。それは、若いうち

から健康に関心があったからだと気づきました。高齢になれば健康にも関心が向くのは当然

です。しかし、健康な高齢者は若い頃から健康に関心があり、食事・運動など生活面で気を

つけていた方ばかりでした。 

 

さらに、おもしろいことに、プチ講義で人気のあった講義は高血圧、コレステロールなど

の私たち薬剤師にとって身近な疾患に関することではありませんでした。どこに行っても人

気があったテーマは「えんげ」でした。嚥下困難といえば、介護などを想像されることが多

いが、健康な人であっても、年齢を重ねるごとに嚥下力は低下していきます。参加者に実際

に話を聞くと、嚥下困難とまではいかなくても、飲み込みにくい、つるんとしたものが怖い

などのちょっとした悩みはあるみたいでした。嚥下力が低下したからといって病気ではない

ですし、年を取ったことによる１つの悩み程度かもしれない。けれど、毎年、死亡原因の上

位に肺炎がランクインし、その中でも誤嚥性肺炎が主な原因であるので、嚥下力を上げるこ

とは死亡リスクを下げるうえで重要なことです。私は、そういった日常生活でのちょっとし

た悩みを解決していくことも、長期的に見て健康をサポートすることにつながると感じまし

た。私たちは病気、セルフメディケーションといえば、疾患や病気の予防という認識があり
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ます。しかし、セルフメディケーションという言葉には、生活レベルにまで広義なものにな

るのではないかと思います。そして私は、一般の方々との健康に対する認識の違いに驚きま

した。私たち薬剤師が健康に関することといえば、どうしても疾患に偏ってしまうのですが、

一般の方々にとって健康とは生活の延長線上にあるのです。 

 

超高齢化社会になるといわれている昨今、ただ、処方箋を持ってくる人、身体の不調を訴

える人だけにアプローチしているだけでは、果たして医療従事者として患者さんを支えてい

るといえるのでしょうか。健康に関心のない若い段階から健康に関心が向くようになれば、

もっとみんなが健康になれるのではないでしょうか。確かに、健康な人にアプローチし、そ

の結果、その人が病気にならないで過ごせたとしても、すぐに実感はないだろうし、直接感

謝もされないと思います。しかし、長期的に見て、病気にならない、なりにくい社会になる

のであれば、これからの医療従事者は健康な人に対しても定期的にアプローチするべきだと

考えています。そして、ドラッグストアや薬局には施設、商品が揃っているのだから、利用

しない手はないのです。実際、薬剤師になり、調剤薬局に勤務すると、地域の方々でなじみ

の患者様がたくさんおり、薬のことだけでなく、先輩薬剤師はさまざまな話で盛り上がって

いました。なかには介護の話やちょっとした健康相談をしている方もいます。私は、薬局で

は処方箋の薬を渡すだけで、こういった世間話ができないと思っていたので驚きました。そ

して、ここでなら、地域の方々が健康を目的に集まることができると思いました。 

 

私は、今はまだ新人薬剤師で、薬の知識を増やすことが第一の課題ではありますが、将来、

健康な人をも健康面、生活面でサポートできるような空間を薬局やドラッグストアで作って

いきたいです。そして、地域の健康を底上げしていきたいです。 
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薬剤師-11080 

(株)ぱぱす 麹町店 

松山 純 

セルフメディケーションの推進とＯＴＣ薬剤師の課題 

セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で

手当てすること」と WHOは定義しています。市民一人一人が自身の健康に積極的に関わるこ

とで、健康寿命の増大や、医療従事者の負担軽減、そして国民医療費の増大抑制をもたらす

ことになります。これは、超高齢化社会に突入した日本では到底無視できるものではありま

せん。「健康」が、医師が提供する時代から自身で維持する時代になっていることを理解し、

医療従事者はこれを市民一人一人に伝え、セルフメディケーションの手助けをしていく必要

があるでしょう。 

 

私は、今年入社したばかりの新卒薬剤師です。まだまだ現場の経験は足らないですが、半

年勤務して感じた OTC薬剤師のあり方やドラッグストアのあり方について考えをまとめてお

きたく、今回筆を取らせていただきました。 

 

■ドラックストアの課題 

昨今、ドラッグストアは OTC薬の規制緩和により、同業種だけでなくコンビニやスーパー、

ホームセンター、家電量販店とも市場を争う時代に突入しています。これに対して多くのド

ラッグストアは、培ってきたヘルスケアやビューティケアの専門性の向上で差別化を図り、

セルフメディケーションの拠点としての需要を確立し、市場での生き残りを狙っています。

ドラッグストアの専門性を高めることは、お客様の信頼を勝ち取り再来店の可能性を高める

ということに繋がります。小売商にとって来店客数が上がるということは売上に直結する重

要なことです。 

 

つまり、ドラッグストアの課題は、「ヘルスケア・ビューティケアの専門性をどうやって高

めればいいのか？」ということです。 

 

■ドラッグストアの現状 

専門性を高めるための障害となっているドラッグストアの現状に以下のようなことが挙げ

られます。 

①自他ともに、薬剤師の最たる存在理由が要指導・第１類医薬品販売であるという認識が

あり、薬剤師の他の業務への関心が少ない。 

②１店舗あたりの薬剤師の数が最低限であり、薬剤師不在の時間帯が存在する。 

③登録販売者の OTC薬の知識不足。 

④登録販売者の利益中心の接客、推売品をオススメするだけの案内。 

⑤慢性的な人手不足。 

 

まず考えなくてはいけないことは、①により薬剤師の置物化が進み「薬剤師は要指導・第

１類医薬品を売るだけの人」となってしまうことは非常に危険だということです。薬剤師の



-57- 

必要性が疑われていくでしょうし、何より薬剤師の豊富な知識を数十種類の医薬品のためだ

けに使うのは非常にもったいないことです。この①のような状態が続けば、薬剤師の必要性

は損なわれ、要指導・第１類医薬品を売るための登録販売者の上位資格が生まれてしまうの

も時間の問題でしょう。 

 

②については、薬剤師の居る居ないで専門性に差が出てしまうという問題があります。し

かし、薬剤師の人手不足やコスト面の問題があり、薬剤師を増やそうということは簡単には

実現できません。 

 

③④は登録販売者の専門性を問題視したものです。薬剤師は医療従事者としての自覚は強

いですが、登録販売者はあくまで医薬品の販売者というだけで医療従事者としての自覚は低

いのではないでしょうか。 

 

⑤に関しては最も単純で最も深刻な問題です。どんなスペシャリストがいたとしても、一

般業務が忙しくて接客の頻度が減れば専門性は失われていきます。また、薬剤師と登録販売

者の情報共有の頻度が減ってしまう原因でもあります。 

 

■薬剤師に向けられる期待 

ドラッグストアの課題に対して、OTC薬剤師が漠然と考えている答えは「専門性向上のた

めに私たち薬剤師が期待されている事は、薬剤師自身の専門性向上だ。」ということなのでは

ないでしょうか。ドラッグストアの専門性を考えた時に、薬剤師は自分の専門性の向上が、

ドラッグストアの専門性の向上に繋がると考えるでしょう。事実、医師と同じだけの診断力

を持った薬剤師がいたら、こんなに心強い事はないですし、実際メディカルな専門性は向上

します。しかし、それまでに費やされる労力や時間は現実的ではなく、その薬剤師の需要が

高まることで労働の負担が増えるのも想像に難くはありません。 

 

しかしながら、薬剤師がこういった答えを出しているだけでなく、ドラッグストア業界全

体も課題に対して薬剤師の専門性向上を期待しているのではないでしょうか。診断力の高い

薬剤師が、どのドラッグストアにもいれば、間違いなくドラッグストアは安泰です。それな

ら薬剤師に頑張ってもらおうと。 

 

こうなる背景には、昨今、薬剤師の存在意義について問われることが多く、それによるも

のか、OTC薬の規制緩和が続いていることが関係していると思われます。薬剤師の存在意義

が疑われている中で、ドラッグストアの専門性の向上といえば、薬剤師が医師に匹敵する診

断力を持つことが唯一の手段に思えてくるのは至極当然なことです。何故なら、今日まで薬

剤師は持てる知識をフルに使い仕事に従事していたにも関わらず、それでは足りないと言わ

れているようなものだからです。それなら医師の真似事をせざるを得ないではないですか。 

愚痴のようになってしまいましたが、つまりはすでに薬のエキスパートである薬剤師の専門

性を向上させるのは、コストパフォーマンスが悪く、期待できる効果がさほど得られそうに

もなく現実的ではないと私は思うのです。 
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■薬剤師の専門性は不十分なのか 

さて、ドラッグストアの専門性を改めて考えてみましょう。それは消費者のヘルスケア・

ビューティケアの悩みを解決することです。私がドラッグストアで数ヶ月接客をしていて、

薬剤師が困るような医学的専門性の高い説明を求められた事は、月に１回あるかないかでし

た。薬剤師として、不満の残る説明・アドバイスをしたくはないですが、接客した９割以上

のお客様には持ち前の知識で十分対応できましたしお客様も満足して帰られているので、こ

れ以上自身の専門性向上をすることで得られる需要は少ないと感じました。勿論自己研鑽は

薬剤師の義務ですから怠る気はありませんが、急を要するものではないと思ったのです。事

実お客様の相談内容は、「これとこれどっちが効くの？」や「これ使って効きが悪かったから

違う成分の商品教えて」など薬剤師からしたら取るに足らない内容がほとんどです。 

 

こういったことから、薬剤師の自己研鑽は、ドラッグストアの専門性向上に効率的に作用

しないと思うのです(自己研鑽自体は大事です)。ドラッグストアで薬剤師が専門性を発揮す

るのは当たり前です。 

しかし、差別化を図るための専門性を賄うためには薬剤師だけでは不十分なのです。 

 

■専門性の供給 

"専門性の向上"について必要なことはスペシャリストの質ではなく量の向上であると私は

考えています。前述のドラッグストアの現状でも挙げましたように、慢性的な薬剤師不足と

薬剤師の高コストという点から、店舗の薬剤師数は最小限であることが多いです。そのため、

薬剤師不在の時間帯があることは珍しくありません。更には、第１類・要指導医薬品を初め

から販売せずに、登録販売者のみで第２・３類医薬品を販売する店舗も存在し、数を増やし

ています。こういった「薬剤師不在のドラッグストア」というのが、消費者のニーズに不満

をもたらす最も重大な原因になっていると私は考えています。 

 

薬剤師不在時の消費者の不満には大きく２つあると考えており、１つは第１類・要指導医

薬品が買えないということと、登録販売者の説明では信用できないということです。前者は

システム上の問題ですが、後者は登録販売者という存在の認識や未熟によるものです。 

 

登録販売者の実力不足により、ドラッグストアひいては薬剤師の専門性が疑われているの

です。登録販売者なんて不完全な資格を作ったのが間違いだった、と国のせいにするのは簡

単ですが、高騰する医療費対策にセルフメディケーション推進をすることは不可欠で、その

ための OTC医薬品市場を拡大させるためにも薬剤師以外の簡易的な薬の担い手が必要だった

のは認めざるを得ない事実です。登録販売者が生まれて５年が経過した今、私たち薬剤師は、

登録販売者を薬の担い手として認め、医薬品販売者としてともに専門性の向上に努めていか

なくてはいけません。 

 

■薬剤師と登録販売者 

薬剤師と登録販売者の関係を改めて見つめ直す必要があります。私はドラッグストアで働
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くまで、薬剤師と登録販売者はほぼ同等の関係で、互いに存続をかけ仕事を奪い合っている

というような印象を持っていました。実際それだけの野心が双方にあれば、結果として切磋

琢磨されていき、登録販売者の実力不足というような問題を抱えることもなかったのでしょ

う。現実は、登録販売者は第２・３類医薬品を全営業時間販売するためだけの資格者という

だけで、薬剤師と肩を並べるだけの働きができる人はほんの一握りしかいないのです。私自

身も、お客様が薬の相談で声を掛けた登録販売者と交代することも少なくないですし、登録

販売者から薬の相談の相談をされたりもします。その度に私は、登録販売者へ薬の知識の共

有を行い、実力不足の改善を行うのです。 

 

調剤の現場ではテクニシャンと呼ばれる、処方された薬を薬棚から集める仕事をする人が、

薬剤師の仕事の負担を軽減するために存在します。調剤ではリスクとベネフィットを常に天

秤にかけている関係上、薬剤師の薬の情報提供・健康相談といった専門性をフルで発揮する

必要があるため、テクニシャンのような後方支援の役割が重要になります。 

 

ところが、同じ薬剤師と共に働くものでも登録販売者に求められているのは後方支援では

なく、薬剤師と並立して薬の情報提供を行うことなのです。なぜなら OTC医薬品はリスクに

重きを置いた安全性重視の医薬品であるため、医療用医薬品ほど高い専門性を必要とする場

面が少なく、ある程度の知識を持てば情報提供が可能だからです。 

 

登録販売者の実力は、ドラッグストアの専門性を左右する最重要ファクターであるのです。

薬剤師として、そのことを理解し、登録販売者の専門性向上に努めることが大事なのです。 

 

■登録販売者の教育 

登録販売者教育は OTC薬剤師に求められていることとして周知されているものであるにも

関わらず、残念ながら十分に実施されていないものであります。 

 

登録販売者の試験は、合格率が薬剤師国家試験よりも低く、都道府県によっては５割を切

ることもよくあるというものです。決して試験が難しいというわけではなく、受験資格が勤

務状況によるという性格上、勉強時間を割くことが難しく、結果として勉強量に対して試験

難度が上がっているというものです。短期間で知識を詰め込む人が多いため、合格率も低く、

合格したとしても知識が定着していないため、薬の相談をされたときに推売品を紹介するこ

としか出来ないという事態が起こっています。特定の医薬品を売るための接客は出来るが、

症状からの相談に幅広い選択肢を提供する接客は出来ないというのは、セルフメディケーシ

ョンよりもパターナリズムに近くなっており、消費者の自由が失われていると考えられます。 

 

実際の現場では、消費者側も選択肢を１つに決めつけてほしいと思っている場合が少なく

ありません。しかし、これは医療の決定行為であり、医師の処方と同等の意味を持ち、つま

りは健康の責任を大きく背負うことになります。また、消費者が自分の健康に興味を持ち、

自分で医療を選択するというのがセルフメディケーションの本質であり、積極的に自分の健

康に気を遣い健康寿命を長くするというのが最終的な目標です。よって、特定の商品中心の
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接客は、消費者の医療の選択肢を狭めているばかりか、セルフメディケーション推進を失速

させているのです。 

 

登録販売者に本当に必要なものは、薬の細かい情報ではありません。「薬の大まかな分類」、

「どういうときに使うのが適しているか」、「利点と欠点」のこれらを知ることだけです。薬

剤師は長年かけて薬の細かい知識を蓄え、その知識を自分で咀嚼してこれらの特徴を判断し

ています。しかし、登録販売者にまとまった勉強時間はないですから、即戦力としての実践

的知識が必要なわけです。OTC医薬品は合剤であることがほとんどで、だからと言って１つ

１つの成分の特徴を覚えても実践的ではないので、合剤としての特徴を同カテゴリーの他の

OTC医薬品と比較して、「こっちの方が○○の症状には効く」「こっちに比べて安全性は高い」

というような認識を増やしていくのが最も効率が良いと考えます。前述の通り、消費者の大

体の質問は「どれが効くのか？」「どっちが効くのか？」という内容が大部分を占めるので、

それに対して２～３択に選択肢を絞り、かつその中での違いを説明する事が出来れば、「この

人は陳列されている多くの医薬品について詳しい」「私のためを思って、様々な選択肢を出し

てくれた」と十分な専門性を示すことが出来ると思います。 

 

薬剤師は、今まで登録販売者に教えていたことが実践的ですぐ使える情報だったのかどう

かを改めて考えなくてはいけません。いくら情報共有をしていても、薬剤師の立場から一方

的に医薬品知識を細々と伝えていても一夜漬けと効果はかわりません。登録販売者がすぐ使

える、実践的な情報を教えるべきです。言い換えれば、医薬品の情報ではなく情報提供の技

術を教えるべきなのです。また、現状における薬剤師による教育の成果は登録販売者試験の

合格率を見れば明らかです。本来、登録販売者やその受験者のサポートをするのは薬剤師で

あり、現場の知識や技術を与えてあげられる唯一の存在です。テキストや塾講師の教えはあ

くまで知識をインプットするまでですので、しっかりと薬剤師がアウトプットすることを教

えていくことが必要なのだと思います。 

 

■結論 

「薬剤師不在のドラッグストア」という状況が消費者の不満を生んでいるとして、それを

解決する方法に、私は「登録販売者の教育の見直し」という提案を致しました。薬剤師の不

足を薬剤師で補うのは困難だと思いますが、ドラッグストアには登録販売者という薬の担い

手がいます。登録販売者を、薬を置くための資格とせず、薬を説明できる資格として改めて

認識するべきです。登録販売者の実力不足は現在のドラッグストア業界の深刻な問題と受け

止めて、会社や業界全体は登録販売者教育の質の向上に取り組んでいかなければいけません。

そして薬剤師は、最も身近な教育者として登録販売者の実践的な知識と技術を育んでいくこ

とを、今後の重大な課題として取り組んでいく必要があります。 

 

■おわりに 

薬剤師はコミュニケーション能力に乏しいイメージがあるというのは、よく聞く話です。

また、ドラッグストアにおいては医療従事者として一線を画してしまい、薬剤師と医薬品売

場が閉鎖的な環境になっていることもしばしばです。薬剤師による登録販売者の教育という
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のは、この閉鎖的環境を打開していかなければ実現しません。私は大学の講義で頻繁に薬剤

師のコミュニケーション能力の必要性を説かれてきました。それは、病院における患者との

コミュニケーションや他医療従事者とのコミュニケーションについてでしたが、ドラッグス

トアの OTC薬剤師についても同じことが言えると思います。私は薬剤師の専門性向上はドラ

ッグストアの専門性に貢献しないと述べましたが、コミュニケーション能力を向上させるこ

とは大いに貢献すると思います。店舗において、薬剤師が孤独にならないことが、ドラッグ

ストアにおける最重要課題なのかもしれないですね。 
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登録販売者-12026 

ドラッグカネコ 

永井 有子 

私がセルフメディケーションのお手本となります！ 

昨年、第 10回のセルフメディケーションアワードで、優秀賞をいただきました。「医薬品

と関連商品をコーディネイト販売する」といった内容で、風邪薬をご購入のお客様に「予防

のマスク、うがい薬、体を温めた方が良いので入浴剤までお奨めすること＝コーディネイト

する」ということを書きました。 

 

登録販売者として働き始めて 5年が経ちますが、これまで接客で体験したこと、考えてい

たことを文章にまとめ、専門家の方から賞を頂けたことは、自信にも繋がりました。それを

踏まえて、現在もより様々な接客方法を実践し、たくさんの経験を得ることが出来ています。 

その中での大きな出来事として、私が勤めるドラッグカネコで、昨年夏に行われた大正製薬

さんの特定商品群の販売コンテストがあり、全国一位を取ることが出来ました。前年まで首

位を取り続けていた店舗は 100坪の従業員 30名ほどの規模に対し、ドラッグカネコは、9坪

で従業員数 8名の店舗です。 

 

無謀とも思えるチャレンジでしたが、店長の指導の元、毎日の目標販売額を設定したり、

成功例も失敗談も含めて報告ノートを書きました。同僚の文章を読んで学び、自分で文章に

まとめることによって、日々販売方法など発見し、見直すことが出来ました。 

商品の中には風邪薬や胃腸薬もあったのですが、7～9月の夏の 3ヶ月間だったので、「疲

労感、寝不足」を訴えるお客様が多いだろうと店長が想定し、一番販売に重点を置いたのが、

「生薬＋ビタミン＋アミノ酸」配合のビタミン剤でした。案の定、7月は酷暑で熱帯夜が続

き、快眠できない、体が休まらないというお悩みが多かったです。通常であれば、ドリンク

1本で済ませてしまいがちですが、日々疲労感が蓄積されていくようで、お悩みは深刻でし

た。 

 

快眠できない、疲れが溜まるということで、イライラされたり、気持ちに焦りを感じてい

るお客様も多かったです。そこで、ビタミン剤で快眠できる訳ではないですが、疲労感が和

らいで少しでも体が楽になれば、気持ちも軽くなりますよとご案内しました。このビタミン

剤を飲んでいるから大丈夫という安心感を持っていただくことが大切だと思ったのです。 

「疲労感」は個人差も大きいので、睡眠時間が短い、暑くて食欲がないなど、生活習慣のお

悩みの相談も受けました。ビタミン剤服用と併せて、お風呂に入ってリラックスする、クー

ラーだけでなく、アイスノンで頭を冷やしたり、蓄熱しないシーツや枕を使う方法などをお

薦めしました。食べられなかったりすると、「熱中症」の心配もあったので、水分、塩分を小

まめに取ることも注意喚起しました。 

 

また、疲労のお客様だけでなく、他の症状のお客様にもどんどんお奨めしました。肩凝り、

腰痛、眼精疲労、婦人病、口内炎、歯肉炎、痔、ダイエットしたい方等々…。接客方法とし

ては、ビタミン剤だけですぐ効く訳ではないけれど、肩こりに湿布剤を外から張りつつ、ビ
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タミン剤も飲んで、体内からもケアした方が痛みが緩和できますよ、とお奨めしました。 

それから、口内炎・歯肉炎に関しては、口腔内が炎症を起こしてしまうと食べ物が良く噛め

ない→栄養が取れない→ますます治らない状況になってしまうことをご説明します。栄養素

をビタミン剤で補って早く治しましょう。また、治っても飲み続け炎症を起こさないよう、

予防しましょうとお話しました。日本一有名な口内炎のビタミン剤から、大正製薬の商品に

変えて頂くことが多々有りました。 

 

その中で、「効きます！」という言葉を使った途端、お客様からの抵抗感を感じました。せ

っかく、前向きな姿勢で説明を聞いていた気持ちが離れていってしまう印象を受けました。

そこで、「一つでいろいろな成分を取れる便利なビタミン剤です。アミノ酸が入っていること

によって、生薬とビタミン剤の吸収力が良くなるんです。」とフレーズを変えると、あまり引

かれずに聞いていただけました。 

 

うちの店は市川駅改札口の横にあるので、来店されるのは都内に通勤のお客様が多いです。

通勤時間帯は目まぐるしく、時には数十秒で接客しなければならないこともあります。安心

して納得して買って頂けるよう、端的な言葉でお伝えできるように日々、フレーズを考案し

ています。 

 

また、お客様のお時間があれば、ご質問に満足して頂くまでお答えしています。ご案内し

た商品と他の商品との違い、どうしてこの商品を奨めるのか、細かくご説明します。一例を

挙げますと、50代後半の女性のお客様だったのですが、元をたどれば胃腸薬をお求めでした。

胃弱で常に消化を胃腸薬に頼っていると言うことでした。痩せ型で体が冷えやすく、少食だ

ということでしたので、ビタミン剤を毎日取って、不調の際だけ胃腸薬を使うよう、お薦め

しました。その後もビタミン剤を定期的にご購入され、「飲んでいないと調子が悪いわ。」と

仰っています。胃腸薬の服用回数も減りました。 

 

この結果から言えることは、お客様は胃の調子が悪ければ、「胃腸薬を飲む」という選択肢

しか持ちません。私たちはお話を伺うことによって、別の視点から商品をご案内することが

出来ます。正しい知識とこれまでの経験の中から、お客様に新たな方法を提示することが出

来ました。 

 

こういった実践での経験が、登録販売者としての成長の糧となります。常々思うのですが、

医薬品、健康食品の接客というのは、お客様のプライベートな部分に少し踏み込むことが出

来ると思います。副作用についてご説明するだけでも、いくつかのご質問でお客様の健康状

態やお悩みが分かってきます。接客販売において、コミュニケーションは非常に大切で難し

いことですが、自然にお客様の情報を聞き出すことによって、円滑に会話を進めることがで

きます。その中で信用、信頼を得られれば、何でも質問していただき、気軽にご相談してい

ただけるようになるのではないでしょうか。 

 

それが昨今言われている、「かかりつけ薬局になる」ということになると思います。お客様
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から、あの店に相談しに行こう、あの人に話を聞いてもらおうと思っていただける薬局、ド

ラッグストアが必要です。ただ実際には、大型ドラッグストアでは薬剤師さんがご案内、ご

相談を一任されて手一杯なのか、お客様から「話を聞ける店員がいない」というお話を聞き

ます。店舗の状況により、接客に重点を置くことが難しいということも分かります。ただ、

実感として 1週間、医薬品のご案内していないと接客方法を忘れてしまうことがあります。

（そうでなくても、季節販売の商品など、勉強し直さないと忘れています。）1日の少しの時

間でもいいので、お客様と相対する時間があれば、コミュニケーション能力の向上につなが

ると思います。セルフメディケーションは細やかなコミュニケーションを行うことから、更

に発展していくのではないかと考えます。 

 

次に、セルフメディケーションをより普及させていく上で、具体的に考えたアイディアを

述べていきたいと思います。まず、セルフメディケーションのキッカケ、始まりとなるのは、

「予防」の部分ではないかと考えています。無病を目指して、健康を管理する「予防ケア」

が注目されると良いと思います。 

 

皆さん、健康と美容のために、ジムに行く、ウォーキングをする、エステに行く、基礎化

粧品を揃えて使う、などのことにはお金と時間を掛けます。しかし、健康管理からもう一歩

踏み込んで、病気への「予防ケア」となると、何を買っていいか分からないし、面倒くさい

と思う方が多いのではないでしょうか？ 

 

「予防ケア」をすれば、風邪をひかない、花粉症の症状を和らげる、肩こり腰痛を悪化さ

せない、ことができると考えます。また、昨今各メーカーから優れた予防商品が続々と発売

されていますので、使わない手は無いですよとお客様に宣伝しています。 

いくつか予防商品とケア方法を挙げてみます。 

 

＜風邪＞ 

（予防商品）マスク、うがい薬、除菌ハンドジェル、ビタミン剤 

（ケア方法）手洗い、うがい、お風呂につかる、保温・保湿 

 

＜鼻炎＞ 

（予防商品）マスク、メガネ、鼻うがい液、洗眼液、花粉ガードスプレー、ブリーズライト 

（ケア方法）鼻うがい、洗眼、洗濯物・布団に花粉が付かないようにする 

 

＜便秘＞ 

（予防商品）ビタミン剤、整腸剤 

（ケア方法）水分を取る、体を冷やさない、適度な運動 

 

＜肩こり・腰痛＞ 

（予防商品）ビタミン剤、カイロ 

（ケア方法）ストレッチ、体を温める 
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＜手荒れ＞ 

（予防商品）ハンドクリーム、手袋 

（ケア方法）こまめにハンドクリームを塗る、夜手袋をして寝る、炊事洗濯用の手袋を使用

する 

 

とまず、「予防ケア」をしっかり行い、悪化してしまったら医薬品を使用する。症状が緩和し

たら予防商品とケア方法だけに戻すというように、日常生活に「予防ケア習慣」を付けられ

るようにお薦めします。お客様の体質、症状はそれぞれ違うので、自分の気になる部分の「予

防」を行えば良いと思います。軽度な疾病から身を守ることは、大病の罹患も避けられるこ

とになります。 

 

このように「予防商品・ケア方法」こそ、セルフメディケーションの要なのではないでし

ょうか？「予防ケア」をすれば病気にならない（なりにくい）ことが浸透すれば、セルフメ

ディケーションの更なる発展につながると考えます。また、「心身健康に」と言うくらいです

から、「心にゆとり」が持てれば、逆に具合が悪くなっても治せる気力が生まれると思います。

少々神頼みのような気もしますが、「気は心」です。医薬品を奨めるだけでなく、お客様のお

悩みに寄り添って、気持ちを和らげることが出来れば、それもセルフメディケーションの一

貫だと思います。 

 

もう一つ、お客様のお悩みや面倒なことを解決できればと考えたのですが、「個人の薬箱」

を作っていただくということです。これからは一家に一箱ではなく、ご家族それぞれのカバ

ンに入れる「携帯薬ポーチ」を持つというのはどうでしょうか。OLさんなどは化粧品ポーチ

（今は若い男性もお持ちでしょうか）の中にすでに入っているかもしれませんが、それがあ

らゆる世代に浸透すればと考えます。 

 

例えばご家族の中で、中学生のお嬢さんはアセトアミノフェンの鎮痛剤、アセトアミノフ

ェンの風邪薬、スマホ対策の目薬、ビタミン剤はカルシウムというような感じ。一方、40代

働き盛りのお父さんは、アスピリンの鎮痛剤、イブプロフェンの風邪薬、胃腸薬、かすみ目

対策の目薬、滋養強壮効果の高いビタミン剤といった感じです。 

 

奥さん（お母さん）は最初は準備が大変でしょう。でも一度準備してしまえば、買い足し

ていけば良いのです。いざ具合が悪くなって、深夜で薬局もやっていない、翌日は日曜で病

院に行けないということも多いでしょう。必要になって慌てて買うと、家にどんどん医薬品

が溜まって、無駄になってしまうというお話しもよく伺います。例えば年１回、ポーチの中

身を一新し、あとは数か月ごとに減った商品を足していく。お店の方で、商品をリスト化し

て差し上げるのもいいかもしれません。日常生活から出来ることが、家族の健康を守り、病

院に慌てて駆け込むことも無くなり、余ってしまう薬も無くなり、家計も助かるのではない

でしょうか。 
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こういったお話しをすることで、お客様が気づかれていない「予防ケア」の部分や、持っ

ておくと便利な商品のご紹介にもつながると思います。グッとコミュニケーションの距離を

近づける機会にもなります。高齢化社会が深刻な問題となっていますが、奥さんがお一人で

介護をされている場合も多いです。誰にも相談できない（愚痴も言えない）ということを傾

聴しつつ、「ご自分の体のことも心配してくださいね。」とお声がけをしたら、とても喜んで

いただけました。そういったことからも、旦那さん、お子さん、奥さん（ご本人）にはセル

フメディケーションを活用していただいて、奥さんは介護の必要な方に重点を置くことがで

きる環境が作れればとも思い、考えたアイディアです。これも「心にゆとり」を生み出すた

めの方法なのかもしれません。 

 

これまで、セルフメディケーションの推進の為の様々な意見を述べてきました。一店員か

ら店舗、店舗から全国展開へ、小さな試みが色々な面でプラスへ生じ、大きな流れに転化す

るのではないかと、昨年の審査委員の方の講評にも書かれていました。やはり大きな力を持

つ、メーカーさんや、協会の方々が我々を束ねて、動かしてくださることに期待を持ってい

ます。 

 

今までもメーカーさんの勉強会や、コミュニケーション講座に参加したこともあります。

多い時は月 1回、1つの商品の販売方法について意見を持ち寄り、更にグループになってま

とめた意見を、ロールプレイングで発表します。参加者 20名ほどが第一線で販売している、

「現場の生の声」の集大成です。とても刺激になり、参考になりました。時間もお金もかか

る事ですが、一個（一人）の力を大きくしていくには、こういった地道な努力が必要なので

はないでしょうか。 

 

新しいドリンクの試飲会をしたり、健康管理のケアセミナーを開いたりすることが、昨今

見られなくなってしまいました…。ドラッグカネコは小規模の店舗でも、全国一位を取りま

した。それが出来る職場と、指導者と「やる気」があれば出来ないことは無いと思います。

もっと、登録販売者が活躍できるような現場が増えれば、セルフメディケーションもより発

展していくと思いますし、そういう未来に向けてより努力をしていきたいです。 

 

私は常に「予防ケア」を実践し、小まめに携帯薬ポーチの入れ替えをしています。そして、

心身とても健やかで、有難いことに年齢も若く見られます。（ビタミン剤のお陰だと思います

が）若さを保つことは、美容と健康の永遠のテーマだと思います。まず、私自身がセルフメ

ディケーションのお手本となり、お客様の様々なニーズにお応えできるよう、より精進して

いきたいと思います。 

 

そして、最終目標は「セルフメディケーションのプロフェッショナル」になることです！！ 
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登録販売者-12093 

（株）ぱぱす 三ノ輪店 

橋本 麻美 

外国人に優しいドラッグストアを目指して 

私の働くお店は、在住の外国人の方や外国人観光客が多い地域の為、今年から免税店とな

りました。ポイントカードの申込書名前欄を見ても外国人の名前がよく目につきます。 

したがって、外国人のお客様の接客をすることが少なくないのですが、私は英語が得意では

ありません。 

数ヶ月前のある日、閉店時間の 22時が近づいた頃、男女 2人組の金髪で青い目をした西洋

人と思われる若いお客様がいらっしゃいました。 

最初はレジにいたアルバイトスタッフにスマートフォンを見せ、商品について訪ねている

様子でしたが、わかりかねたようで社員の私が呼ばれました。 

差し出されたスマートフォンを見ると、「jishitsucream」という文字だけがありました。

ジシツ？って読むのかなぁ・・・日本語？英語？と一瞬思っていましたが、女性のお客様が

「Babyafter!Babyafter!」（ベビーアフター！ベビーアフター！）と繰り返し言っているので

“cream”（クリーム）と”baby”（ベビー）の部分から、そうか！赤ちゃんが付けるクリーム

のことだ！と思い、ベビーコーナーへご案内しベビークリームをお見せしました。 

すると 2人は残念そうに顔を見合わせ、首を振っています。 

その後もう一人の社員と共に「jishitsucream」探しをし、思い浮かぶハンドクリーム、ボ

ディクリーム、ベビー用のかゆみ止めクリーム等をお見せしましたが、どれも違うようでし

た。 

最終的にパソコンで「jishitsucream」なるものが存在するのだろうかと調べてみると・・・ 

案の定出てきません。次はひらがなで検索・・・自室・自失・地質・耳疾と続き、痔疾・・

痔疾？？？もしかしたらこのこと！？ 

ローマ字だったこと、普段頻繁に使う言葉ではなかったことで全く思い浮かばなかったの

ですが、どうやら産後になってしまった「痔」が日本滞在中に悪化し、「痔疾用薬」をお探し

だったようなのです。 

女性は妊娠中の「ホルモンバランスの変化」により便秘になりやすく、お腹が大きくなる

につれ肛門周辺の静脈が圧迫されうっ血し、痔になりやすい状態となります。 

妊娠中に気がつかなかったとしても、出産時に強くいきむことによる肛門への負担で痔を発

症してしまう人が多くいます。 

産後は腹筋力低下、ストレスに加え授乳による水分不足の状態が続き、更に痔のマンネリ

化へと繋がります。 

私は薬を探すのに時間をかけてしまったお詫びを述べ、詳しい症状が把握出来ない点と育

児中の可能性を考慮し「非ステロイド」の軟膏をお渡ししました。 

お客様はパッケージを確認すると、すぐにそれとわかったようで「YES!」と言い、安堵の

表情を浮かべました。 

 

■痔の改善に有効なこと 

・豆類、根菜類などの食物繊維が豊富なものをこころがけて摂り、食生活の改善をする 
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・下半身を冷やさない、入浴時によく温まり血流の改善をする 

・ストレッチなど簡単な運動で血行をよくする 

・辛いもの、アルコールの摂取を控える 

 

簡単な用法の説明と、私のおぼつかない英語と身振り手振りで伝えた上記アドバイスを聞

き、お客様は笑顔でレジへと向かって行きました。 

いつも外国人のお客様を接客する時に面白いと思うのは、会話にならなくても英単語や身

振り手振りでお互い何となく通じていることです。 

お客様から見れば外国人の私に要望が伝わった、ということでうれしく思って頂いている

ように見えますし(私が思っているだけかも？)、私も何となくこのことが言いたいのでは？

と受け止めご希望の商品をお渡し出来た時はとてもうれしく、自然と親近感が湧いてきます。 

ですが今回の件は、その甘い考えや自分の思い込み、勉強不足を反省する出来事となりまし

た。 

近年急激に、訪日外国人観光客の割合は高まっています。10年前の 614万に対して、2014

年には 2倍以上の 1341万人、街中の「TAX FREE」の文字がめずらしい時代ではありません。 

今後更に私たちのお店に来店されるお客様は増え、薬の相談を受けることも多くなると思い

ますが、そこには「言葉の壁」があり接客が難しくなることは確かです。 

このお店で登録販売者として働く私にとって、取り組むべき課題の一つにやはり｢外国人の

お客様に向けた応対｣は必要不可欠だと思います。 

そこでまずは、外国人のお客様の情報を得る方法として、基本的な質問に「指差し」で答

えて頂けるカードを作ろうと思います。（下記の症状に当てはまる程度の病状を前提として） 

これは薬の応対時にどのお客様にも伺う内容を英訳したもので、誰でも簡単に回答出来るシ

ンプルなものです。 

①症状を聞く 

□Please tell me your symptom（あなたの症状を教えて下さい） 

○A cold(風邪) ○Fever（発熱） ○Headache(頭痛) ○Abdominal pain(腹痛) 

○Vomiting(おう吐) ○Stomachache(胃痛) ○Diarrhea(下痢) ○Hemorrhoids(痔) 

○Nasal inflammation(鼻炎) ○Cough(せき) 

 

②薬を販売する際に必ず聞きたいこと 

□Do you take this medicine?(あなたがこの薬をお飲みになるのですか？) Yes/No 

□Are you pregnant?(妊娠の有無) Yes/No（Yesの場合④へ） 

□Do you nurse it?（授乳の有無）Yes/No（Yesの場合④へ） 

□Do you have an allergy?(アレルギーはございますか？) Yes/No 

□Do you have a chronic disease?(持病はございますか？) Yes/No 

□Do you have medicine taking?(服用しているお薬はございますか？) Yes/No 

Noの場合(②上段以外)は薬の選択、販売へ進む 

 

③Yesの回答に対して注意が必要な病気・アレルギー 

○Heart disease(心臓病) 
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○High blood pressure(高血圧) 

○Diabetes(糖尿病) 

○Thyroidal functional disorder(甲状腺機能障害) 

○Cow's milk allergy（牛乳アレルギー） 

○Allergy to egg（卵アレルギー） 

これに当てはまらない薬の選択をする、もしくは④へ 

 

④病気（妊娠中・授乳中・アレルギー）に対して服用出来ない場合 

You cannot take this medicine(あなたはこのお薬が飲めません) 

 

このようなものをベースに症状別の絵も加えれば、言葉が通じず、言い辛い症状も伝えや

すくなるのではないかと考えます。 

私がこのお店で働き、1年が経ちます。当初より、お薬の相談にみえる外国人のお客様の、

日本語が上手く話せずに、ご自身やご家族の症状を訴えるのに、御苦労されている姿がとて

も気になりました。 

「健康で元気に暮らしたい」というのは全ての人の共通の願いです。私達はただ薬を売る

というのではなく、お客様の悩みや痛み(心・身)に寄り添い、培ってきた知識で正しい情報

提供を行い、また提案し健康を応援する役割があります。 

病気になった時程辛く、誰かに話を聞いてほしい、優しい一言をかけてほしいと思うこと

はないでしょうか？ 

英語や中国語での｢大丈夫ですか？｣「大変でしたね」｢お大事に｣などの一言が自然に添え

られるよう語学の知識も深め、＜環境と時代に合ったセルフメディケーションの推進＞にこ

れからも貢献していきたいと思います。 
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栄養士・管理栄養士-13014 

（株）ユタカファーマシー 宝ヶ池店 

日野 鮎美 

お客様に喜ばれ、「ありがとう」と言われる POP作り 

昨今、少子高齢化、医療費削減が話題となり、自分の体、自分の健康は自分で管理するという

「セルフメディケーション」が注目を集めている。「体調が悪ければ病院に行けばよい」という

意識から、「病気にならない体を作る」ということに自治体や個人レベルの意識が変わってきて

いることは非常に喜ばしいことである。なぜなら一旦病気になる、または体調を崩してしまうと、

身体を元気な状態に戻すには、肉体的のみならず、精神的、また金銭的にも大きな負担となるか

らだ。 

 

実のところ私自身が、数年前に「寒冷じんましん」というアレルギーを発症している。通院し

て症状を抑える薬を服用し、食事や生活習慣の改善を行い、症状が出ないように注意しているが、

完治には至っていない。冷たいものに反応してじんましんが出るために、水に触れない、寒い場

所に長時間居られないなど、生活面であらゆる制限ができた。アレルギーのために、今まで当た

り前に出来ていたことが出来なくなってしまったのだ。しかしそのお陰で、やりたいことが何で

も自由にできること、健康な体があることが、いかにありがたいことか身を持ってわかるように

なった。 

 

私は現在ドラッグストアで勤務しているが、そこにも様々な症状・悩みを抱えた生活者が来店

される。病院に行くほどではないけれど体調がすぐれない方、疲れているが多忙で休めない方、

慢性頭痛で鎮痛剤を常用している方、貧血やアレルギーのある方など、三者三様だ。そういった

方に、少しでも元気で健康になっていただきたい、役に立つ情報を伝え、最善の商品をお勧めし

たい、そういう想いで日々接するように心がけている。しかし実際のところ、すべての来店者に

十分な声がけや接客が行えるかというと、難しいのが現状である。 

 

私の勤務するドラッグユタカ宝ヶ池店は、京都市北区の住宅地に立地する店舗で、一日の平均

客数が約 950人、多い日は 1200人を超える忙しい店舗である。その分レジ業務や納品作業にか

かる時間が多く、どうしても一人の来店者に対する接客時間が少なくなりがちだ。このため、「誰

も聞く人がいなかった（みんなレジに入っていた）から、せっかく来たのにわからなくて買わず

に帰ったわ」と言われることも度々ある。その言葉を聞くたびに、わざわざ来店者に対して、店

の都合で接客ができなかったことを本当に申し訳なく思う。 

 

また来店者によっては、じっくりと商品を見たい、話しかけられたくないという方も多いため、

ゆっくりお話ししたいなと思っても、声をかける機会が取れない場合も多い。そのため、健康や

美容に対する願望を叶えるために、「じっくりお話がしたいな、この商品がおすすめだな。」と思

っても、それを対象となる来店者に伝える機会がなければ意味がない。一人でも多くの来店者に、

その商品の良さや、効果的な使用方法、生活改善のアドバイスなど、必要な情報を伝えるにはど

うしたらいいか。そこで私は手書き POPに重点を置くことを考えた。 
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【POPの活用】 

POP であればどんなに忙しいときでも 24 時間 365 日、私に代わって来店者に必要な情報を提

供してくれる。それはたとえ、私が休憩中や休んでいる日であっても。手書き POPを見てもらう

ことで、有効な情報が提供でき、疑問が解消できれば、来店者自身にスタッフを探させるような

手を煩わせる必要も少なくなる。また私たち販売員もその分時間を作ることができるので、じっ

くりと接客してお話を聞きたいと思っていらっしゃる方にも、十分に接客時間を確保することが

できる。 

 

そのためには、POPを見ただけでいかに商品の情報や私たちの伝えたいことが来店者に伝わる

かということが重要だ。そこで私が POPを作成するうえで考えたのは、 

① 「○○で人気」「管理栄養士おすすめ」「（その商品を使用することによって）得られる効果・

満足度」等の、目に留まるようなキャッチコピーをつけること。 

② 「△△には××な働きがあります」といった専門的・具体的な成分の説明をすること。 

③ 「ご存知ですか？」で新たな気づきを与えること。 

④ 「お客様の声」「スタッフの感想」を入れる。 

の 4点である。 

 

① 目に留まるようなキャッチコピー 

まずは立ち止まってもらえなければ意味がない。風邪薬や貼り薬など、目的買いの場合はその

商品目当てに来店されるが、新商品や PB 商品など見慣れない商品はまず興味を持っていただけ

ない。まして手に取っていただく可能性はかなり低い。そこで、まずは興味を持っていただくた

めのキャッチコピーを作った。 

⑴ その商品を使用したことによって得られる効果を連想させる POP 

例えば、美容ドリンクの「キャミレールⅡ」という商品がある。私自身が試した時に、3日目

の朝の洗顔時に肌の弾力が変わったのを感じたので、「3 日で肌が変わる！」、「まずは 3 日間飲

んでみて」といったキャッチコピーをつけて POPを作成した。そうしたところ、「ほんとに 3日

で変わるの？」、「じゃあ 3日だけ試してみようかな？」と立ち止まって興味を持っていただける

来店者が増え、それをきっかけにお話ができ、肌悩みを伺っていろいろなアドバイスをし、喜ん

でいただくことができた。 

※POP① 美容ドリンク「キャミレールⅡ」 
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⑵ 「薬剤師○○がおすすめ」「管理栄養士○○愛用中」などのおすすめ POP 

薬剤師や管理栄養士、登録販売者といった専門家がおすすめするという点で、商品に対する信

頼や安心感を持ってもらうことができる。当然 POPに記載するときには、本当に自分が自信を持

ってお勧めできる商品を紹介している。例えば、最近 TVなどで取り上げられることの多い「エ

ゴマ油」も、すごくいいものだから生活者にもっと知ってもらいたいと思い、「管理栄養士おす

すめ」という POPを作成した。 

 

※POP② 「エゴマ油」管理栄養士おすすめ！ 

 

 

② 商品や成分に関する専門的・具体的な成分の説明を入れた POP 

来店者は商品に興味を持つと、その商品について詳細な情報を得たいという欲求が芽生える。

どこのメーカーが作っているのか、どんな成分でそれがどんな風に働くのか、どれくらいの期間

飲めば効果が期待できるのか等、それらをわかりやすく POPにまとめることで、接客が出来なく

ても一目でそれらがわかり、来店者が商品を選ぶ際に選択しやすくなるのだ。 

 

※POP③「エゴマ油」含まれるオメガ 3とは？ 
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③ 「ご存知ですか？」で情報を提供する POP 

⑴ お客様からよく聞かれる質問を POPにする 

ある来店者からよく聞かれる質問は、ほとんどの方が疑問に思っていることだ。私たちス

タッフからすると常識と思うことでも、普段ドラッグストアを利用されることの少ない方か

らすると、わからないことの方が多い。例えば、「温湿布と冷シップはどう使い分けるの？」、

「体温計の実測式と予測式の違いって何？」といったことだ。 

お客様によっては「こんなことを聞いて恥ずかしい」と思う方すらいらっしゃる。そのた

め、よく聞かれる質問を POPであらかじめ掲示すれば、来店者に恥をかかせず悩みを解決す

ることも、商品を選ぶ際の手助けにもなる。 

 

※POP④温湿布と冷湿布の使い分け 

 

 

⑵ ドラッグストアスタッフだから知っている情報を POPで提案する 

生活者があまり知らないような情報も、働いているスタッフだからこそ知っていることがたく

さんある。健康や栄養に関する情報や、病気の予防に関するもの、ライフスタイルを快適に過ご

す提案などである。 

例えば、「歯ブラシの交換目安は 1カ月であること」や、「ノロウィルスにはアルコールではな

く、次亜塩素酸ナトリウムが有効である」などがそれだ。そういったスタッフだからこそ発信で

きる情報を POPで発信することで、来店者に「このお店にくるといろんなことを教えてくれる」

という満足感や信頼感を持っていただくことができる。 

 

④ 「お客様の声」「スタッフの感想」を入れた POP 

実際に愛飲・愛用している顧客やスタッフの声は、他の顧客の安心感につながる。また接客時

にも話が弾みやすくなり、「あなたがそういうなら試してみるわ」といっていただくことも多い。

特に薬や健康食品などは、使用する方の精神的な影響も大きいため、商品を信頼して使用する場

合と、本当に効くのか半信半疑で使用する場合では、効き目や感じ方が全く違う。そのため顧客

に安心して愛飲していただけるように、体験者の感想を入れるように工夫している。先ほどの「キ

ャミレールⅡ」の感想も、できるだけ多くの来店者に商品の良さを知って、肌で悩むお客様に喜

んでもらいたいと思い、POPに記載した（※POP①参照）。 
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【POP作成前後の推移 エゴマ油 】 

先日から TVなどで特集され、話題になることが多くなったエゴマ油であるが、弊社では 

2015 年 6 月ごろに新商品として食用の「エゴマ油」が導入になった。販売した当初は、エゴマ

油自体の認知度も低く、手書きの POPもつけていなかったため、並べていても興味を持っていた

だけることはほとんどなく、1カ月たっても、販売本数はなんと 0本！！ 

当然、来店者からエゴマ油について聞かれたことは一度もなかった。 

 

しかし私は、「エゴマ油はオメガ 3 の油であるので、生活習慣病の予防や体質改善など、身体

にとてもよい油だ。だからぜひエゴマ油の良さを知ってもらい、毎日の健康習慣に役立ててほし

い」と考えた。そこでエゴマ油の栄養に関することや、こんな方におすすめ、食べるときのポイ

ントなどを手書き POPに書いて、商品と一緒に掲示した（※POP②，③参照）。 

その結果、7月～9月までの約 2カ月間で、それまで全く売れていなかったエゴマ油が、何と

64 本も売れたのだ。しかもその 2 か月間で、私が直接接客をして販売した人数は 1 人。つまり

63本＝63人の来局者は、私の作成した POPを見て立ち止まり、読んで興味を持ち、その結果自

身で判断して「エゴマ油」を購入してくださったということだ。POP が私の代わりに接客をし、

その商品の良さを伝えてくれたという結果である。 

 

また唯一接客をした方は、40 代位の女性の方で、たまたま私がレジに入っているときに「エ

ゴマ油」をレジに持って来られた。嬉しかった私は、「エゴマは身体にいいですよね」と声をか

けた。すると「アレルギーにも良いって（POPに）書いてあったから」とおっしゃった。詳しく

お話を聞くと、ご自身もお子さんもアレルギー体質で、病院に行って薬をもらっていらっしゃる

とのこと。店内を見ていたら、エゴマ油がアレルギー改善にも良いと POP に書いてあったので、

購入してみようと思ったとのことだった。そこで初めて、私はその方がアレルギーに悩んでいら

っしゃるということを知った。そのあと、エゴマ油のことや、アレルギー改善には生活習慣や食

事がとても大切であること、疲れをためないことや睡眠をしっかりとるとよいといったことをじ

っくりお話して、「すごく参考になった、ありがとう」と言って頂けた。 

 

このように POPを掲示していなければ、その来店者がエゴマ油に興味を持っていただくことも

なかったし、また私がゆっくりアレルギーのお話をするきっかけはなかった。つまり POPは、た

だ単なる情報提供ツールとしての役割だけでなく、来店者とスタッフの間の架け橋ともなってく

れたのだ。 

 

【まとめ】 

もちろん来店者一人ひとりに、心を込めた丁寧な接客をするのが、私たちプロの仕事であり、

使命ある。しかし全員に平等な接客をすることもまた不可能である。時間的な余裕を改善して、

生活者に少しでも喜んでいただける店舗を作っていくために、手書き POPによる情報提供はとて

も有効であると考える。 

商品選択に必要な情報をご提供できれば、接客ができなかった来店者にも満足していただける

うえ、POPによって確保できた時間を他の来店者との接客にあてることもできる。来店者一人一
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人に接客することができなくても、満足を提供することはできるのだ。その結果、地域の生活者

が心も体も健康で元気な毎日を過ごしていただければ、こんなに嬉しいことはない。 

私は、来店者に喜ばれ「ありがとう」と言っていただける店舗づくりを行っていくことが、セ

ルフメディケーションの推進にもつながっていくと考える。健康や生活に関することをなんでも

気軽に相談できるお店、行くだけで元気になれるお店、地域の生活者から愛されるお店、そんな

お店になるよう日々努力していきたい。 
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栄養士・管理栄養士-13038 

（株）杏林堂薬局 

健康・医療ネットワーク推進室 ニュートリション事業 

尾関 渚 

薬局が提供できる体を良くするサポート 

株式会社杏林堂薬局では地域連携の『健康・医療ネットワーク』構想をかかげ、『医・食・ス

ポーツ』で地域の皆様の健康づくりをサポートしている。 

2013 年 4 月にオープンした新津店では、料理を通してお客様へ食の提案をしている『杏林堂

クッキングコミュニティ』とイートインスペースが店内に設置されている。 

そのクッキングコミュニティとイートインスペースを使用し、地域住民の健康づくりをサポー

トするために、管理栄養士の資格を活かし食という観点から、お客様に様々な提案を行っている。 

普段、新津店で行なっている《親子料理教室》《栄養相談会》《ママのためのコミュニティーサ

ロンマミー》《ベビーマッサージ教室》について報告する。 

 

【実施内容】 

《親子料理教室》 

参加者 ：3歳～小学生までのお子様と保護者 8組 

実施頻度：毎月 1回（第 1日曜日） 

内容： 

・季節の行事や旬に合わせ、管理栄養士がレシピを 3種類紹介 

・食材や季節のイベント・食育に関するお話やクイズを出題 

・1組ずつ調理を行い、お客様自身で作っていただいた料理を食べもらう 

・お子様に普段の食事から健康になってもらう 

・幼い頃からの食育が大切と考え、自分で作り、話をきいて学ぶことで、今後の食生活に保

護者と一緒に活かしてもらう 

 

食育に関するお話やクイズでは、『お箸・包丁の使い方』・『いただきますとごちそうさまの挨

拶の意味』・『食事前の手洗い』・『ご飯の配置の決まり』・『使用している食材の栄養』・『出汁の飲

み比べ』など様々である。 

食べるだけでなく、その周りの環境を整えることが食育にとって大切だと考えている。参加さ

れた保護者からは、家で食べない食材を食べてくれた・子供が嫌いな食材のアレンジ方法がわか

った・家で子供と一緒に作ってみるなど様々な声があがっている。 

普段、お客様に食事指導をさせていただく際に、幼い頃から長い年月で築きあげられてきた食

生活が健康を大きく左右することを実感している。また、その食生活を変える事の難しさを感じ

ている。幼いうちから食に興味をもち、『野菜・肉・魚っておいしいな』・『ご飯を作るって楽し

いな』と感じることで、偏食をなくし、将来の食生活も正し、生活習慣病を予防をすることがで

きると考えている。 

 

《栄養相談会》 

参加者：お客様 1回約 30名 
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実施頻度：毎月 1回（第 3日曜日） 

内容： 

体組成（体重・体脂肪・筋肉量）・骨密度・血管年齢測定を行い結果説明や食に関する相

談を行なう。 

 

栄養相談会は新津店だけでなく、その他 14店舗でも行なわれている。 

来店ついでに体組成・骨密度・血管年齢を手軽にチェックすることができる。 

測定結果（体組成・骨密度・血管年齢）に基づき、お客様へダイエット、生活習慣病に関して

の指導を行ない、相談を受けている。 

健康は食事だけではなく、運動（有酸素運動・無酸素運動）も大切と考え、管理栄養士は食事

とともに、ウォーキング（有酸素運動）と筋トレ（無酸素運動）の指導も行なう。 

定期的に参加されるお客様も多く、セルフチェックの機会となっている。普段のがんばりの成

果が身体に現れているか、前回の結果と比較している。 

 

《ママのためのコミュニティーサロン マミー（ママ友作り・離乳食教室》 

参加者：8～10ヶ月ぐらいのお子様とママ 

実施頻度：毎月 1回ずつ（3ヶ月連続で参加）（第 3水曜日） 

内容： 

1回目 自己紹介（手遊び・離乳食についての話） 

2回目  離乳食（デモンストレーション・試食） 

3回目  1歳のお誕生日ケーキ（1組で 1個ケーキを作る・試食） 

・お子様が小さくなかなかお出かけができない 

・育児休暇など社会とのかかわりがうまく持てずママが孤立してしまう 

・離乳食が始まり悩みがでてくる 

そのような時期のママに買い物に行くついでに、悩みを打ち明けたり、相談したりする場所

を提供したく開始。 

 

当初、一人目のお子様を持つママの参加を予想していたが、2人目以降のママもいる。転勤で

引っ越してきて、知り合いがいないためママ友達を作りたく、参加したというママも多く、地域

とのつながりを作ることができていると感じている。 

このマミーが終わってからも、来店ついでに顔を出していただき、お子様の成長や食事につい

ての話をしたり、定期的に参加者様同士で集まっているという報告もある。 

管理栄養士の資格を持つ者が行うということで、離乳食やケーキ作りなど食に関する内容を多

くしていが、開催していくにつれ、出産・育児経験がない私でも、もっと多くの話をママ達にし

たいと思い、ＪＡＣＤＳのベビーケアアドバイザーを取得した。 

また、ママ達から『遊びも行なって欲しい』・『ベビーマッサージもしてみたい』という声が多

くあった。そのため、手遊びを取り入れたり、ＮＰＯ法人ベビーボンディング協会のベビーボン

ディングケアスペシャリストを取得し、このマミーとは別にベビーマッサージ教室を行なうこと

にした。 
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このマミー開始時は、管理栄養士として離乳食やミルクなど食についてのみ行なう予定だった。 

しかし、お客様はお子様に関すること全てに悩みがあり、相談したいという思いが強いことがわ

かった。そのため現在では、一つの資格にとらわれず、お客様が何を求めているか、希望にそっ

たものが提供できるように、内容を考え、自分自身の知識もつけていかなければいけないと感じ

る。 

 

《ベビーマッサージ教室》 

参加者：5組×2回（3ヶ月～歩き始める前までのお子様とママ・パパ） 

実施頻度：不定期 

内容 ： 

・歌遊び 

・ママ・パパからお子様へのベビーマッサージ 

・ママへのハンドマッサージ 

 

ベビーマッサージ教室を開催するにあたり、ＮＰＯ法人ベビーボンディング協会のベビーボン

ディングケアスペシャリストを取得した。当社の薬剤師でも上記資格を取得した者がいるため、

連携し、開催している。 

マッサージをすることで、『お子様の全身の観察を行い病気や怪我にすぐ気づける』・『肌と肌

が触れ合うことで親子の愛情と信頼感がうまれる』・『育児で疲れているママやパパのリラックス

効果』などさまざまな良い効果がある。 

ママにハンドトリートメントも行ない、リラックスしながらお話できるようにしている。参加

されたママ同士が情報共有したり、薬剤師・管理栄養士に相談できる場にもなっている。 

 

【今後の目標】 

今後、杏林堂クッキングコミュニティをより地域住民に健康に関する情報提供や、お客様同士

が交流できる場所にしていきたいと思う。 

現在、行なっているものが、お子様やその保護者を対象にしているものが多く、お客様から『大

人向けも行なって欲しい』というご要望をいただいている。 

また、一人で生活をされている高齢者や、そのご家族が食事の相談に来店されることがある。

お話をしていると、『減塩やコレステロールに気をつけなければいけないが、どうしたらいいの

かわからない』・『食べ物が飲み込みにくいが、とろみ剤や介護食のことを全く知らない』という

お客様がいる。 

情報提供だけでなく、実際に使い方や味など体験したり、参加されたお客様同士が情報交換を

できるような場とし、クッキングコミュニティを通じて、お客様が身も心も健康になっていただ

けるようにしたい。 
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【参考写真】 

《クッキングコミュニティ》 

 

 《親子料理教室》 

 

 《栄養相談会》 

 

 

 

 

 

 

 

 

        血管年齢測定            骨密度測定           体組成測定 
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《マミー》 

 

 《ベビーマッサージ教室》 
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薬学生・薬業専門学校生-21016 

北日本医療福祉専門学校 

菊地 尚子 

生活者の健康を守る登録販売者 

私はドラッグストアを利用することが多い。登録販売者に合格してから、店舗で働いてい

る人を気にするようになった。 

 

私自身登録販売者試験を受けるために薬局で 1年間実務に励んだ。ドラッグストアと比べ

れば規模は小さいが地域密着型で商店街の一角にあり、高齢のお客様にとても愛されている

薬局だった。実務初日は仕事内容などを覚えることにただ必死だった。お客様からお問い合

わせがあってもいまいちな接客しかできず、大変失礼な対応だったと思う。社員さんと打ち

解けることができるか、社員さんのような接客ができるようになれるのか、など不安でいっ

ぱいだった。お客様からしたら研修中の人、社員など関係ない。お店の人だという認識で話

しかけてくる。至らないことだらけかもしれないがお客様が店内でお買い物している時は笑

顔でいること、作業中でも手を止めて挨拶すること、お客様から相談されたことを正確に社

員さんに伝える、お客様のためにできることはなにかを意識して勤務していた。 

 

実務先のある商店街は高齢者の方が多く利用している。出勤するとき商店街を歩いている

と顔を覚えているお客様とすれ違うことがよくあった。声をかけてみたり、相手からかけて

くださったり、コミュニケーションをたくさんとることができた。正直なところお店で、健

康や薬のことで話を聞くことよりも、世間話や普段の愚痴などを聞くほうが多かった。私が

笑顔で接客したり話を聞くと、「あなたの笑顔すごく素敵ね、元気をもらえるわ。」とか「ま

たお買い物しに来るから話聞いて頂戴ね」などと言ってくださってお客様の生活に少しでも

影響していると思うととても嬉しかった。買って頂くという利益につなげることも大切だが、

またもう一度行きたいと思ってもらえることや、相談できる環境作りも大切だと思った。 

 

しかし、自分がお客様としてドラッグストアに薬を買いに行った際、店員の態度、対応に

怒りを感じ、たった一人の店員の行動でお店の印象がつくことがわかった。いつも飲んでい

る薬が見当たらず、近くで作業をしている店員に「○○を探しているのですが、ありますか？」

とたずねたら、「ありますよ。」とだけ答え、また作業を続けた。私があるかないかを聞いた

だけのように受け取ったのだなと思い、もう一度「どこにありますか？」と尋ねたら、顔を

向けてきた店員の表情は氷のように冷たかった。苛立ちを感じている様子で私を売り場に連

れて行き「こちらです。」と言うとさっさと仕事に戻っていった。かすかに見えた名札には登

録販売者と書いてあった。商品を陳列している中申し訳ないと思ったが、今私は店員ではな

くお客様の立場だ。この人には「親切」という心はないのだなと思った。登録販売者はセル

フメディケーションには欠かせない身近な薬の専門家だと私は思っている。私の感情的な意

見だがあのお店には行きたくないなと思った。 

 

登録販売者の資格を持ち勤務している人全てが親切でなきゃいけないと思うわけではない

が、お店の印象、利益につながると思うと競争率の激しい地域であれば自然とお客様のため
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にできることをしようと思うのではないか。 

 

セルフメディケーションはメリットだけでなくデメリットもあるはずだ。ほとんど何も知

識がない人々がドラッグストアで薬を買い服用する。妊娠している人、ほかに処方されて飲

んでいる薬がある人、重い病を抱えている人たちなど、もしかしたらその人が買った薬は飲

んではいけない薬かもしれない。重複して重大な副作用をおこすかもしれない。妊娠してい

る人だったら、流産、早産などをおこすかもしれない。軽度の身体の不調は自分で手当てす

ることがセルフメディケーションだがもっと重大な病気の引き金になるかもしれない。むや

みに OTC医薬品で済まそうとせず、病院にいくことを進めたりすることも大切だと思う。デ

メリットよりメリットのほうが多くあるようにしていくために必要なのはコミュニケーショ

ンだと私は考えた。無理に話かけるのではなく、こちらが話しかけやすいようにいること。

「わからないことがございましたら遠慮なくお聞きください」と笑顔でさりげなく声をかけ

てみること、お会計時に初めてお飲みになりますか？など少しずつお客様の情報を聞き出し、

専門用語などを使わないでわかりやすい言葉で責任を持って正しい情報を提供しなければな

らないと思う。例えば、成分名などの専門用語をそのままお客様に伝えるのではなく、「のど

の痛みを抑える成分が入っていますよ。」と言うように、誰もが理解しやすい言葉に置き換え

て伝える話術が求められる。 

 

私自身登録販売者の資格を持ってはいるが、消費者、そして生活者であることにかわりは

ない。資格を生かしながら同じ消費者の目線で健康のアドバイスをしていき正確な情報を提

供し子供から高齢者まで健康な国民が増えていったらいいなと思う。病は気からという言葉

をよく聞くが私の笑顔で具合悪いと思っている「気」さえ忘れさせてしまうような健康を守

る登録販売者になろうと思う。 

 



-83- 

薬学生・薬業専門学校生-21060 

日本医歯薬専門学校 登録販売者学科Ⅰ部 

笹沼 美友紀 

情報提供によるセルフメディケーションの推進 

ドラッグストアが果たせる、セルフメディケーションの推進方法のキーワードとして、“情

報”というものが挙げられると考えます。そもそも、セルフメディケーションとはどういっ

たものか、と言われると自分自身の健康に責任を持ち、軽度な体の不調は自分で手当てする

こと、自分自身で健康を管理し、軽いけがや病気の症状緩和や予防はＯＴＣ医薬品などを使

って手当てすることです。そのメリットには健康管理の習慣の習得、医療や薬についての知

識が身につく、病気の種類によっては医療機関を受診する手間が省ける、ＱＯＬの向上、医

療費の削減等が挙げられます。デメリットとしては、医学・薬学的な知識が必要になる、不

正確な知識でのセルフメディケーションは症状の悪化を招きかねない、結果に関して自己責

任を負う、医療機関を避けることによって重大な疾病の発見が遅れる等が挙げられます。こ

のセルフメディケーション推進の目的は、国民の健康寿命の延伸です。なので、推し進めて

いくに値する取り組みだと考えると同時にドラックストアとして何ができるか、スタッフと

して自分が将来的に何ができるか考えました。 

 

そのために必要になる情報の一つ目はセルフメディケーションという意識だと考えます。

セルフメディケーションという言葉の意味がまだ浸透しているとは言い切れない状況という

指摘があると聞きました。それに関してドラックストアで何ができるか考えると、お客様と

の信頼関係を作っていくことだと考えます。 

 

これは私がドラックストアで働いているときの経験上感じたことなのですが、薬の相談よ

りも、日用品や雑貨に関する相談のほうが多い印象を受けました。なので、ドラッグストア

のスタッフはそういった日用品の知識も身につけ、そのことによってお客様からの信頼やお

客様にとってそのスタッフがなじみやすい人間であるという意識を持ってもらうことから、

健康に関する相談に繋がり、セルフメディケーションという言葉やそのメリットデメリット

を知らずとも、自然とセルフメディケーションに繋がるのではないかと考えます。 

 

二つ目は、専門的な知識という形での情報だと考えます。セルフメディケーションにおけ

るデメリットを減らし、メリットを増やすため、ドラックストアのスタッフその中でも登録

販売者や薬剤師は薬だけでなく、病気や生活習慣改善に関する幅広く正確で新し知識を持ち、

適切な受診勧奨を行うことで重大な病気の発見の遅延を防いだり、生活アドバイスを行うこ

とで病気を未然に防ぐ手助けをしたりできると考えます。そのためには常に新しい情報の習

得と研鑽が必要になり、研修というシステムが必要になると考えられます。 

 

三つ目は、視覚的聴覚的に入る形での情報だと考えます。セルフメディケーションの推進

に当たってそもそも、健康に関する情報をゼロからどうやって取り入れるか考えたときに、

日用品を売ることで店舗を宣伝しているドラックストアが一番セルフメディケーションの入

り口を担うことができると考えました。そのドラッグストアで、日用品に＋アルファとして
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健康や生活アドバイスの情報のＰＯＰをつけることで視覚的に情報を取り入れてもらい、少

しだけでも意識に残していただくということは、とても大きいと考えます。また同様聴覚的

にも、店で流れているＢＧＭの間にその季節ごとに流行している疾病に対する医薬品の紹介

や、予防方法についてワンポイントアドバイスを流すのもお客様のセルフメディケーション

の意識を高めるのに有効だと考えます。 

 

これを痛感したのは、オーラルに関する相談を受けた時です。そのお客様は、歯間ブラシ

とフロスの必要性について訊ねてこられました。歯医者で指摘されたため買いに来てくださ

ったらしいのですが、本当に必要かどうか迷っておられるようでしたので、歯ブラシで磨け

る部分と歯間ブラシやフロスで磨ける部分の違い、歯間の虫歯になりやすさを説明させてい

ただいたところ、納得して商品をお試しになられるという判断をしていただけました。日本

のオーラルケアはまだまだ進んでいるとは言い難く、歯ブラシで磨いて終わりにする人が多

く歯槽膿漏に罹患し、将来的に歯がほとんどなくなってしまう人が欧米に比べて非常に多い

状況であります。なので、日常的なケアと定期的な健診が有効なのですが、あまりその知名

度は高くありません。今回はたまたまドクターに言われて知識を得られたのですが、こうい

った予防の入り口の情報こそ、ドラックストアでが提供していけるものだと考えます。また

こういった例はオーラル以外にも言えるものがたくさんあると思います。そういったものに

関する情報を書いたＰＯＰというものが、増えることによって、今あまり浸透していない知

識も徐々に浸透させていくことができると考えました。 

 

四つ目は、消費者が情報を受け取りやすい環境を作ることだと考えます。上記したように、

消費者の信頼を得るための薬剤師や登録販売者の接客態度や豊富な知識、ほかに、店の構図

として自由に商品を選べる環境やわかりやすい商品配置、顧客に対して十分な数の薬剤師や

登録販売者の配置です。相談しやすい環境が整っていなければいくら、入り口や気づきとし

ての情報を提供しても、実際にお客様のセルフメディケーションの役に立つことは難しいと

考えます。そのため、こういった環境的な面も整えていくことが大切だと考えました。 

 

これら四つの点から情報を発信することで、一般生活者のセルフメディケーションの推進

に繋がっていくと考えます。今後少子高齢化がどんどん進んでいく中で健康寿命の延伸と医

療費の削減は急務と考えます。そのためこういったことを行えるよう目標にし、今後の学業

に励みたいと考えています。 
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日本医歯薬専門学校 登録販売者学科Ⅰ部 

田村 雄紀 

ドラックストアの未来 ～２０２０年に向けて～ 

私たちの住む日本では、四年後の 2020年に東京オリンピックが開催されます。その際には、

大変多くの外国人の方々がこの日本に訪れることが予想されます。その外国人の方々が風邪

などの症状が出た時に病院に行ってしまうと、ほとんどの人は保険がなく多額のお金がかか

ってしまいます。そうなってしまった時に身近に利用できる場所の一つとして、ドラックス

トアが予想されます。ただそこで一つ問題となってくるのは、英語を使って、症状やアレル

ギーなどをどのように聞き出すかです。ドラックストアで働いている人の中にも、英語を話

すことができる人が居ますが、すべてのドラックストアに居るとは限りません。また、居た

としても外国人の方々が来た時に居なくては意味がありません。その為、今後のドラックス

トアでは、従事、働いている登録販売者や薬剤師などが基本的な英語を話せる事が理想とさ

れます。 

 

私の働いている店舗では、土地柄的に外国人の方々がよく来店されます。その為、英語を

話せる人の他に中国語を話せる従業員の人が居ます。以前、私が働いていた時にある一組の

外国人の方が来店されました。いつもどおりの免税のお客様だろうとその時の私は思ってい

ました。ですが、その外国人のお客様はいつもとは違う外国人のお客様でなんと「セリアッ

ク病」のお客様だったのです。「セリアック病」とは、栄養吸収不良とグルテン反応異常を起

こす病気で、グルテンを含む小麦などを食べる事ができません。なので、お客様は「小麦が

入っていない食品は有りますか？」と書かれた紙を見せてきました。いくつか候補はあった

のですが、その時は英語を話せる従業員が居なかったので、お客様にうまく伝えることがで

きず、結局、何も説明することができず、そのお客様はとても悲しそうに帰って行きました。

その時自分が英語を話せたらと思うと悔しくてたまりませんでした。このようなことが他の

ドラックストアでも、状況は違っていても、多々、起きていると思います。しかし、今後の

オリンピック開催に向けてこういった外国人のお客様はかなり増えていくと思います。英語

を話せる人の少ない今のドラックストアの状況では、このようなお客様が来店された時に適

切な対応ができないと思います。 

 

では、どうしたらいいか、それは今からでも英語が話せる登録販売者や薬剤師などを増や

していくべきだと思います。また、以前、学校の授業で取り扱った、外国人の方との診察的

な会話が行える、機械を使っていくのも有りだと思います。この機械は、病気の症状が出て

いる外国人のお客様が来店された時に、どのような症状が出ているか、体のどこが痛いかな

どをいろいろな国の言葉で相手から聞き出すことができる機械で、実際に使っているところ

を見ていると、この機械があれば、病気の症状が出ている外国人のお客様が来店しても大丈

夫だと思ったからです。これらの事が、四年後の東京オリンピックまでに行う事ができれば、

日本のドラックストアは外国人のお客様が来店されても、満足して帰って頂けると思います。

しかし、四年後、変化していくのは外国人の対応だけではないと思います。変化しなければ

いけないもの、それは、ドラックストアでの登録販売者の活用の仕方だと思います。まだ、
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あまり知られていない登録販売者ですが、四年後の東京オリンピックのころには、ほとんど

の人がその存在を知っていると思います。ドラックストアで売っている薬はたくさん有りま

すが、その内の第１類医薬品は薬剤師の人だけが販売できます。しかし、この第一類医薬品

はドラックストアで売っている薬の５％しか有りません。残りの９５％の第二類医薬品と第

三類医薬品は登録販売者でも情報提供し、売る事ができます。 

 

なので、ドラックストアで売っているほとんどの薬は登録販売者がいれば大丈夫というこ

とになります。この登録販売者をもっと活用していくことで、もっと身近にドラックストア

を利用してもらえると思います。そうなれば、セルフメディケーションの手助けをする機会

が増え、お客様一人一人に満足してもらえると思います。では、この登録販売者という役割

を知ってもらうためには、今後、どうしていけば良いのでしょうか。私はお客様への積極的

な声掛けをして、そのお客様に頼ってもらえるようになるまで、登録販売者一人一人が行動

を起こしていくのが一番いいと思います。その積み重ね次第で、今後の登録販売者という役

割が多くの人々に知ってもらえることに、繋がって行くと思います。また、その結果が四年

後の東京オリンピックで試され、登録販売者が日本のお客様のセルフメディケーションの手

助けとなるだけでなく、日本に来る外国人の方々への対応を英語や機械を使いながらおこな

うことで、外国人の方々に満足してもらえるようになり、東京オリンピックが終わるころに

は、日本のドラックストアが世界で通用していけるようになっていてほしいと思います。 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本誌記載作品の無断複写・転載を禁じます 
複写・転載をする場合は、 

日本チェーンドラッグストア協会・事務局にご連絡ください。 

〒222-0033 

横浜市港北区新横浜 2-5-10 楓第 2 ビル 4 階 
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