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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 12回目を迎え、第 17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、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し、ドラッグストア業界に

おいても「次世代ドラッグストアビジョン」として新しいドラッグストアの役割を提言していま

す。今回はこうした状況を踏まえ、「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、地域生活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。 

 

「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・・・・・・・・・・・・・ 44作品 （7） 

登録販売者・・・・・・・・・・・ 89作品 （6） 

栄養士・管理栄養士・・・・・・・ 15作品 （2） 

その他の薬業従事者・・・・・・・ 5作品 （0） 

●薬学生・専門学校生・・・・・・・・ 54作品 （2） 

●一般生活者・・・・・・・・・・・・ 3作品 （0） 

合計 210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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〒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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選考を終えて（審査委員講評） 
 

■全体を総括して 

 薬剤師の方々の作品には、よく考え、実行している作品も少なからずありましたが、全体

的に、いままでのような力強い作品がないように感じました。セルフメディケーションはこ

れからの国の将来にかかわる施策ですが、地域包括ケアシステムにおいても、薬剤師の存在

感が薄いこととも関連するような気がしてなりません。そのため、国から「健康サポート薬

局」「かかりつけ薬剤師」などを制度化し、薬剤師の奮起を促しています。これからの薬剤師

の皆様の一層の努力を期待しております。 

 登録販売者の方々の作品には、例年以上によく考えられて書かれた作品が多かったことが

印象的で、とくに社会での出来事や地域の住民皆様とのつながりに注目した作品は新しい視

点や考察があり、好印象でした。また、「登録販売者プロジェクトチーム」を結成してセルフ

メディケーション推進のために活動している報告が複数あり、登録販売者の方々の意欲を強

く感じました。また、化粧品担当からの新たな提案もありました。 

 専門学校生が、登録販売者の仕事、セルフメディケーション推進について真剣に考え、良

き登録販売者になろうとしていることがよく分かる報告が多かったです。ほとんどの人が店

舗での実習を経験していて、その時の薬剤師、並びに登録販売者の行動を冷静に観察してい

ます。良きお手本となる薬剤師、登録販売者ととともに疑問を生じさせる行動をとる薬剤師、

登録販売者が多くいることも報告されています。その方々を反面教師として、自分を磨き、

職場の雰囲気を変えなければと考える方が多かったのが印象に残りました。 

 
 

■今回の作品を読んで感じたこと（問題点） 

今後ますます薬の専門家としての専門性が求められます。日々勉強し、現状の知識に甘え

ることなく、更なる信頼作りが必要ですが、店舗管理者、経営者は、薬剤師、登録販売者、

また、これから登録販売者になろうとする方々の意欲を満足させることができ、かつ、地域

の住民の方々と信頼関係が築ける職場環境を構築するよう努力してほしいです。ここに応募

された方々の職場環境はそれなりに良い環境にあると思います。しかし、一般の方々が日常

目にするドラッグストア、薬局ではこのような環境にある店舗は少ないのが現実です。店舗

管理者、経営者の意思一つで状況は変わります。ぜひ、努力をしてほしいものです。 

 

■さらなるレベルアップのために（提案事項） 

たとえば、今年からセルフメディケーション税制が始まること、東京オリンピックが近づ

いてきていることは、日々の業務でも何かが変わってきているはずです。日々の業務をこな

しつつ、変化する社会の中で、何をすべきが、何をしてきたか、工夫や努力をしてセルフメ

ディケーションの世界に貢献できたことなどを、多くの人々に伝えたい・・・そんな活き活

きとした作品の応募を期待しております。 

また、是非、これまでに賞を与えられた作品を読んでみてください。そしてＪＡＣＤＳ「健

康サポート薬局プラス」に掲げられた様々を、読み返してみてください。そこには必ずどこ

かに、国の施策とは違った、誰でもできる、そしてやるべき活動のヒントがありますから、

そこから活動に結び付けていただければと思います。 
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（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 12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 

 

グランプリ候補作品 

■薬剤師の部 

氏  名 ：大垣 秀雄（おおがき ひでお） 

所  属 ：㈱クスリのアオキ（No. 11032） 

作品テーマ：『ドラッグストア併設薬局におけるセルフメディケーションの推進、 

       口臭測定と疾病予防・地域の健康増進について』 

 

氏  名 ：大倉 順一（おおくら じゅんいち） 

所  属 ：㈱ユタカファーマシー（No. 11041） 

作品テーマ：『外国人住民にも優しい薬局作り』 

 

氏  名 ：中野 由加里（なかの ゆかり） 

所  属 ：㈱ユタカファーマシー（No. 11043） 

作品テーマ：『小児への OTC推奨促進に向けて』 

 

■登録販売者の部 

氏  名 ：大掛 皆美（おおがけ みなみ） 

所  属 ：㈱龍生堂本店（No. 12009） 

作品テーマ：『ドラックストアならではの美容と健康のサポートを目指して』 

 

氏  名 ：山崎 成美（やまざき なるみ） 

所  属 ：㈱カメガヤ（No. 12030） 

作品テーマ：『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』 

 

氏  名 ：日比 孝至（ひび たかゆき） 

所  属 ：㈱ユタカファーマシー（No. 12083） 

作品テーマ：『登録販売者として、できること』 

 

学生部門特別賞 

氏  名 ：小山 愛海（こやま あいみ） 

所  属 ：早稲田速記医療福祉専門学校（No.21023） 

作品テーマ：『身近な薬剤師の必要性～すなわち登録販売者の活躍～』 

※学生部門特別賞の小山様はグランプリ候補対象外です。 
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優秀賞 受賞作品 

■薬剤師の部 

氏名・所属：後藤 貢世 ㈱龍生堂本店（No.11011） 

氏名・所属：吉見 隆之 ㈱ユタカファーマシー（No. 11034） 

氏名・所属：鷲見 朋子 ㈱ユタカファーマシー（No. 11035） 

 

■登録販売者の部 

氏名・所属：相原 恵 ㈱丸大サクラヰ薬局（No. 12021） 

氏名・所属：藤岡 梢 ㈱ユタカファーマシー（No. 12087） 

 

■栄養士・管理栄養士の部 

氏名・所属：稲葉 綾子 ㈱ぱぱす（No. 13008） 

氏名・所属：戸田 裕美 ㈱ユタカファーマシー（No. 13011） 

 

■薬学生・薬業専門学校生の部 

氏名・所属：武田 歩美 ハーベスト医療福祉専門学校（No. 21029） 

 

佳作 受賞作品 

■薬剤師の部 

氏名・所属：佐久本 芳恵 ㈱龍生堂本店（No. 11021） 

 

■登録販売者の部 

氏名・所属：秦 剛二 ㈱キリン堂（No. 12089） 

 

奨励賞（薬業専門学校生） 

氏名・所属：大嶋 亘輝 札幌福祉医薬専門学校（No. 21003） 

氏名・所属：菊池 加織 札幌福祉医薬専門学校（No. 21006） 

氏名・所属：吉成 萌映子 札幌福祉医薬専門学校（No. 21016） 

氏名・所属：大熊 彩乃 早稲田速記医療福祉専門学校（No. 21025） 

氏名・所属：日下部 怜子 早稲田速記医療福祉専門学校（No. 21026） 

氏名・所属：平 真由 北日本医療福祉専門学校（No. 21047） 

氏名・所属：中村 優花 北日本医療福祉専門学校（No. 21050） 

氏名・所属：平賀 愛久美 北日本医療福祉専門学校（No. 21054） 
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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

荒井　隆治 11001

清水　武尊 11002

徳元　千香子 11003

松本　亜里沙 11004

小石原　晃 11005

小野　嵩雄 11006

三浦　由起子 11007

古郡　智史 11008

花井　輝彦 11009

古澤　啓代 11010

後藤　貢世 11011 優秀賞

三宅　亮平 11012

篠崎　建 11013

小林　千夏 11014

上原　尚幸 11015

須藤　広二朗 11016

前田　研一郎 11017

田甫　史絵 11018

渡邉　剛 11019

本間　達也 11020

佐久本　芳恵 11021 佳作

川瀬　更紗 11022

関川　美沙 11023

鈴木　裕子 11024

木下　大輔 11025

鈴木　菜央 11026

嶋﨑　すみれ 11027

鎌田　大樹 11028

ウエルシア薬局 渡辺　優樹 11029

(株)ぱぱす 遠山　純平 11030

(株)アカカベ 山本　泰希 11031

(株)クスリのアオキ 大垣　秀雄 11032 グランプリ候補

※未確認 向山　さとみ 11033

吉見　隆之 11034 優秀賞

鷲見　朋子 11035 優秀賞

原　和也 11036

浅井　恵 11037

鄭　石南 11038

川口　巡 11039

矢井　徳朗 11040

大倉　順一 11041 グランプリ候補

上田　徹 11042

中野 由加里 11043 グランプリ候補

(株)キリン堂 伊瀨　靖昭 11044

岸邉　廣志 12001

林　愛美 12002

池田　博重 12003

工藤　友美 12004

咲山　葉 12005

（株）サッポロドラッグストアー 石川　実穂 12006

(株)クスリのアオキ 小滝敦志 12007

関口　恵理奈 12008

大掛　皆美 12009 グランプリ候補

畑　多希恵 12010

《全応募者一覧》

（株）龍生堂本店

(株)カメガヤ

(株)ユタカファーマシー

薬剤師

登録販売者

（株）龍生堂本店

（株）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

山田　正人 12011

日野　蓮美 12012

坂下　裕子 12013

最上　和雄 12014

坂本　泰樹 12015

長根　一穂 12016

成田　咲子 12017

内山　裕貴 12018

三浦　和樹 12019

石倉　慎一郎 12020

相原　恵 12021 優秀賞

福田　俊介 12022

濱山　英樹 12023

北田　大 12024

雪田　貴紀 12025

澤頭　大樹　 12026

金子 紀子 12027

内海　淳 12028

横田　晃 12029

山崎　成美 12030 グランプリ候補

永島　ゆかり 12031

和田　開人 12032

山口　英明 12033

堀田　裕介 12034

大辻　翔太 12035

阿部　修平 12036

高家　義文 12037

水口　志津代 12038

阿部　裕則 12039

岡野　吾大 12040

清水　真理奈 12041

林　美里 12042

濱本　智雅 12043

吉谷　雅之 12044

友田　弘二 12045

宇上　好弘 12046

小笹　華奈 12047

丸林　李江 12048

上尾　真理 12049

川原　貴子 12050

久田　成樹 12051

佐野　陽香 12052

藤森　真也 12053

高橋　友貴 12054

胡桃沢　剛 12055

田村　優衣 12056

土江　悠衣 12057

三木　寛子 12058

鳥本　真希 12059

佐渡谷　謙介 12060

(株)ぱぱす 船引　梨惠 12061

森　　翔哉 12062

齊藤　拓也 12063

平原　凜太郎 12064

登録販売者

（株）龍生堂本店

(株)丸大サクラヰ薬局

(株)カメガヤ

（株）サッポロドラッグストアー

ゴダイ(株)

（株）サッポロドラッグストアー

（株）サッポロドラッグストアー

《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

岡崎　諭 12065

坂田　直人 12066

尾﨑　貴行 12067

大柳　龍太 12068

井村　千夏 12069

中村　翔太 12070

打野　大樹 12071

岡田　一希 12072

渡辺　誠 12073

光川　まみ 12074

中原　紗弥 12075

高橋　識行 12076

鳥山　祐成 12077

松木　拓也 12078

木本　大地 12079

渡辺　美里 12080

石井　浩太 12081

山本　憲一 12082

日比 孝至 12083 グランプリ候補

中島 重信 12084

草村 武嗣 12085

安藤　逸子 12086

藤岡　梢 12087 優秀賞

迫田　岳 12088

秦　剛二 12089 佳作

（株）龍生堂本店 小沼　加奈 13001

(株)カメガヤ 小川　千尋 13002

蛭子　真衣 13003

木戸口　楓 13004

西村　恵美 13005

中村　真紀 13006

谷口　有未 13007

稲葉　綾子 13008 優秀賞

津之浦　千智 13009

地引　千尋 13010

戸田　裕美 13011 優秀賞

小寺　南都子 13012

所　里穂 13013

木村　優希 13014

髙谷　加奈子 13015

（株）龍生堂本店 渡邊　駿 14001

（株）クスリのアオキ 塩旗　弘樹 14002

原田　沙織 14003

中村　夕貴 14004

(株)カメガヤ 山本　記士 14005

渡辺　幸彦 31001

一般部門 氏家　博 31002

富田　隆 31003

《全応募者一覧》

登録販売者

（株）サッポロドラッグストアー

(株)ユタカファーマシー

(株)キリン堂

栄養士・管理栄養士

(株)ユタカファーマシー

(株)ぱぱす

ゴダイ(株)

（株）龍生堂本店
その他従事者
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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

板垣 理乃 21001

内山　あすか 21002

大嶋　亘輝 21003 奨励賞

大西　慶悟 21004

上村　勇登 21005

菊池　加織 21006 奨励賞

後藤　　優太 21007

佐藤　歩花 21008

渋谷　はるか 21009

須貝　沙憂 21010

外川　沙弥香 21011

中澤　憂 21012

野崎　奨悟 21013

野呂　篤史 21014

福田　まみ 21015

吉成　萌映子 21016 奨励賞

磯貝　美佳 21017

菊地　夏未 21018

金子　楓 21019

溝呂木　佳奈 21020

佐藤　水咲 21021

山田　萌絵 21022

小山　愛海 21023 学生部門特別賞

浅野　瑞帆 21024

大熊　彩乃 21025 奨励賞

日下部　怜子 21026 奨励賞

柏木　律乃 21027

並木　萌々香 21028

ハーベスト医療福祉専門学校 武田　歩美 21029 優秀賞

白鳥　幸絵 21030

遠山　みのり 21031

菊地　彩 21032

吉田　ゆうみ 21033

今野　紗知江 21034

佐藤　唯 21035

小松　唯香 21036

田中　望 21037

浅沼　久瑠実 21038

伊藤　柊宇 21039

伊藤　文哉 21040

岩本　怜美 21041

内田　友里香 21042

遠藤　瑞生 21043

川嶋　宇宙 21044

木戸脇　栞奈 21045

新毛　瑞希 21046

平　真由 21047 奨励賞

田中　豊土 21048

中川　杏歌 21049

中村　優花 21050 奨励賞

中村　優希 21051

仲谷　希 21052

浪岡　玲美 21053

平賀　愛久美 21054 奨励賞

札幌福祉医薬専門学校

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

北日本医療福祉専門学校

《全応募者一覧》

薬業専門学校生
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「グランプリ候補作品」 
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-受付番号(11032)                            -部門名(薬剤) 

タイトル：ドラッグストア併設薬局におけるセルフメディケーションの推進、 

    口臭測定と疾病予防・地域の健康増進について 

所属：クスリのアオキ 

氏名：大垣 秀雄 

 

 昨今、皆さんの周りで口臭が気になる事が良くありませんか？特に仕事での接客時や投薬での

会話、上司・同僚・部下との会話など様々な場面で口臭が気になる事が多いと思います。単にタ

バコやにんにく臭ならまだしも、思わず顔を背けたくなるような事ありませんか？でも、目の前

のその人に「あなた口が臭います」と中々指摘できないですよね。 

でも最近、口内臭と疾病に関して様々な関連がわかってきました。 

多くの口臭の原因は歯周病や虫歯によって引き起こされています。その他、関連される疾患と臭

いの種類を下記の表１に、また日本臨床歯周病学会ホームページから歯周病が全身に及ぼす影響

図１を添付しました。 

                    表１ 

 

実に様々な病気が関連していることがわか

ります。 

 例えばピロリ除菌で来局される患者さんの

多くに独特の口臭があります。ピロリ菌が胃

酸を中和するために胃の中の尿素を分解して

アンモニアを作りだす事やピロリ菌により胃

のもたれや消化不良による食べ物の異常発酵

臭が血液を介して肺からの呼気として息に混

じるからだと思います。また、歯科治療特に

歯茎の腫れや化膿治療後の患者さんは口臭が

きつく感じられますし、高血糖の患者さんも

独特の臭いを感じる事があります。 

 このような場合、口臭の感じる方々に薬剤

師の立場として何かアドバイスができないか

と日頃より悩んでいました。どうにかしてご

本人にアドバイスできる方法はないだろうか？！と 

 そこで考えた方法が薬局でできる簡易口臭検査です。口臭測定コーナーを設置し誰でも気軽に

自分の口臭を測定してもらうのです。口臭は気にはなりますが自分ではわからない事が多く、ま

た気軽に測定する場所も機械も無いのが現状です。 

自分で測定する方法としては日本歯科医師会が紹介する単純に両手の中に息を吐き出して臭う

方法や大きめのカップに息を吹き込んで直ちに本などで蓋をして、一呼吸二呼吸おいてから、蓋

を開けカップの中を臭う方法がありますがレベルはわかりません。臭いの強弱が具体的にわから

なければ、本人のその後の行動に差が出ると思うのです。 

 つまり、かかりつけ薬局としてご利用していただく患者さん方にご自身の口臭レベルを測定し

てもらい程度が高い方には表１や図１のような資料を渡し、ご自身の疾患の可能性と今後の口臭

 口臭と関連される疾患名 臭いの種類 

1呼吸器系 肺癌 肺結核 肺腫瘍 壊疽臭 

2消化器系 胃癌 食道カンジタ 便秘 主に壊疽臭 

3耳鼻咽喉系 副鼻腔炎 扁桃炎 咽頭膿瘍 壊疽臭 

4肝機能障害 肝硬変 肝臓癌  アンモニア臭 

5糖尿病    アセトン臭 

図１ 
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予防に役立ててもらう事が目的です。では、口臭を予防する事でどのような利点があるのでしょ

うか。第一は歯槽膿漏の予防です。某歯磨きメーカーの CM で著名な俳優が全て自分の歯である

ことを宣言し、歯槽膿漏の予防の大切さをアピールしていました。「80-20 運動」でも言われて

ますが、80歳で 20本の歯を残す事が健康維持のひとつ。やはりおいしく自分の歯で食する事は

健康につながります。ところで皆さんは歯周病の原因菌が病気の引き金になっている事をご存知

でしたか？ 

 その代表的な原因菌はジンジバリス菌（P. gingivalis）と言われる嫌気性菌です。空気に弱

く閉ざされる口腔の中で増殖し、他の原因菌と歯垢と言われるオーラルバイオフィルムを作りま

す。その中でしつこく生息し歯周病を悪化させるばかりでなく、最近の研究では血管に侵入し狭

心症や心筋梗塞の要因になる血管内プラークの中に存在している事が確認されています。またこ

の菌は血流に乗り全身に廻り図１で示されるあらゆる疾病に関連している事がわかりはじめま

した。 

もちろん口臭の最大の要因なので、口臭を測定し基準を知る事でその人のその後のセルフメデ

ィケーションにつながれば、発病率を減らせることが可能になると考えました。自分はドラッグ

併設の調剤薬局勤務なので口臭対策でいろいろなアドバイスが可能です。例えば歯周病予防の歯

磨き、歯周ポケット用の歯ブラシや歯間ブラシ、歯茎が腫れて歯ブラシが使えない方用の液体歯

磨き、口腔乾燥でなり易い舌苔用ブラシなどに至るまでのトータルケアが提供できます。 

 更には口腔商品を取り扱うメーカー様とタイアップした「口臭チェックイベント」を企画し、

地域住民の方々のセルフメディケーションを幅広くカバーすることが可能と考えました。 

これから長寿高齢化社会を迎える日本にとって日頃からお口の健康を守る事、口臭をチェックす

る事が非常に重要な事と気付かれたと思います。 

 では具体的どのようにすれば良いのでしょう。口臭測定器には高額な機器もありますが、全て

の口臭をチェックできるわけではありません。高額な機器を全ての薬局に配置することは不可能

なので市販の製品で仮に代表的簡易測定器㈱タニタブレスチェッカー HC-212S と㈱ロゼンスタ

ー社製 SR-104の２種類を置く事にします(図２)。２製品を置く理由は機器には測定誤差がある

ため２種類を使う事で判定精度を上げる為です。両製品とも価格が2,500円程度で500回使用可能

です。半導体ガスセンサーを使用し使い方は器機に息を吹きかけるだけです(図２)。 

ロゼンスター、タニタとも口臭が無しの「0」で非常に強いが「5」の6段階表示です。 

 もし、これらの簡易検査の数値が気になり、疾病予防を気にかける方は予め口臭測定器のある

連携した歯科医院に紹介したり、専門病院の診療を勧める事も可能となり地域医療の連携にも一

役かう事ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらを薬局の口臭チェックコーナーに設置し、来局の患者さんやドラッグ来店のお客様に気軽

に測定してもらう事でご自身の口臭レベルを把握していただき、その後のセルフメディケーショ

ンに積極的に薬剤師がかかわる事で歯周病や口臭が関連する疾病の予防と地域の健康増進に係

わる薬局になりたいと思います。

図２ 
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-受付番号(11041)                          -部門名(薬剤師) 

タイトル：外国人住民にも優しい薬局作り  

所属：ユタカファーマシー 近江店 

氏名：大倉 順一 

１：目的 

  近年、日本にも外国人住民が年々増加している傾向が見られ、法務省の統計によれば２０１

６年６月末で総在留外国人数は２７６万人である。それに伴い外国人住民に対するサービスの必

要性が高まっている。私の勤務している滋賀県のユタカ調剤薬局近江でも例外ではなく、外国人

の方へ対応を行う頻度は増加がみられている。総務省の統計によれば滋賀県はポルトガル語を母

国語にされているブラジル国籍の方が多く、ポルトガル語への対応を行う機会が増加している。

しかし、ポルトガル語を十分に話せるスタッフはおらず、外国人の方への薬局の受け入れ態勢に

関しては改善の余地があると考えていた。 

 当薬局ではポルトガル語しか話せない患者様と日本語が通じる方とセットで来局されている

ケースがよく見受けられており、通訳の方を介して説明を行うという状況が頻繁にあり、日本語

の言語だけでは限界を感じていた。 

それで今回、ポルトガル語を母国語にしている患者様にも来局されてお薬の説明を行える環境

を整えることが外国人住民に対してお薬を適正に使用を行うことができるようになり、地域の健

康増進やセルフメディケーションへとつながっていくのではないかと考えた。 

今回、実施したのは、ポルトガル語の簡易的なお薬を説明する際のポルトガル語の問診票の内

容の見直し、お薬の説明を行う際の簡易的なポルトガル語の会話集の作成、宗教上の理由で服薬

に問題が発生する可能性があるお薬のリスト作成、最後に作成した内容を実際に日本語とポルト

ガル語のふたつの言語が出来る患者様に見て頂いて内容に問題ないかを確認して頂いた。 

 

２：実施内容 

１）ポルトガル語の問診票 

病歴や副作用に関しては厚生労働省のホームページに簡易的なものがあり、当薬局もそれと同

一の内容の記載で埋められている。 

記載内容は・症状、・いつからその症状はあるか？・現在治療中の病気・薬、食べ物でのアレ

ルギーの有無・現在服用中の薬・飲める薬の財形の有無・既往歴・妊娠の有無の記載がある。こ

の項目にさらに患者様の生活習慣に関する質問を交えながら投薬を行いより安全なお薬の管理

ができるように内容の変更を行った。 

生活習慣に関する質問を YES（Sim）、NO（Não）で返答をして頂けるように問診票の改善を行

った。 

・Você dirige carro ou motocicleta?（自動車・バイクを運転しますか？） 

・Você consome álcool com frequência?（アルコール） 

・Você fuma（たばこ） 

・Você consome café/chá（コーヒー/お茶） 

・toranja(grapefruit)（グレープフルーツ）  

・Você está grávida?（妊娠していますか？） 

・Você está amamentando?（授乳していますか？） 
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・Tem preferência por remédios genéricos?（ジェネリック医薬品を希望されますか？） 

 

２）お薬説明時の会話集 

お薬の説明を行う際に、ポルトガル語と日本語が話すことができる通訳者が薬袋やメモ用紙に

飲み方をポルトガル語で記載を行い、お薬の服用の補助を行う場面があった。今回、お薬の簡易

的な会話集の準備を行い日本語の理解だけでは不十分な方には薬袋にポルトガル語を追記して

服用の理解を行えるサービスを行った。 

よく使用をする内容例 

・１日１回（1 vez ao dia） 

・１日〇回服用（〇vezes ao dia）例１日３回服用（３vezes ao dia） 

・1 週間に 1 回（1 vez por semana） 

・朝（De manhã） 

・昼（Ao meio-dia） 

・夜（À noite） 

・寝る前（Antes de dormir） 

・起床時（Assim que acordar） 

・食前（Antes das refeições） 

・食後（Após as refeições） 

・抗生物質です（É um antibiótico） 

・胃のお薬です（É remédio para o estômago） 

・風邪のお薬です（É remédio para resfriados） 

・睡眠薬です（É um soporífero） 

 

３）宗教上の理由により配慮がいる薬 

・宗教上の理由により特別に配慮が必要な事項（Cuidado(s) especial(is) por motivos 

religiosos）に対する準備を行った。 

 お薬の種類によっては宗教上の理由により配慮すべき原材料を含むものがある。 

メーカーへ問い合わせを行ってみることで気づいたのだが、カプセル剤はゼラチンで豚や牛由来

のものが使用されている場合があり、また、薬本体にも動物由来のものが使用されていることを

確認した。メーカーへ確認した内容をリストにして、患者様の希望を汲み取って財形変更を行え

るように調べた内容を共有化した。 

 

３：結果 

実際に作成した、問診票、会話集、宗教上の理由により配慮がいる薬のリストの使用を行い患

者様へ接客を行った。 

 11月～12月の間に１４件に対して問診票を用いて服薬指導を行った。状況に応じて会話集、

宗教上の理由により配慮がいる薬のリストを用いて投薬を行った。 

 

１）実施後、実感したこと 

実施してから外国人住民の方への対応がより丁寧に行えることになったことにより笑顔になっ
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て頂ける件数が増えたと実感を致しました。特に会話集を薬袋へ記載を行う際に特に喜んで頂い

た。 

 また、服薬説明を行った内容を後でも把握することができるようになったためより安全にお薬

のお渡しができるようになった。 

２）効果的だった事例 

 作成した内容を日本語、ポルトガル語共に理解されている方へ見てもらい内容の不備がないか

を確かめて頂き、内容の充実を行った。 

 会話集の内容が充実したことにより以下の様な対応がスムーズに行うことができるようにな

った。 

問診票で YES（Sim）をチェックした場合にポルトガル語での説明例 

・車、バイクを運転します→眠くなることがありますので、車の運転などの機械操作はしないで

ください。（Este remédio pode causar sonolência, evite dirigir veículos e operar máquinas.） 

・アルコールを服用します→お酒と一緒に飲むと薬の作用が強く現れることがありますので、飲

酒は控えてください（Deve-se evitar a ingestão concomitante deste remédio com bebidas 

alcoólicas, a mistura poderá causar reações adversas.） 

・グレープフルーツを飲みます→グレープフルーツジュースを飲まないで下さい。（Não coma 

toranja (inclusive em forma de suco)） 

３）OTC対応について 

医療用医薬品を使用する際に OTCの併用の有無の確認を行った。 

問診票に OTC併用の有の記載があった方は１名だけでしたが鼻炎薬の外用剤の併用をされてい

るということで併用の安全性を確かめた上で医療用医薬品の説明を行うことが出来た。会話集も

用意してあったこともあり、患者様にも同様に安心してお薬の説明ができた。 

 

４：考察 

今回、近隣にお住いの外国人住民の方で最も多いポルトガル語を話す方に対して焦点を合わせ

て薬局での対応の充実を図ることを行った。実施を行っていく中で患者様から笑顔が多く見られ、

喜んでいただいた患者様が新しく患者様を紹介して薬局に来ていただける傾向がみられた。実際

にポルトガル語を話す外国人住民の方の処方箋枚数も前年比 152％と増加が見られた。取り組み

の積み重ねを行っていくことで外国人住民の方にも来局をして頂きやすい環境に近づいた。 

 今後の目標としては取り組みを続けてより信頼される薬局を目指していきたいと考えてお

ります。また、近隣の外国人住民の人口割合で次に多い、中国語に関しても同様に対応ができる

ように薬局の準備を行っていきたいと考えております。地域住民にとって相談をしやすい薬局に

なれるように喜んでいただける薬局を目指します。  
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-受付番号(11043)                         -部門名(薬剤師) 

タイトル：小児への OTC推奨促進に向けて  

所属：(株)ユタカファーマシー 

氏名：中野 由加里 

日本は平均寿命が高く長寿大国として有名ですが、一方で健康寿命はそれほど高くありません。

近年ではそうした現状を打破するべくセルフメディケーションへの意識が高まっています。WHO

によるとセルフメディケーションは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

てをすることとされています。 

2017年 1月よりセルフメディケーション税制がスタートしますます OTC薬についての関心が

高まることでしょう。それに先立ち、より安全に適切な OTC 薬をお使いいただくために私たちが

何をすべきか考えました。そこで OTC薬での制限が多いと考えられる小児の OTC 薬にターゲッ

トを絞り OTC 薬を案内するために活用できるようなツールとして小児用 OTC 薬一覧とパンフレ

ットを作ろうと考えました。作成した一覧とパンフレットについてユタカ店舗スタッフ 30名に

アンケートを行いました。 

 

実施内容 

小児用 OTC 薬の一覧(図 1)とパンフレット(図 2)を作成し店舗スタッフにアンケートを行った。 

＜アンケート内容＞ 

Q1．あなたの役職を教えてください。 

□薬剤師 □登録販売者 □それ以外の販売スタッフ 

Q2． あなたが OTC 薬を商品案内する際どの年代にご案内するのが得意ですか。順位を付けて

ください。（20歳未満の方が対象の場合は保護者への説明を想定) 

1→もっとも得意 6→もっとも苦手 

□小学生未満（6 才以下）のお子さん □小中学生（7-15才） □高校生～成人（16-20才） 

□成人（20-50才） □成人（50-64才） □高齢者（65才以上） 

Q3．あなたは、小児用薬をどのくらいの頻度でご案内していますか。（10-12 月） 

□ほぼ毎日 □1 週間に 2～3回程度 □1週間に 1回程度 □1ヶ月に 2～3回程度 

□1ヶ月に 1回程度 □2～3 ヶ月に 1回程度 □それ以下 

Q4．6才以下のお子さんに向けた薬の提案について特に気を使っている点はなんですか。 

（症状、年齢以外に） 

□剤形（錠剤、粉、シロップなど） □ＯＴＣ薬の年齢制限 □味の好み 

□対象者以外に他に使う人がいるか □1日使用回数 □併用薬 

Q5～Q8は小児用 OTC薬一覧、パンフレットそれぞれについて質問した 

Q5．（Q7はパンフレットについて同様の質問をした） 

小児用 OTC 薬一覧を見て以下の項目について[あてはまる、ややあてはまる、どちらともいえ

ない、あまりあてはまらない、あてはまらない]を選んでください。 

・わかりやすい ・商品案内しやすい ・目新しい ・自分にとって魅力的 

Q6．(Q8はパンフレットについて同様の質問をした) 

あなたが買う立場なら小児用 OTC薬一覧を利用したいと思いますか。 

□利用したい □やや利用したい □どちらともいえない 
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□あまり利用したくない □利用したくない 

Q9．商品案内をする際にどちらを利用したいですか。 

□どちらも利用したい □どちらかといえば一覧 

□どちらかといえばパンフレット □どちらも利用したくない 

Q10．小委用薬一覧、パンフレットについてご意見があればご記入ください。 

 

結果 

Q1． 

 

Q2． 

 

Q3． 

 

Q4． 
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Q5． 

 

 

 

 

Q6． 
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Q7． 

 

 

 

 

 

Q8．                      Q9． 
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Q10． 

・パンフレットは写真付きで目からの情報でわかりやすい。 

・パンフレットには写真と合わせて用途や商品名も記載がほしい。 

・一覧にもパンフレット同様にパッケージの写真があるとわかりやすい。 

・小児用薬一覧にその薬の用法・用量、味の記載があるとわかりやすい。 

・一覧は年齢別と用途別の両方の区分がほしい。(3名) 

・パンフレットにおくすり飲めたね。など服薬サポートをするような商品の記載もあるとよい。 

・パンフレットに薬の紹介とともに飲ませ方のアドバイスなどを記載してもよい。 

 

 

アンケートの結果より店舗でOTCの接客にかかわっているのは薬剤師と登録販売者が約8割で

あり、案内する際に小児への OTC薬の案内はやはり回答者の約半数が 1ヶ月に 1回あるかないか

という機会が少なさからかほかの年代に比べて苦手と答える人が多いことが分かりました。 

特に小学生以下の小児に向けては小中学生に比べ明らかに苦手意識を持っている人が多いと考

えられます。 

小児 OTC薬へのこだわりは使用者の年齢や症状以外に剤形と OTC 薬の年齢制限を気にされる

人が圧倒的に多かったです。 

今回商品案内用に作成した小児用 OTC薬一覧とパンフレットについてはいずれについても商

品案内に利用したいという意見を多く頂きました。また購入者としての立場からでも有用である

という意見が出ました。 

小学生以下の小児についての案内頻度が少ない理由に来店する保護者の方もお子様に使用で

きる薬が制限され、考えるのをやめてしまうことがあげられます。何を選べばよいかわからない

状態で結局、以前と同じ薬または病院への受診になってしまうのではないでしょうか。店頭にパ

ンフレットを展示しておくだけでも OTC薬の選択肢を明確にし、選択しやすい環境を作ることが

できると思います。パンフレットを見て気になることがあればスタッフに聞くといった商品案内

依頼の頻度が増えるきっかけも作れると考えられます。 

途方に暮れてあきらめてしまう前にツールやツールを利用した案内で購入者と案内者で一緒

にトリアージし適切な判断ができるようお手伝いができればと考えています。 

現在、実際の商品案内へのツールの使用はしていませんがその店その店にあった商品やアドバイ

スなどのアイデアを再考し、より地域のお客様に合わせた商品案内ツールを活用していきたいと

思います。 
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図 1小児用 OTC薬一覧(一部:上図が年齢順、下図が年齢順) 

 

 

図 2小児用 OTC薬パンフレット 
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-受付番号(12009)                       -部門名(登録販売者) 

タイトル：「ドラックストアならではの美容と健康のサポートを目指して」   

所属：（株）龍生堂本店 

氏名：大掛 皆美 

団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年以降は、超高齢化社会となり、国民の医療や介護の

需要がさらに増加することが想定されている今、私たち医療関係者には何ができるのでしょうか。 

 私の働く龍生堂薬局は高齢者・外国人が２３区内でも特に多い新宿区にある調剤併設型ドラッ

クストアです。一般的なドラックストアより化粧品が特化しているお店で、日用品やお薬などの

販売だけでなく、美容相談やお顔にエステの施術を行っています。お客様は、地域に住んでいる

方が多く、皆さん「こんにちは」と笑顔で来店されます。そんなアットホームな雰囲気の中、お

客様との日常会話を楽しみながらカウンセリング販売を行っています。 

 

  

【店内 化粧品コーナー】             【お肌の診断中】 

 

そんな私がこの職業に踏み込んだキッカケは接客業をやっている両親に「人を笑顔にできるの

が接客業の魅力だよ」と言われたその言葉からでした。入社してからその言葉通り、お客様の笑

顔を作ることに心がけてきました。そんな私が入社１年目の出来事です。 

 よく来店してくださる常連のお母さんはいつもメモに買うものを書いて「お姉ちゃん、これわ

かる？」とメモを渡してきます。どうやらお嬢さんに頼まれているようでした。わたしがメモを

見て商品を準備すると「いつもありがとう」と帰っていきます。ある日、いつものお母さんとそ

のお嬢さんがご一緒に来店されました。ひきこもりがちのお嬢さんはすこし人と話すのが苦手と

お母さんから聞いていました。そんなお嬢さんに「お姉さんみたいなメイクをしてみたい」と言

われ、肌状態をチェックし、カウンセリングをしてお嬢さんに合う化粧品を一緒に選びました。

「お姉さん親切にしてくれてありがとう。また会いにきたい。」と笑顔で帰っていきました。後

日、いつものお母さんが来店され、「こないだはありがとう。毎日家にいて外にでなかったのに、

あなたのおかげでおしゃれにも興味を持って龍生堂に行きたい。と言って外にでるようになった

のよ。」と喜ばれました。 

心があたたかくなり、接客業の奥深さを知った瞬間でした。今は便利な時代です。インターネ

ットで検索すればすぐに情報を手に入れることが出来、また自宅から外出することなく買い物も

出来ます。ただお店で購入する良さは、こうした人と人とのあたたかい繋がりを感じることがで

きるところではないでしょうか。実際に、アメリカの薬局ウォルグリーンでは、自殺願望者の人

が薬局の店員の接客・笑顔を見て「私も昔こうやって笑っていたな」と思いだし、家に帰って自
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分が笑っていた頃の写真を見返して、もうすこし頑張ろうと自殺を思いとどまった。という素敵

な話があります。私たち販売者は、ただ商品を売ることが業務ではなく、カウンセリングにより

商品にさらなる価値をつけてあげることも出来ます。また、人の心を動かすような接客も出来る

のだと知りました。 

さまざまなお客様が訪れる中で、聴覚が不自由なお客様もいらっしゃいます。「こちらのお薬

は一緒に飲めないですよ」と、その説明も聞こえなければ伝えることができません。いつもは筆

談でお話をするのですが、そのお客様と気軽に会話をしたくて少しずつ手話を覚える努力をして

います。先日、「手話を少し覚えました」と紙に書き、“おはようございます”と手話をしてみた

ところ、驚いた表情で、とても喜んで頂けました。それからお店でお会いするたび、新しい手話

を一つずつ教えて下さいます。 

これから東京オリンピックもあり、外国人の方など言葉の通じないことも多々あると思います。

どんなお客様でも相手の立場に立って、こうしたコミュニケーションを取れたらお客様の満足度

は変わるのではないかと思いました。 

 

 

【実際のお客様と】 

 

セルフメディケーションの第一歩である「自分の身体に興味を持つ」こと。こうした経験から、

お化粧品からでもお手伝いが出来るのではないかと私は思いました。実際に今、「化粧療法」に

注目が集まっています。化粧療法とは、化粧には「気分を明るくする」「気持ちを引き締める」

「自信が持てる」など、新しい洋服を着た時のように、気持ちに変化を与える力があります。ま

たファンデーションやアイシャドーなど使うアイテムが多く、配置やカラーを選びながら行うた

め、脳の活性化につながるとも言われており、その動作は食事の動作に比べ、筋肉の負荷が 2

倍から 3倍にもなるとの報告もされています。この化粧のチカラでスキンシップをはかりながら、

健康サポートだけでなく、キレイになることで毎日を楽しく過ごして頂くこと。これも一種のセ

ルフメディケーションに繋がるのではないかと私は思っています。 

 

日本の平均寿命は世界１位です。しかし介護などを必要とせず、元気に過ごせる期間を指す健

康寿命はまだまだ延ばす必要があると言われています。平均寿命と健康寿命の間には男性で９年、

女性で１３年の差があります。この差が広がるほど医療費や介護費が増大になってしまいます。

近年では運動習慣や、食生活、喫煙、近代社会のストレスなど生活習慣によって引き起こされる
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生活習慣病が増え続けています。毎日をいかに健康に生きるか問われるなかで、注目されている

のが「セルフメディケーション」です。タニタ食堂や「機能性表示食品」制度のスタートにより

健康食品はさらに手に取りやすくなり、世間では少しずつ健康意識が高まって来ています。超高

齢化社会に向かっている中で、健康寿命を延ばすために、薬局・ドラックストアはお客様の１番

身近な医療施設として、気軽に相談できる環境を作り、「発病を予防する」セルフメディケーシ

ョン推進のお手伝いをしていかなければならないと思います。また、薬以外の健康知識も身につ

け、健康管理の呼びかけをしていくことで健康寿命の延伸に貢献できるのではないかと思います。 

 

ドラックストアだからこそできる“美容と健康のサポート”これは他のお店との差別化になり、

当店の強みでもあると思います。「新しい口紅ほしい。」「最近疲れが抜けないな・・・。」「そう

だ、あのお姉さんに相談してみようかな。」と美容でも健康でも日常のことでも、あの人に相談

しようと思われる信頼関係をお客様と築いていくことをこれからも目標にします。セルフメディ

ケーション推進のためには、知識も必要になりますが、ひとりでも多くのお客様の笑顔を作れる

ように、まずは自分が笑顔でいることを心掛け、心地よい買い物ができるよう接客技術も磨いて

いくことも重要だと考えています。 

 

 
【店内 商品展開写真】 

 

以上 
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-受付番号(12030)                        -部門名(登録販売者) 

タイトル：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  

所属：㈱カメガヤ 相模大野店 

氏名：山崎 成美 

私が勤務している Fit Care DEPOT 相模大野店では“登販プロジェクト“というものをはじめ

て約七ヶ月になります。このプロジェクトはお客様の生活の中にセルフメディケーションを推進

させるべく、ある時間帯で登録販売者にフリーな時間を設け、薬品売り場に常駐してお客様から

の体調不良の症状、薬の飲み合わせなどのお悩みを聞き、薬を見比べているお客様には「お薬で

お悩みですか？」と積極的に声かけをして、迅速で的確な薬・サプリメントのご案内の接客をし

ています。 

お店には毎日何十通りの症状を抱えたお客様が来店して下さり、「酵素と生酵素何が違うの？」

「健康診断で血液がドロドロだと言われてしまった」、「薬の飲み合わせを教えてくれる？」、「今

火傷をしてしまって病院が空いていないから来た」、「マイコプラズマと百日咳の違いを教えてく

ださい」、「この商品をずっと使っているが最近どのお店にもないのよ…」等々、生身のお客様と

接するお仕事ですのでマニュアルは作ることはできません。しかしながら、当店には６名の登録

販売者がおり、私たちはプロジェクトを行う上で、ある共通の意識を持っています。それは、“来

店してくださったお客様の生活に寄り添い、より良い生活をして頂くためお客様の健康をサポー

トすること”です。ただやみくもに登録販売者がお客様と接するのではなく、上記のような共通

の意識を持ってお客様を接することを心がけています。 

まずこの共通の意識を維持するために、月１～２度の登録販売者ミーティングを行っておりま

す。ドラッグストアとして軸となる薬、健康食品、化粧品の売上実績の確認はもちろんですが、

私たちの日々のセルフメディケーション推進活動にかかせられないツールがあり、その共有をし

ています。 

それは、“接客シート”というもので、店長が作成して下さったものです。この接客シートには

登録販売者が日々の接客した内容を詳細に残しており、それをミーティング時に登録販売者同士

で読み合わせを行い、分からないことは質問してお互い高め合っています。私たちはシフト制で、

登録販売者同士が一緒に働くことが出来ないためこの接客シートやミーティングは情報共有す

るためにはなくてはならないものなのです。接客シートには、お客様の来店時間、年齢、性別、

症状、おすすめした商品や接客話法、わからなかったことを調べた内容が記録されています。特

に接客時間の記入は、どの時間帯にお客様が薬の接客を求めているのか重要な役割を果たしてい

ます。最近では風邪や飲み会のピーク時期前にスタッフ同士でドリンク剤の試飲勉強会を行いま

した。これは、お客様より「ドリンク剤ってどれも同じではないのか？」、「ドリンク剤は味が不

味いから抵抗ある…」とご意見を頂いたことがきっかけでした。私自身このミーティング後の接

客でドリンク剤の必要性についてお客様にお伝えすることができるようになり、接客したお客様

より「この前のドリンク剤良かったので他の薬についても聞きたい」というお声を頂けるように

なりました。また、登販プロジェクトを始めていく中でスタッフの間では、お客様からのお薬や

健康食品の相談の接客時間が多くなったと報告を受けるようになりました。 

事実お客様からも「病院でいくほどでもないのだけど最近気になっていていることがあって相

談に来た」、「この前店員さんから風邪を早く直したかったからドリンク剤がおすすめと言われた

から」と、お客様自身が健康のことを気にかけてくださるお声を頂けるようになりました。私た
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ちが、目標としているセルフメディケーション推進がほんの少しでも浸透し始めていることして

実感ができる出来事でした。また、登販プロジェクト活動していく中で、ドラッグストアという

お店に求められること、今後の登録販売者に求められるが明確になってきました。まず、ドラッ

グストアというお店として求められることとして、お客様自身で選ぶことができる売場作りが必

要であると感じました。登録販売者は実際に店頭に立っていても、現状“全て”のお客様へセル

フメディケーションを推進していくことはできない為、営業する以上お客様自身が売場で選択で

きる売場づくりが求められているのです。 

当社には私たち登録販売者がすぐにお薬の相談に乗ることができない場合に、間接的に私たち

の接客をカバーしてくれる重点商品 POP（じゅうてんぽっぷ）というものがあります。これは、

他ドラッグストアのような新聞に折り込みされている広告チラシ媒体ではなく、長期的に一定の

価格が約束されている POP と流行や季節に変動している POPなのです。POP にはお客様へ二つの

機能を果たしてくれる役割があります。一つは同じカテゴリーで比較して断然お買い得の商品を

示す“ロス POP”、もう一つは機能特化している商品につける“おすすめ POP”です。この重点

POP は洗剤やお菓子などのお店すべてのカテゴリーについていますが、特にお薬や健康食商品な

どの接客を要する商品には多く設置されておりお客様に間接的に接客をしてくれているのです。 

私は現在、登録販売者であり、また販売責任者という売り場の管理やその売り場の担当者の方

の育成が役割としてあります。就任した当初は重点商品 POP がついていない売り場が非常に多く、

お客様にはセルフで購入しづらい売り場であることを問題として、なぜ漏れてしまうのかを毎月

検証する日々でした。今の時期ですと総合感冒薬の商品には、熱に特化したもの、持続性が高い

もの、コストパフォーマンスが高いものなどを POP 表記することでお客様にわかりやすくご自身

でも選びやすくしてくれています。 

しかし、ただ POP をつけるだけではお客様にとって魅力的な売場にはなりません。相模大野店の

医薬品の担当者は重点 POP を活かせる売場へと配置を考え、お客様がお一人でも選びやすいよう

に比較陳列、棚間を調整して手にとってくれやすくして、お客様はつい足を止めてしまうような

売場環境になっていると言えます。この取り組みは数値にも表れており、医薬品のロス品、おす

すめ品が売上順位表のトップ１０を占めるようになり、直接的な接客と間接的な接客を連動させ

ていくことがセルフメディケーション推進活動をしていく上で重要であると考えています。 

今後の登録販売者として求められることは、思いやりを持ち接客することが重要だと考えます。

現代はネット社会が急速に普及し、薬やサプリメント、健康グッズなどはネットでも手に入るよ

うになりました。確かに、インターネットは使用方法によっては便利かもしれませんが、パソコ

ンの画面上で購入をすればカートに入れました、品切れですという言葉が表示されるだけです。

私たち生身の登録販売者のように、例えば咳、のどの痛みを伴う風邪のお客様に対して「保湿や

保温効果があるマスクもありますよ。いかがですか？」、「喉スプレーを持っていれば人が多い所

に行った時に喉のイガイガにもつかえますよ」、どうしても要望に応えられない場合には「お役

に立てず申し訳ありません。どうぞお大事にしてください」とお客様を思いやる気持ちを伝える

ことはできないでしょう。だからこそ、一対一で接客をする際、単に症状にあった薬を選ぶだけ

ではなく、お客様の生活や気持ちに寄り添い接客をすることがお客様にとって“健康を維持した

い”、“生活をよりよいものにしたい”とセルフメディケーションの推進に繋がると思っておりま

す。そして七か月間登販プロジェクトを継続し、 

プロジェクトをやらなければ分かり得なかったこと、学ぶべきこと、団結力を持つことがで

きました。店長をはじめ、グループリーダー、相模大野店のスタッフに感謝をこめて、より

一層お客様のために一致団結していきたいと思います。 
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-受付番号(12083)                        -部門名(登録販売者) 

タイトル：登録販売者として、できること 

所属：株式会社ユタカファーマシー 

氏名：日比 孝至 

＜健康に関する個人的な考え＞ 

私は、愛知、岐阜、滋賀、京都を中心に、ドラッグストア事業、調剤事業を進める株式会社ユ

タカファーマシーに勤務し、15年目になります。 

まだ、登録販売者制度が始まる前ですが、私には忘れることのできないお客様とのやり取りがあ

ります。 

それは、ドラッグストアの店舗スタッフとして勤務していた時の話になります。 

その日、体調がすぐれなかったのですが、どうしてもシフト上休むことができず、出勤していた

ところ、薬の説明をお客様から求められ、対応させていただいていた中で、そのお客様より、「体

調を悪くしていたら、薬の説明する者として、説得力がないでしょう。」とおっしゃられた一言

です。 

まさに、その通りでした。健康そうでもないのに、接客している自分が恥ずかしくもありました。

この時のやり取りが、私のドラッグストアに勤務する者としての原点となっています。 

 

人間、生きていくには、何が大事でしょうか？ 

お金でしょうか？ 

確かに、お金なくして、生活を続けていくことは難しいでしょう。しかし、もっと、根本的に大

事なことがあると私は思います。 

それは、健康で居続けることだと私は考えます。 

「健康でいるからこそ、着たい服を着ることができる。」 

「健康でいるからこそ、食べたい食事をおいしく食べることができる。」 

「健康でいるからこそ、そこに住んでいくことができる。」 

私は、健康でいることこそが生きていくうえで何より、大事なことだと考えています。 

 

話は戻りますが、先のお客様とのやり取りにおいて、この健康に関する考えが大事なことだと

はっきり気付かされたということなのです。 

私は、現在、登録販売者として勤務させていただいており、健康で居続けるために、セルフメデ

ィケーションの推進がいかに大切であるか、いかに直結している内容であるか、接客を通じてお

客様にお伝えすることが、ひとつの使命だと考えています。 

実際、世界的な長寿社会を迎え、年々、お客様の健康意識の高まりを店頭で直に感じています。 

「自分自身の健康は、自分自身で管理する。 

やはり、その人の体調は、その人しかわからないもの。 

だから、自分自身で管理していく。」 

その中で生まれたのがセルフメディケーションですから、そのお手伝いをさせていただくのは、

ドラッグストアに努める者として当然の登録販売者の役目なのです。 

 

具体的には、ドラッグストアに勤務している以上、日々、様々な健康相談を受けます。 

風邪の相談であったり、体の疲れの相談であったり、多種多様にわたりますが、その時に、ただ

単に、薬の説明で終わるだけでは、お客様にとって親切な相談にはなっていないのではないか、

薬の説明から養生法までお伝えしてこそ親切な相談といえるのではないか？と考え、セルフメデ

ィケーションに沿った内容をお伝えすることこそ、接客時において大事なことだと考えています。 

・風邪の相談を持ち掛けられた場合は、「体を温かくしてくださいね。」 

・打ち身や筋肉痛の相談を持ち掛けられた場合は、「患部を冷やしすぎないようにしてくださ

いね。」 

・口内炎の相談を持ち掛けられた場合は、「食べ物で刺激物は控えてくださいね。」 

など、養生法を添えることを心がけています。 

そうすることでこそ、お客様に安心や信頼を持ってもらえるものと思っています。 
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以上が、私自身が抱いている個人的な考えになります。 

そのためにも、登録販売者として、他の資格者のスタッフにも十分な商品知識などを共有して接

客に臨む必要があります。 

その一例として、下記のようなシーズン品である花粉症材の商品知識の企業内部資料などを作成

し、まず、従業員に伝えていくことも実施しています。 

沢山のスタッフの知識向上が接客上につながり、これこそがセルフメディケーションの底上げに

つながっている取組と考えております。 
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＜健康に関する日本の動き＞ 

現在、厚生労働省において、「健康日本 21（第 2次）」が策定されています。 

（健康日本 21（第 2 次）の推進に関する参考資料）より抜粋 

 

健康日本 21 の根本である「全ての国民が共に支え合い、健やかで心豊かに生活できる活力あ

る社会の実現」にこそ、登録販売者としてできることがあると私は考えています。 

健康で幸せに暮らせる社会とは、1人で生きていることでは実現できず、周りの人々の支えがあ

って生かされているからこそ実現できるものです。私も登録販売者として、その支えの一助にな

れれば、と考え従事しています。 

そこで、日々取り組んでいるのが、薬の接客説明時に、形式的な説明ではなく、お客様の立場に

立った分かりやすい説明にすること、そして、その先の健康改善、体調改善に向けたサポートと

なるような内容にすること、これらを心掛けていることです。 

 

健康日本 21（第 2次）の基本的な方向は、ご存知の通り、下記の 5項目が柱となっています。 

① 健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

② 主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防 

③ 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上 

④ 健康を支え、守るための社会環境の整備 

⑤ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣 

及び社会環境の改善 

 

この中で、登録販売者としてできることは、次の 3項目が中心です。 
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② 生活習慣病の発症予防と重症化予防生活習慣の改善のアドバイスをすること、それによって、

生活習慣病予防につなげていきます。 

④ 健康を支える 

健やかな生活を続けていくために、それに関する相談に喜んでお答えさせていただいております。 

⑤ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣改

善 

この⑤こそが、登録販売者として一番身近な項目になると思います。一番身近な項目であるから

こそ、その改善の手助けになるよう真剣に取り組んでいきます。 

 

さらには、今後の課題として、特に、注目しているのは「休養・こころの健康づくり（睡眠習

慣の改善、働く世代のうつ病の対策）」に関することです。 

登録販売者として、病気の診断はできませんが、こころの健康づくりのための、手助けはできる

ものと思っています。 

したがって、お客様の相談を受け、アドバイスをすることによっても、こころの健康づくりの手

助けは十分にしていけると思っています。 

 

＜セルフメディケーション税制＞ 

今年度より、新しく、セルフメディケーション税制が開始されました。 

（厚生労働省より抜粋） 

 

ちょっとした身体の不調などで OTC 医薬品をよく利用される方であれば、一定の条件を満たせば、

税金が還付・減額される制度として 2017年 1月から始まっています。 

一定の条件とは、特定の成分を含む OTC医薬品を 1年間に 12,000 円以上購入し、更にその年に

会社の健康診断や自治体のメタボ検診などを受けていることです。 

この制度は、自分自身の健康管理を心がけると共に、軽い症状であれば OTC 医薬品を利用するこ

とによって、自分で自分の健康を管理すること（セルフケア）を国として推進しようとするもの

です。 
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現在、店頭においては、日本チェーンドラッグストア協会を通じ、このようなポスターなどが

掲示されています。 

セルフメディケーション税制に関し、まずは、従業員が理解し、お客様に説明できるように、私

自身が先頭に立って、知識を深めていきます。 

医療費問題対策としての税制制度の側面の他、地域医療の最初の選択肢として、ドラッグストア、

調剤薬局を選んでいただけるきっかけとして、この制度を活かさなくてはいけません。 

まだ開始したばかりのため、販促告知はもとより、お客様に対して、少しでも早く、認知してい

ただけるように、接客面でもご案内を強化していき、店頭から、制度定着の手伝いをしていきま

す。そして、お客様にも有意義な制度になれば、と考えております。 

 

＜まとめ＞ 

登録販売者として、できること、それは、お客様の健康の推進の手助けです。 

日々、健康で生活できるように、相談に乗ったり、アドバイスをすることが大切であり、また、

相談を受ける自分自身においても、健康でいられるように、健康管理、体調管理に気を付けるこ

とも大切です。 

ドラッグストアは、医薬品だけでなく、化粧品、日用品、食品なども取り扱います。もちろん、

日用品だけを買いに求められるお客様もいらっしゃいます。 

そういったいわゆる未病のお客様に対し、健康に関するアプローチをどのようにしていくのかが

重要になってくると思います。 

これからも良き相談相手になれるように、お客様に対して「適度な距離感を持ったお友達」のス

タンスで接していくことが、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っていくも

のと考え、従事してまいります。 

 

以上 
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「学生部門特別賞」 
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-受付番号(21023)                  -部門名(薬学生、薬業専門学校生) 

タイトル：身近な薬剤師の必要性～すなわち登録販売者の活躍～ 

所属：早稲田速記医療福祉専門学校 くすり・調剤事務科 

氏名：小山 愛海 

 私は幼少期から薬剤師になりたいと思い、薬剤師を目指してきた。だが今は、登録販売者

を目指し、現在の学校で勉強している。なぜ、幼少期から目指してきた薬剤師をやめ、登録

販売者になろうと思ったかというと、登録販売者という仕事を「身近な薬剤師」という仕事

のように感じ、その身近な薬剤師になりたいと思ったからだ。登録販売者という仕事は決し

て薬剤師とは同じではない。読んで字のごとく、薬剤師は薬剤に対しての「師」であり、薬

剤に関するすべてを担うことができる。その反面、登録販売者は調剤どころか第１類医薬品

すら売ることができない資格だ。また、世間の人々からの認知度はあまり高くないと言える。

私自身も高校２年生までその存在を知らなかった。しかし、その存在はとても身近なもので

あった。 

 「最近、冷えてきて少し風邪を引いてしまった」「でも病院に行くほどではないな」と思っ

たとき、皆さんはどうするだろうか。きっと「ルル」や「パブロン」のような一般医薬品（以

下ＯＴＣ）を買いにドラッグストアへ行ったり、家に備蓄しているＯＴＣを飲んだりするで

あろう。そのＯＴＣを販売してくれる人こそが登録販売者なのだ。確かに薬剤師が販売して

いるという店もあるだろう。しかし、現在ではコンビニエンスストアやドラッグストアにお

いて登録販売者の従業員を募集し、多くの店で採用している。薬剤師との分業化が進み、ド

ラッグストア業界や登録販売者という資格が急成長しているのだ。 

 私が考える「身近な薬剤師」とは、薬剤師よりも密接でより相談しやすく、身近な存在だ

ということである。そのため、かかりつけ薬剤師というわけではない。かかりつけ薬剤師と

は、「患者が使用する医薬品について、一元的かつ継続的な薬学管理指導を担い、医薬品、薬

物治療、健康等に関する多様な相談に対応できる資質を有するとともに、地域に密着し地域

の住民から信頼される薬剤師」とある。 

数年前、私は風邪薬を買いたいと思った。その時の私は薬と言えば薬剤師という考えがあり、

薬剤師の元へ相談しにいくために薬局へ行った。しかし、薬局には処方箋を持った患者が多

くおり、私のようにＯＴＣを買おうとしている人はおらず、とても申し訳ない気持ちになっ

た。私の番になりレジに空箱を持って行くと、薬剤師はとても嫌そうな顔をした。その時、

薬剤師にＯＴＣを相談してはいけないのかと私は思った。その後、少し体調が良くなり薬も

無くなってきたので、ドラッグストアへ足を運んだ。薬の前で悩んでいると、薬剤師とは少

し風貌の違う人が話しかけてくれた。その方はとても優しく相談に乗ってくれて薬の説明も

わかりやすく丁寧だった。その人こそが登録販売者なのであった。 

 私は現在、ドラッグストアと併設の調剤薬局でアルバイトをしている。そこでは常に患者

が来局し処方箋を持ってきたり、第１類医薬品を求めてきたりする。ある日、ＯＴＣを持っ

てきたお客が来た。しかし、薬剤師はこう言った。「３類医薬品はあちらのレジになります」

「一般医薬品に詳しいものをお呼びいたしますので、そちらで少々お待ちください」と。私

の職場にいる登録販売者は、調剤室にある呼び出しボタンやドラッグストア側のレジにある

ボタンで、バックヤードから呼び出されお客にＯＴＣの説明をしている。呼ばれない限りは

あまり外での作業をしていない。私はいくら分業化が進んでいるにしても説明くらいはいい
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のではないかと思った。そこで私は薬剤師に尋ねた。「どうしてお客さまに効能などを教えた

り、相談に乗ったりしないのですか」と。薬剤師いわく、「ＯＴＣはＯＴＣ、調剤は調剤」「登

録販売者がいるのだからＯＴＣは任せて薬剤師は調剤に専念したい」「薬の効能は分かるけれ

ど、登録販売者の試験は薬剤師でも難しい」と。 

 私は冒頭、薬剤師は薬剤に関するすべてを担えると述べた。しかし分業化が進む今、それ

は事実ではないのかもしれない。 

 現在の日本の医療費は 40兆円を超えている。割合として大きいのは入院だが、その次に多

いのは調剤となっている。調剤では医療費を減らすためにジェネリック医薬品を勧めている

が、頑固な人や不安を持つ人が多くなかなかうまくいかない。このままいくと、50 兆円を超

えると言われ、私は破綻するのではないかと不安を感じている。こういった問題がある中、

先ほども述べたが、現代社会はドラッグストア業界が急成長している。その理由はセルフメ

ディケーションの普及だ。「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」というのが、セルフメディケーションの定義であるが、これを実現するためにも

登録販売者が必要だと私は考える。なぜなら、健康でいるために行うことを相談する人が必

要なのである。すなわち「身近な薬剤師」である登録販売者だ。 

 「風邪をひいたときのために薬を備蓄したい」とか「サプリメントはどれがいいのだろう」

とか、そういったことを気軽に相談することができれば、今よりもっと自分の健康に関心を

持つ人が増え、結果的にセルフメディケーションが実現するのだと思うし、医療費削減にも

繋がるのだと私は思う。また、これからの時代は登録販売者が調剤補助をできるようになる

のではないかと言われている。これが実現することにより、薬剤師の負担が減り、薬剤師も

嫌な顔をせずにＯＴＣを売ることができたり、薬剤師不足というのが解消したりするだろう。 

 つまり現在、一番大切なのは自分で責任を持って健康管理する「セルフメディケーション」

や、何もかも薬剤師ということではなく登録販売者の活躍なのである。 
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-受付番号(11011)                           -部門名(薬剤師) 

タイトル：「出会いは一期一会、地域を守る薬剤師を目指して」  

所属：（株）龍生堂本店 

氏名：後藤 貢世 

「一期一会」 

元は茶道に由来することわざであり、「今の機会は二度と繰り返されることのない一生に一度

の出会いと心得ること。」転じて、「この今の出会い・時間は二度と戻ってこないたった一度きり

のものだから、全身全霊・誠心誠意を尽くし、自分のベストを発揮するように努める事。」と言

い換えられます。 

私は大都市・新宿に勤める龍生堂薬局の薬剤師として、日々の業務でお客様・患者様の健康相

談に接するにあたり、まさに毎日がこの一期一会の連続と言えるでしょう。 

 

「大丈夫ですか？お手伝いしましょうか？」 

 

その日、私は外出先から帰社する途中の新宿駅西口のとあるビルの下、往来に溢れる人ごみの

中で、突如倒れている中年の男性と、その人に必死に呼びかけている２人のビル警備員さんの姿

を見かけ、声を掛けました。  

「はい、お願いします！！！！」 

その時、倒れてどのくらいの時間が経ったか定かではありませんでしたが、すぐに脈を触り、

呼吸を確認するも共にほとんど触れません。それと同時に現場にいた警備員さんに、消防への救

急要請の有無と、倒れた状況を聞き取りつつ、緊急事態と認識し、速やかに用意されていたＡＥ

Ｄ（自動体外式除細動器）による心電図の解析を行い、通電が必要と判断された後、１回目の電

気ショックを致しました。 

場所はまさに新宿のど真ん中。私の勤める薬局の目と鼻の先で、正午過ぎの出来事です。 

電気ショックにより身体全体の筋肉が反応し、大きく仰け反るも状態は変わらず、そのまま私

を含めて、まずはその場にいた３人が連携をとり、初回の心臓マッサージへと移行しました。最

初は互いに声を掛け合い、冷静さを取り戻す様に努め、私から開始する形になりました。マッサ

ージを行う私達の疲労による胸部圧迫の効率が下がらないようにするため、ローテーションを組

むように提案しました。続々と集まる応援の警備員さんや、その場を通りがかった有志の方にも

お手伝い願い、代わる代わるそれぞれ継続してマッサージを行いました。 

途中、ふと顔をあげると、普段では目にしない光景に、新宿を行き交う通行人が足を止め、物

珍しそうな視線をあびる事もありました。しかしそんな事には目もくれておれず、みんなが必死

にその瞬間に全てを尽くしておりました。 

倒れている本人は意識が消失し、声も出ない、理解も出来ない状況とはわかってはいましたが、

その人の目からは涙が溢れており、その涙を見ながらマッサージを行っていると、「どうにかし

て意識が戻ってきてほしい。どうにかこの人を助けたい。」と強くその涙に心を動かされた記憶

が今も鮮明に思い出されます。 

救急隊の到着を待つ時間はいつもよりずっと長く感じました。刻一刻と時間が過ぎ去る中、２

分おきに２回目、３回目の電気ショックを施し、その間、心臓マッサージを維持しつつ、数分後、

待ちわびた救急隊が到着した頃には、最悪の状況は脱し、意識こそないものの、どうにか脈も呼
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吸も戻っていたようでした。 

その後は、救急隊に引き渡し病院に搬送され、駆け付けた消防・警察にそれぞれ状況説明を行

いました。あとは本人の生命力に賭け、私は薬局でのその日の通常業務へと戻っていったのでし

た。 

救急隊に引き継いだ私は「どうにか彼の命さえ助かってくれれば」と心から思い、そしてそれ

からの日々、彼の回復を祈ると同時に、この出来事を通して、私は人として、そして地域の薬剤

師として、日常の中の非日常にうまく対応できたのだろうかと自問自答も致しました。 

本当に、たまたまその時その場所を他でもない私が通りがかり、そして声をかけて、一連の出

来事に関わる事になりました。それこそ理由をつけて見過ごす事もできたかもしれません。もし

かしたら、私が声をかけなくても、私でなくても良かったのかもしれません。 

しかし、見て見ぬふりをすれば、きっと私は後悔する。世の為、人の為に貢献したいその一念

で携わることにしたのだと思います。それは純粋にその人を助けたい想いからでした。 

今、我々薬剤師自身が薬局・調剤室から外に出て、患者さまのお宅への在宅訪問活動や地域住

民への講演会の実施など、地域への貢献を薬剤師のひとつの資質に問われる流れがあります。そ

の中で、高齢社会を迎えた我が日本では、どこの地域においてもこの様な出来事に誰もが直面す

る可能性が大いにあります。その時、「誰かがきっとどうにかしてくれる」と願う一市民ではな

く、「自分がどうにかしなければならない」という覚悟を持ったひとりの医療従事者であり続け

る事の重要さを、この出来事を通して再認識することになりました。「その地域の人々を守る」

というと大げさに聞こえるかもしれませんが、何かあったら自分がその一翼を担えるように日々

の研鑚と同時に覚悟を携えることも、地域への貢献を求められる薬剤師の姿と言えるのではない

でしょうか。 

この出来事から数日後、本件に携わった私を含めた５名に対し、ありがたくも消防から感謝状

を拝受する機会を頂きました。そこで倒れた本人は一命を取り留め、搬送された先で原因疾患の

治療が施された後、無事、意識を取り戻し、リハビリも含め、社会復帰も間近な状態に至ってい

ると聞きました。 

それを聞き、私はホッと胸を撫で下ろすと共に、その日に私が取った行動の結果が、人ひとり

の人生を紡ぐ事に繋がったことに悦びを感じ、その日その時に彼の人生が終わらなくて良かった

と心の底から思いました。 

これからも私は不意に訪れる一期一会にも常にベストを尽くせるよう、日々の自身の研鑚を怠

る事なく、そして積み重ねた結果に決して驕ることなく、地域に寄り添える医療従事者であり続

けられるよう人々の健康のために尽力していきたいと思っております。 

 

 ※本件における感謝状 ※新宿消防署にて表彰を受ける筆者 
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-受付番号(11034)                          -部門名(薬剤師) 

タイトル： とある有料老人ホームの従業員向け定期勉強会の実例 

所属：（株）ユタカファーマシー 

氏名：吉見 隆之 

「じゃ、私がやりましょうか？」 

この何気ない一言からこの業務が始まった… 

 

 私が勤める“ユタカ薬局在宅調剤センター京都”は他店舗では珍しく、在宅調剤専門の調剤薬

局で、現在 15箇所の介護施設と 5名の在宅患者を受け持っている。もちろん面調剤も受け付け

ているが、面処方は月に 5・6枚程度で、99％以上施設の処方で成り立っている。 

 主な仕事は FAX にて受け付けた処方せんを一包化調剤しお届けをして回る日々であるが、数件

は医師との往診を同行し診察現場で薬学的な助言を差し出がましく口出しし、施設の入居者の健

康管理に一部貢献しているのである。居宅管理指導を算定している施設では、処方変更による薬

の追加や抜薬、残薬の管理など行う事や、施設からの薬に関する問い合わせもほぼ 24 時間受け

付けている。問い合わせ内容は薬の内容の確認みたいな些細なものから、他の入居者の薬との取

り違えに対する対処などの重大なものまであり、休日に施設に走る事も度々ある。 

 私が担当している介護付き有料老人ホームでは、従業員の資質向上を目指し施設内勉強会が義

務付けてられており、常勤看護師が講師を務め毎月行われているのだが、毎月の事もあり、ネタ

も尽きて、惰性のようになっていた。期首に勉強会の年間スケジュールを作成する際、頭のひね

り愚痴をこぼしながら、まるでパズルを組み立てるかのように計画をたてている施設主任に私は

… 

 この気軽な言葉の意味と重みをそのときの私は知るよしもなかったのであった。 

 

< 目的 > 

 施設内の勉強会の実施の意義は、従業員の資質の向上による、施設内での事故防止や入居者の

QOL の向上、従業員との良好なコミュミケーションの形成による情報の収集力 UP、従業員の医学

的知識レベル向上による薬局側の負担軽減など様々な利点が考えられる。せっかく介護の現場に

従事しているのであれば、医学的知識の習得は働くものの責任感とモヂベーションにもつながる

と考える。 

 

< 活動内容 > 

●第 1回 糖尿病の薬  （平成 25年 8月 30日 実施） 

 同企業他施設での、欠食・服薬による低血糖発生の事例を受けて、注意喚起の意味も含めてこ

の演題をリクエストされ実施した。看護師、ケアマネージャー、ヘルパーなど異なった医学的知

識レベルの中、よりわかりやすく、興味を持ち易そうな表現に努めて質疑応答を含め 20 分程度

行った。 

 

●第 2回 便通コントロールのお話  （平成 25年 11月 24 日 実施） 

 施設内ではほとんどの入居者が服用しており、抜薬や頓服薬追加など多くの作業で触れる事の

多いこの系統の薬の話を選択し実施した。入居者や従業員のなかでも関心の多い事例である為、
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より興味をもって聴かれた様子で、講義が 10分程度に対して質疑応答は 20 分以上にもなり、生

活習慣を含めた便通コントロールの改善策をここの事例によって解説させてもらった。 

●第 3回 食中毒のお話  （平成 26年 5月 30日 実施） 

 徐々に発生が予想される少し前の時期に、注意喚起の意味を込めてこの演題をリクエストされ

実施した。薬学的な対処方法などは起こってからの話になるので、今回は起こさないようにする

為の対策や対処方法などを中心に講義させていただいた。真新しい情報はないものの、これから

先の意識づけの為の講義と割り切って行ったのだが、関心は薄く、反応もいまいちな感じであっ

た。 

 

●第 4回 お薬のよもやま話  （平成 26年 11月 24 日 実施） 

 この回はリクエストもなく、自由な演題であったので、薬剤師らしい話をと思い、雑多な演題

を選んだ。今まで調剤に関わってきて受けてきた質問や知っておいてほしい事象を盛り込んだ内

容で、対話形式にて実施した。質疑応答の内容も入居者の事よりもヘルパーさん達の自分自身の

薬や健康面の事が多く、なんだか健康相談会のようになり、予定された 30 分を超え、後日も相

談が絶えなかった。 

 

●第 5回 誤薬  （平成 27年 8月 13日 実施） 

 他施設での薬の取り違えによる事故発生を受けて、取り違え誤薬に対する注意喚起でのリクエ

ストにて実施した。施設側は誤薬を起こした際の対処方法や、起こさない為の対策などを期待し

てのリクエストであったが、そんな簡単な真新しい対策などなく、また、起こした時の対処方法

も医師法の絡みもあり原則「誤薬事故は即受信」としか言えない状況で、期待にそえる内容には

ならなく、ひたすら注意喚起のみとなった。 

 

●第 6回 飲み合わせ・食べ合わせ  （平成 28年 5月 18日 実施） 

 今回も特にリクエストがなかった為、薬の事で関心の高い、薬の併用の注意や食べ物との相性

などの話を選択し実施した。化学や薬学的な内容になりそうだった為、体内を学校に例え、学園

ドラマ仕立てにして、少しでも関心を持ってもらえるよう工夫し実施した。学校のアイドルやい

じめ問題、学園際などの題材から金属イオンとのキレート作成、Ca拮抗剤とグレープフルーツ

ジュース、ワーファリン製剤と納豆の 3題を説明した。面白がっていましたが、本当に理解でき

たかは、今後の課題となる。 
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< やってみてわかったこと > 

 演題や資料作成、話の落としどころなど、全て一からの作成となり、普段の業務の傍らの作業

が思いのほか大変で、当初は半年に一回のペースでしたが、後半は一年に一回となった。（実は

これ以外にも他の施設で年一回の 40分程度の講義も実施中。）作成資料も事細かに作成すると、

聞き流してしまうだけの勉強会となってしまうので、第 4回目からは資料も箇条書きにして、質

問形式にしたり、第 6回ではドラマ形式を取り入れたりと、関心が続くような工夫もした。 

 講義内容は、施設内での様々な医学的知識レベル（看護時、ケアマネージャー、理学療法士、

ヘルパーなど）の中から、一番人数が多く、一番レベルが低いであろうと考えられるヘルパーを

対象とし、全体のレベルの底上げを図る事にし、看護師などは知識の確認、おさらい程度で行う

事とした。 

 この勉強会を行う事により、医療の意識が高まり、簡単なミスやそれにともなう薬局側の負担

軽減につながると思いましたが、逆により色々な質問が増え、負担軽減にはつながりませんでし

た。ま、医療、介護に努めるものとしては当然の結果だと思われる。 

 

< 最後に > 

 介護施設に勤めるものは入居者にとっては家族と同じだと思う。それを理念に掲げている施設

も多く、入居者の安心と信頼を得る為のものである事は間違いないであろう。その家族ともいえ

る従業員の医学的知識レベルの向上は入居者のセルフメディケーションにも役立ち、より良い人

生の道標になると考える。これからもその道の水先案内人として、今後ともこの業務も他の業務

同様努めていきたい。 
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-受付番号(11035)                           -部門名(薬剤師) 

タイトル：血液検査サービスの開始 ～より質の高いセルフメディケーション支援を目指して～ 

所属：ユタカ薬局 佐屋 

氏名：鷲見 朋子 

【はじめに】 

 衛生検査所の届出不要に「検体測定室」が 2014 年 4月に追加されたことを受け、実質的に薬

局の検体測定が解禁された。これによりドラッグストア（薬局）での血液検査サービスが実現し

た。ユタカ薬局佐屋（以下、当局）では、2016年 7月 27日より検体測定室を開設し、血液検査

サービス（ＨbＡ1ｃ、脂質 3項目）を開始した。まだ、開始して間もないが、これまでの実施状

況と、血液検査サービスによるセルフメディケーションに与える影響を考察したので報告する。 

【血液検査サービスの流れ】 

 

① 受付・説明 

〈測定を受けることができない方（ユタカファーマシー実施基準）の確認〉 

・18 歳未満 

・糖尿病や脂質異常症で病医院を受診している方 

・1 年以内の健康診断等において、受診勧奨を受けている方 

・過去に注射や採血などで気分を悪くされた方 

・血液系疾患にかかっている方 

・血液を固まりにくくする薬（抗凝固・抗血小板療法に関わる薬）を服用せれている方 

〈測定に当たっての留意点の説明〉 

・自己消毒、自己穿刺、自己処置であること 

・受付から検査結果がでるまでに約 20分を要すること 

・有料であること 

② 血液採取 

・感染対策として受検者毎に新しいゴム手袋を使用する 

・手指先への消毒、穿刺、血液搾りだしは、受験者自身で行う 

・薬剤師による血液採取 

 

③ 測定（測定機器：アリーア、測定項目：ヘモグロビンＡ1ｃ、LDL コレステロール、HDLコレ

ステロール、中性脂肪） 

  ・アリーア本体にカートリッジをセットし測定を開始する 

⑤  ①  ④  ③  ②  
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  ・穿刺個所への処置（絆創膏）を自己にて行う 

  ・測定時間は HbA1ｃが 3分、脂質が 8 分と 10分ほど要する 

④ 管理栄養士による情報提供 

 採取後、測定結果がでるまでの待ち時間 10 分程度を利用して、管理栄養士による食事生

活習慣に関する情報提供を実施している。 

⑤ 結果説明 

検査結果がでると薬剤師より結果説明をする。同時に検査値の見方、メタボリックシンド

ロームの基準についての説明、ライトトレーニングの紹介など受検者の年齢、性別、検査結

果に応じ、実施している。 

結果記録は、日本糖尿病学会の「科学的根拠に基づく糖尿病ガイドライン 2013」、日本動

脈硬化学会の「動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2012」をもとに基準値を決め、オリジナル

で作成した用紙を使っている。基準値とはどういう値なのか、HbA1c が意味するもの、LDL

コレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪の働きについてもあわせて載せた。 

 

 

【結果】2016 年 7月 27日～9月 15日までの総受検者数 25人 

〈ヘモグロビン A1ｃ〉 

 基準値（5.6％以上）を超えた人が 71％（3分の 2以上）であった。受検者 1名が糖尿病型に

分類される 8.0％という高い値であった。 

〈LDLコレステロール〉 

 基準値内がわずか 36％であった。境界域、高 LDL コレステロールの人が 64％を占めた。 

〈HDLコレステロール〉 

 全員、基準値内であった。 
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〈中性脂肪〉 

 中性脂肪は食事の影響を受けやすく、高めの人もいるが、 

それでも半数以上は 200mg/dl 以上であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈受検者の内訳〉 

 女性比率が 75％と圧倒的に多く、年代別では 50代が 44％と約半数近くを占め、以下 60代が

37％、70代以上が 13％と、利用者の 8割は 50代～60代であった。 

 健康診断受診状況では、ここ数年、受診していない人は 25％と少なく、年 1 回の職場の健康

診断や自治体の特定検診を受けている人が 62％と生活者の健康への意識は高いと思われる。 
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【考察】 

 ヘモグロビン A1c、LDL コレステロールにおいて受検者の 3分の 2が基準値を超え、また中性

脂肪については半数が基準値を超え、健康診断の受診勧奨や生活習慣の改善提案の対象となった。

これは薬局での血液検査の有用性を表した明確な数字と言える。 

 利用者の多くは、50 代以上の女性であり、職場や自治体の健康診断を受ける機会の少ない主

婦層が健康に不安を抱えていることがわかった。生活習慣病に関する健康チェックするには、検

体測定室は短時間で迅速に結果がでるため、主婦等とっては非常に有用な選択肢となる。 

 当薬局の血液検査を実施された方の反応としては、検査結果から、基準内であれば「安心した」、

基準外であれば「病医院へ行きます」や「食事に気を付けます」といったコメントが多く、健康

に対する不安の解消や、生活改善のきっかけ等になっている。 

特定健康診査の受診率は 2014 年度で 48.6％と非常に低い状況であり、国が目標としている

70％と大きく乖離している。その原因としては非正規雇用者（2015 年度 37.5％）が増加してい

ること、そして専業主婦が多いこと（2014 年度専業主婦世帯 720 万世帯）が大きな要因と言え

る。この特定健康診査の受診率を高めることは、生活習慣病の早期治療、生活習慣病の合併症の

重篤化を防止し、結果として国民の健康増進と医療費抑制に寄与する。当薬局の検体測定室の存

在意義は、特定健康診査を受診しない、またはできない方への生活習慣病に関する健康チェック

の機会提供であり、結果として特定健康診査の受診率を高めることである。 

薬局やドラッグストアで血液検査できるサービスは、地域生活者の健康維持において、極め

て有用なアプローチである。私たち薬局薬剤師は地域生活者のセルフメディケーションの支援に

携わり、健康情報の提供やアドバイス等で予防医療の実践を行える場所にいると確信している。

また、糖尿病治療薬、高血圧治療薬、脂質異常治療薬等のスイッチＯＴＣが近い将来販売される

ようになると、ドラッグストアや薬局の機能は今まで以上にひとつの医療機関の範疇に入ってく

ると私は思っている。 

 現状に甘んじることなく、薬剤師として可能な限りの職域を生かして、街の薬局の一薬剤師と

して、何でも相談できる敷居の低い薬局を目指し頑張っていきたいと思う。 
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-受付番号(12021)                         -部門名(登録販売者) 

タイトル：登録販売者として、今の私に出来ること       

所属：丸大サクラヰ薬局 

氏名：相原 恵 

 私が丸大サクラヰ薬局に勤務して 3年が過ぎました。そのうち、登録販売者として 2年。 

メインの医薬品担当者のサブとして、日々の業務のサポートをしています。その間、悩んだり、

無力感を味わったり、反対に喜びを感じたりと色々と経験しました。 

 私が勤務している能代店は、青森県に近い場所に位置し、市内で一番大きい病院が近くにある

ため、年配のお客様が多く来店します。医薬品の相談の他、健康相談をされる方も多くいらっし

ゃいます。年配のお客様が多いということで、体の様々な悩みをお待ちの方が多く、中でも、 

・膝、腰の痛み 

・排尿の悩み 

・介護用品についての相談 

以上が、よく尋ねられているように感じます。 

病院に通ってるけど良くならない、何か良い商品はないかと話を聞きに来店してくれるお客様が

時々いらっしゃいます。人にはわからない痛み、悩みを抱えている方達が多くいる。そんな方達

の為に、登録販売者として何か手助け出来る事はないだろうか、良き相談相手、健康作りの為の

力になりたいと思い、取り組み始めた事があります。 

 

 1つ目 「健康相談券」 

この券は以前からあった物ですが、活用せず眠っていました。相談 1回につきスタンプ 1つ押し

ます。満タンに押されたら、ポイントをサービスするという券です。シンプルなシステムの物で

すが行動に移せないでいました。 

「私に相談してくれる人がいるのか」 

「相談相手として務まるのか」 

様々な不安が、私を尻ごみさせました。 

そんな時、1 人のお客様が相談に来店されました。初めて相談券を渡したお客様です。 

医薬品、健康の相談ではなく、血圧計の事についての相談でした。 

『スタートを押しても動かない、故障したのかな?』 

というお話で、調べた所、電池切れという事で解決しました。この機会に正しい測定法、普段の

血圧、高めか低めか等を私に分かる範囲でお話させていただきました。 

最後に相談券の説明をしてスタンプを押し、お渡しした所、 

「こんなカードあったんだね、ありがとう、来て良かった。また話聞きに来るね。」 

と、大変喜んでいただけました。小さな出来事でしたが、これからの頑張りに繋がる大きな一歩

でした。この日のお客様の言葉を思い出し、励みにして取組んで行こうと思います。 

 

2つ目 「健康管理カルテ」 

 こちらは、病院のカルテに近い物となっており、お客様の名前、住所、身長、体重、服用して

いる薬、どのような症状での来店か、購入した商品、服用してその後の状態など細かく記入して

いく用紙です。これは、個人情報となるため、お客様の同意を得なければ作成出来ません。現在、

ほんの数名分ですが、お名前をつけていただいております。 

 始めは中々声かけ出来ずにいました。来店の度に同じ薬を購入される方や、悩み相談をされる

方。カルテを作っていただけたら色々アドバイスできて、少しだけどお力になれるのに。 

消極的な自分に苛立ちを覚えていました。 

 初めてカルテを作ってくれたお客様は、膝の痛みに悩んでいる年配の男性でした。お客様の膝

の状態をお聞きし、適した商品をお選びし勧めたところ、ご購入に繋がりました。最後に、カル

テの話をさせていただいた所、快く 

「そういうのがあるんなら、ぜひ作ってもらおうかな」 

と言ってくれました。この時の嬉しさ、話をしてみて良かったという思いは今でも覚えています。 

 声かけをしても断られる事が多く、落ち込んだりしますが、 
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「話を聞いてもらえて良かった」 

「あなたに勧められた薬をのんだら、だいぶ楽になったよ。ありがとう」 

このような言葉をかけてもらえた時、温かい気持ちになります。 

お客様の健康作りのサポート役として、今の私に出来る事をこれからも続けていこうと強く思い

ます。 

 あと、大切な事。それはアフターケアだと思っています。前にお勧めして購入してくれた医薬

品、健康食品など、使用してみてどうだった.か、もし少しも改善されていなかったら申し訳な

い。そう不安になる事が度々あります。覚えている範囲でですが、来店された時に声かけをし、

その後の状態を聞くように心掛けております。残念ながら、効果がなかったというお客様もいら

っしゃり、残念と思うと同時に、私の勉強不足だったと反省する事もあります。 

 以前、お客様にこんな事を言われました。 

「ここの店は、みんな話しやすくて、なんでも相談できる。他にもドラッグストアはあるけど、

私はここにしか来ないよ。」 

とても嬉しい言葉でした。 

「あの店に行けば相談できる。話を聞いてもらえる。」 

この事を地域の方々にもっと知っていただきたい。 

気軽にお薬や健康について相談できる。お客様の事を考えた接客をする事。 

他では行っていない取組みをしていく事こそが、私の働く丸大サクラヰ薬局の強みであると思っ

ております。 

ただ商品を販売するというだけではなく、お客様ともっとコミュニケーションを取り、信頼関係

を築いていく。この事が、私の行っている 2つの取り組みにとても重要な課題です。 

「いつでも気軽に声をかけられる」 

「いつも丁寧な接客をしてくれる」 

お客様からそう思ってもらえる、そんな登録販売者を目指し、笑顔、挨拶、思いやりを忘れずに

頑張っていきたいと思います。 
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-受付番号(12087)                         -部門名(登録販売者) 

タイトル：『ビューティ』と『ヘルス』の“垣根を取り払え” 

所属：(株)ユタカファーマシー 

氏名： 藤岡 梢 

登録販売者として・ビューティスタッフとして・時には店舗責任者として…弊社のビューティス

タッフは店頭での多くの役割を担うことがあります。 

店舗責任者は弊社社員としては当然全員が習得すべきものですが、 

登録販売者とビューティスタッフは『専門家』という意味では少し違います。 

ドラッグ事業の中で一番重要な役割を占めるヘルス…登録販売者としては、登録販売者試験に合

格したのちも、内服・外用問わずお問い合わせがあり、医薬品の知識・病気への知見を広める必

要があり、お客様からのご要望や質問にいつでも・気軽に相談いただけるよういなければいけま

せん。 

さらにビューティスタッフとしては、新しい商品の知識を定期的に開催されるメーカー様の勉強

会へ参加、メイク施術の技術の向上に努め、また化粧品が影響を及ぼす範囲の体の構造について

広く理解し、こちらもご要望や質問にお答えできるようにならねばなりません。 

 

また、化粧品とは医薬品医療機器等法によると 

『人の体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚若しくは毛髪を健やかに保

つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている

もので、人体に対する作用が緩和なものをいう』と定義づけられ、 

医薬品とは医薬品医療機器等法によると 

『1.日本薬局方に収められているもの 2.人または動物の疾病の診断、治療又は予防に使用され

ることが目的とされているものであって、機械器具、歯科材料・医療用品及び衛星商品でないも

の(医薬部外品を除く。) 3.人又は動物の身体の構造または昨日に影響を及ぼすことが目的とさ

れているものであって機械器具、歯科材料、医療用品及び衛星用品でないもの(医薬部外品及び

化粧品を除く。)』とされています。 

この定義によればお客様の大切な身体そのものに影響を及ぼすという点では化粧品も医薬品も

同じで、 

そのご使用にあたって、専門の知識を持った者の存在は必要不可欠なものであると思うのです。 

 

どちらの役割もドラッグストア事業の中では非常に重要でありますが、ビューティスタッフであ

り、登録販売者である私にはお客様へ何が提供でき、お客様としては何を望んでらっしゃるのか。 

どのように立ち振る舞えばお客様の『満足』を『感動』に変えることができるのか。 

これは私と同じ立場にあるビューティスタッフの多くが考えることではないでしょうか。 

 

時に化粧品と医薬品は密接に関係し、しかしながら、店頭での陳列・陳列場所としては勿論、商

品のご案内の際には自然とわけて考えられるような位置関係にあるように感じます。 

ですが、お客様の立場に立つとどうでしょうか？ 

上記のような『分類』は当然法律上必要なものではありますが、お客様のご要望に沿うためには

時に不要なものとなるのでは、と感じます。 
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ビューティスタッフであり、登録販売者であるという私には、その両方の知識を通してみた時に

お客様へどのように健康と美を還元できるのか。 

そう考えた時に二つの部門の『垣根を取り払う』役割が私には見えたような気がしました。 

以下にそれを実行するために現在取組を実施している、もしくはこれから実施予定の“垣根を取

り払う”ための提案や工夫を叙述します。   

 

① ニキビのご相談 

尋常性ざ瘡、いわゆるニキビとは顔などにできる炎症性皮膚疾患で、皮膚科医にかかられて

治療される方もいれば、自身で店頭に来て商品を選び治療されるお客様もいる、非常に一般

的な皮膚疾患です。 

相談件数も、乾燥・シミと並んで非常に多いニキビですが、その原因・対処法について詳細

にご存知のお客様は決して多くはありません。ご相談をお受けするにあたり、ニキビに関す

る詳細な知識をお持ちいただき有効な対処法を選んでいただくため、現在勤務しております

店舗において店頭での商品のご紹介のほかに以下取り組んでおります。 

 

まずは『ＮＯＶ化粧品…メーカー様・皮膚科医様・調剤との連携』です。 

皮膚科で治療を受けておられるお客様にはピーリング施術を受けられている方がいらっし

ゃいます。 

メーカー様によると安全性の高さはあるものの店頭販売されているニキビ用基礎化粧品の

中にはそのピーリングと効果が重なってしまい、敏感な状態になったピーリング後の肌をさ

らに刺激する可能性があるそうです。 

そこで甲西央店でのＮＯＶ取扱い開始を近隣皮膚科様へメーカー様より伝えていただき、 

お客様により安心して皮膚科治療を受けられる環境を整えていただけるように連携しまし

た。 

メーカー様にはサンプルのご用意いただきお客様への『安心』ご提供するよう店頭で活動し

ています。 

皮膚は人間の持つ臓器の中で一番面積が大きく、外皮であるがために人目に触れ、その人の

見た目を大きく左右します。 

そういった部分への使用で、ニキビなど皮膚のトラブルにお悩みの方にはこれ以上の肌トラ

ブルはお客様には恐怖でしかないと思います。 

そのためにメーカー様にご協力いただき、しっかりとお試しいただけるようサンプルを準備。 

十分に試供したうえで購入検討いただけるように努めております。 

 

加えて『ニキビ相談』です。 

皮膚科にかからずに自力で治したいお客様にはニキビに関する詳細な知識を得るチャンス

は少ないのではないかと思います。 

その一方お客様は出来たものを治すといった治療の先に、痕を残さない・繰り返したくない

という美しさへの要望はもっていらっしゃるように感じます。 

そのためには、ニキビの肌状態を理解いただく、どのようにすれば効果的に治療できるのか、

繰り返し症状に悩まないためにどうすればいいのかなどを知っていただくことも必要だと
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考えるようになりました。 

資生堂様からいただいたスキンケアコミュニケーションシートを活用し、肌状態などの情報

をお伝えするとともに、ビタミン剤など店頭にあるものでの対策や食事の面からのアドバイ

スも行うようにしています。 

お客様に配布できる簡易な資料も作成し、サンプルとともにお渡しできるように準備してい

ます。  

 

※資生堂様・スキンケアコミュニケーションシートを参考に作成したニキビに関する簡易チラシ。 

 登録販売者に協力を仰ぎ、作成を依頼。お客様にお持ち帰りいただける簡易資料として作成。(左) 

※ニキビ肌用サンプル詰め合わせ。肌状態に合わせたそれぞれのサンプルを準備。 

 “ニキビを知ろう！”チラシも同封されており、店頭での接客後の参考になるようにしている。(右) 

  

② 育毛(発毛)剤のご相談 

ビューティスタッフとして普段シャンプーなどのヘアケア商品を扱う機会が増え、約８年。 

その間に『ボリュームアップ』を謳った商品が、女性向け・男性向け問わず多くなったよう

に感じるようになりました。 

特に高齢のお客様が増えている現在、各社メーカー様としては当然の対応で、自然な流れな

のだと思いますし、髪は見た目の印象を大きく左右する、というのはどなたも日常生活を通

してご周知のとおりかと思います。 

ドラッグストアでは医薬部外品・医薬品の育毛剤の取り扱いが非常に多い中、我々登録販売

者が扱える指定二類までの医薬品は『育毛』を目的としたものばかり。 

お客様によっては『発毛』を目的としているのに『育毛』の商品を手に取る方もいらっしゃ

るのではないかと考えるようになりました。 

調剤併設店で、薬剤師在籍店のためリアップシリーズの取り扱いはしており、おかげさまで

購入にご来店くださるお客様は多くいらっしゃいます。 

しかし、購入の際の薬剤師からの説明・販売の際は勿論商品説明を通しますが、登録販売者

として実際に相談をお受けしたのは１０年務めても数える程度。 

相談しづらい医薬品であるのも事実であると思います。 

そこでお客様の気づきにつながれば、と実店舗の強みである店頭で『見てわかる』ようにＰ

ＯＰを男性化粧品売り場のゴールデンゾーンに設置しました。 

店頭での接客は、なにもお客様との会話だけに限ったことだけではないので、お客様への情
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報発信としてＰＯＰを効率的に使っています。 

※店頭での掲示(男性化粧品定番にて) 

※発毛剤と育毛剤の違いについてのＰＯＰは各メーカー様の

資料を参考に作成。 

ご案内としてリアップ購入可能時間帯を合わせて記載して

います。 

 

 

 

 

 

③ 花粉症薬のご相談 

内服の医薬品とともに、花粉症の際に起こる皮膚炎のための外用薬の情報提供。 

２０１７年の花粉シーズンはアレグラが第２類医薬品へリスク区分変更があったことから 

市場でも売上はこちらに流れるかと思われます。登録販売者としては見逃せない変化です。 

２０１５年に要指導医薬品から一類へリスク区分変更があり、連用予定のお客様への複数個

販売や服用される本人以外の購入が認められるようになった上、さらに今回２類へのリスク

区分変更により登録販売者でも販売が可能になり、以前からご愛用だったお客様には非常に

便利になりました。 

しかし、今まで第三世代のアレルギー用薬を購入されたことがない、もしくは第三世代の商

品をご存じでないお客様にはどうでしょうか。 

そういったお客様がこれからアレグラのＣＭなどをご覧になり、購入に来られる可能性が大

いにあります。 

その際に商品の特徴などを正確に伝えるために、現在取り組んでいるのが下記になります。 

まず薬剤師・店長が連携を図り、アレグラの薬効・薬理、第一世代・第二世代・第三世代の

違いをお客様にもわかりやすくご説明できるよう、主に店舗の一般従事者及び登録販売者向

けに勉強会を実施する予定を組んでいます。(勿論、飲み合わせ・副作用などに関するご説

明は薬剤師・登録販売者が実施しております。) 

こういった勉強会は非常にありがたく、情報が得づらい場

合でも薬剤師・店長のおかげで一般従事者含め、登録販売

者としての知識を日々獲得できるようになっています。 

また、売り場に関しても早期立ち上げをということで店長

の協力のもとまずは定番・フロア什器での告知を開始して

います。 

※アレグラ早期展開のフロア什器には店長の満面の笑みのご紹介ＰＯ

Ｐが設置。 

 飛散時期にはメーカー様よりさらに大きな什器を手配頂けるとのこ

とで、一層お客様へのアピールできる売り場へ変更予定。 

 定番売り場にも店長の満面の笑みのご紹介ＰＯＰを設置してお客様

向けに情報発信しています。 
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一方、ビューティスタッフとしてはやはり花粉が原因で引き起こされる肌の炎症・鼻のかみ

すぎで鼻の下を赤くしているお客様や肌のかゆみ・季節性の敏感肌のお客様への対応も多く

なります。 

顔にも使える抗炎症薬として売り出したウフェナマート製剤が数年前から店頭に並ぶよう

になりました。 

軽度の花粉症の私には考えもつかなかったことですが、実際花粉による皮膚炎になやんでら

っしゃるお客様は多いようで、お客様へのご紹介機会が大幅に増えました。 

加えて化粧ができない・いつもの化粧品が沁みていたいなど季節性の敏感肌を起こされるお

客様へのアドバイスも一緒に行うようにしています。 

肌トラブルに悩まされても、お手入れはしておきたいという美への意識が高いお客様向けに 

『花粉による肌トラブルに』と銘打ったチラシを作成し、サンプリングとともに今年の花粉

シーズンには配布する予定です。 

また店頭では医薬品陳列にＩＨＡＤＡを組み込み、お客様への『気づき』の一歩となるよう

に店長と相談しています。 

これが私を含む登録販売者によるご紹介に結びつき、鼻炎症状にとどまらず、皮膚症状へ、

ひいては化粧品へとご案内の可能性が広がり、花粉症に悩むお客様への幅広い情報提供へつ

ながることを期待しています。 

  

  ※ウェフェナマート製材・ＩＨＡＤＡの告知チラシ。今シーズン配布予定(左) 

  ※季節性敏感肌用のサンプルも準備。ＩＨＡＤＡのチラシも同封しており、沁みない・安心のケアとともに、 

積極的な肌荒れケアのご紹介も兼ねている。(右) 

 

④ 肌診断会 

月に１度という少ない頻度ながら肌診断機をお借りしてイベントを実施しております。 

一人当たり 30 分～１時間という長い時間を設けて実施する相談会ですので、ひと月にたっ

た 5～10名という少ないお客様にしか体験いただけないという不便さはありながらも毎月測

定にいらしてくださるお客様もいる、人気のイベントとなりました。 
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肌診断機はカネボウ様のものを使用させていただき、肌年齢・肌質・弾力・血行・血色・メ

ラニン量などなどお客様が普段目にしていても見えないもの・だが、不安に感じている肌の

状態を 

数字としてあらわすことができ、お客様の肌への意識が高まる内容となっています。 

特にお客様が気にされるのがメラニン量。シミの原因であると広く認識されており、これが

多いこと・少ないことに一喜一憂する気持ちは同じ女性として非常によくわかります。 

当然、ここからシミの話へとつながることが非常に多いです。気にはしているけど何を使っ

てもダメだった…というお客様もいらっしゃいますが使用期間・使用方法・使用商品などを

お伺いし、正しい使い方・効果実感などのアドバイスとともに、ビタミンＣやＬ－システイ

ンなどの内服薬のお話も合わせてアドバイスするようにしています。 

その中でも肝斑のお悩みのお客様へのアドバイスは薬剤師との連携のもと行うようにして

います。 

肝斑とはどのような症状なのか。他のシミとどう違うのか。どういった原因で起こるのか。 

知識の提供と治療薬があることをお伝えし、トランシーノⅡのご紹介を薬剤師から行っても

らいます。 

私自身は本当に肝斑であるかどうかは診断・断定することはできないながらも、『そうかも』

と気づき、皮膚科を受診なさることもあります。 

肌診断会という化粧品を中心としたイベントの中で、医薬品を通してお客様の美容満足とし

てながることが非常に誇らしい仕事です。 

 

※ヘルスコーナーのトランシーノシリーズ売り場

のボード。日光黒子・かんぱんの症状について簡単

にまとめ、それぞれの専用内服薬を紹介している。 

合わせてトランシーノスキンケアをヘルス売り場

でも定番化し、内外美容のご提案を 

行う売り場にもなっている。 

(画像では前列に箱が倒れていますが、普段は通常

通り陳列しています。) 

お客様の『気づき』になればと作成し、作成直後に

この売場からトランシーノⅡの販売に繋がった。 

 

⑤ 隔月の肌情報チラシ 

お客様が基礎化粧品・メイク品を購入しやすいような情報提供を、店頭に立ち、対面販売さ

ながらにご紹介できれば、お客様への美容の提供はより効果を表すものになるだろうと思い

ます。 

しかし、ドラッグストアという営業形態の限られた活動時間の中でそれを行うのは、おそら

く数ある店舗でもごくごく限られた店舗だけではないでしょうか。 

だからと言ってそれができている店舗とできていない店舗での接客格差をあきらめるわけ

にはいきません。 

そこで、まず初めの一歩として季節で大きく変化する『肌情報』を発信してみることにしま
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した。 

こちらの肌情報のチラシはカネボウ化粧品の中川先生からのアイデアを頂き、隔月で刷新す

るチラシの作成を 2017年 2月から予定しています。 

考えてみれば当たり前のようで、でも実は知らないといった肌の情報を知っていただくこと

で 

化粧品を選ばれる際、もしくは美容目的のサプリメントなどを選ばれる際の参考になればよ

いと思っています。 

また、化粧品の購入はもとより、特にその購入を通して登録販売者やビューティスタッフへ

の相談できることの安心感・信頼を提供していければ、と考えています。 

 

※これをレジにいらっしゃる女性のお客様への配布を実施予定。 

化粧品の購入はもとより、特にその購入を通して登録販売者兼ビューテ

ィスタッフへの相談できることの安心感・信頼を提供していければと考

えて作成。(※写真は作成段階の下書き) 

 

 

 

 

 

 

上述したのはほんの一部のご案内例であり、百戦錬磨の登録販売者の方やビューティスタッフの

方々に聞いていただくには当たり前のよう内容であると思います。 

しかも前述した内容で自分自身が提案し実行した例は、情けない話ではありますが、ほとんどあ

りません。 

大部分が弊社スタッフ、並びに各社メーカー様からいただいた資料などをそのまま、もしくは参

考にしたものを使用しています。 

しかも第一類医薬品につなぐ形となると実際に活動してくれているのは店舗の薬剤師です。 

いわば私の活動は弊社のビューティスタッフ・ビューティエリアマネージャー・店長・薬剤師・

エリアマネージャー、さらにはメーカー様のお力を存分にお借りして情報をお客様へ提供してい

るだけにほかなりません。 

ですが、これが私の誇れる仕事。 

なぜなら前述したとおり、化粧品と医薬品の『垣根を取り去る』ことが私の仕事だからです。 

お客様のご要望。法律上、区別・分類が必要な化粧品と医薬品。 

その時、私が持ち合わせているのはお客様のご要望に合わせた商品をご紹介するときに必要な化

粧品と医薬品の知識。 

大げさな言い方をすればドラッグストア内の『オールラウンダー』として活動できるのがビュー

ティスタッフ兼登録販売者の強みだと思うのです。その知識がお客様への最適な商品のご提案に

つなげられる、と考えています。 

私はこれからも店舗に来てくださるお客様の『健康と美を通してこころユタカな生活を応援』す

るドラッグユタカのビューティスタッフ兼登録販売者として今後もさらに邁進してまいります。 
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-受付番号(13008)                     -部門名(栄養士・管理栄養士) 

タイトル：町の便利屋さんから町の健康ステーションへ 

所属：(株)ぱぱす 

氏名：稲場 綾子 

１． はじめに 

私は現在、総合職として登録販売者と管理栄養士の資格を持ちながらドラッグストアにて

勤務しています。栄養士の資格を持ちながらドラッグストアに就職を決めたのは身近な人の

健康を手助けできること、手軽に相談できる存在であること、また薬やサプリメントなどの

取り扱いもあるドラッグストアならお客様の状況に合わせて幅広い対応ができる場所であ

ると考えたからです。ですが就職してから現在まで、栄養関連の仕事は数えられるほどしか

関われていないのが現状でした。しかし今年の 4月から当社にて「栄養士活用プロジェクト」

といった、栄養士の資格保持者を活かそうという活動が始まりました。そしてプロジェクト

に参加する中でドラッグストアにおいて栄養士のできること、専門家の必要性、接客時間の

確保についてなど専門家が働く環境としてのドラッグストアについて考える機会が多くな

りました。よって今回それらについて自分なりの考え、気づいたこと、今後の取り組みにつ

いてなどまとめました。 

２． 現状とお客様の声 

現在ドラッグストアではセルフメディケーション

の推進にあたって、専門職としての採用や検体測定

室の導入などが積極的に行われ始めているように感

じます。しかしお客様への認知度はまだ低く、私も

就職を決めたとき周囲の人からドラッグストアで栄

養士ってどんなことするの？と聞かれたことや、今

でも相談を受けるのはだいたい自分から名乗ったと

きですが、その時でもお客様には栄養士さんがいる

んだね、と驚かれることが多いです。よって、専門

家としての活躍の場を広めるにはお客様に広く認識

してもらうこと、利用したいと興味を持ってもらえ

ることがまだまだ必要だと感じます。そこで「栄養

士活用プロジェクト」では認知度アップのため以下

のような取り組みを行ってきました。 

・栄養相談受付のポスターや POP 

・健康食品売場やベビー用品売場などに栄養士在籍

店舗 POP（図 1） 

・毎月作成する栄養情報誌の配布（図 2） 

・栄養士の資格をわかりやすくした名札の作成 

また、個人的な取り組みですが健康関連の情報を

取り入れた売場作り（図 3）や栄養相談会の実施な

ど間口を広げるための工夫もしています。そして認

図 1 栄養士在籍 POP 

図 2 栄養情報誌 
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知度アップ以外にも、プロジェクトメンバーの研修では各々

が受けた相談内容の共有や、メーカーや教育課主催の商品知

識の勉強会もあり、栄養士の知識を深めることができていま

す。研修に参加して毎回思うのは、プロジェクト参加メンバ

ーは皆栄養士としての活動に意欲的で、ドラッグストアで働

いている中で自分たちの知識をお客様の為に役立てたいと

いう思いを強く感じます。やはりドラッグストアに勤務して

いる時間が長ければ長いほど、お客様の様々な悩みを聞くこ

とは多く、また上手く解決できることもあれば、十分なご案

内ができず情けなく感じることもあります。ですからできる

限りの知識を日々習得し、お客様に答えたいと感じる方が

多いのだと思います。しかし、お客様の悩みは一つで孤立

しているのではなく、連鎖的につながっている場合もあります。例えば介護オムツをお探し

のお客様が介護食や口腔ケアにも悩みを感じていたり、吐き気を訴えるお客様が同時に慢性

的な疲労や胃腸の不調を抱えていたりすることもあります。 

もちろん幅広い分野の知識を得ることも必要ですが、やはり個人では限界がありますし、

またその人が居る、居ないでお客様への対応に著しく差が出てしまうことも考えられます。

そこで私は、お客様の悩みを的確に引き出し、それぞれの専門家につなぐ中継点を作れない

だろうかと考えました。そしてドラッグストアの中に相談用のカウンターやスペースを作る

ことに思い至りました。そう考えたときちょうど登録販売者の後期資質向上研修があり、樋

口会長の「コンシェルジュ制度」や「街の健康ハブステーション」の構想を聞き、ドラッグ

ストアに求められているのはこうした街の中継点的な役割、また地域への情報発信の場であ

るという思いを強くしました。 

３． ドラッグストアに必要とされる役割、便利さのその先 

   私が現在勤めているぱぱすのドラッグストアでは、コンセプトの一つに「町の便利屋さん」

が掲げられていました。その名の通り、宅配サービスや写真プリントの受付、お取り寄せな

どドラッグストアの枠にとらわれず、地域で暮らすお客様の生活に役立つ為、必要なサービ

スを様々取り入れ、現在もその認識はお客様にも従業員にも根付いているよう感じます。で

すが、ネットショップの台頭、コンビニエンスストアの充足などにより商品を買う際の利便

さ、手軽さにおいてドラッグストアはどうしても遅れがちです。コンビニエンスストアには

店舗数や営業時間、またネットショップには品揃えや運搬の手間などの点で不利になる場合

が多いのです。ですが前二つの業態と比較してドラッグストアの有利にたてる点といえば信

頼、安全の面において優れており、お客様との絆を深めやすいという点だと考えます。顔の

見える対面販売であれば直接商品の説明を聞き試すこともでき安全性も確かめられますし、

接客の中でお客様との信頼関係も築けます。また医薬品や健康食品の幅広い取り扱いにそれ

ぞれの商品知識、健康情報の発信などはドラッグストアならではのサービスといえます。お

客様が買い物にきて満足してもらうためには、商品の買いやすさ、商品の良さはもちろん、

さらに商品を買う際の付加価値まで与えることができる、ドラッグストアはそんな可能性を

持っていると言えるでしょう。 

   さらにドラッグストアの利点として、病院や薬局より敷居が低いことがあげられます。ド

図 3 健康情報を取り入れた売場 
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ラッグストアはその商品数の多さから、目的が明確でなくても買い物に来てくださるお客様

がいらっしゃり、気軽に来れるため新たな情報を仕入れる場としては多くの機会を持つ場と

考えます。またコンビニや薬局と比較すると店舗面積も広いことが多く、売り場面積を活用

した取り組みは幅広いものが提案できるのではないでしょうか。 

４． 相談カウンターの設置の提案 

   ドラッグストアの現状として、お客様との接客の時間を十分に確保できていないのが事実

です。実際私もお客様から、「忙しいのに案内してもらって悪いわね」や「時間をとらせて

悪いから」などとお客様自身からこちらを気遣った言葉をかけてもらい、その度に落ち着い

て声をかけられる環境を作れずに申し訳ないと感じていました。また誰に聞けばわかるのか

お客様からは不明瞭であり、さらに必要とする知識を持つ者がタイミングよく時間を確保で

きるかの問題もあります。そこでお客様の悩みをまとめ、それぞれ解決できる状況へつなぐ

ことのできる場があればよいのではないかと考え、日常業務と接客時間を切り離した相談専

用のカウンターを設置できないか提案してみたいと思いました。 

具体的には売場面積の一部を利用し、相談カウンターを設置します。そこでは必ずスタッ

フが一人常駐し、商品の場所から使い方、内容についてなど様々な質問を受け付けます。薬

の成分についての説明なども必要になることを考えると、できれば専門的な知識を持った者

が望ましいでしょう。そしてお客様が薬の飲み合わせなどで心配になった時の為、周辺の病

院や薬局などの連絡先をまとめておきます。電話で確認ができたり、またドラッグストアで

取り扱いのない商品のご案内もできます。そして相談内容を簡潔にまとめ、同じような相談

内容があればそれを POP に起こしたり、従業員の間で共有すれば知識の向上にもつながり、

お客様の役に立つ売場作りがさらにできていくのではないでしょうか。 

また、カウンターのスペースをある程度確保すれば、地域のお客様や医療機関との連携の

場としても活用できると考えます。例えば地元の歯医者さんと協力し、咀嚼機能を維持する

ための予防教室を開いたり、メーカーや病院と在宅介護を行っている方向けに介護おむつの

使用方法や調理指導、商品の紹

介など行ったりなどもできるで

しょう。そういった教室が定期

的にあれば地元のお客様同士の

コミュニケーションの場にもな

り、参加して頂くことで私たち

や地域医療機関の方々もお客様

と接する機会が増え地域の輪も

広がり、お客様の健康を維持す

る為に有益な知識を得ることで

地域のセルフメディケーション

の推進にも一役買うことができ

る。今後必要とされるのはそん

な、健康情報の発信の地として、人が集まる場として、地域の発展に貢献していける駅のよ

うな、便利以上の価値を持つドラッグストアであると考えます。 

 

図 4 相談カウンターのイメージ 
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５． さいごに 

 今回の提案の内容は、正直すぐに実現するには難しいでしょう。ですが将来の実現を思い

描き、今店舗でできることから積み上げていくことが大事だと考えています。セルフメディ

ケーションの推進という大きな目標を見据えながら、まずは目の前のお客様に満足頂くこと、

そしてお客様に寄り添った知識を適切に提供できること、それを忘れずにドラッグストアに

勤務する医療人の一人として、今後も目標に向かって励んでいきたいと思います。 
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-受付番号(13011)                     -部門名(栄養士・管理栄養士) 

タイトル：食を通じてお客様に寄り添う ～期待に応えられる管理栄養士を目指して～  

所属：株式会社ユタカファーマシー 

氏名：戸田 裕美 

ユタカファーマシーに管理栄養士として採用されて、11 年が経ちました。これまでを振り返

ると、「育児相談会」「健康測定会」「健康セミナー」および「個別栄養相談」など、様々な活動

によって食を身近に感じて頂けるよう、食を通じてお客様に寄り添ってきました。 

そして、これからの 10 年においては、団塊の世代が後期高齢者になり、この大きな変化や流

れを踏まえ、お客様からの新たな要望に応じることが求められていきます。 

それには、さらなる幅広い知識・能力の習熟とともに、専門職としての‘栄養の指導’がドラ

ッグストアの中にしっかりと、そして明確に定着させていくことが重要だと考えます。この管理

栄養士が栄養問題を探り栄養介入につなげて改善を試みるという行為（＝栄養の指導）は、当た

り前のように感じられますが、実際の店頭においてはそれが十分に浸透していないのが現実です。 

そんな状況を打破すべく、栄養の指導がお客様のより良いケアとドラッグストアの管理栄養士

の未来につながると信じ取り組んでいる手段を、3つ紹介させて頂きます。 

 

1 予約やカルテ作成、イスに座ってなど、固定概念に一切とらわれず、誰でも気軽に栄養指導 

薬の接客で一緒に簡単な栄養の資料をお渡ししたり、親しくさせて頂いているお客様の買い物

ついでであったり、名前を覚えてくれて、私に会いにきてくださるお客様もいらっしゃいます。

「わからないことがあれば、戸田さんに聞くことにしている。」とおっしゃって頂けたとき、信

頼されていることが大変うれしかったです。 

いまでは世間話のように食事のアドバイスをしており、これこそ、顔の見える管理栄養士であ

り、存在を感じて頂け、このような日常的な‘つながり’を、これからも大切にしていきたいと

思います。 

また、2017 年より、新たにセルフメディケーション税制も開始され、身近なドラッグストア

で、よりセルフメディケーションを自主的に取り組んで頂けるよう、お客様と一緒に歩んでいき

たいと考えています。 

 

2 予約制で、細やかな栄養指導 

基本的に、調剤の患者様を対象とし、告知ＰＯＰを掲示したり、服薬指導の際に食事指導が必

要と判断した場合、薬剤師から患者様へ声かけをして頂いたり、手配りビラを渡してもらいます。 

そして、希望された方には、１週間の食事記録を書いてきて頂き、栄養ＰＣを用いて食事摂取

状況のアセスメント（評価）を行い、エネルギー・栄養素摂取量が適切かどうかを１つ１つ丁寧

に検証し、判断していくことで、食事改善のためのより良い計画を立案します。加えて、その際

には、注意すべきポイントに沿ったできる限り具体的な資料やメニューを作成し、食事記録を持

参されてから 4～5日後でご予約をとらせて頂き、当日は 30分から 45分程度かけて説明をさせ

て頂きます。 

また、この食事記録は用いず、予約の際に聞き取りを行い、栄養状態を悪化させている根本的

な原因を明確にして適した資料、メニューを作成することもあります。 
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加えて、一方的にならないよう評価もします。継続的に参加してくださるお客様には、定期的

に血圧・体組成測定をさせて頂いたり、健康診断結果や病院の検査値などのデータの数値から栄

養状態変化を確認したりします。栄養指導はもちろん、運動やストレッチなど、自分でベストな

栄養状態を維持していくための様々な自主管理の方法をご提案しています。 

 

＜事例＞ 

糖尿病予備軍 50代女性 

「情報はよく耳にするが、実際、何をどのように組み合わせ、どう調理すればよいのかわからな

い。」という悩みをお持ちでした。食事摂取状況をもとに、優先順位を決め、食物繊維の不足を

指摘させて頂き、血糖値の急上昇を抑えるために、特に水溶性食物繊維を摂取することをおすす

めしました。加えて、血糖値の上がりやすい食品や果物の摂取量も多かったため、1日の目安量

を紹介しました。 

また、調理において、手間と時間がかかることに難色を示されていたため、食物繊維もとれる

メインメニューや汁物、そして食事記録に記載されていたシューマイに注目し、炭水化物ででき

たシューマイの皮を食物繊維が豊富なえのきで代用するアレンジメニューなど、簡単にできる食

事の実例を具体的に提示させて頂きました。このように、お客様の調理技術に合わせたアドバイ

スが継続していくうえでより重要だと感じています。 

指導内容は、カルテに記録させて頂き、

継続した支援を提案し、毎月相談に来て

くださっています。なお、評価ですが、

血圧は安定、HBA1c は長期戦となってお

りますが少しずつ改善傾向にあります。 

 このお客様より、「普段は褒めない家

族が『また作ってよ。』と言ってくれた

の。あと、全然野菜を食べてくれない息

子へのアドバイスに教えてくれた彩りや味付け

の工夫をしてみたら、前より食べてくれるよう

になりました。」というお言葉を頂きました。

これを聞いたとき、調理を担当される方への栄

養指導は、ご本人だけでなく、そのご家族の健

康までサポートできることに気づき、以後、家

族の情報も聞き取りしながら、支援させて頂い

ています。 

3 検体測定からの栄養指導 

当店では、2016 年 7 月より、検体測定を始めました。1～2 ヵ月間の血糖値の状態が分かる

「HBA1c」と血中のコレステロールや中性脂肪が分かる「脂質測定」の 2つの検査が可能です。 

私は、＋αのサービスとして薬剤師からの誘導により、測定待ちの時間に、これら検査項目に

関連する正しい食習慣のポイントをお話することで、普段の食生活や生活習慣を振り返り、自分

メニュー 

食事記録 

資料 
栄養価計算 

結果シート 

カルテ 
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自身の健康への意識を高め、見直すきっかけになればと考えています。そして、薬剤師との連携

は、専門職としての着眼点が異なり、いろいろな角度からみることができるというメリットが大

きいと感じています。 

また、例えば、健康セミナーでは、このような生活を続けているとどうなってしまうかと「怖

いな～。」と思って聴いて頂けても、結局それは‘他の誰かのこと’で、自分のこととして受け

入れられるお客様は、いったいどれだけいるのかと考えさせられることも多々あります。しかし、

この検体測定では、実際、すぐにご自身の結果がでるため実感を得やすく、食べ物に気を配ろう

と思ってくださる方が多く、ご希望の方には、測定終了後に、続けて詳しくお話をさせて頂いた

り、食事記録もお渡し、再来店へ繋げています。 

なお、予約制ではないため、レジ業務中であれば他

のスタッフに代わって頂くなど、最優先で実施させて

頂いています。スタッフからは、「戸田さん（管理栄

養士）にしかできない仕事だから頑張って。」とお言

葉を頂き、まわりの理解と協力があっての実現であり、

連携体制に心から感謝し、少しでもお客様の健康改

善・維持・増進に貢献できるよう努力と精進を怠りま

せん。 

 

今後の課題ですが、まずはお客様に対してこれら活動を広く周知して頂くことで実体を示し、

ニーズを形成したいと考えます。そして、ますます増加する後期高齢者へのアプローチとして、

糖尿病や高血圧といった疾病だけでなく、虚弱（フレイル）への対策も重要です。栄養指導させ

て頂いているお客様には、フレイルと密接に関連する低栄養の方も多くいらっしゃいます。その

際には、サルコペニアや転倒予防のアドバイスも合わせて意識しお話しています。また、社内で

在宅医療における栄養指導の話も耳にするようになり、店頭での活動から一歩先に進んだ分野へ

私も介入していけるよう試行錯誤しながら取り組んでいきたいと思います。 

 

最後になりますが、今後も栄養の指導普及に努め、心身の健康を増進する健全な食生活の実現

へ、お客様の期待に応え、選ばれる管理栄養士になれるよう、責任と使命を果たしていきたいと

強く感じます。 
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-受付番号(21029)                   -部門名(薬学生、薬業専門学校生) 

タイトル：登録販売者として働くこと ～ドラッグストアの役割～ 

所属：ハーベスト医療福祉専門学校 医薬健康学科 

氏名：武田 歩美 

登録販売者は、2009 年の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する

法律」にて新設された、一般用医薬品販売のうち第二類医薬品・第三類医薬品を販売授与できる

資格である。現在日本では、2015 年の時点で 2.3 人の生産年齢人口で 1.0 人の高齢者を支えて

いたことになる。これから、ますます高齢化問題は深刻化すると予想される。それに伴って、国

の医療費、そして、介護費は膨大な額を必要とすることとなり、日本の赤字は悪化していく一方

だ。近年では、高齢者が医療費の少ない生活をすること、高額医療につながる生活習慣病や、慢

性疾患の重篤化を防いだり、予防したり、合併症の発症を阻止したり、遅らせたりすることが注

目されている。病気になる前に対策を施してしまえば、医療費は大幅に軽減でき、介護を必要と

せず生活できる人が増えることで、働く世代の負担は少なからず軽減されると考えられる。そこ

で、徐々に注目されつつある言葉が「セルフメディケーション」である。米国では、80 年代あ

たりから重視されるようになった言葉だが、日本ではまだ最近注目されだした言葉である。ドラ

ッグストアのコア客である中高年層の人口は、ほとんど減少しないと予測され、ドラッグストア

の成長率は今後も注目されている。 

そこで必要とされる人材として注目されるのが登録販売者である。私は、登録販売者のこれから

の役割を考えていくと同時に、社会におけるドラックストアのこれからの立場も重ねて考えてい

きたい。ここで私が考える登録販売者の役割は五つある。 

一つ目は、最大の目的ともいえるセルフメディケーションの推進である。ドラッグストアは、

病院のように長時間待つことは少なく、気軽に無料で予約無しに相談することができる。一般用

医薬品の使用を促すことは、医療費を抑制するために必要不可欠なことである。そのためには、

体調がすぐれないとき、風邪ぎみのときなど、お客様がちょっとした不調をきたしたときに、登

録販売者に相談しようと思わせることが重要である。最近では、それぞれ会社独自に「健康と美

容」に視点をおいたイベントも積極的に開催されており、より健康が身近なものになってきてい

る。例えば「カラダとココロの健康」、「管理栄養士による骨の健康」といった地域のお客様を対

象としたトークショーなどのイベントが開催されている。もともと日本は、風邪予防や周りに自

分が感染したウイルスを他人に移さないためにも、マスクを着用する習慣がある。少しでも多く

の人が、自分の健康に興味を持ち、自分自身さらには家族や周りの人を思いやり、健康を気にか

けることでセルフメディケーションは、推進されていくと考えられる。 

二つ目は、地域密着のコミュニケーションの場所を作ることである。これは私自身ドラックス

トアでの一年間の実習で身をもって実感させられたことである。「ドラッグストアは入りやすく

て、買いやすいけど、相談しにくい。」、「誰に相談したらいいか分からない。」などと感じたこと

がある人は少なくないだろう。私自身、実習先で実際に言われたこともある。そこで私は、いつ

も笑顔でいること、目を見て挨拶をすることを心がけた。また、自分からカゴを渡したり、棚の

商品を取ったり、自ら話すきっかけ作りを行った。すると、お客様から話しかけてもらう機会が

増え、たわいのない会話もするようになった。ちょっとしたきっかけを作り、少しでも相談しや

すい、親しみやすい雰囲気を作る。そして、心を開いてもらえるように目を見て心から接し、ど

こまでもお客様の立場になって考えることが大切である。 

また、医療費抑制のために、入院期間が短縮され在宅介護も増えてきている。そういった介護

や育児などの不安なども相談に乗ることが、求められてきている。少しでも心の不安を軽減でき

るように親身になって相談に乗り、いずれはお店の常連客へ、お店側がそのお客様にとって相談

しやすし相手となり、「かかりつけ薬局」となっていくのも大きな目的と考える。ある大手ドラ

ックストアでは、「地域包括ケアシステム」の実践として会社独自のコミュニティスペースを設

け、買い物中の高齢者や育児中のお客様に休憩してもらい、健康相談に応じたり、新製品の販売

促進に活用したりする。地域の行事や情報もお客様とコミュニケーションを取るうえで得られる

重要な情報の一つである。いかにその地域に密着しその地域のニーズに答え、必要とされるかが

大切となり、「信頼」と「満足感」が、より高い健康管理拠点となることが期待される。私自身

いずれはドラッグストアをもっと身近で、気軽に相談できるアットホームな場所にしていきたい。 
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三つ目は、正しい情報を提供することだ。今現在、誰でも情報を発信し、受け取れる、情報が

あふれる社会となっている。その中には、誤った情報も数多く存在する。その季節に流行する病

気、その病気の対策や予防、一般用医薬品に関する新しい情報など、正しい知識を率先して発信

していくべきである。もちろん医薬品を適正にしようするのには、情報提供は必要不可欠なこと

である。1995 年国民の間で保健薬ブームが起き、OTC 医薬品の乱売が多発した。アンプル入り風

邪薬事件では、ショックなどアレルギーで死亡する人が続出した事例がある。薬の成分の中には、

依存性を持つものもあり、常に危険と隣り合わせであることを忘れてはならない。同じような事

例を起こさないためにも、薬は購入してもらうだけでなく、最後まで正しく服用いてもらうこと

が大切である。また薬事に関する情報を、熟知することも情報提供で忘れてはならない一つであ

る。医薬品を購入される方の相談に応じ、適切な商品の推奨、用法用量の説明、場合によって購

入してきた方の希望している商品とは別の商品を薦めなければならない時もある。一般用医薬品

を販売するうえでは使用者個々の状態を把握したうえで一人ひとりに合った情報提供を実施す

ることを心がけていくべきである。また、年間来客数は、そのまま地域の情報発信可能な回数で

あるとも解釈できる。万が一副作用が現れた場合の報告制度や救済制度なども積極的に発信し、

少しでも多くのお客様に知ってもらいたい。 

四つ目は他の医療機関との連携だ。登録販売者は、第１類の一般用医薬品や専門領域の相談に

は、応えられない位置にいる。だが、そのような分野で、実際にお客から相談を受けたとき、「分

かりません」だけで終わらせるのではなく、答えられない場合には、相談内容にあった薬剤師や

医療機関を紹介することが求められるのだ。それ以外にも日頃から、地域の医療機関と情報交換

を行うことで、信頼関係を築くとともに、各機関の特性を把握しなければならない。さらに、一

般用医薬品を一定期間服用しても症状が改善されない場合の対処法としても受診勧奨は大切で

ある。医療に関係する一人として、そしてお客様の細かな変化を身近で気づける立場として、受

診勧奨を進めていくことは、疾患の重態化を防ぐために大切なこととなる。登録販売は、悩みを

抱えている、病院への抵抗や不安を持つお客様の背中を後押しし、少しでも不安を軽減出来るよ

う取組むべきである。 

五つ目は、自然災害おける取り組みの推進、協力である。2011 年には東日本大震災、今年 2016

年には熊本大震災、日本各地で噴火や大きな地震が起き、近い将来では大規模な東京直下型地震

が予測されている。そんないつ起こるかわからない災害に備えて、常備薬や救急用品を、各家庭

に備えることを定着するべきと考える。多くの人が自分に合った薬を見つけ、対応できるように

しておきたい。そういったことも考え、日頃から薬の相談に乗ることはもちろん、災害時薬剤師

は常不足していることが予測されるので、軽度なけがや疾病に関しては登録販売者が、対応する

など薬剤師不足の不安やストレスを少しでも解消し、手助けできる存在になりたい。ドラックス

トアとしては、災害時紙おむつ・粉ミルクや水などの物資提供に協力し、被災地の生活者のライ

フラインのサポートを行ったり、積極的に募金箱を設置し少しでも多くの人が手を取り合い、助

け合える環境を作りたい。 

登録販売者の受験資格である、「一年以上の実務経験」が廃止され、誰でも受けられる資格と

なり、資格者は年々増加傾向にある。だからこそ、これからは、登録販売者一人ひとりの質が求

められる。正確に薬や漢方の知識を学び、さらに、それらの知識に留まらず、例えばビューティ

ケアアドバイザーの資格を取得し、美容と健康、またはサプリメントや日々の食生活、運動など

といった幅広い知識を取り入れていくべきだ。それらの商品への知識も付加していくことで、一

般用医薬品の専門家から健康の専門家として仕事の幅は広がっていく。また、目の前のお客様の

喜怒哀楽を身近に感じながら接客を行い、お客様の悩みを内側から解決するためのコミュニケー

ション力や、カウンセリング力を磨いていきたい。そうやって少しでも多くのお客様に、満足よ

りもその上の感動を感じてもらい、より質の高いコミュニケーションのとれる販売士のプロを目

指していきたい。お店側がお客様に向ける笑顔、挨拶、優しい言葉、細やかな気遣いで「与えら

れる幸せ」を考えていきたい。また、2009 年に薬事法の改定により、登録販売者の資格が出来

てから薬局やドラッグストアだけでなく、コンビニや家電量販店、ホームセンターなど、さまざ

まな業種の店舗が、こぞって医薬品販売に参入した。今後、登録販売者が活躍する場所は増えて

いくだろう。活躍する場所が増えることで、より登録販売者の社会的認知度を上げていくことが、

第一にとても大切なことである。ドラックストア自体が「利便性」や「低価格」なイメージに加

え、より「専門性」のイメージが強い「便利なヘルスケアのお店」へと発展していきたい。 
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「佳作受賞作品」 
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タイトル：合コンを発端とする、開かれた薬剤師についての考察  

所属：(株）龍生堂本店  

氏名：佐久本 芳恵  

「調剤薬局で薬剤師をやっています。」 

「薬剤師？だったらさ、俺らに睡眠薬を処方してよー。てか超暗いところで漢方調合してるんで

しょｗ」 

 共通の知り合いを挟んでの‘飲み会’において職業を言うと、一瞬時が止まるような錯覚に陥

ることがあります。「知られていないな」と感じるや否や、大抵共に参戦している薬剤師仲間の

女友達と私はすぐさま「処方するのはお医者さんですよー」とか、「割と明るいところで働いて

いますよー」などと言って止まった時を動かす作業に取り掛かることになります。 

 医師や看護師を主役にしたドラマや映画は年に何本も作られていますが、薬剤師は主役どころ

か主要キャラクターでの登場もほとんどありません。海外ドラマでさえ、「ハンニバル シーズ

ン１」の中の薬剤師のキャラクターは、残念なことに薬に細工をする猟奇的な殺人犯でした。余

談ですが薬剤師に最もオススメの海外ドラマは「ブレイキングバッド」です。 

日々の端々で感じます。私たち薬剤師の仕事の内容は、一般的にあまり知られていないのです。 

 

私個人の話になりますが、ドラッグストア併設の調剤薬局に努めて早 8年の月日が経ち仕事の

内容にも変化がみられるようになりました。かかりつけ薬剤師の要件でもある地域活動や、他業

種の方との交流会などへ参加する機会が多くなってきたのです。ここからは薬局内での業務の中

では関われなかった方たちとの交流で私が感じたことについて述べていきます。 

 

まず一つ目は新宿区内の地域包括支援センター主催の高齢者向けの講演です。周辺住民の方を

対象として、テーマは熱中症についてでした。体育館での体操の時間の後、皆さんの息が整うの

を少し待ってからのお話しになりました。熱中症の予防としての「水分補給」と「体を冷やすこ

と」の具体的な方法や関連商品の紹介、経口補水液の説明と試飲などを行いました。対象者が高

齢の方が多いということで、経口補水液にはナトリウムやカリウムが含まれるため高血圧や腎臓

の疾患で制限を受けている方は摂取量に注意が必要であることなどもお伝えしました。 

皆さん熱心に聞いてくださり、驚いたことにお話しが終わった後に皆さまからの質問を予想よ

りも多く頂戴しました。その内容としては経口補水液の摂り方などについての他にも、私の勤め

先である龍生堂薬局について、家族の方が飲んでいる薬についてなどもありました。皆さんが

口々に私のことを「薬剤師さん」と呼びました。反応も良く、会が終わって後片付けをする私に

個人的に服用中の薬について質問をする方もいらっしゃって、非常にやりがいを感じることがで

きました。終わった後に飲んだ経口補水液は体と心に染み渡りました。 

 

二つ目はケアマネージャーの事業所からの依頼で開催した勉強会での講演です。対象はケアマ

ネージャーやヘルパーの方で、「持病の薬と認知症の薬の飲み合わせについて」というテーマを

頂きました。3名の薬剤師で認知症の基礎知識、使用される薬剤の分類分けとそれぞれの特色に

ついて、そして他の薬剤との相互作用については実際の事例も用いて併用によりみられた変化と

行った対応も共にお話ししました。この講演にあたって留意したことは“教科書的な薬の説明”

に終始しないようにすることでした。対象のケアマネージャーやヘルパーの方たちが実際の今後

の現場で活用できる形の情報提供を目指したのです。 

認知症の方に現れる症状は進行状態やその人の持病、周辺状況によって一人一人異なります。

アリセプト錠やレミニール錠などの副作用の‘興奮’や‘イライラ’が家族などの周りの方にと

っては逆に抑うつ状態の改善に感じられることもあれば、メマリー錠の抑制作用が逆にふらつき

や眠気の副作用として日常に影響を及ぼすケースもあります。状態の変化が現れた時に、それが

薬剤による影響である可能性を考えることで状態の悪化を防ぐ、また改善に繋げることができる

はずです。その判断のための情報を提供すると共に、「これは副作用なのか」「相互作用の可能性

はないのか」などの判断は在宅医療という形で関わる薬剤師の方でも積極的に行い、医師にフィ

ードバックをしていくことをお話ししました。実際の質疑応答の時間では、もちろん薬に関する

質問も多くありましたがそれだけではなく、「担当者会議には薬剤師に参加してもらえるのか」
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「訪問時のついでの日用品の買い物をどこまでお願いしていいのか」といった質問を頂きました。

「担当者会議にも毎回積極的に参加していきたい」「ドラッグストア併設店であることを生かし

て日用品の買い物などでもできる限り患者様の生活のサポートに努めたい」という内容の返答を

すると、参加者から口々に「お願いしていいんですねー」の声と一緒に笑い声が起こりました。

皆さん在宅医療の現場で実際に薬剤師に何ができるのか日ごろから気になっていたようです。 

 

最後はケアマネージャーだけでなく医師や歯科医師も参加する新宿区が主催する交流会です。

小グループで一つの事例について各業種の意見を交換しました。服用中の薬剤についての詳細が

なかったため薬学的な具体的な考察はあまりできなかったのですが、その代わりにチーム医療と

して薬剤師がどう関われるのかについて他の業種の方から質問がありました。服薬指導や服用状

況の確認の他にも、副作用の軽減や患者様に合わせた剤形の変更、減薬や薬の変更の提案などが

できることを、実際の経験を交えてお話ししました。ここでも、会場全体が薬剤師の関わり方に

ついて興味を示してくれているように感じました。 

 

 

これらの地域の方や他業種の方との交流を通して共通して感じることは、薬剤師への興味や関

心の高さです。「薬剤師に聞きたいことがあった」「何が具体的にできるか教えてほしい」。こう

いった声を聞く度に、今が地域の中の開かれた薬剤師になるための過渡期であると感じます。閉

じていると感じることも多かった調剤・ドラッグストアの世界ですが交流の機会を通じて業務内

容の認識が深まり、より良い地域や他業種との連携に繋がっていると実感できています。 

 

今後はかかりつけ薬剤師を有する健康サポート薬局が地域住民にとっての開かれた薬局にな

っていきます。健康な人も足を運ぶ地域の健康の拠点としての薬局を目指し始めたところです。

地域における薬剤師の存在感が大きくなれば、一般の人への薬剤師のイメージというものも必然

的に変わります。「薬剤師Ｘ」のようなドラマが生まれる日も来るかも知れません。 

 

一期一会のお酒の場とはいえ、他人の職業に敬意を払うことも出来ないような無礼な人には今

の薬剤師が地域の中で、またチーム医療においてより活躍できるように邁進していることについ

て懇々と説明したいものです。 
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-受付番号(12089)                         -部門名(登録販売者) 

タイトル：若者に対するセルフメディケーション、未病対策支援 

所属： キリン堂助任橋店 

氏名： 秦 剛二 

現在、日本は超高齢化および人口減少による医療保険制度崩壊の危機に直面しており、医療費

削減のためにも「セルフメディケーション推進」が掲げられ、様々な施策が実施されています。

本年 1月からスタートしたセルフメディケーション税制もそのひとつと言えます。ドラッグスト

アはセルフメディケーション・未病対策支援の拠点として重要な責務をもっており、具体的に進

めていかなければならないと考えています。私が勤務するドラッグストアでもセルフメディケー

ション・未病対策支援に対し様々な方向から取り組んでいるのですが、有資格者はもちろんのこ

と、まだ資格をとっていないスタッフにもセルフメディケーションや未病対策の意味、私たちの

役割を共有し、支援していこうという想いを高めています。 

ドラッグストアで取り組んでいるテーマの中心は「メタボリックシンドローム」と「ロコモテ

ィブシンドローム」です。この 2つはセルフメディケーション・未病対策の重要な柱となります。

しかし、特定健診保健指導（メタボ健診）の対象は 40 歳以上であり、若い方のセルフメディケ

ーションや未病対策が抜けているように思います。健康フェア等で測定する血圧や骨密度に関心

を持って参加されるのもおもに中高年・高齢者層の方です。職場での定期健診で血液検査の対象

になるのも多くは 35才以上です。そこで、若者に対するセルフメディケーション・未病対策支

援がもっと必要であることに私は気づきました。若者は中高齢者に比べると身体的には健康です

が、その反面、生活習慣がより不規則で不適切になりがちです。メタボや反対の「痩せすぎ（栄

養失調）」やロコモも中高年になってから起こるものばかりではなく、若い頃からの食事や運動

習慣も大きく影響します。若い女性の痩せすぎが、メタボ体質の子どもの出産と関係していたり、

若年性のロコモと関連することもデータに現れています。身体的にマイナス状態になってしまっ

ている中高年・高齢者層への支援も大切ですが、健康状態が良好そうにみえる若者に対して、疾

病を引き起こさないように支援する未病対策も私たちの役割と考えます。そして、私たちの予想

以上に身体的、精神的に不調を感じている若者がいるという現実もわかってきました。 

私が勤務するドラッグストアは大学が近くにあり、大学生のお客様が多い店舗です。その中で

も、県外出身の独り暮らしの方が多く、よく食品を買われるのですが、その中身はインスタント

ラーメン、冷凍食品、パン類、菓子類ばかりです。ビタミンやミネラル、あるいは食物繊維不足

の食生活を送っていることが誰の目にも明らかです。さらに大学生は学校での勉強だけでなく、

サークル活動、アルバイトなどで非常に不規則な生活リズムの日々を送っています。そこで私は、

彼らに対して、何か健康提案ができないものかと考え、そのきっかけとして、学生対象に大麦若

葉の青汁の試飲会を実施することにしました。青汁は不足気味の野菜の代わりに、手軽にビタミ

ン・ミネラルをコンスタントに補給することができるからです。本当は、1 日に 350g の野菜、

特に緑黄色野菜や旬の果物を摂ってもらうことが理想ですが、そのような話をしても無駄なこと

は目に見えています。野菜や果物に含まれるクロロフィル（抗酸化、抗炎症、解毒作用）や活性

酸素不活化酵素 SOD、抗酸化作用のあるポリフェノールの代替として青汁を紹介しました。青汁

の原料には、大麦若葉のほかに、ケールがありますが、ケールは、質の良い睡眠に導くメラトニ

ンを含むことが特長です。パソコンやスマホのブルーライトにより、睡眠障害のある場合はケー

ルのほうが有効といえます。私は学生さん達に試飲していただく際に健康上の悩みなどないかを

聞くようにしています。なかでもよく耳にするのは「夜眠れない」や「胃が痛い」という悩みで

あり、その原因を多くの方はストレスだと片づけてしまっています。確かに、現代社会には数多

くのさまざまなストレスが存在します。子供や学生であっても例外なくストレスを感じながらあ

るいは無意識にストレスを受けながら生活をしているのです。ストレスは、多くの疾病を引き起

こす原因となり、初期症状として、睡眠障害や胃腸の不調が起こることがあります。しかしなが

ら現存する医薬品の中には、これらストレスをゼロに変える万能薬は残念ながらまだありません。

また多くの方が睡眠障害や胃腸の不調を疾病だと認識せず、これらの症状を放置してしまいがち

です。不眠や食欲不振が精神疾患の初期症状であることも多く、発症につながることも少なくあ

りません。彼らが、自らの危険な状態に気づき、生活習慣やリズムを整えるために健康食品や

OTC 医薬品を利用することは、未病対策であり、セルフメディケーションのひとつと言えます。 
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OTC 医薬品の一例として、ドリエルのような睡眠改善薬以外に、抑肝散や抑肝散加陳皮半夏、

抑肝散加芍薬黄連のように気の高ぶりを抑えて眠りやすくする作用の漢方処方があります。西洋

薬の睡眠改善薬と違って、漢方処方の場合は OTC医薬品であっても、全人的に体質そのものを改

善することを目的とします。睡眠の改善と共にあきらめていた肩こりや頭痛が軽減されたりする

のが漢方処方の特長です。しかし、このような医薬品を服用したとしても、寝る直前までパソコ

ンやテレビ、スマホの画面を見ることを続けていれば、睡眠障害の改善にならないことにも気づ

いていただく必要があります。また、胃腸症状のひとつである胃酸過多を引き起こす要因として

睡眠不足も挙げられ、生活リズムの改善は胃腸の改善につながることもお伝えする必要がありま

す。 

セルフメディケーションとは、軽度な疾病に罹患した際に自身の選択で OTC 医薬品を購入し治

療することとされていますが、今回の例のように病気に罹患する前の未病対策支援も私たちの役

割です。未来を担う若い人たちが、健康な生活を送ることができるよう、私たちの今後の課題は

若い人たちへの情報発信であると考えています。そのためには、若い人たちの興味を引く POP

や売場作り、若い人たちの相談にしっかりと対応することができる人材育成を行っていくべきで

す。私が勤める会社はテーマとして「未病」と「医食同源」を掲げています。まさに今、若い人

たちにぜひ知ってもらいたい言葉であり、考えなのです。私たちドラッグストアで働く者はこの

ような考えを若い人達に正確に伝えていく使命があります。若い人達の食や睡眠を改善すること

は、彼らの将来に対してだけではなく、引いては日本の将来を明るくすることにも繋がります。

そのように考えると、すべての世代のセルフメディケーション支援、未病対策に取り組む私たち

の役割、責務は今後ますます大きく重いものになります。身を引き締めてスタッフ一同で地域の

健康支援に邁進して参ります。 

  

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

TEL：045-474-1311 FAX：045-474-2569 


