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はじめに 
 

これまで、JAPAN ドラッグストアショーの同時開催イベントとして定着してきたセルフメディ

ケーションアワードですが、第 13回目の開催にあたりリニューアルを行いました。静かな会場で

発表者も参加者も非常に集中でき、内容の濃い発表会となりました。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で

は「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、「街の健康ハブステーション構想の実現に向けた取り組みの紹介や

提言」、「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」というテーマで作

品を募集しました。 

 

「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、６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、アワード当日に決定されたグランプリ他各賞

を受賞した作品、学生部門特別賞および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・・・・・・・・・・・・・ 47作品 （7） 

登録販売者・・・・・・・・・・・ 107作品 （10） 

栄養士・管理栄養士・・・・・・・ 16作品 （2） 

その他の薬業従事者・・・・・・・ 1作品 （0） 

●薬学生・専門学校生・・・・・・・・ 99作品 （3） 

合計 270作品 （22） 

注）（ ）内は、本紙掲載の「佳作」以上の作品数です 
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事務局にご連絡ください。 

〒222-0033 
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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、高齢者の低栄養問題への対応など、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。ま

た、応募数自体も伸び悩んでいる傾向が続いているように見受けられます。ドラッグストア業界

に従事する専門家の中心的な存在として、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、「情報提供と相談」をキーワードにした作品が多く寄せられ、専

門知識の必要性もさることながらコミュニケーションの重要性が改めて強調されました。また、

健康相談会や体操教室などによる予防観点から地域の住民皆様とのつながりに注目した作品など、

新しい視点や考察があり、好印象でした。応募数自体も多く、登録販売者の方々の意欲を強く感

じました。 

専門学校生の方々は、ほとんどの人が登録販売者の資格を取得し、店舗での実習を経験してい

ている人たちです。利用者がより便利になるための相談スペースの配置・各種掲示の統一化や、

ドラッグストアの「健康のハブステーション」化のために、他のドラッグストアとの連携、地域

との連携など、従来から言われながら、現在のドラッグストアで必ずしも実行されていない企画

も多くの専門学校生から提言されています。新人の皆様が感じたこれらの提言を、薬業界が連携

して実現していくことが求められています。 

発表を行い、各賞を受賞した作品は店舗でのイベントを通し、お客様と信頼関係を結び成果を

挙げている例や、普段の良好なお付き合いから、頼りにされる分野が広がり、要望にこたえられ

るように努力し、成果を上げている例など、立派な報告もありました。このような成果をあげら

れているのも、経営者、管理者の理解のもとになされていることによるものでしよう。末端の従

業員の意欲を大切にする経営が要求されます。 

 

■今回の作品を読んで感じたこと（問題点） 

今回のアワードは、270名の応募者のうち、登録販売者と実際は登録販売者である専門学校生

を合わせると、登録販売者が 206名となり、応募者の大半を占めています。薬剤師は 47名で、薬

学生の応募はありませんでした。登録販売者の意欲が際立っています。本来、セルフメディケー

ションに一番深くかかわらなくてはならない薬剤師の関心が薄いように感じ、心配しています。

薬剤師が、セルフメディケーション推進のための環境づくりの中心となり、強力な推進力になっ

てほしいです。 

 

■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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■経営者、管理者の方々へのお願い 

従業員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経営者、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 
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第 13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 

氏  名 ：庄司 富貴子（しょうじ ふきこ） 登録販売者 

所  属 ：道北調剤薬局（No.12059） 

作品テーマ：『調剤薬局からの小さな発信 ～肌ケアからのＱＯＬ向上を願って～』 

 

準グランプリ（団体の部） 

氏  名 ：宮脇 裕枝（みやわき ひろえ） 登録販売者 

所  属 ：㈱カメガヤ（No.12008） 

作品テーマ：『「デポ・健康サポート」推進店 マイナス 10歳実現への取り組み』 

 

準グランプリ（個人の部） 

氏  名 ：鈴木 美緒（すずき みお） 登録販売者 

所  属 ：㈱ぱぱす（No.12088） 

作品テーマ：『ドラッグストアだからこそできること』 

 

会長賞 

氏  名 ：岡村 実咲（おかむら みさき） 管理栄養士 

所  属 ：㈱ユタカファーマシー（No.13006） 

作品テーマ：『ドラッグストア併設調剤薬局の管理栄養士の可能性』 

 

実行委員長賞 

氏  名 ：寺田 大輝（てらた だいき） 薬剤師 

所  属 ：㈱龍生堂本店（No.11002） 

作品テーマ：『調剤併設ドラッグストア薬剤師による高齢者の栄養ケアへの取組み 

～もしも薬剤師が栄養ケアに取り組んだら～』 

 

審査委員長賞 

氏  名 ：山本 佳宏（やまもと よしひろ） 登録販売者 

所  属 ：ウエルシア薬局㈱（No.12107） 

作品テーマ：『超高齢社会に対応する売場作り ～地域一番店！を目指して～』 

 

審査委員特別賞 

氏  名 ：田口 慎之助（たぐち しんのすけ） 登録販売者 

所  属 ：㈱クスリのマルエ（No.12025） 

作品テーマ：『お客様のセルフメディケーションへの意識とドラッグストアの存在意義』 

 

学生部門特別賞 

氏  名 ：田島 穂乃香（たしまほのか） 

所  属 ：仙台医療秘書福祉専門学校（No.20063） 

作品テーマ：『ドラッグストアの今後の取り組み～ハブステーション化に向けて～』 
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佳作 受賞作品 

■薬剤師の部 

氏名・所属：大久保 美菜  ㈱龍生堂本店（No.11001） 

氏名・所属：三上  勝  ㈱龍生堂本店（No.11003） 

氏名・所属：齋藤  旬  ㈱龍生堂本店（No.11005） 

氏名・所属：宮本  晃洋  ㈱ユタカファーマシー（No.11024） 

氏名・所属：橋川  源  ㈱ユタカファーマシー（No.11025） 

氏名・所属：松下  綾  ウエルシア薬局㈱（No. 11047） 

 

■登録販売者の部 

氏名・所属：三浦  歩佳  ㈱サッポロドラッグストアー（No.12011） 

氏名・所属：蟻川  美江  ㈱クスリのマルエ（No.12019） 

氏名・所属：小林  愛佳  ㈱クスリのマルエ（No. 12022） 

氏名・所属：石田  研摩  ㈱ユタカファーマシー（No.12074） 

氏名・所属：柏木  優汰  ㈱丸大サクラヰ薬局（No.12106） 

 

■栄養士・管理栄養士の部 

氏名・所属：古田  彩香  ㈱ユタカファーマシー（No.13007） 

 

■薬学生・薬業専門学校生の部 

氏名・所属：高橋  香織  東京医療秘書福祉専門学校（No.20013） 

氏名・所属：黒﨑  玲沙  東京医療秘書福祉専門学校（No.20014） 

 

奨励賞（薬業専門学校生） 

氏名・所属：阿部  雄志  札幌福祉医薬専門学校（No.20001） 

氏名・所属：伊藤  麻子  東京医療秘書福祉専門学校（No.20015） 

氏名・所属：佐藤  那香  東京医療秘書福祉専門学校（No.20021） 

氏名・所属：川下  有果  北日本医療福祉専門学校（No.20051） 

氏名・所属：髙橋  愛美  北日本医療福祉専門学校（No.20054） 

氏名・所属：本多  未来  仙台医療秘書福祉専門学校（No.20064） 

氏名・所属：土井  明日香  横浜医療秘書歯科助手専門学校（No.20078） 

氏名・所属：小泉  隆嗣  東京医療秘書福祉専門学校（No.20098） 
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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

大久保　美菜 11001 佳作

寺田　大輝 11002 実行委員長賞

三上　　勝 11003 佳作

神蔵　豊一 11004

齋藤　旬 11005 佳作

岩原　真樹 11006

松浦　真司 11007

匂坂　文彦 11008

野崎　久斗 11009

長谷川　貴久 11010

佐々木　優実 11011

安斎　莉奈 11012

吉尾　健 11013

金田　和也 11014

土屋　花野 11015
ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本 小川　誠 11016

菅野　千香子 11017

渡邉　剛 11018

塚田　晃司 11019

水上　裕加里 11020

田中　瑛李 11021

つがやす薬局 吉見　裕幸 11022

吉見　隆之 11023

宮本　晃洋 11024 佳作

橋川　源 11025 佳作

甲斐　浩敏 11026

山本　大介 11027

小島　昇 11028

上田　徹 11029

菅井　菜摘 11030

川口　巡 11031

浅井　恵 11032

大倉　順一 11033

中山　清吾 11034

鄭　石南 11035

鷲見　朋子 11036

龍生堂本店 大島　章弘 11037

杉本　幸枝 11038

的場　俊哉 11039

菅野　拓 11040

阿部　真夕 11041

辻井　由紀 11042

木原　康宏 11043

沼久内　祐子 11044

荻原　淳 11045

長尾　伊都香 11046

ウエルシア薬局 松下　綾 11047 佳作

岸邉　廣志 12001

松田　香織 12002

左伴　直美 12003

早野　愛未 12004

内海　淳 12005

岡島　淳 12006

門野　誠 12007

《全応募者一覧》

薬剤師

龍生堂本店

カメガヤ

龍生堂本店

クスリのマルエ

ユタカファーマシー

キリン堂

マツモヨキヨシHD

登録販売者

龍生堂本店

カメガヤ
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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

宮脇　裕枝 12008 準グランプリ(団体の部)

竹内　智 12009

龍生堂本店 畑　多希恵 12010

三浦　歩佳 12011 佳作

伊藤　早紀 12012

佐藤　沙紀 12013

堀田　耕平 12014

助石　彩夏 12015

齋藤　皓平 12016

橋場　大晟 12017

山村　彩夏 12018

蟻川　美江 12019 佳作

小宮山　玲子 12020

小宮　佑介 12021

小林　愛佳 12022 佳作

小林　夏菜 12023

小林　茉由 12024

田口　慎之助 12025 審査委員特別賞

福田　阿里紗 12026

矢嶋　瞭 12027

佐藤　璃奈 12028

長尾　采香 12029

齊藤　真紀 12030

松岡　洋佑 12031

上田　浩之 12032

永塚　琢馬 12033

久保　夕季 12034

歳安　沙耶 12035

小林　公介 12036

岩田　真季 12037

植山　耕平 12038

富山　拓海 12039

壷阪　智尋 12040

峯　典義 12041

壺田　勝也 12042

安田　眞実 12043

坪倉　正幸 12044

谷垣　仁宏 12045

清水　祐一 12046

福山　哲哉 12047

有本　弥生 12048

戸板　亜矢 12049

松本　留美 12050

宇治　真依子 12051

大和　利菜 12052

中嶋　一博 12053

小山　裕里花 12054

土屋　真衣 12055

山本　雅也 12056

大角　敏希 12057

遠山　慎也 12058

道北調剤薬局 庄司　富貴子 12059 グランプリ

中山　瑞萌 12060

成田　逸人 12061

《全応募者一覧》

サッポロドラッグストアー

クスリのマルエ

サッポロドラッグストアー

ゴダイ

サッポロドラッグストアー

サッポロドラッグストアー

登録販売者

カメガヤ
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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 篠塚　潮 12062

ツルハ 戸田　志津子 12063

中里　壮輝 12064

齊藤　利奈 12065

齊藤　綾菜 12066

澤田　凌 12067

川崎　健太郎 12068

石原　遥 12069

末友　恵 12070

田口 裕也 12071

赤間　令奈 12072

山脇 浩史 12073

石田　研摩 12074 佳作

村井 大輔 12075

疋田 祐佳 12076

山本　憲一 12077

阿部　勇斗 12078

川口　彩華 12079

福永　純也 12080

前田　菜月 12081

赤川 　敬 12082

前川 　寛太 12083

大田 　晃司 12084

大森　阿季 12085

榎本　正 12086

有村　萌木 12087

鈴木 美緒 12088 準グランプリ(個人の部)

阿比留　智愛 12089

奥埜　竜矢 12090

花形　雄平 12091

阿比留　優姫 12092

児玉　幸子 12093

渡邉　愉祐紀 12094

津久井　崚太 12095

長嶋　真生 12096

竹脇　瑠美 12097

千尺　優典 12098

小野　慎 12099

岩城谷　翔太 12100

丸川　誠也 12101

伊藤　豊 12102

坂田　理奈 12103

七戸　晴香 12104

村上　琢哉 12105

柏木　優汰 12106 佳作

ウエルシア薬局 山本　佳宏 12107 審査委員長賞

永田　千尋 13001

加納　あゆみ 13002

丸山　涼 13003

中島　早紀 13004

ゴダイ 久保田　朱音 13005

岡村　実咲 13006 会長賞

古田 彩香 13007 佳作

深山 加奈 13008

登録販売者

薬ヒグチ＆ファーマライズ

ぱぱす

クスリのアオキ

丸大サクラヰ薬局

管理栄養士

クスリのマルエ

ユタカファーマシー

サッポロドラッグストアー

ユタカファーマシー

サッポロドラッグストアー

キリン堂

《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

正村 明里 13009

大石　菜緒 13010

竹村 朋子 13011

中澤 咲 13012

北橋 結 13013

サッポロドラッグストアー 大西　彩花 13014

クスリのアオキ 兵藤　智美 13015

ウエルシア薬局 松下　麻美 13016

阿部　雄志 20001 奨励賞

石岡　宜朗 20002

工藤　鮎美 20003

斉藤　勇一 20004

佐藤　瑞生 20005

瀬口　早希 20006

高橋　遼生 20007

長瀬　大翔 20008

細川  瑞稀 20009

増田　望 20010

三上　由美 20011

吉田　優希 20012

高橋　香織 20013 佳作

黒﨑　玲沙 20014 佳作

伊藤　麻子 20015 奨励賞

荒川　帆華 20016

河西　萌 20017

岡部　えりな 20018

櫻井　良江 20019

飯塚　ゆめの 20020

佐藤　那香 20021 奨励賞

秋葉　剛 20022

今　蘭奈 20023

村西　恵輔 20024

熊谷咲樹 20025

小泉萌々 20026

中島莉奈 20027

芥川あかり 20028

多田悠希 20029

大場遥奈 20030

北川怜奈 20031

本間唯 20032

岡村友博 20033

鈴木大地 20034

小山瑞生 20035

松井彩奈 20036

吉田ゆきな 20037

今雪音 20038

西舘理奈 20039

富田香菜美 20040

及川夕瑛 20041

福田美紅 20042

岩船麻未 20043

小川里穂 20044

草彅　絵莉香 20045

浅利　香帆 20046

《全応募者一覧》

管理栄養士

ユタカファーマシー

薬業専門学校

札幌福祉医薬専門学校

東京医療秘書福祉専門学校

札幌医療秘書福祉専門学校

北日本医療福祉専門学校
 

 



-11- 

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

今村　七海 20047

岩川　みなみ 20048

小田島　周平 20049

小原　真子 20050

川下　有果 20051 奨励賞

工藤　瑠衣 20052

佐々木　陽奈 20053

髙橋　愛美 20054 奨励賞

高橋　彩耶佳 20055

田口　芽偉 20056

新田　雛子 20057

野辺地　美有紀 20058

松川　美里 20059

八重樫　練 20060

山口　瑠菜 20061

山本　寛太 20062

田島　穂乃香 20063 学生部門特別賞

本多　未来 20064 奨励賞

齋藤　郁美 20065

井上　桃香 20066

高田　智紀 20067

佐々木　莉沙 20068

飼沼　柚依 20069

杉本　治之 20070

杉本　智治 20071

千葉　真由美 20072

前根　歌穂 20073

太楽　夏琳 20074

谷口　結美 20075

中西　卓也 20076

渡邊　知香 20077

土井　明日香 20078 奨励賞

辺木園　麗 20079

林田　南 20080

池田　あんず 20081

石崎　さや香 20082

石原　奈月 20083

稲木　由姫奈 20084

内田　好咲 20085

加藤　舞 20086

加藤　莉桜 20087

亀岡　一花 20088

齋藤　愛衣利 20089

佐藤　祐美 20090

霜田　夏希 20091

高部　琴乃 20092

坪井　梓 20093

中村　繭 20094

坊野　愛美 20095

宮地　麗歩 20096

森山　舞桜乃 20097

東京医療秘書福祉専門学校 小泉　隆嗣 20098 奨励賞

早稲田速記医療福祉専門学校 村田　彩恵 20099

《全応募者一覧》

薬業専門学校

北日本医療福祉専門学校

仙台医療秘書福祉専門学校

横浜医療秘書歯科助手専門学校

早稲田速記医療福祉専門学校
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「グランプリ」 
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-受付番号(12059)                        -部門名(登録販売者) 

タイトル：調剤薬局からの小さな発信 ～肌ケアからのＱＯＬ向上を願って～ 

所属：道北調剤薬局 

氏名：庄司 富貴子 

 

人々の健康と密接にかかわる調剤薬局で登録販売者として勤める私は、ある尊敬すべき師の生

き方から「正しい情報を提供していくためには知識や経験を身につけることが大切」だというこ

とを学び、多くの情報に触れ、知識を得てそれを整理し伝えようと試みることで自分もセルフメ

ディケーションのお手伝いができないかと考えていました。そして患者さんやお客様と交わす会

話の中から新たな問題、新しい知見に気付かされ、考え更に学び伝えるを繰り返してきました。

あるとき資生堂さんから肌ケアについて学ぶ機会がありました。その内容は「肌には自ら持って

いる力があり、普段の生活の中でちょっとした肌ケアを意識することで、様々な皮膚トラブルを

未然に防ぐことができる」ということでした。 

 

肌を健康に保つためには「清潔」＋「保湿」がセットで習慣づけられることが必要です。肌が

健康であるということは、肌の細胞が一定期間で生まれかわる「ターンオーバー」を正常かつス

ムーズに進むよう角質層が持つ「保水機能」と異物侵入を防ぐ「バリア機能」を維持できている

状態をいいます。例えば身体の洗い方は、石鹸をよく泡立てて、その泡で洗う事が大切です。肌

をゴシゴシ擦ると皮膚表面のバリア機能を物理的に傷つけることになるため避けるべきです。保

湿とは文字通り肌に必要な水分を閉じ込めることに他なりません。乾燥した肌が必要としている

のは水分ですから、保湿クリームなどは皮膚が乾いた状態ではなく洗顔や入浴後など肌に水分が

十分に補充された状態で、上からベールで覆うように塗り伸ばすのが正しい使い方となります。

このような習慣を肌ケアといいます。小児や高齢者といった年齢に関係なく、乾燥性の痒みを訴

える方たちの多くはこの肌ケアという概念すら持っていないことが多いようです。 

 

そこで待合室の数カ所にポスターや POPを貼り出し、季節ごとの肌ケアの大切さを訴えてみまし

た。季節の変わり目のタイミングでローカル FM放送でも肌ケアのポイントについてお話してみま

した。この一方向の情報伝達方法は、興味があれば見てもらえるし、これをきっかけに質問もい

ただけますが、コミュニケーション手法としては積極的に見えて内情は常に受け身となります。

それでも読んでもらえ、聞いてもらえる工夫を今も繰り返しています。 

  

FM 放送スタジオ 店外ポスター 
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店内ポスター 

 

あるとき小児科で子供に保湿剤、ステロイド剤が処方されたお母様から相談を受けました。子

供が元々肌が弱く、痒がるので処方された薬を使用してはいるけれど、夏など暑いときにはべと

つくのを嫌がるし、汗もかくのでワセリンを使うと蒸れて可哀相だといいます。これに対して多

少でも QOLの向上に繋がればという思いから保湿機能を持つ入浴剤の使用を勧めてみたところ、

数カ月経って肌の状態が落ち着いてきた上に薬剤使用量が減ってきたと喜びの声を聴くことがで

きました。それ以降も薬剤の処方量が減って、その患者さんは今でも続けて同じ入浴剤を使用さ

れています。適度な保湿ケアの重要性、普段の生活にあってもちょっとした注意や工夫で肌症状

は改善することがあると実際に分かりました。 

 

健康な肌を保つためには一年を通してケアすることが大切ですが、特に私の勤める薬局のある

北海道の秋冬は、昨今の高気密・高断熱住宅で FF式やエアコン温風のみを暖房源とするので室内

温度は高く、空気が著しく乾燥しているのが特徴で、家の内外で大きな温度差もあってお肌には

過酷な環境となります。そのため高齢の患者さんに多い乾燥性の痒みも、特段肌ケアなどを意識

せずに生活することで肌トラブルを招いていることも十分考えられます。そこで処方薬の調剤が

終わるまでの待ち時間を使って、皮膚のカサカサや痒みが気にならないかを聞き、同時に状態に

合わせて肌ケアのアドバイスを行ってみました。 

 

対象 定期的に処方せんを持参する患者さん 

期間 2017年 9月 1日～2017年 11 月 30日 

内容 性別、年代、カサカサ乾燥や痒みが気になる季節、カサカサ乾燥や痒みが気

になる部位、洗い方、保湿剤使用の有無、お風呂のお湯の温度 

実施方法 説明しやすいように紙芝居風に資料を作成し、一人ひとり質問形式で行った。

聞き取り後はそれぞれのケースに合わせたアドバイスを、あえて手書きのコ

メントを添えて手渡した。 
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 聞き取り調査風景  

 

 
 

アンケート用紙とアドバイスコメント用紙 

 

  

併せて店内にポスター掲示とパンフレットの配布も行った 
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パンフレット 

（なるべく目立ち、「これは何？」と気づいてもらえるよう大きめの文字や絵、 

はっきりした色味で作成した） 

 

アンケート結果 

 

ナイロンタオルでゴシゴシ洗いをしている方は当初予想よりも少なかったですが、肌に良くな

いと分かっていてもスッキリしない、気持ちがいいからとゴシゴシ洗いがやめられない方もいま

した。お風呂上りは特に何もしないし、このタイミングで保湿剤を使用している人は少ないよう

です。折角保湿剤を使用していても、肌が乾燥しているときに塗っている方がいたり、お肌表面

からの水分蒸散量が増えるにも関わらず冬は寒いので、湯冷めしないよう上がり際にお湯の温度

を上げるという方もいました。 
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主に提供したアドバイス 

泡洗いの大切さ 

お風呂上り後は一秒でも早く保湿剤を塗る 

湯温が高すぎると皮膚表面からの水分蒸散量が増え乾燥を招くので 37℃～39℃程度の適温が良

いと勧めた 

女性には洗顔後に化粧水や乳液を使うのと同じように身体も同じと伝えた 

手荒れで悩む方にはハンドクリームを塗るタイミングが大事だと説明し、手洗い後は濡れてい

る状態で塗ることを勧めた 

かかと、すねがカサカサの方はお風呂上りのスピード保湿を勧めた 

乾燥が背中など広範囲におよび保湿クリームなどを塗りづらい、塗るのに抵抗がある、面倒と

言われる方には保湿成分入りの入浴剤をサンプル提供した 

湿度計の有無を聞き、洗濯物を干す、観葉植物を置く、お湯を沸かすなど室温ばかりでなく湿

度にも気をつけるようにアドバイスした 

 

いくつかの事例と店頭での聞き取り調査やアドバイスに対する反応を改めて考えてみると、長

年変わらず続けてきた習慣を変えるにはきっかけと動機づけが必要ですが、大きな変化を求めな

くとも少しの工夫で QOLの向上に繋がることがあると思われます。肌が乾燥して体中が痒いとい

う例であっても、問題解決のために医薬品を使用する方法とは別に、日常生活に取り入れやすい

簡単な方法で原因を改善して症状が治まる可能性があるなら試してみる価値は十分にあると思い

ます。季節ごと、色々な場所・場面で呼びかけをすることで、お互いに知っているようで知らな

い事、知るべきことなのに伝わっていないことなど双方にとっての気付きにつながるという事も

わかってきました。誰でも意味のある情報を得ることは自分自身を守ることになります。自分が

提供した情報をもとに、ちょっとした工夫をすることで QOLが多少なりとも改善されることに気

付いた方は他の話にも耳を傾けてくれるようになりました。肌ケアのことも「泡を作って泡洗い

をしているよ」「お湯の温度に気をつけているよ」などと言ってくださる方がいらっしゃる一方で

「できそうなことはやってみてるけど、長年習慣になっていることなのでなかなか難しいよ」と

手紙を書いてくれた方もいました。また毎年あかぎれで手がガサガサになってしまうので絆創膏

が何枚あっても足りず何を使ってもダメだとおっしゃっていた６０代の男性に、とにかく水分の

ある状態ですぐに塗ることをアドバイスしましたが、どうせダメだからと諦めている様子であま

り聞き入れてくれない感じでした。ところが一か月後の来局時には一目見て分かるほどツルツル

スベスベになっていて、私も驚いて「すごくきれいになってますね、スベスベですね」と声をお

かけしたところ嬉しそうに微笑みながら、「絆創膏も買わなくてよくなったよ。忘れることもある

けれど意識して塗るようにしているよ」と言ってくださったことがとても印象的で嬉しかったで

す。 

 

実際の声 

70 代女性 

ナイロンタオルでゴシゴシ洗いすることが肌

に良くない事だと知らなかった 

今は泡を作って優しく洗うようにしている 

80 代女性 

ザーネ、マイザーを続けて処方されていたが塗

るタイミングを水分のある時にしている。しっ

とりが続く感じがする。 

80 代女性 

カサカサ、痒みは気にならない 

昔から風呂上りになんとなくクリームを塗っ

ていたが、それが肌にとって良いことだとは知

らなかった 

70 代女性 

すねがカサカサで黒いインナーに粉がついて

いたが、お風呂上りのスピード保湿で白い粉が

つかなくなった 
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80 代女性 

腰辺りがカサカサで痒く皮膚科に行こうとし

ていたが、優しく泡で洗うようにしたところ症

状が治まってきたので皮膚科に行くのをやめ

て様子を見ることにした 

70 代女性 

肌が弱くヒリヒリあり。高温（42℃以上）のお

湯での洗顔をやめてぬるま湯にし、早めの保湿

を意識するようになってから肌状態が良くな

った気がするので今も続けている 

70 代女性 

ジムで汗を流しシャワー後に肌にクリームを

塗っている人たちを見て塗っている理由が分

からなかったけれど、肌に水分のあるうちに塗

ると肌のしっとり感が違うことを実感し自分

も塗るようになった 

80 代男性 

皮膚科で続けて保湿剤（ヒルドイド）が処方さ

れていたが、朝にカサカサの状態で塗った時と

比べると風呂上りの水分のある状態で塗った

方がしっとりが長続きした感じがする 

 

乾燥が原因の皮膚の痒みに対して、これまでお肌のプロである資生堂さんや、薬剤師の先生た

ちからのアドバイスを参考にして、肌トラブルに悩む方々の QOL向上のために私たち登録販売者

ができることとして小さな情報の伝え方を工夫してきました。自分がアドバイスしたことを、少

しでも試してみてくれている人や続けてくれている人が居ることに嬉しさを感じると共に、ちょ

っとしたコツをお伝えすることで実際の喜びの声を聞くことができ、肌ケアの大切さが伝わった

かなと実感しました。それと同時に今までしていなかったことをしなければならないと無理する

のではなく、少しだけ気にすることから始めるよう情報の伝え方も大切だと気づかされました。

今は若干の実演も加えながら興味を持ってもらえるよう印象に残る伝え方を工夫し実践していま

す。 

 

自分で自分の健康を守る一番基礎の部分であるセルフメディケーションとは、世界保健機関

（WHO）の定義によれば「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」とされています。一般的には軽度の疾病を OTC医薬品、指定医薬部外品などを使うことで治

療し重症化を予防すること。その目的達成のため生活習慣病予防として健康食品、サプリメント、

特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品等を取り入れること。またロコモティブシンド

ロームを予防するために適度な運動を生活に取り入れて体力づくりをすることなどと理解されて

います。そしてそれは日ごろの生活習慣を見直すことで健康な日々を送れるように、私たち登録

販売者が一人一人の患者さんのセルフメディケーションパートナーとして個別具体的なアドバイ

スをすることが大切だと言われているような気がします。これからも目の前にいらっしゃる患者

さん達を注意深く見て、そのお話に耳を傾け、必要としている情報は何かを的確にとらえて、分

かりやすくフィードバックするため、日頃から勉強を重ね、知識を蓄え、情報を整理して理解し

てもらいやすいアドバイスができるよう心がけたいと思っています。 

登録販売者が患者さんやお客様に対してできることは、単に２類３類の医薬品を売ることだけで

はないと信じ、これからも努力していきたいと考えています。 
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「準グランプリ」 

(団体の部) 
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-受付番号(12008)                        -部門名(登録販売者) 

タイトル：「デポ・健康サポート」推進店 マイナス 10歳実現への取り組み 

所属：㈱カメガヤ 北すすき野店 

氏名：宮脇 弘枝 

 

Ⅰ 測定会の紹介 

私の勤務する北すすき野店では、登録販売者による活動の一環として、店舗独自のスタイルの

測定会を継続して行い 30 回を迎えます。 

内容は、商品のタニタ体組成計と血圧計を使用し、ＢＭＩ、筋肉量、体脂肪、内臓脂肪、基礎

代謝量、体内年齢等を測定し記録用紙に記入してお客様に差し上げます。簡単な解説を行い、お

なじみ様なら前回との比較も行い、生活改善案等も提案します。 

ポイントは体内年齢が実年齢のマイナス 10才になる事を目標としているので、その方に応じた食

生活の改善や運動習慣をお勧めします。 

「次回は更に体内年齢が若くなるようにたくさん歩きましょう！」などアドバイスをしながら、

楽しくにぎやかにお客様とコミュニケーションを図る場となっています。 

スタートから 1年半を経過し、延動員数は約 500名、天候や季節により左右されますが月平均 30

名位ご来店されます。 

 告知方法は店内掲示やレジでの手配りチラシが主で、近隣のスポーツクラブや手作りお弁当屋

さんにもチラシを貼らせて頂いています。 

 測定会の形式は、その都度自店でできる形の他、スポットでイベント的にドリンクや青汁試飲

会を同時に開催したり、第 20回記念では他社参加の血管年齢測定も行い好評を得ました。 

 

Ⅱ 活動の目的 

 登販資格者が医薬品の販売やご案内だけでなく、もっと積極的に地域のお客様のためにできる

事を考え、地域の方々が生き生きと健康でいつでもご来店してもらえるような店にしたい、とい

う観点から何度も検討を重ねてスタートしました。 

 自分に置き換えたらどうでしょう。ただ測定するだけなら高機能の体組成計で測ればよいです

が、きっと 1人では続けられません。高齢者になれば自己管理はまず難しいものと思います。測

定だけでなく、頑張った結果を喜び合い、励まし合い、悩みを相談したりできれば心強く、晴れ

晴れとした気分でまた新たな目標を持てると思います。 

 自身の数値をきちんと理解する事のみならず、様々な付加価値を付けることでデポを支えて下

さる地域のお客様の地盤を固め、地域 NO.1ドラッグストアとしてご支持を得るための活動につな

がります。 

 私達は単に物販だけではなく、測定会等を通じて美と健康に関する商品や情報を提供し、お客

様とのコミュニティの場を作りながら、健康サポートの役割を果たすことで、継続的なご来店が

見込め、地域に根差し続けられると考えました。 

 

Ⅲ お客様の事例 

 40代男性―測定会で血圧が高いことに気付き、その後生活改善におすすめした「胡麻麦茶」や

「ヒハツ入緑茶」を取り入れて、毎日測定記録を付け始めたそうです。2ヶ月程で安定してきた、

医者にかからず改善出来て良かった、と毎回のように顔を見せに来て下さり感謝されています。 

 60代女性―ご近所の方たちとお誘い合わせて和気合いあいとにぎやかに測定し、あなたはここ

に気を付けて、とか、私の方が若いなどお互いにチェックし、楽しいひと時を過ごします。老後

のお話を聞かせて頂けたり私たちもためになります。こちらがおすすめする商品なども柔軟に取

り入れる気持ちを持つのも若さを保つ秘訣だな、と思わせる魅力的な方です。もちろんマイナス
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15 才をキープされています。 

 50 代女性―5 ヶ月前に初回参加、体内年齢と実年齢の差が 0、各数値の悪さにショックを受け

た方が、その時の記録用紙を持って見えました。「運動が苦手だったけど、ここできっかけを作っ

てもらい一念発起、たくさん歩いたりジムに週 3回も通ったり頑張ってきたの、測って下さい。」

と言われます。 

 結果、筋肉量アップ、体脂肪大幅減少、体内年齢がなんとマイナス 8才になっていました。私

達はハイタッチ状態で喜びを分かち合い、本当にありがとうと感謝の言葉を頂きました。生活に

ハリができて体が軽くなり、ご家族には綺麗になったとほめられ、ジムでお友達も増えいい事だ

らけだそうです。 

「次回はマイナス 10才を目標にまた来ます。」とはつらつとお買い物をされてゆきました。 

 この事例は本当に喜ばしい、自分の役割を体感できたケースでした。 

 

Ⅳ セルフメディケーション推進を実現するために 

 私たち資格者が測定会だけでなく、店内での接客やご相談などを扱うにあたり、きちんとした

知識を付け勉強し続けてゆく必要がありますので、製薬会社主催の外部セミナーに当店から 2名

参加させて頂いています。 

 内容は、女性のヘルスケアにターゲットを絞った、特に 40～50代の更年期前後のバランスが崩

れモヤモヤする時期に、体の不調を軽減しつつうまく乗り越える為に、私達ができるサポートの

基礎情報です。 

 私自身もまさにこの年代です。 

些細な事だからと忙しさにかまけて我慢したり、話しづらい気恥ずかしさからネット情報だけ取

り入れたり等、何かと一人だけで完結しがちですが、あと 20年たち、自分が高齢者になった時に、

要支援要介護にならない自信がありますか？と問われれば、全くないのです。 

 子育てがひと段落し再び社会で元気よく働くこの世代こそ、専門的かつ的確なサポートが必要

になると考えます。 

 具体的に 

・閉経前後に起こる更年期障害の理解 

・規則正しい生活―生活指導 

・バランスの良い食事―食習慣指導 

・適度な運動―運動習慣指導 

・健康診断の推進―がん検診の薦め 

・人とのコミュニケーション―気分転換・笑顔 

 現在この世代の方達が 10～20年先も末病かつ元気よく活動できるように、今をどう過ごすかで

大きく変わってゆく事の啓蒙活動を行いサポートしていく事が、ドラッグストアに勤務する資格

者が与えられたセルフメディケーション推進の大きな任務ではないかと考えます。 

 

Ⅴ 「デポ・健サポート」実現にチャレンジ 

 北すすき野店では現在独自のスタイルで運営している測定会の効果を、もっと広い地域でもっ

と多くのお客様に広められたらどうかと考えています。 

 自社物流を活用し、必要な機器や什器を開催店舗へ送り届け、健康サポート専任チームを編成

させて店舗を順次まわってゆくイメージです。 

 専任チームが実施する事で、開催店舗ごと内容にブレがなく、早い期間で近隣店舗を巡回でき

ます。機器や什器にかかる費用も最小限で経費削減となり販売効果も狙えます。 

 また、地域包括支援センターとの連携を取り、センターに集う方々でなかなか店舗まで足を運

べないという方のために、出張測定会や、健康飲料や青汁の試飲会などを専任チームが出向いて
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イベントを実施する、というものです。 

 これは地域高齢者、熟年層に対して健康サポート企業というイメージを訴求でき、地域に根差

した地位を獲得できるのではないかと考えます。 

 

 このように資格者の取り組みを応援してもらえるベースがあるからこそ、これからのチャレン

ジに前向きになれます。アイディアが湧き出る元気な上司に恵まれて、たくさんのお客様と共に

笑い、悩み励まし合える職場で医療従事者の一人として働け、充実した日々を送れている事に感

謝しています。 

 地域のお客様の笑顔と健康サポートを願うと共にセルフメディケーション推進に携わりながら、

気付くと「更年期障害なんて感じている暇がなかった。」と思えるほど私も健やかに年を重ねてゆ

きたいです。 
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「準グランプリ」 

(個人の部) 
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-受付番号(12088)                        -部門名(登録販売者) 

タイトル： ドラッグストアだからこそできること 

所属：ぱぱす 青戸店 

氏名：鈴木 美緒 

 

【近年のドラッグストアに求められること】 

数年前から CM や新聞などでよく見かけるようになった健康寿命について自分のケアはできる

限り自分で行う『セルフメディケーション』へ注目が集まり、最近では寿命というものを意識す

るご年配の方だけではなく、若い方など幅広い年代のお客様へその関心は広がりを見せているこ

とを私が店頭での接客をする中で、多く感じられるようになりました。 

お客様の相談内容も年々専門的な内容が増え、店舗スタッフは登録販売者としての資格を持っ

ている医薬品だけでなく、化粧品に関しても専門的でわかりやすい説明など、ドラッグストアな

らではの情報提供を求められるようになってきました。 

 

【お客様の需要に応えるためのスキルアップ】 

私は入社後、登録販売者の勉強をしながら将来的にビューティケアアドバイザーの資格を取得

し、医薬品部門と化粧品部門双方で来店されるお客様へ貢献していくことを目標にしてまいりま

した。 

きっかけはある 30代の女性のお客様から化粧下地の相談を受けた際、以前美容担当者の方から

教えていただいていたソフィーナ プリマヴィスタシリーズの化粧下地の商品特徴を思い出しな

がら、自分なりに商品説明やタッチアップを行なって、購入していただくことができたことです。 

初めて自分が紹介した商品を購入していただけたことが嬉しく、さらに、数日後にそのお客様

からお礼の言葉を頂き、その後も化粧品だけでなく、医薬品はもちろん日用品の掃除アイテムの

使い方までも相談していただけるようになりました。 

ドラッグストアのお客様は医薬品だけが目的ではありません。図の 1のように自分の肌に合う

化粧品を購入するためにドラッグストアに来店される方が 61％もいらっしゃいます。 

ドラッグストアの店員が、化粧品の知識を持つことでさらにお客様への貢献度もアップします。

それにより、自分の仕事に対するやりがいも大きくなると思い、ビューティケアアドバイザーの

資格取得を決意いたしました。 

 

図の 1 
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登録販売者、ビューティケアアドバイザー取得後、医薬品だけでなく化粧品部門でも多くのお

客様から相談を頂き、販売を行なってきました。そんな中でお客様からの相談に応えるだけでは

なく医薬品と化粧品の併売、つまりカラダの内側・外側両面でのケアの提案を考えるようになり、

それを行うための情報収集として 2015年 5月より接客させていただいたお客様の年代・性別・相

談内容の記録を開始しました。これを行うことで年代別・性別により多く受ける相談内容や多く

聞かれる悩みを少しずつ把握することができ、また、アフターケアとして後日ご来店いただいた

際に「最近こんなことないですか？」とお声かけを行うことでお客様との信頼を作り上げること

ができたため、時には部門を越えてのトータルケアとしてのアドバイスを行えるようになりまし

た。記録を始めてみると、意外にも「怪我の応急処置」や「風邪などを引いた際にお風呂に入っ

ても大丈夫か」などの相談や、中には大腸の手術後の排便ケアの相談など【医薬品】と【生活】

の両方での相談を多く受けていることに気がつき、こちらからの一方的な説明だけの接客でなく、

お客様の生活により寄り添う形での接客へと成長することができました。 

その頃から漢方に対するお客様の関心が増え、店頭で漢方について相談を受けることも多くな

ったため、今度は漢方アドバイザーの取得をすることにしました。登録販売者の勉強の中では漢

方に対する知識というものがあまり重要視されていなかったこともあり、お客様の需要に応える

ために日々知識を増やしていくことが必須だと考えるようになりました。また超高齢化社会に伴

い、介護の相談も多く聞かれるようになりました。幸いなことに介護の仕事をしている母から介

護オムツの使い方や応用術を教えてもらっていたことがあり、今のところ、お客様に大きなご不

便をお掛けすることはありません。しかし今後、お客様の美と健康、さらに生活を支えていくた

めには商品や環境の変化や様々なことに興味を持ち、学習し続けることが必要だと思いました。

そのため自身だけでなくドラッグストアに従事するすべての人がお客様に対し適切な説明や時に

は注意喚起を行えるようにスキルアップしていくべきであり、スタッフのスキルアップに対して

企業によるバックアップの必要性を感じています。 

 

【今ドラッグストア業界が考えなければいけないこと】 

近年、お客様は医薬品だけでなく、生活習慣の改善や自分の肌に合う化粧品など、自身のカラ

ダを理解しトータルケアのアドバイスをしてくれる存在としてドラッグストアを必要としてくれ

ていることを私は店舗での接客を通じて感じています。それだけでなく、超高齢化社会に伴い介

護オムツの使い方やより快適に生活するための日用アイテムなどの情報収集のために来店される

お客様もいらっしゃいます。逆にセルフメディケーションへの意識が高まったことで自分の知識

を過信し、医療機関への受診が遅れるケースもあります。図の 2のように薬の副作用についての

相談、自分の健康不安を解消してもらいたいといった内容の相談をされる方が増えていています。

そのようなお客様がドラッグストアに求めていることに対し、我々登録販売者はどれだけ応えら

れているでしょうか。販売するだけではなく適切に判断して受診勧奨を行えているでしょうか。 

私自身、現在ドラッグストアのスタッフとして、お客様に対して「総合支援者」として働いて

いるという自負がありますが、未だ不十分だと思うことも多々あります。 

今、目の前にいらっしゃるお客様が訴えている内容は、「重要な疾病による症状ではないだろうか」

「副作用による症状とは考えられないだろうか」など判断に迷うこと多々あります。登録販売者

としての医薬品の勉強、漢方の勉強をする中で、副作用に関する知識や医療用医薬品の成分の作

用機序まで、しっかりとした水準の知識がなければ必要な受診勧奨を見逃しかねないことを考え

ると、まだまだ勉強が足りないと感じます。また、介護に関する相談では「ドラッグストアで介

護についてのアドバイスをもらったのが初めてだ」と言われるお客様もいらっしゃいます。 

図の２が数値で表わしているよりも、ドラッグストアで介護のアドバイスをしてもらいたいお

客様の潜在的な需要は多くあると実感しています。ドラッグストアがそれに対応できていない現

実が浮かび上がっていると思われます。 
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図の 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セルフメディケーションでの医療費削減も国の経済の状態を考えると重要で、我々ドラッグス

トア業界に従事するものが真剣に取り組まなければならないことです。昨今、医療用医薬品を美

容目的に処方してもらうといったケースが多く見られ、店頭でもヒルドイドローションなど取扱

いを聞かれることがあります。そういった場合に「本当にヒルドイドが必要なのか？」など、適

切な判断で化粧品へと推奨しているでしょうか。その時、さらに踏み込んで必要な受診勧奨をお

客様へ行なって病院で適切な治療を受けてもらえるよう説明はされているでしょうか。お客様の

間違った判断に対して、的確なアドバイスをすることにより、病気の重症化を防ぐこと。これも

医療費削減に貢献する大きな援助になると考えています。お客様の健康のために、社会のために、

ドラッグストアが重要な役割を担っていることを理解し、それらを実現していくためには何から

どう実施していかなければならないか。 

ドラッグストア業界に携わる全ての企業が考えなければならない問題だと思います。 

 

【ドラッグストアだからこそ】 

ドラッグストア業界だからこそ医療費削減のための経済政策を担うことができ、お客様への総

合的支援を行なっていける環境があります。また、お客様も総合的ケアの相談を求めて来店され

ることにしっかりと対応するため、登録販売者は日々の業務だけではなく、お客様の要望に応え

ていくための知識を持つことを重要視していかなくてはならないと考えます。  

業界として、企業として、登録販売者として、お客様にきちんと応えられているか。ドラッグス

トアだからこそできることを蔑ろにはしていないか。食品・日用品を取り扱うことでスーパー化

するのではなく、医薬品のプロフェッショナルであること・化粧品のスペシャリストであること

を常に意識し、それらの知識を大いに活用しお客様の美と健康に貢献していくことがドラッグス

トアだからこそ提供してけるサービスであることを忘れてはいけないと思います。ドラッグスト

アだからこその安心感、信頼を生み出していくことが結果として、セルフメディケーションの拡

大、医療費削減、またドラッグストアが健康のハブステーションであることの認識を示していく

ためのきっかけを作っていくのだと思います。 

私自身もこのドラッグストア業界だからこそできる、接客でお客様に美と健康を提供できる業

態を、お客様にもっと活用して頂くために、さらなる質の向上を求めて努力していきたいと思い

ます。また、同じように考えている方々と一緒に、お客様に求められることに対し、充分に対応

できる能力がある人材を増やすため、多くの登録販売者がスキルアップを志すきっかけを作り、

より働きやすい環境へと成長させていきたいと思います。 
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「会長賞」 
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-受付番号(13006)                    -部門名(栄養士・管理栄養士) 

タイトル：ドラッグストア併設調剤薬局の管理栄養士の可能性 

所属：(株)ユタカファーマシー 

氏名：岡村 実咲 

 

＜はじめに＞ 

 日本は超高齢社会に突入している。平均寿命は女性が 87.14歳、男性が 80.98歳と年々伸びて

いるが、平均寿命と健康寿命の差は約 10年もある。健康寿命とは日常的・継続的な医療・介護に

依存せずに自立して生きる期間であり、それ以降平均寿命に至るまでの期間は医療や介護の助け

が必要となる。その為医療や介護の需要の増加が見込まれ、対策として地域包括ケアシステムの

構築や健康サポート薬局などが始まっている。地域包括ケアシステムとは 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られるように、

医療、介護、生活支援・介護予防の方面から地域の方を支援する。この中で地域の生活者にとっ

て身近なドラッグストアの管理栄養士は、医療、生活支援・介護予防の面で地域の生活者に貢献

できると考える。 

 私が勤務するドラッグユタカ水口暁店は滋賀県にある調剤併設のドラッグストアである。高齢

の方が多い地域だが、調剤薬局の門前の病院は小児科でありお子様連れの方も多く来店される。

処方箋枚数は月に約 2400 枚であり、近くのクリニックや基幹病院である公立甲賀病院からも多く

の処方箋を応需し、急性疾患から慢性疾患まで様々な患者様がご来局される。 

薬局では 2016年 8月より検体測定室が開設され、糖尿病の指標である HbA1c 検査と、中性脂肪・

HDL・LDLコレステロール（以下 TG・HDL・LDL）がわかる脂質検査の 2項目の血液検査を有料で行

っている。 

私は入社から 3年半程ドラッグストアで販売員として勤務し、2016年 8月より調剤薬局で医療

事務をしている。ドラッグストアには、赤ちゃんからお年寄りまで老若男女様々な生活者が来店

される。その中で管理栄養士として OTC販売だけでなく育児相談会や健康測定会、栄養相談会、

介護食品の試飲・試食などの活動を通して、健康な方・未病の方の病気・介護の予防や健康のサ

ポートなどセルフメディケーションの推進に注力してきた。 

調剤薬局には急性疾患から慢性疾患まで様々な患者様が来局される。そのためドラッグストア

併設の調剤薬局に管理栄養士が勤務することで、さらに病気の方の治療（医療）のサポートも行

うことができると考えた。そして健康サポート薬局へも近づけるのではないかと考える。 

 

 以上のことから地域の生活者の予防・未病・治療のサポートを行い、健康意識向上やセルフメ

ディケーションの推進を通して、健康寿命の延伸に関わることを目指して活動を行った。 

 

＜目的＞ 

・地域の生活者の健康意識を高め、健康寿命の延伸のサポート 

・病気の予防、未病の方の健康サポート、セルフメディケーションの推進 

・病気の方の治療のサポート 

・管理栄養士の認知向上 

 

＜活動内容＞ 

１．検体測定室の PR活動（健康・未病の方、セルフチェック） 

 多くの生活者に身近な薬局で血液検査ができ、手軽に自身の健康状態をチェック出来ることを

知って頂く為、検体測定室の PR活動を行った。当時近隣では検体測定室の開設はなく認知されて

いなかった。そこで店舗内外にて POPや大きな告知ボードを設置し告知活動を行った。また参加
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人数や、体験者の声を掲示することで「私もやってみようかな」と思って頂けるような告知を心

がけた。参加された方には栄養相談を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．処方箋をお持ちの患者様へのお声掛け、栄養相談（病気の方の治療のサポート） 

 調剤の待ち時間に患者様へお声掛けを実施した。そし

て栄養相談、貧血チェックを行った。さらに受付時の問

診表に「管理栄養士による栄養相談を希望しますか」と

いう欄を作成し、希望者には栄養相談を実施した。 

 また自作の名刺を配布し、管理栄養士の存在のアピー

ルや継続的な相談に繋げた。 

 

 

３．ドラッグストアにて各種イベント（健康・未病の方、予防、セルフチェック） 

 月に 2回栄養相談会を実施している。さらに骨密度測定会、貧血チェック会などの測定会や、

メイバランスや健康食品などの試飲試食会により介護予防のアピールも行っている。 

薬剤師と共同で 2ヶ月に 1 回健康セミナーを実施し、管理栄養士から食事の話だけでなく薬剤師

から病気の説明も行っている。 

 

 

骨密度測定 健康セミナー 育児相談＋肌診断会 
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 門前の病院が小児科のため育児相談会にも力を入れており、1 歳半までのお子様のお母様を対

象に月に約 20名の方に参加して頂いている。さらにお母様の気分転換の時間になればと思い、ビ

ューティースタッフと共同で育児相談会の後にその場で肌診断会を行っている。 

 

＜結果＞ 

 健康、予防・未病、治療のサポートの順に結果を説明す

る。各種栄養相談件数は右の表の通りである。 

 

●各種イベントでの栄養相談 

 健康・未病の方の相談が多かった。冷え性の相談から食事内容からバランスチェックを行うま

で相談内容は様々である。その中で栄養相談会を通してダイエットをされた方を紹介する。 

・Aさん 

＜相談内容＞低糖質ダイエットをしたいが一人では自信がない。体脂肪を 2％落としたい。カー

ブス利用。 

＜サポート＞低糖質ダイエットの指導。体組成計を用いて定期的にチェック。食事内容記録、バ

ランスチェックの実施。→タンパク質、きのこ・海藻類の摂取など段階的に指導。 

＜ 結果 ＞2ヶ月で筋肉を落とさず体脂肪を減らすことに成功。「自分一人では出来なかったの

で、サポートして頂いて良かったです！」 

 

 

 

 

 

 

 

●検体測定室 

 2016 年 8 月 24 日から 2017 年 10 月末までに 179 名の方が測定され HbA1c 検査は 166 件、脂質

検査（TG、HDL・LDL コレステロール）は 130 件の測定があった。リピーターは 19 名おられ、定

期的にセルフチェックを行っている。測定結果では 179名のうち基準値以上の方が 43％、グレー

ゾーン以上の方は 73％もおられ定期的なセルフチェックの重要性がわかる。基準値外の方には早

急な受診勧奨をした。またグレーゾーン内の方、基準値を少し出ている方はまだ未病の状態が多

く早期発見、生活習慣の改善を行うことで十分健康な状態に戻ることができると考えるため、管

理栄養士のアプローチが重要だと考える。リピーターの中で数値改善が見られた方を紹介する。 

 

・Bさん（65歳、男性、過去に高血糖で注意され是正） 

 HbA1c：5.8→5.4→5.7％ 

＜生活習慣＞菓子・ジュースは控えている。調味料は砂糖ではなくみりんを活用。 

＜指導内容＞菓子・ジュースについてはお褒め。調味料ではラカントなど血糖値の上がらないも

のもご紹介。運動習慣について確認。 

＜ 感想 ＞2回目までは節制を頑張ったが、3回目までは前回値に安心して饅頭を頻繁に食べて

いた。間食を減らし、気をつける。血糖値の上がりにくい間食（ナッツ、高カカオチョコレート

など）紹介。仕事をしておらず検査をする機会がないので気軽に測れて良い。病院に行かずに済

栄養相談件数

ドラッグのお客様 36件

検体測定参加 101件

調剤薬局の患者様 25件

-2.1kg 
-2.1％ 

+1.0％ 

グレーゾーン以上 HbA1c＞5.5、LDL＞120、HDL＜40、TG＞150 130名 73%

基準値外 HbA1c＞6.5、LDL＞140、HDL＜40、TG＞150 77名 43%

測定結果、判断基準（総数179名）
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7月21日 11月8日

体重 59.0kg 54.7kg↓

総コレステロール 288 205↓

HDL 74 94↑

LDL 180 91.2↓

TG 158 99↓

んで助かる。 

 以上のように検体測定で定期的なセルフチェック、栄養相談を行うことで都度生活習慣の見直

しができ、さらに継続的な健康サポートへつながっている。 

 

●調剤薬局の患者様への栄養相談 

 急性疾患で来局される方の中には、太りたい・痩せたい、尿酸値が高めなど未病の相談が多く

見られた。慢性疾患の方では胃を切除しダンピング症候群の方、睡眠導入剤を飲んでいるが減ら

したい方、糖尿病、脂質異常症、尿管結石と高尿酸血症、貧血など様々な病気の方の相談を行っ

た。その中で処方箋応需時に継続して相談中の方を紹介する。 

 

・Cさん（58歳、女性、脂質異常症） 

＜1回目＞7月 21日。総コレステロール、LDLが高く、医者より薬を勧められたが飲みたくない。

食事で何とかできないかと相談あり。 

＜指導内容＞食生活より、魚・大豆製品・野菜・きのこ・海藻類の積極的摂取、朝食のパンをご

はんに変更するよう指導。間食が多く、ガムを活用するようアドバイス。毎日体重を測定、記録。 

＜2回目＞体重は減ってきている。大豆製品を積極的に取り入れた。TG↓、LDL↓、HDL↑ 

クレストール OD2.5mgを 1 日 1錠服用開始。自転車で通勤開始。 

＜3・4回目＞腹囲・体重の減少がやる気向上に。 

体重、食事内容チェック。 

＜5回目＞11月 8日。検査結果確認。薬効もあるが食習

慣・運動により全体的に数値が大幅改善。特に体重減少

は努力の結果！おすすめ栄養素・食品の活用のレシピ提

案。食事内容次回確認。 

 

・Dさん（63歳、男性、胃がん（上部 1/3を残し切除済み））  

＜1回目＞抗がん剤治療中。食欲がないことが多く、メイバランスを飲んでいる。 

＜2 回目＞抗がん剤治療を休止。医者より貧血の数値が悪く、緑の野菜を食べるよう指導あり。

食事は自分で作ることが多い。 

＜指導内容＞食欲がない時は食べられる物や好きな物で食事を。消化の良い物をお勧め。 

      胃切による貧血の為、ビタミン B12・葉酸の摂取をお勧め。多く含まれる食品や、

本人でも手軽に作れるレシピの紹介、サプリメントも本人の希望で購入。 

＜3回目＞貧血の数値が改善、医者に褒められたと喜んでおられた。食事も量・質が改善。 

 

＜考察・まとめ＞ 

 以上のように地域の生活者の健康のサポートを行ってきた。測定会などの各種イベントや検体

測定を通しセルフチェックの推進や介護予防のアピールを行うことで予防・未病の方へセルフメ

ディケーションの推進や健康意識を高めることができたのではないか。またドラッグストアのお

客様だけでなく調剤薬局の患者様にも関わることで、治療のサポートに少しでも貢献できたので

はないかと考える。しかし治療のサポートを行うにあたって、地域医療機関との連携によるより

密な栄養相談の実施や専門的な知識の必要性も感じた。 

そして超高齢社会の中、今後は地域包括ケアシステムにもある“介護”の分野にも踏み込んでい

く必要がある。今後は今までの活動も継続しつつ、在宅で療養中・介護されている地域の生活者

へのサポートも挑戦していく。そしてドラッグストア併設の調剤薬局という他の医療機関の管理

栄養士よりも身近な存在として、地域の生活者の予防・未病・治療・介護までトータルサポート

していきたい。 
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「実行委員長賞」 
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-受付番号(11002)                          -部門名(薬剤師) 

タイトル：調剤併設ドラッグストア薬剤師による高齢者の栄養ケアへの取組み 

～もしも薬剤師が栄養ケアに取り組んだら～ 

所属：（株）龍生堂本店 

氏名：寺田 大輝 

 

１．背景 

我が国は超高齢化社会を迎え医療が在宅へ急速にシフトしている。それに伴いこれまで以上に

高度で多様な医療・介護ニーズが発生していくことが予想される。在宅医療ではがんや認知症、

脳血管疾患などの基礎疾患に加え褥瘡や脱水、摂食嚥下障害、低栄養といった問題が複合的に加

わる。これらは栄養状態と密接に関わっており、栄養管理は在宅医療において多職種共通の重要

なテーマとなっている。高齢者は環境変化に忍容性が低く、栄養状態の悪化が ADL（Activities of 

Daily Living）の低下を引き起こし、早期での適切な介入・支援ができないと容易にフレイル→

ロコモティブシンドローム→寝たきりと進展するリスクが高まる。 

 

近年、NST（Nutrition Support Team）の活動に注目が集まっており、在宅医療においても地域

一体型 NSTの介入は低栄養、摂食嚥下機能、誤嚥性肺炎の改善等多くの報告がある。しかし、在

宅領域での NST活動はいまだ萌芽期であり今後急速に普及することは現状では難しい。在宅療養

高齢者の約 6割が低栄養またはその予備軍との報告もあり、低栄養は非常に身近な病態であるが、

多くの高齢者は栄養に関する支援を受ける機会がないというのが現状である。一方で介護食品の

市場規模は拡大を続け、商品数は年々増加している。選択肢が広がる一方で、適切な商品を選択

することは難しくなっているともいえる。 

 

私の勤務する龍生堂薬局大久保店は処方せん調剤を核として市販薬や生活用品、介護用品から

化粧品まで広く取り扱う地域密着型の大型ドラッグストアである。平成 29 年 11月には健康サポ

ート薬局となり、地域住民の健康の維持増進のためセルフメディケーションの推進に取り組んで

いる。また無菌調剤室を有し在宅医療にも積極的に参画しており、施設含め約 70 名の患者に月

150 件ほど在宅訪問を行っている。私は在宅を通じて多くの低栄養患者に関わることで、薬剤師

にしかできない栄養ケアへの関わりがあるのではないかと考え、調剤併設ドラッグストア薬剤師

による能動的な栄養ケアへの介入効果を調査したのでここに報告する。 

 

２．目的 

（1）低栄養高齢者の問題の顕在化 

（2）適切な商品選択と栄養ケアの啓蒙により認知向上をはかり行動変容を促す 

（3）栄養ケア食品の売上げ分析によりニーズを抽出する 

 

３．到達目標 

到達目標を「栄養ケア食品の販売拡大」「ニーズの高い商品の抽出」「栄養ケア食品の認知向上」

「栄養に対する悩みの顕在化」と設定した。まずは自店で販売拡大、認知向上につなげ、多くの

方に情報を発信することが結果として最終目標である地域の高齢者のフレイル予防につながるも

のと考える。 

 

４．調査にあたり 

（1）調剤併設ドラッグストア薬剤師の強みとは 

調剤併設ドラッグストア薬剤師がもつ強みは医薬品による食欲や摂食嚥下機能への影響の評価、
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薬物と食物の相互作用の確認といった調剤視点に加え、市販薬・機能性表示食品や日用品の販売

を通じて生活視点に立ったケアが行え、要介護の前段階すなわち低栄養・ADL 低下が進行する前

の日常生活の段階で介入が可能なことである。また、お買い物や処方せんで来局されるたびにお

顔をみて経過を確認でき変化に“気づき”他職種へ“つなぐ”役割を担うことができる。しかし

その中でも最大の強みは介護・栄養用品を数多く扱っており、非医薬品に対する豊かな知識を持

って相談販売ができること、つまり薬だけに留まらないトータルケアができることであると考え

る。介護用品の扱いは健康サポート薬局の申請要件にもなっており、今後ニーズの増加とともに

薬剤師の職能の発揮が期待される。 

 

（2）調査対象 

介護食のうち在宅患者での需要が高かった飲料・デザートタイプの食品を対象として栄養ケア食

品と定義した。また、カロリーとタンパク質に注目して「総合栄養食品」「高カロリー高タンパク

食品」「高カロリータンパク制限食品」「低カロリータンパク制限食品」と４種類に分類した。 

 

５．調査方法 

「構造」「対人」の 2つの視点での介入効果を調査した。 

 

（1）構造的介入 

①介護コーナー刷新（実施月：平成 29年 6月） 

商品構成の再検討と拡充を実施。中でも栄養ケア食品は８種類から 30種類に商品数を大幅に拡大。 

②調剤室での栄養ケア食品の展開（実施月：平成 29年 9月） 

来局患者の視覚に訴えるため受付近くで什器を用いて展開、啓発 POPを設置。 

以上の介入により、売上、前年比、売上伸び率を調査。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）対人的介入（実施期間：平成 29年 9月 1日～10月 15日） 

対象薬剤師３名が栄養支援の必要と思われる外来患者・介護者に対し 45日間声かけによる栄養ケ

ア食品の提案を行い、売上点数・客単価、認知率、提案事例、高齢者の抱える食と栄養に対する

悩みの実態を調査。 

 

 

 

 

 

 

図 1．介護コーナー（刷新前） 図 2．介護コーナー（刷新後） 
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６．結果 

（1）声かけ介入結果 

45 日間の実施期間で声かけ 31 回（本人 22 回、介護者 9 回）実施。その中で 11 回が購入につ

ながった。売上点数 65点、客単価 1,010円であった。栄養ケア食品の認知率は 42％（13/31名）

であった。また、栄養相談がきっかけとなり 3名の患者とかかりつけ薬剤師の契約を結んだ。 

 

（2）提案事例における食の悩みの実態（一例） 

・食事は３食摂っているが体重が増えない。 

・骨粗鬆症と診断されたのをきっかけに食事を改善して栄養を摂りたい。 

・いつまでもゴルフを楽しみたいので筋肉をつけたい。 

・入院により体重が一気に落ちた。 

食に関する悩みの多くは「食べられない」「もっと食べたい」悩みであった。また多くの患者が

栄養ケア食品の違いを正しく理解していなかった。 

 

（3）売上結果 

介護コーナー刷新に加え、薬剤師の介入により栄養ケア食品の売上げは著しい伸びを示す結果

となった。介入前を基準とした伸び率でみると、介入後４か月で 2350％の増加がみられた。特に

薬剤師の介入により前月比が 2.2倍に増加した。前年比でみても、373％～1000％と高水準を推移

した。本調査では栄養ケアへの介入アクションがそのまま結果につながることが示された。つま

り栄養ケア食品へのニーズはあったものの取扱い商品数の不足や接客・調剤時の意識不足により

ニーズを満たすことができていなかったと考えられる。今回の構造+対人的介入による「視える化」

により潜在的なニーズに対応することができたといえる。 

 

（4）構成比 

構成比は 52％を高カロリー高タンパク食品が占め、次いで高カロリー蛋白制限食品 21％、総合

栄養食品 17％、低カロリータンパク制限食品 10％という結果になり、高カロリー・高タンパク質

にニーズがあることが分かった。これは、食べられない悩みが多かったことと相関していると考

えられる。 

 

 

 

 

 

 

図 3．調剤室での展開 図 4．啓発 POP 
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７．考察 

介護コーナー刷新による商品数拡大は売上げ増加に一定の効果をもたらし、加えて薬剤師によ

る能動的介入が栄養ケア食品の販売拡大・認知向上に大きく寄与することが示された。調剤室で

の展開は視覚的効果が大きく、服薬指導時に栄養相談につながることもあり有効であった。また、

食に悩みを抱えている高齢者は潜在的に数多く存在するものの、栄養ケア食品の認知度は高くな

いことが分かった。食べられない悩みが多く、高カロリー・高タンパク食のニーズが高かったこ

とから、低栄養は身近に存在することが示唆された。また栄養介入はかかりつけ薬剤師の契約に

もつながり、食という生活背景への介入はかかりつけ薬剤師・健康サポート機能に直結している

ことが分かる。 

 

以上より薬剤師による一歩踏み込んだ介入は高齢者の栄養ケアの認知向上・行動変容に対して

有効であると考えられる。患者の生活面を含め薬物療法・栄養ケアをトータルにマネジメントで

きるのは調剤併設ドラッグストア薬剤師の強みであり、地域の高齢者が低栄養に陥らないよう防

波堤の役割を担っていく必要があるといえる。食と栄養に強い店舗づくりはこれからの高齢者医

療に新たな価値を見出すことができるだろう。 

 

８．課題 

本調査では介護者への介入が不十分であった。開かれた薬局づくりにより表面化しづらい介護

者の悩みや疲労をケアできる薬局体制が必要である。介護負担増加は社会問題となっており、少

しでもその負担を和らげることができるよう生活・健康面で支援していく体制を整えていかなけ

ればならない。 
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図 5．栄養ケア食品売上げ推移 図 6．栄養ケア食品売上げ前年比 

図 7．介入前を基準とした栄養ケア食品売上げ伸び率 図 8．売上げ構成比 
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地域全体で低栄養の問題に取り組んでいくためには認知向上が不可欠であり、介護者や介護事

業所へのアプローチを強化し地域全体で情報共有・連携を行うことが必要である。また介護食品

を選ぶ際に商品構成はとても重要な要素である。利用者の視点に立ち、ニーズにアンテナをはる

こと、またカタログを活用した販売体制など問屋やメーカーとの連携によるスムーズな商品取り

寄せ体制の構築などにより現場発信で地域のニーズに合致した商品展開を行っていきたい。地域

の誰もがあそこに行けば何でも揃う、良いことを教えてもらえると思えるような薬局になれるよ

う日々の業務に励みたい。 

 

９．まとめ 

本調査を通じて感じたことは、栄養に対する不安や悩みを抱えている高齢者は我々が思っている

以上に多く存在することである。しかし大半はこちらから能動的に聞き出して初めて問題が表面

化する。表面化されない悩みや「隠れ低栄養」を見逃さない視野をもつことが薬剤師には必要で

ある。 

今では薬局で（管理）栄養士が活躍することが増えてきた。栄養士と薬剤師の連携によるエビ

デンスの構築も増えつつある。しかし、まだまだ地域医療において栄養療法への体制は不十分で

ある。薬剤師は「スペシャリスト」であるとともに「ジェネラリスト」であることが求められる。

栄養ケアにおいてジェネラリストたる薬剤師の担う役割は大きい。栄養士に任せるだけではなく

薬剤師自身がもっと栄養について学ぶ必要がある。高カロリー輸液や経腸栄養の管理だけでなく、

薬剤が及ぼす食欲や消化器症状、摂食嚥下機能への影響の評価など薬学的視点から栄養評価を行

うことができるのは薬剤師だけなのだから。 

薬剤師は地域の高齢者にとって最も身近な医療専門職であると言われている。フリーアクセス

ができ、病気の相談から世間話までいつでも気軽に接することができ、患者の生活背景に密着で

きるのは薬剤師が有する大きな強みである。在宅医療のニーズが増加の一途を辿るなか、栄養ケ

アの認知向上は当面の課題である。認知向上、商品の適正使用への薬剤師の関わりは大きい。薬

物治療から栄養管理、排泄ケアまで幅広い知識を持ち地域高齢者の QOL（Quality Of Life）改善

のために尽力することで「真のかかりつけ薬剤師」になることができるだろう。 
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「審査委員長賞」 
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 -受付番号(12107)                       -部門名(登録販売者) 

タイトル：超高齢社会に対応する売場作り ～地域一番店！を目指して～ 

所属：ウエルシア薬局株式会社 

氏名： 山本 佳宏 

 

【背景・目的】 

超高齢社会に入った日本において、『介護』の問題は避けて通れないものとなっている。店頭で

直面する問題も『介護』に関することであろうと考え、大人用おむつの相談会を開催したところ、

「インナーとアウターの組み合わせを間違えて使っていた」、「尿漏れが心配でインナーを何枚も

重ねていた」「入院している病院は詳しく教えてくれなかった」「介護の悩みを相談したい」とい

うお客様の声を多数得ることができた。このことから介護用品を選べる売り場の提供と、相談の

場と情報の提供が取り組むべき課題であるとわかった。この課題を解決することを目的とし、『超

高齢社会にやさしい店作り』に向けて取り組みを開始した。 

 

【方法】 

①わかりやすい売場作り ～セルフセレクションできる売場へ～ 

ⅰ）チャート式 POPの作成     

ⅱ）POPによる色分け表示     

ⅲ）おむつアドバイザーの表示  

ⅳ）おむつ宅配サービスの表示  

ⅴ）介護用品、介護食品の情報表示 

さらに高齢者にとってわかりやすい売場作りについて考えた。高齢者は若い世代より背の低い

人や、腰が曲がって目線が低い人が多く、目が見にくくなり、視野が狭くなりがちである点に着

目し、工夫した。 

 

②相談しやすい店作り  ～相談の機会、地域の情報が得られる店～ 

ⅰ）栄養相談会の実施    

ⅱ）行政及び介護関連の情報収集と提供 

 

【結果】 

①わかりやすい売り場作り ～セルフセレクションできる売場へ～ 

ⅰ）チャート式 POPの作成 

何を選べばよいかがわからない、正しい使い方がわからない、という悩みを解決するべく、作

成しました。使われる方の身体の状態にあったおむつとパッドが選べるように質問に「はい」「い

いえ」で回答すると最適な組み合わせのおむつが選べます。（写真１） 

設置場所は、目線の低い高齢者のことを配慮し、売り場の中段に掲示しました。(写真２) 

フェイスを減らすことがサービスの低下にならないよう同じ商品に「サイズ違いも在庫してい

ます」と表示をして対応しました。 
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ⅱ）POPによる色分け表示 

チャート式の POP内でも色分けをし、その色とプライス POPをつなげ、プライス POPでおむつ

とパッドの組み合わせを一目でわかるようにしました。また、お身体の状態を表すＡＤＬ（日常

生活動作）マークもプライス POPに表示しており、間違った選び方を防止します。（写真３） 

これらⅰ）、ⅱ）によって、セルフセレクションの売場が実現できました。大人用おむつの売上

は、2017年 5月～7月の期間で前年比 110.9％となった。 

ⅲ）おむつアドバイザーの表示 

ご自身での選び方に不安を感じている方にはライフリーカウンセラープログラム受講者の表示

をし、相談しやすい環境をつくりました。（写真４）これにより、おむつ売場での接客を行う機会

が確実に増えています。（弊社の関西営業本部でのライフリーカウンセラープログラムの受講者は

2017 年 8月末時点で延べ 711名です。） 

 

（写真１） 

（写真２） 
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ⅳ）おむつ宅配サービスの表示 

お持ち帰りが困難な方への啓発として、おむつ宅配サ

ービスを利用していただけるようにボードの表示を高齢

者の目線の高さを想定して設置しました。文字は大きく、

わかりやすく工夫しています。（写真５） 

その結果、設置後 1か月の間に問い合わせが４件、新

規の宅配受託が３件増えました。 

ⅴ）介護用品、介護食品の情報表示 

介護用品、介護食品の使い方や、選び方がわからない

という悩みの解消のため、POPでのご提案をしています。

ケアが不十分だと、口臭や虫歯の原因になり、食べづら

い、話しづらい、時には誤嚥性肺炎を引き起こす原因に

もなる口腔ケアと食事の摂取について悩みの多いやわら

か食（介護食品）の売場をつくりました。口腔ケア用品

は使い方の４つのステップに合わせてＰＯＰと陳列を行

い、左から順番に商品をお選びいただくと用途に合わせ

た口腔ケアができるよう、セルフセレクションの売場を作りました。 

（写真３） 

（写真４） 

（写真５） 
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やわらか食（介護食品）は、特に『あいーと』に着目し、食材がそのままの形で調理されてい

る、見た目で食欲をそそる、舌でつぶせて味も美味しい、という点をＰＯＰ等で情報提供しまし

た。味の違いや、売上ランキングなども POP表示することで、今まで知らなかったお客様にも高

機能な商品を知っていただけました。（写真６、７） 

 

 

②相談しやすい店作り  ～相談の機会、地域の情報が得られる店～ 

ⅰ）栄養相談会の実施 

相談の場を増やすことを目的に従業員の管理栄養士や栄養士が担当し、栄養相談会を実施しま

した。実施回数は 2016年 10月～2017年 4月までで、5回、参加者は計 42 名となり、内容は『食

事バランスチェック』、『塩分について』、『糖分について』、『コレステロールについて』、『健康測

定会』等を行いました。食事について悩んでいる方や、疑問に思うことがある方に気軽に相談に

来ていただけ、新たなニーズにも対応しています。管理栄養士、栄養士の薦めによって商品をご

購入いただく事もあり、お客様のセルフメディケーションへの意識も向上しているようでした。 

ⅱ）行政及び介護関連の情報収集と提供 

介護関連の情報や、地域の制度の情報、地域での勉強会の情報が収集、提供できるように役所

等が発行しているパンフレットを店舗で配布、掲示し、お客様に役立てていただいてます。この

ことで、本当は制度を活用できる方が知らずに活用できずにいる状況を少しでもサポートするた

めの体制作りです。（写真８） 

 

（写真７） 

（写真６） 
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【考察】 

大人用おむつ売場の一部を、チャート表・アドバイザー表記を掲示するにあたり、商品の取り

扱いが減少するデメリットがあるが、これらを実施することによってお客様の商品選び（セルフ

セレクション）が正しく行われ、快適な生活と健康寿命延伸の一端をドラッグストアが担うこと

ができると考える。また、アドバイザーは適切なアドバイスを提供することで、介護する側も介

護される側もともに辛い思いをしない生活の支援ができると実感した。 

一方で、介護関連の売場における取扱い品種（用品・食）が、今のままで最適なのかと言えば

課題が山積している。おむつアドバイザーや栄養士が相談を受ける事により、お客様の要望と解

決に向けた提案を行うことが需要だ。これらの活動を通し、今後の課題として、①相談会の定期

開催の問題（人員配置）②実施店拡大の問題（人材の育成・確保）③行政との連携について取組

みを続けられれば我々が目指す、『超高齢社会にやさしい店作り』は確実に実現できると考える。 

 

（写真８） 
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「審査委員特別賞」 
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-受付番号(12025)                        -部門名(登録販売者) 

タイトル： お客様のセルフメディケーションへの意識とドラッグストアの存在意義 

所属：株式会社クスリのマルエ 

氏名：田口 慎之助 

 

高齢化社会を背景に医療費が増加する中で、健康診断や予防接種など一定の条件を満たした人

が受けられる所得控除として平成２９年から行われているセルフメディケーション税制は、医療

費の適正化への効果が期待されています。OTC 医薬品を利用されるお客様にとっても利点のある

制度ですが、実際のお客様はセルフメディケーションをどれくらい認知しているのか。またそん

なお客様をお迎えするドラッグストアにはどんな役割があるのか考えたいと思います。 

 

□お客様のセルフメディケーションへの意識を調べる為にアンケートを行いました。 

【調査の目的】 

どれくらいのお客様がご自分の健康や身体につい

て関心をお持ちなのか。健康な身体を保つ為の情報

をどこから得て、どんなことを心がけているのか。

また健康な身体を保つ上で、セルフメディケーショ

ンを認知しドラッグストアを活用しているのか。 

 

【結果】 

6人のお客様にお答えいただきました。 

 

問１：6人中 5人がいいえと答えました。 

セルフメディケーションという言葉の認知度はま

だまだ低いことが分かりました。 

問 2：6人全員関心があると答えました。 

お客様の健康への関心の高さが伺えました。 

問 3：テレビ 4票 雑誌 3 票 ドラッグストア 3票 

テレビや雑誌などマスメディアから情報を得てい

ることが多いと分かりました。 

問４：6人中 5人がいいえと答えました。 

問 2の健康への関心の高さから見て意外な結果となり

ました。 

問 5：病院が 6票 ドラッグストアが 1票 

体調が悪くなったらドラッグストアに行くという認識は低いことが分かりました。 

問 6：4人がいいえ 2人がはいと答えました。 

ドラッグストアが健康をサポートする場所であるという認識が低いことがわかりました。 

問 7：1人のお客様から「いざという時の応急処置が可能なお店」という回答を得られました。 

 

□調査結果に対する考察と行動 

ドラッグストアに来店されるお客様は健康や身体への関心が高く、テレビや雑誌などから情報

を得ることが多いが、手に入れた情報を実際の生活の中で活用することはあまりできずにいる。

またセルフメディケーションへの認知度は低く、体調の悪い時は病院を利用し、日頃からドラッ

グストアを健康な身体を保つため、情報収集や相談などで活用しているお客様は少ないことが分

かった。 

図 1.意識調査のアンケート 
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①テレビや雑誌で得た情報は、実際の生活との距離感があり一時的なものになりやすいと考える。

ドラッグストアとしては日々の生活の中で接客や売り場づくりを通して健康や身体について

の情報を提供する。 

②病院は体調が悪くなってから行く場所であるという認識を持つお客様は多いが、情報を得る場

所であると考えている人は少ない。体調が悪くなったら病院を利用されるお客様に対しては、

ドラッグストアが健康や身体の情報が得られ、相談もできる場所であると認識して頂き、体調

が悪くなった時の選択肢の候補にする。 

③セルフメディケーションへの認識はまだまだ低く、セルフメディケーションについての周知活

動を行うことで、OTC医薬品の販売を通してドラッグストアで軽度な不調に対して手当するこ

とを実現する。 

アンケート調査からキーワードは「情報提供と相談」であると考えます。 

 

□お客様への接客における情報提供と相談 

今のお店で働くようになってから、あるお客様と顔見知りになりました。いつもお店に来店さ

れると、私の名前を呼び、「今日はあの商品を買いに来たよ」とか「どの商品がおすすめなの？」

など話をします。そんなある日、そのお客様が血圧計を買いたいと来店されました。お話を伺う

と、職場でめまいを起こし倒れられたとの事でした。幸いなことに大事には至りませんでしたが、

これから毎日血圧を測る必要があり、血圧計が必要になったということがわかりました。毎日の

測定に加え、職場や気になった時に測定できるものが良いとの事でしたので、手首で測定するタ

イプの商品を提案し、ご購入頂きました。加えて販売の際に、測定するときは一度落ち着いてか

ら測定することをお伝えしました。その後もお客様はご来店されるたびに話をしてくれますが、

日々の会話の中に「血圧計をいつも持ち歩いているよ」「気づいた時に測っているよ」と言ってく

れています。このお客様との接客を通して、一時的なものではなく継続して相談できる間柄にな

ることがお客様のために大切なことだと感じました。名前を憶えて下さって、ここまでいつも話

をして下さるお客様はまだまだ多くありませんが、1 人でも多くのお客様と気軽に話せて、気軽

に相談できる関係を作ることを目指していきたいです。 

 

□情報提供と相談に対する施策 

①セルフメディケーションを周知するポップの作成 

セルフメディケーションがどういった考えであるか。お客様にはどうやってご利用いただけ

るかをまとめました。 

②健康を維持する運動や食事に関する情報冊子の作成と掲示 

運動の推奨、禁煙の推奨などをまとめて冊子にしました。 
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③相談コーナーにおける登録販売者の写真と名前の掲示 

登録販売者の顔と名前を覚えていただけるように顔写真を相談コーナーに掲示しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□まとめ 

お客様が健康への関心を強く持つ時代であるが、セルフメディケーションへの認知は低くドラ

ッグストアを健康のために日ごろから情報を得る・相談する場所として利用するお客様はまだ少

ない。このような現状において、今回行った施策を新たな第一歩としてお客様の認識を変えてい

くことを目指します。今後の課題としては、継続した情報提供を行うためにスタッフ全員が積極

的に情報収集していくこと。また今回アンケート調査が行えなかった若い世代や男性への調査を

含めたお客様の意識を継続して調査することがあげられます。今後も課題に取り組み、目指す目

的のために行動しセルフメディケーションを推進していく。それらを続けていくことがドラッグ

ストアの存在意義を高め、お客様から必要とされる存在であり続けられると考えます。 

図 2. セルフメディケーションを周知するポップ 図 3.運動や食事に関する情報冊子 

図 4.相談コーナーにおける 

登録販売者の写真と名前の掲示 
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「学生部門特別賞」 
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-受付番号(20063)                       -部門名(薬業専門学校生) 

タイトル：ドラッグストアの今後の取り組み～ハブステーション化に向けて～ 

所属：仙台医療秘書福祉専門学校 

氏名：田島 穂乃香 

 

 現在のドラッグストアは、ハブステーション化に向けて様々な取り組みを行っている。例えば、

お薬カウンターに血圧計・体脂肪測定器などを置いて気軽に自分の健康状態を知ることが出来た

り、相談タッチパネルで自分にベストな薬を調べられたりするところだ。このように、お客様が

健康について身近に感じられるように多くの種類の設備を用意している。しかし、実際のところ

そういった取り組みを知る消費者は少ない。その原因として、設備・カウンターを置いているス

ペースが狭かったり、店舗の隅の方に置かれていたりするため気づいてもらえないことだ。更に、

講演会等を実施した際、各ドラッグストアで開催し宣伝するため、幅広い消費者に講演会のこと

を知ってもらえないことも原因だと思う。私達は、更にドラッグストアをハブステーション化に

するためにこの２つの問題について改善策を考えた。 

 

最初に、1つ目の設備・カウンターのスペースや位置の問題についてだ。現在、各ドラッグス

トアで相談カウンターの位置がバラバラであり、場所がわからない時や気づかないお客様が多い。

そのため、歩き回りスタッフを呼ぶのに時間がかかってしまい、お客様にご迷惑をおかけするこ

とになってしまう。 

 

そこで私たちが考えた改善策は、すべてのドラッグストアで連携して入口のすぐそばにお客様

相談スペースを設けることだ。実際私もドラッグストアでインターン実習をしているためその問

題に直面することが多い。ドラッグストアはスタッフの数も少ないため、聞きたいことがあって

も誰に聞いていいのかわからず、レジにいる私のところへ相談をしに来る。在庫の質問や症状の

相談などを受け、私もその悩みをすぐ解決したいと思うが難しい悩みだとまだ知識が浅いため、

他のスタッフを呼んでくることになってしまう。そうすると、お客様は不満そうに、「あなたしか

いないの？」と尋ねてくるお客様もいる。また、設備については、カウンターに置いているもの

の使い方がわからないお客様が多く見受けられる。その度にレジからお声がけしたり、一度持ち

場を離れて説明したりするのはスタッフ側からしても効率が悪いのではないかと思った。このよ

うに、相談できるスタッフ・場所が明らかでないため、お客様も快適に買い物できないと思った。

これらの現状から、私たちの提案したお客様相談スペースを統一して設けることで、入店した時

にすぐ目に入るので見つけやすく、質問や悩みもレジや他のスタッフに聞く手間が省ける。血圧

計などの設備もまとめて置き、スタッフが必ず一人担当していれば作業のスムーズに進み、お客

様が快適に買い物できる環境を作ることが出来ると思う。しかしデメリットとしては、遠くにい

るお客様が入口まで来るのが大変になってしまうことや、相談スペースを確保することに時間が

かかってしまうことである。実際に設置し直すにはまだまだ問題点があると思うが、お客様目線・

インターンを実習している私達の目線から考えると、様々な不満がまとめて解消できる案ではな

いかと思う。 

 

２つ目は、講演会やセミナーを行う際に各ドラッグストアで取り組むのではなく、合同で開催

しお互いを宣伝しあうことである。現在、ハブステーション化に向けて講演会などを盛んに開催

している。しかし、講演会を宣伝するポスターや詳細はそのドラッグストア内だけでの掲示で終

わっていることがあり、実際立ち止まって見る人も少ないためその講演会自体を知らない人が多

い。講演会に参加するお客様もそのドラッグストアの常連さんが多くなり、人数も年齢層も限ら

れていて今のまま続けていくには限界があると思った。せっかく薬のこと、化粧品のこと、日頃
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の生活について気軽に相談できる機会があるのに、知らずに過ごしているのはとてももったいな

いと思う。 

 

具体的な改善策としては、他のドラッグストアのポスターや詳細を掲示すること、講演会に来

てくださったお客様に「～日に○○さんで講演会を開催しますのでよければそちらにもぜひ参加

してみてください」などと促すことである。また、レジでも近々の講演会・セミナーの宣伝チラ

シを配ることや、化粧品であれば特に若い世代や女性を中心に宣伝することで、また参加する人

数も増えると思う。このようにドラッグストア側からももう少し積極的に宣伝することで、溜ま

った悩みも定期的に解消することができ、お客様は安心して生活できるのではないかと思った。 

 

私達はこの改善策について考えているうちに、２つの問題点には共通してもっとドラッグスト

ア同士が協力し合うことが大切であることが分かった。お客様相談スペースも講演会も宣伝も、

単体のドラッグストアだけでは限界があり、他のドラッグストアが支えていくことでお客様にも

満足してもらえることが増え、スタッフ側も仕事がやりやすくなるのではないかと思う。 

 

しかし現状は、ドラッグストアの競争が激しいため統一することやお互いに宣伝しあうことは

とても難しい。確かに売上を伸ばし、そのドラッグストアを発展させることは大切なことである。

しかし、お客様がもっと快適に楽しく生活するためには、その支えであるドラッグストアが一体

となり協力し合い、全力でサポートしていくことが１番大切だと思う。そして、お客様がドラッ

グストア業界のおかげで悩みも減り、もっと生活が楽になった！と感じてもらった時に、今まで

の取り組みが報われてハブステーション化も進んでいくのではないかと思った。 
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「佳作受賞作品」 
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-受付番号(11001)                          -部門名(薬剤師) 

タイトル：「選ばれる薬局」作り 地域№１を目指せ！  

所属：（株）龍生堂本店 

氏名： 大久保 美菜 

 

【背景】 

高齢化の進展や国民医療費の増大により「地域密着型」医療の必要性が増しています。薬局も

例外ではなく“かかりつけ薬局・薬剤師”“健康サポート薬局”“町の健康ハブステーション”と

いった制度・構想があり、薬局が健康についてなんでも相談できる場所として機能することが求

められています。 

私が働く龍生堂薬局立川店は立川駅近くにある薬局で、住宅地からは離れています。立川駅の

周りには 100件程の病院・クリニックが存在しそれに伴い薬局数も多く、いわば薬局の激戦区に

なっています。その中で薬局がかかりつけ薬局になるには「選ばれる薬局」でなければなり得ま

せん。その為には何が必要なのでしょうか？ 

当薬局ではスタッフ全員で “3つの秘策”に取り組んでいます。“3つの秘策”とは、『お薬手帳

へのつっこみ』、『オーダーメイド対応』、『かかりつけ薬剤師制度の紹介』です。 

 

①お薬手帳への突っ込み 

見るだけ、貼るだけにとどまらず、患者さんの全体像を把握するために内容に対してどんどん

つっこみます。「この薬どうしたのですか？」「他の薬も変わってないようですが、大丈夫ですか？」

と声を掛け会話を通じて『薬局は健康について何でも話す場所である』と患者さんの意識を変え

ることも目的です。 

②オーダーメイド対応 

患者さんはそれぞれに、ぞれぞれの事情を抱えています。そのニーズの聞きとりやこちらから

の提案を通じて、ここでしかできないサービスを提供できるように心掛けています。 

オーダーメイド対応の内容には様々なものがありますが、例として一包化における対応や薬の預

かりを行っています。一包化では印字だけではない対応も行っています。カレンダーにセットで

きるように 1 日分を輪ゴムでまとめた例(1)や、統一した色を用いて見やすくした例(2)、1 日分

ずつまとめたのをさらに 10 日分毎にパック分けた例(3)などがあります。また処方薬の一部や残

薬、他からの持ち込み薬の預かりも行っています。いずれも健康サポートの為に必要であると考

え行っています。 

③かかりつけ薬剤師制度の紹介 

制度のメリットや特徴の紹介だけではなく、かかりつけのサポートが適していると判断した患

者さんには「どんどん薬剤師を有効活用してください！」とアピールしています。最適なパート

ナーを見つけるために、第三者が患者さんと薬剤師をマッチングして相性をみる試みも行ってい

ます。 

 

これら３つの秘策は皆の声で生まれ、成長し、ここにしかないオリジナルなサービスが形にな

(1)           (2)            (3) 
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り当薬局の武器になりました。その結果かかりつけの同意も多く得ることが出来ました。つまり

これは、当薬局を“選んでくれる”患者さんが存在している結果だと考えています。 

 

【目的】 

地域№１のより“選ばれる薬局”になる為に必要なことは何かを探る為、“3つの秘策”の再評

価と今後の課題の検討を行いました。 

 

【方法】 

１、分析：当薬局を利用しているかかりつけ患者さん 137人のデータ分析 

２、調査：9/1～9/29来局のかかりつけ患者さんを対象にアンケート調査の実施と結果集計 

アンケート内容 

①薬局・薬剤師の選択理由 

②薬以外の相談内容、相談による意識変化 

③かかりつけ薬剤師不在時の心境 ※ 

※かかりつけ薬剤師不在時の対応について薬剤師側から不安の声があったため、アンケートで

調査しました。患者さんだけでなく薬剤師にもアンケートを行い両者の心境を確認しました。 

３、公開：分析結果のスタッフ全員への公開 

アンケート回答内容の担当薬剤師へフィードバッグ 

 

【結果】 

１、分析結果 
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２、アンケート結果 

①薬局・薬剤師の選択理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②薬以外の相談内容、相談による意識変化 

 
 

③かかりつけ薬剤師不在時の心境 

 
 ※3割の患者さんから「2番目に指名したい薬剤師がいる」との回答が得られました。 

 

【考察】 

かかりつけ利用者の年齢層は 60 歳以上が 7 割を占め、当薬局と同じ立川市在住は 66％にとど

まりました。隣接市からの利用が一定数あったのは、やはり薬局が駅前にあるためだと考えられ

ます。かかりつけであっても他薬局の利用が臨時を含めて４割ほどあることから、お薬手帳の確

認やつっこみはやはり欠かせないものであることが再確認できました。 

 

薬局の選択理由では「病院に近いから」に続き「スタッフがよく相談しやすい」という回答が

あがり、薬剤師の選択理由で最も多かったのは「信頼できて相談しやすい」でした。また調査を

行った際に「他の薬局では、こんなに相談に乗ってくれない、対応してくれない」「ここには安心

感がある」といった言葉を多く聞くことが出来ました。ニーズに応えたオーダーメイド対応が特

に良かったようです。この結果は“3 つの秘策”の成果による「薬を渡すだけではない、＋αの

部分」が評価されたためであると考えています。従って “選ばれる薬局”になる為のポイントは
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「相談のしやすさ」や「信頼できる」などの「人柄」、そしてニーズに応える「個別対応力」であ

ることが分かりました。 

 

また「相談による健康・病気等の意識変化」では、６割の方に健康に対する意識向上がみられ

ました。かかりつけ制度のあり方について「同意を取っているだけで機能していないのでは？」

など批判的な意見もありますが、意識向上の結果や「相談しやすい」「安心する」といった意見か

ら、当薬局のかかりつけは真に機能していると言えるでしょう。 

 

問題点・課題点は主に 2 点あると考えています。1 点目は「薬以外の相談内容」において、毎

回服薬指導の際に触れている「残薬」が 2割未満と少ない点です。残薬対応について「捨ててし

まうから」「医師に話すから」「そもそも残薬などない」という理由から相談までには至らないと

いう声が多く、残薬が「ある」「ない」の確認のみにとどまってしまっていることが原因の 1つと

して考えられます。「相談の中心になる診療科」からも分かるように当薬局では精神科の患者さん

が多く、残薬は多すぎても少なすぎても問題となり「間違えて飲んでしまうので必要な分だけが

よい」という患者さんもいれば「1 か月分は予備がないと不安」という患者さんもいます。今後

は確認のみにとどまらず、患者自身の残薬対応が適切であるかどうかの確認をし、場合によって

は利用法の提案などを心掛けていきたいです。 

 

問題点・課題点の 2点目は「かかりつけ薬剤師不在時の対応」です。心境の調査では患者さん

と薬剤師の両者から「多少の不安がある」との意見があり、患者さんからは「2 番目に指名した

い薬剤師がいる」という意見も得ることができました。不安の声があがったのは、オーダーメイ

ド対応のあまり担当しか詳細がわからないケースが生じていることが原因だと考えられます。従

って今後は“第二の担当者を作ることによる店全体でのサポート”を心掛け、１：１の関係では

なく１：スタッフ全員でのかかりつけの実現を目指していきます。 

 

薬剤師が“身近な存在”であること。私がこの機会を通じて感じた薬剤師の求められている姿

です。WHO 憲章より、健康とは病気ではないとか弱っていないということではなく、肉体的にも

精神的にもそして社会的にも全てが満たされた状態にあることをいいます。薬剤師による健康サ

ポートは、肉体面だけではなく安心感等の精神面でも担うことができ、そしてそれは身近な存在

であればあるほどサポートできると実感しました。 

 

私は薬剤師 2年目であり知識もコミュニケーション能力もまだまだ未熟です。その方に合った

健康のサポートをして身近な存在となり選ばれる薬剤師になるために、日々励んでいきたいです。 
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-受付番号(11003)                          -部門名(薬剤師) 

タイトル：認知症 患者様に寄り添える薬局を目指す 

所属：龍生堂国立店 

氏名：三上 勝 

 

■目 的 

近年、我が国の高齢化が叫ばれて久しいが 2025年には団塊の世代が 65歳以上となり日本の高

齢化に更に拍車が掛かり超高齢化時代を迎えようとしています。2017年初頭には国家主導で認知

症の患者本意の暮らしやすい環境づくりの推進策である新オレンジプランが立ち上がりました。

私達の店舗の有る街はどうなっているのだろう？そう考えたのがきっかけでした。私達の店舗の

有る街の人口は 12 万人でその内の 22％が 65 歳以上の高齢人口で、これが 2025 年には 4 人に 1

人の 27％が 65 歳以上となる見込みです。今後、少子高齢化が更に進んで行く事が予想され高齢

者を支える若い世代が不足する事が目に見えているこの時代に、私達の店舗も変わらなければい

けない。そう考えました。今までの、病気になってからの調剤業務から患者様が認知症にならな

い為の生活や環境を提案し患者様が相談の出来ると思え、寄り添う事が出来る薬局を目指そうと

考えました。その為には、患者様の認知症に対しての考えや、知識、ニーズを知る事により患者

様本意の仕事に活かす事が出来ると考えました。 

 

■方 法：対象：調剤ご利用の患者様 

調査方法：自記式質問紙 

実施期間：10月 1日～13 日 

調査内容：認知症に対する知識や考え 

 

質 問  ：新・オレンジプランについて知っていますか？ 

          男 性                 女 性 

      
図１ 

結 果   ：図 1．国の施策オレンジプランは浸透していない様子 
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質 問   ：認知症に種類がある事を知っていますか？ 

          男 性                 女 性 

      
図２ 

 

質 問   ：認知症には治るタイプが有る事を知っていますか？ 

          男 性                 女 性 

      
図３ 

 

質 問   ：認知症はタイプにより症状の出方が違う事を知っていますか？ 

          男 性                 女 性 

      
図４ 
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結 果   ：図 2～4．認知症の知識について伺いました。女性に優位差が出ました。 

質 問   ：周囲に認知症と思われる方がいらっしゃいますか 

           男 性              女 性 

      
図５ 

結 果   ：図 5．患者様が身近な存在か確認しました。女性の半数がいらっしゃるとの事。 

 

質 問   ：認知症のケアはどちらが重要だと思いますか？ 

           男 性              女 性 

      
図６ 

結 果   ：図 6．優位差は有りませんでした。患者様、介護者どちらもケアは大切。 

 

質 問   ：もし、認知症と診断されたらどこで暮らしたいですか？ 

           男 性              女 性 

      
図７ 

結 果   ：図 7．男性の 4 割が自宅希望。女性は 6 割が施設、病院を希望。介護者の苦労を

分がわかっている結果と思われます。 
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質 問   ：認知症に対する不安は有りますか？ 

           男 性              女 性 

      
図８ 

結 果   ：図 8．男性 7割以上、女性も 8割以上と不安の高さが伺えます。 

 

質 問   ：認知症に対する備えを何か行っていますか？ 

         男 性                 女 性 

    
図９ 

結 果   ：図 9．男性 8割、女性も 5割が何も備えを行っていませんでした。 
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質 問   ：認知症に対する不安に感じる事を教えて下さい。 

     男 性                 女 性 

 
図 10 

結 果   ：図 10．複数回答で尋ねた所、男女共に平均 3個以上の不安要素をあげました。不

安の高さが伺えます。 

 

質 問   ：認知症の相談先はどこですか？ 

         男 性                 女 性 

 
図 11 

結 果   ：図 11．あえて薬局を入れてみましたが、まだ選択肢には無いようです。 
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質 問   ：認知症対策として知りたい事は何ですか？ 

          男 性               女 性 

    
図 12 

結 果   ：図 12．男女共に、予防方法が多く関心の高い事が分かりました。 

 

質 問   ：薬局に期待する事は何ですか？ 

          男 性               女 性 

    
図 13 

結 果   ：図 13．男女共に、薬の説明が多く、医師への情報提供が続きました。 

 

■考 察 

以上のアンケートの結果から考察出来る事は、患者様は認知症に対して女性の方が男よりも知

識や備えも高い様に見られましたが、男女共にある程度の知識や関心、不安感を持っているが、

実際何か備えを行っている人の割合はまだ低く知識も、まだ浅い人も多いと考えられます。その

為、私達の薬局が情報ステーションとしてもっと患者様や医療機関、多職種に情報を発信しなく

ては信頼関係を築く事は出来ないし多職種の方々の協力無くては患者様のフォローは出来ません。

今までの発症してからの調剤から、認知症を発症させない調剤に業務の内容をシフトさせなけれ

ばいけないと、考えました。その問題を、解決する為に薬局で出来る事を 2本の柱と考えて実行

しています。 

その１本目は、患者様や家族の負担を少しでも軽くする事で、私達の業務の範疇で何か出来る
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事をお話しの中から見つけて取り組んでいます。２本目は、これから若年層の割合が減り労働者

不足する事や、介護の等級が引き上げられ特別養護老人ホームへの入所が難しくなると思われま

す。その為、在宅で治療を受ける方の割合が増える事が予測されます。その為、更に多職種との

関係を強化する必要があります。その業務について下記に記載します。 

 

1．患者様や介護家族の負担の軽減  

・予防法の啓蒙 

患者様のアンケートでも関心が高かった予防法について啓蒙を薦めてます。アルツハイマー型

のリスクが高まる糖尿病や、血管性認知症のリスクが高くなる高血圧等の生活習慣病をお持ちの

患者様にコントロールの不良によるリスクについて説明しています。その際に不安を抱かせない

ように注意しています。 

・生活上の注意 

普段の生活に問題の有る患者様にも注意喚起を促しています。運動不足や太りすぎも要因にな

っているので、体重の管理をする事が成人病の予防にもつながる事を伝えています。喫煙も、日

に 40本を超える人はリスクについて伝えています。体質や嗜好品につて改めてもらうのは大変で

すが最終的に自分の管理をするのは自分自身で有ることをお話しています。 

・かかりつけ薬剤師の推奨 

中々、症状の改善が見られない患者様や不安な事を、お持ちの患者様には担当薬剤師として協

力させて頂ける様にお話をしています。体調の事や急を要する件等 24時間体制でフォローさせて

頂きます。 

・お薬手帳の推奨 

他科受診されている患者様のお薬の飲み合わせや、多剤併用をされている事による副作用等が

無いかを確認しています。副作用の疑いが有る時は、医師に疑義照会し内容は薬歴に記載して情

報は共有しています。 

 

2．多職種連携で患者様をサポート 

・医師への情報提供 

患者様の残薬や、副作用が疑われる時は医師に積極的に報告しています。疑義内容は、薬歴に

反映して情報を薬局内で共有しています。調剤前確認を、業務に取り入れ新たな併用薬や重複し

ている薬が有れば報告をあげ未然に防げる様に取り組んでいます。 

・服薬補助、薬の管理 

薬を指示の通りに服用出来ない患者様には、医師やケアマネージャーと連絡を取り服用出来る

ように薬を１包化や、日付を印刷して、お薬カレンダーを利用して患者様の利用し易い様に工夫

し、結果をフィードバックし患者様の服薬をフォローしています。 

 

以上に挙げた様な業務の取り組みで、地域の多職種ぐるみで患者様をフォローして認知症にさ

せない環境を構築し患者様にも、安心して日々の予防や体調の管理が出来る様に務めています。 

 



-63- 

-受付番号(11005)                          -部門名(薬剤師) 

タイトル：地域連携を活かした在宅業務～五年目薬剤師の葛藤～ 

所属：龍生堂薬局 桜が丘店 

氏名：齋藤 旬 

 

[目的] 

現在、地域医療地、域在宅の抱える問題として、いわゆる団塊の世代がすべて後期高齢者とな

る２０２５年に向けて医療・介護のニーズが増大していくと推定されている。 

今の医療体制ではこれらの問題に対して対応しきれないであろうと考えていて、そこで行政は

「病床機能分化・連携の推進」「地域包括ケアシステムの構築」を最重要課題に位置づけている。

特に後者の地域包括ケアシステムは、地域の実情に応じて高齢者が可能な限り住み慣れた地域で

自分の能力に応じ自立した生活を送ることができるよう、５つの要素（住まい、医療、介護、予

防、生活支援）が互いに連携しつつ地域住民をサポートすることが求められる。 

薬局薬剤師として特に力を入れるべきはもちろん医療や予防だが、今後介護や生活支援への参

画も求められるので今回はその取り組みを報告する。 

 
桜が丘店の外観 

 

私の勤める薬局は約２２棟ある団地の中に有り、高齢者がたくさんいる環境である。しかし在

宅や地域連携はまだ未発達であった。 

というのも今まで来ていただいていた患者様が団地の中で高齢化や独居化が進み、薬局に来ら

れなくなって在宅に移行するのではなく、その家の中で元気な夫や妻、その息子娘が薬を取りに

来ているため、家に薬を配薬するという需要がない状態だった。 

日頃の調剤をこなしながら、ただ闇雲に、お困りありませんかと声をかけて在宅を増やしてい

くことが果たして地域に根ざした薬局として理想的なのかと、その先にはただ薬を運ぶだけの在

宅しか待っていないのではないかという不安も押し寄せていた 

脱却するきっかけはダンボール５箱ほどの経腸栄養剤を持ってきてほしいという患者様の奥様

からの依頼があり、ただ渡すだけの在宅にならないよういかにして貢献していくかということに

頭を悩ませた。その方は、大腸がんの既往歴が有り、それに加えて頚椎症もあるためほとんど寝

たきり座ったきりの患者様で生活支援はほとんど奥様が行っていた 
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奥様の管理する薬箱 

 

コンプライアンスも完璧で栄養指導も食事のこだわりがだいぶあるようで、薬を渡して説明す

るだけでは限界を感じてきた。自分に出来る限りの在宅をこなそうと、バイタルサインの確認も

血圧や体重の管理も伴ってきたが、行き止まりの中でたどり着いたのは薬剤師だけではなく地域

連携を活かしてほかの職種と手をつないで患者様を良くしていこうという結論に至った。 

まずひとつめは食事指導において、飲み込むことに関しては問題ないとのことだったが、噛む

ことに関しての不満を会話の中で探り出し、入れ歯の調整をしばらくしてなかったとのことでケ

アマネージャーの協力のもと訪問歯科を探して導入することで少し柔らかめの白米も召し上がる

ことができたとのことで食事や栄養指導の幅がだいぶ広がった 

次にデイサービスで歩行のリハビリにおいて、膝が抜けてしまうことが多々あるとのことで 

膝のサポーターを医師から提案されたとのことだった。リハビリの職員とも話して自分で靴下も

履けない状態なので履くタイプのサポーターは難しいのではまいかということで、巻くタイプの

サポーターを提案、発注することでリハビリのパフォーマンスが向上した 

その後の担当者会議においても薬剤師の枠を超えて他職種交流を活かして支援していただいた

ことを他職種から評価していただき自信につながった。 

これを機に薬局在宅を地域連携を活かしてこなしていくことが、高齢化、独居化が進みつつあ

る集合団地の中にある薬局在宅が、処方薬を家まで届けるだけという業務から、地域連携を駆使

してより良い在宅業務になるよう取り組んでいこうと思った。 

団地の中には訪問診療や訪問介護の車が止まっているが我々はなかには入れてない現状にやき

もきしていた自分は訪問医師の開催する勉強会に参加した際に、我々薬剤師の在宅における役割

を伺ってみたところ医師は薬剤師における服薬管理やポリファーマシーにとても期待していると

のことで、一例を上げていただいたが、ちょうどその例が私の勤める薬局の重複防止の活動であ

った。 
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家内がなくなったからと回収した患者様の残薬 

 

実際に店舗としての活動もブラウンバッグと称した残薬の預かりや、手持ち薬の期限や患者様

の今の状態に必要かどうかを判断したりしている。 

既に訪問診療に入っている患者や新規の患者に対しては家族が薬を取りにこられていれも、初

回だけはベッドサイドや家の中の環境を把握して欲しいという医師の提案がとても心強くこれを

きっかけに、初回訪問や診療動向にまでこぎつけることができて今までただ家族に渡すだけだっ

た業務の幅を広げた。 

さらにかかりつけ薬剤師の活動の一環として普段接する患者様の介護状況や連携をすることで

在宅への連携がスムーズにつながることができた。 

例えば、かかりつけ患者の担当のケアマネージャーを聞き出し、私がかかりつけ薬剤師ですと

自己紹介して「なにか薬のことでトラブルがあればご連絡くださいと」伝えたところ、実は残薬

が家にたくさんあるであったり、コンプライアンスの相談をしたいなど普段自分だけでは気付け

なかった面に向き合うことができた。 

連携活動の中では行政とも見守り事業への参加や高齢者障害者のオムツ券活動にも取り組んで

いる。 

これらの活動を踏まえて我々薬局薬剤師は在宅活動をしているから地域連携が捗るわけではな

く地域連携を日々こなすことで、スムーズでよりより在宅活動がこなせるのだ。 

かかりつけ薬剤師における活動も、薬や体調管理に留まらず、その人の生活や介護状況を見据

えた患者を中心とした地域連携をあらかじめこなすことが地域包括ケアシステムの重要なポイン

トと言えるだろう。これこそが医療と介護におけるセルフメディケーションと言えるのではない

か。 

そのために我々は患者様の周りにどんな家族や職種が関わっているかということを電話越しだ

けではなく顔と顔を見合わせるきっかけに積極的に参加していくことも今後の課題だ。 

患者様の周りに手を繋いだ他職種がいるように、その薬剤師の業務の中には調剤だけでなくセ

ルフメディケーション、かかりつけ、在宅、地域連携が手を繋いで存在するのであろう。 

団地の中の薬局はこれから、地域の医療介護の受け皿であるべきだという目標に向けて患者様

からだけではなく他職種からも頼られる薬局になりたい。 
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-受付番号(11024)                          -部門名(薬剤師) 

タイトル：効果的な手洗いはセルフメディケーションの第一歩 

〜薬局待ち時間に１分間で読めるアドバイスシートを利用した健康情報の提供〜 

所属：(株)ユタカファーマシー 

氏名：宮本 晃洋 

 

「手洗い」は、最も経済的で身近にできるセルフメディケーションであるにもかかわらず、そ

の効果的で具体的方法については、あまり知られていない。手洗いは、帰宅後や排便排尿後など

にマナーとして行うことが日本では定着しているので、効果的な方法を見出し、実践することで、

個人の感染症を予防するだけでなく、他人への感染を抑えることで社会全体にも大きな影響を及

ぼし、医療経済学的にもプラスに働くと考えられる。 

当薬局では、待ち時間も重要な医療提供の時間の一部と捉え、待ち時間に１分間で読めるアド

バイスシートを利用した健康情報の提供を行っている。数ヶ月に１回、１テーマをスタッフと相

談して決め、科学論文、テキスト及びメーカーのホームページなどを参考に、原則 A4用紙１枚で、

約１分間で読めるアドバイスシートを作成し、待合室に設置し、無料提供している。 

これまで、「風邪予防の基本」、「保湿について」、「水虫について」、「溶連菌感染症について」、

「食べる順番で食後血糖値が変わる！？」、「子供への薬の飲ませ方 Q＆A」などの健康情報を発信

してきた。そこで、次のテーマは、「手洗いって、何秒したらいいの？」というタイトルにし、効

果的な手洗い方法についてのアドバイスシートを作成することにした。 

 

先ず初めに、手洗いと感染防御に関する研究論文について調べた。原著論文を精読することが

根拠に基づく医療(EBM)を確保する上で重要であることは重々認識しているが、科学研究ではない

ことおよび時間と経済的側面から、無料で入手できる日本語の科学論文以外は、大学や科学研究

機関や厚生労働省、医療用医薬品を製造している製薬メーカーなど、信頼の高いホームページを

参考にした。基本的には、科学技術情報発信・流通総合システム（J-STAGE）から検索した。 

 

Jeffersonらは、呼吸器感染症の予防に関する論文のレビューを行った。メタアナリシスで 10

回以上の手洗いは、オッズ比 0.45、治療必要数(NNT)4 であった。ただし、介入研究は少なく、多

くの研究デザインの質は十分ではなかった(BMJ,2009)。Aielloらは、インフルエンザ感染予防に

マスクの着用と手洗いが寄与するかについてランダム化比較対照試験を行った。マスク着用と手

洗いの両方を行うことにより、インフルエンザ様症状の患者を低下させる可能性が示唆された

(J.Infect.Dis.,2010)。Talaat らは、小学校において、手洗いキャンペーンが、インフルエンザ

や下痢、結膜炎患者の低下に寄与するかについてのクラスターランダム化比較試験を行った。介

入群には、1 日 2 回の手洗いと健康教育が行われた。その結果、手洗いと健康教育が、小学生の

介入群において、感染リスク低下に寄与する可能性が示唆された(Pediatrics. 2005)。以上より、

手洗いの実施は、感染を予防する効果があることが複数の研究で確認された。 

 

次に、効果的な手洗い方法について検討した。医療現場では、アメリカ疾病管理予防センター

(CDC)の 3ステップ法と世界保健機関(WHO)の 6ステップ法が主流となっている。どちらもアルコ

ール消毒を推奨しており、手軽で除菌効果も高い。しかし、頻繁なアルコール消毒は、常在菌ま

でも除去し、手荒れを誘発する。手荒れは、細菌の温床となることに加えて、手荒れにより手洗

いコンプライアンスの低下を招くことが問題である。また耐性菌を生じる可能性も否定できない。

そこで、石鹸と流水のみの良い方法がないか検索した。 

 

紀谷らは、細菌学的立場から、手洗いの衛生的効果と最低必要水量を算定した。除菌傾向は、
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個人差が大きく、手指表面だけでなく、真皮のエクリン腺や汗腺、皮下組織のアポクリン腺中の

常在菌数も影響することを考察した。流し洗いとため洗を比較すると、流し洗のほうが高い除菌

率を得た。流量または水量を増加すると、洗浄効果が高まる傾向が見られた。石鹸仕様の有無で

は、明らかに石鹸を使用したほうが高い洗浄効果を得た。また、手術などの医療従事者や食品衛

生分野などで必要とされる完全な除菌方法は、一般人には必要でなく、皮膚の保護に働く常在菌

まで除菌する必要はないとの考察を行った(空気調和・衛生工学会論文集.1990)。 

 

山本らは、手洗いを「石鹸を泡立ててすり合わせる行為」、「流水ですすぐ行為」、「ペーパータ

オルで拭く行為」の３段階にわけ、それぞれの段階の手指の細菌数を計測し、有効な手洗い方法

を検討した。その結果、泡立て時間が長いほど石鹸泡中の細菌数は多くなった。これは、皮膚表

面だけでなく、毛根や角質細胞の間に皮脂とともに存在する細菌が、石鹸で泡立てることにより

皮膚表面に漏出したためと考えられる。すすぎ時間の増加に伴い手指表面の細菌数は減少したが、

指先の菌数はすすぎによる除菌が認められなかった。しかし、指先の菌数は、ペーパ-タオルで拭

くことにより有意に減少した。ペーパータオル中からも多くの細菌が検出された。手洗い後の不

十分な乾燥が手指の再汚染を引き起こすため、手拭き行為は重要である。また多くの研究で、使

用後のタオル中の細菌汚染が報告されているので、使い捨てのペーパータオルで拭き取ることが

除菌に効果的である。熱風乾燥機とペーパータオルの比較では、意見が別れており、今後、検討

が必要である。以上の結果から、手洗いでは、石鹸泡立て時間が長いほど、十分にすすぐ時間を

長くする必要があり、指先は、流水による洗浄だけでは除菌されにくく、ペーパータオルで拭く

必要があると結論づけた(環境汚染.2002)。 

 

鵜飼らは、適切な手洗い方法を調べるため、「石鹸を泡立ててすり合わせる時間」、「流水ですす

ぐ時間」、「ペーパータオルで拭く枚数」について、種々の条件が除菌効果に与える影響について

検討した。すすぎ時間を 15 秒にして、泡立て時間を変えると、除菌効果は、泡立て時間 15秒＞8

秒＞30秒であった。一方、石鹸泡立て時間を、CDC ガイドラインが推奨する 15秒に設定し、すす

ぎ時間を変えると、細菌指数減少値はすすぎ時間 60秒＞30秒＞15秒であった。また、15秒間石

鹸で泡立てて、すすぎを 15 秒間行った後、ペーパータオルの使用枚数を変えると、除菌率はペー

パータオル 3枚＞2枚＞＞1枚であった。また、共用タオルは、使用人数が増えるに従ってタオル

が汚染され、手洗い前よりも菌数が増加するので、使用するのを慎むべきであると述べた。以上

の結果から、石鹸泡立て時間は、8 秒から 15 秒が適切で、すすぎ時間は 15 秒以上行う必要があ

り、手を拭くためのペーパータオルは 2枚以上使用するのが、効果的に除菌できる手洗い方法で

あることを明らかにした(日本看護研究学会雑誌.2003)。 

 

森らは、手洗いによるウイルス除去効果を検討した。手洗いは、薬剤(種々のハンドソープ、ク

ロルヘキシジンまたは第 4 級アンモニウム塩、アルコール)によるもみ洗いを 10秒、流水による

すすぎを 15秒間行った。その後、ペーパータオルで水を拭き取った（枚数不明）。その結果、流

水のすすぎのみによる方法でも、ウイルス感染価、ウイルス遺伝子量ともに、手洗い前の 100分

の 1程度に減少した。クロルヘキシジン、第 4級アンモニウム塩およびアルコールの結果は、流

水のみによるウイルス除去効果と差がなかった。流水のみよりも効果が高かったハンドソープ類

に含まれる共通の成分は、界面活性剤であった。よって、手洗いのウイルス除去のみに着目した

場合、より洗浄効果の高いハンドソープが、よりウイルス除去効果が高いことがわかった。結論

として、流水による手洗いには、物理的なウイルス除去効果が確実にあると述べている(感染症学

雑誌.2006)。 

 

その後の研究結果を朝日新聞が報じており、手洗い前に約 100万個いたウイルスが、流水で 15
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秒間の手洗いのみでも、約 1 万個になることがわかった。また、ハンドソープで 10 秒または 30

秒もみ洗い後、流水で 15 秒間すすぐ手洗いでは、数 100 個になった。さらに、ハンドソープで

60 秒もみ洗い後、流水で 15 秒間すすぐ手洗いでは、数 10 個になり、ハンドソープで 10 秒もみ

洗い後、流水で 15秒間のすすぎを 2回行う手洗いでは、最終的にウイルス数が数個になることが

掲載されていた。 

 

以上の研究を踏まえて、当薬局が推考した手軽にできる効果的な手洗い方法を以下に示す。 

①石鹸を泡立てて、手をすり合わせる（8秒から 15秒） 

②流水ですすぐ（15秒以上） 

③乾燥させる（ペーパータオル 2枚以上で十分に乾かす） 

これらの結果を、一般消費者にもわかりやすい文章で、作成したアドバイスシートを下図に示す。 

 

このように作成したアドバイスシートは、薬局待合室に設置しており、自由にお持ち帰りいた

だくことができる。概ね消費者にも好意的に受け取られている。以上、薬局ならではのサービス

としてアドバイスシートを作成することにより、待ち時間を活用し、医療情報を提供していくこ

とで、薬局を街の健康ハブステーションにできる可能性が示唆された。 
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-受付番号(11025)                          -部門名(薬剤師) 

タイトル：薬剤師と薬局コンシェルジュによるセルフメディケーション推進活動 

所属：(株)ユタカファーマシー 

氏名：橋川 源 

 

【背景・目的】 

現在我が国では、生活習慣病による医療機関の受診が年々増加の一途をたどっている。故に国

民医療費は年々高騰を続けており、今後もとめどなく高騰することが予想されている。しかし私

たち国民の中には、自身の健康に責任を持ち病気を防ぐといった一次予防の理解、意識が未だ十

分でないように思える。また生活習慣病を患い、薬を服用していたとしても、薬の効果に頼り自

らの二次予防を怠ってしまう例も少なくない。それにより健康寿命が短縮され、医療費の高騰に

繋がることも事実である。その流れを変えるべく、我々ドラッグストアの薬剤師と管理栄養士が

互いに協力し合い、国民各々が自分の健康に関心を持てるように、一次予防や二次予防における

セルフメディケーションを推進していくことが必要と感じた。 

その第一歩として、当薬局で行っている「薬剤師と薬局コンシェルジュによるセルフメディケ

ーション推進活動」が機能しているかの検証および考察と、一次予防に欠かすことの出来ない検

体測定の利用状況を分析および考察した。なお、薬局コンシェルジュとは、登録販売者資格をも

った管理栄養師が薬局の窓口となり、さらに食事療法及び健康食品やサプリメントを用いた栄養

指導による 1次予防を行うことを目的とした、当社独自の制度である。 

 

【方法】 

平成 28 年 8 月から平成 29 年 10 月の 14 ヶ月間で、3 ヶ月間を 1 クールとして患者や検体測定

実施者へ栄養指導による食生活の改善や、運動療法指導による生活習慣の改善を促し、生活習慣

病の指標となる HbA1c、HDL/LDL－コレステロール及び中性脂肪（以下、Lipid）の数値変化を追

跡した。その方法として、先ずはドラックストア利用客の中から、栄養・食事管理や運動療法に

よる１次予防が必要と思われる対象者を選出した。また薬局利用者であり薬物治療中の患者に関

しては、薬剤師が服薬指導を通して、栄養・食事管理や運動療法により、生活習慣病の改善が見

込まれると判断した患者に対して対象者を選出した。 

対象者は自らが罹患している疾患に対して理解が十分でないことが多い。薬剤師は対象者へ、

各々の疾患の病態やそれらがもたらす弊害について伝える役割を担うとともに、栄養・食事管理

や運動療法と薬物治療を両立させるためのアドバイザーとしてこの推進活動に参画した。 

医療機関で薬物治療を受けている患者の場合、その処方医師に栄養・食事管理や運動療法を行う

ことで、得られるメリットを説明し同意を得られた患者のみを対象とした。 

期間中に薬局コンシェルジュの判断により選出された対象者は 10名、薬剤師の判断により選出

された対象者は 5名で合計 15名となった。指標の数値の把握には、薬物治療中の対象者は医療機

関での血液検査結果、薬物治療を行っていない対象者は薬局での検体測定結果を利用した。 

また 1クールの開始日は血液検査結果の持参日、または検体測定の実施日からとし、約 3ヶ月

後の血液検査結果の持参日、または検体測定の実施日を終了日とする。 

 

【結果】 

対象者 15名中、1クール（3ヶ月）の栄養・食事管理や運動療法を追跡できたのが 10名となっ

た。その内訳は、HbA1cが 6名、Lipidが 4名であった。HbA1cで数値が改善した者が 4名、変化

なしの者が 1 名、悪化した者が 1 名となった（Fig.1）。Lipid では数値が改善した者が 3 名、変

化なしの者が 0名、悪化した者が 1名となった(Fig2,3,4)。 
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Fig,1               Fig,2                Fig,3                Fig,4 
HbA1c 開始時 終了時 LDL－Cho 開始時 終了時 HDL－Cho 開始時 終了時 TG 開始時 終了時

N.Kさん 7.5mg/dl 7mg/dl H.Kさん 202mg/dl 178mg/dl H.Kさん 39mg/dl 47mg/dl H.Kさん 196mg/dl 166mg/dl

F.Iさん 7.2mg/dl 7.1mg/dl S.Nさん 180mg/dl 162mg/dl S.Nさん 34mg/dl 41mg/dl S.Nさん 220mg/dl 180mg/dl

H.Fさん 6.9mg/dl 7.1mg/dl M.Yさん 161mg/dl 134mg/dl M.Yさん 41mg/dl 44mg/dl M.Yさん 180mg/dl 171mg/dl

A.Mさん 7.0mg/dl 6.8mg/dl I.Sさん 175mg/dl 189mg/dl I.Sさん 38mg/dl 40mg/dl I.Sさん 210mg/dl 221mg/dl

N.Hさん 7.2mg/dl 7.0mg/dl

K.Sさん 6.9mg/dl 6.9mg/dl  
※網掛部分は数値の改善がみられなかった者 

 

以下は食事指導および生活習慣の改善により、顕著に改善がみられた HbA1c と Lipidの各事例

である。 

 

1．HbA1c改善のケース 

氏名：N.K、性別：男性、年齢：54歳、身長：165cm、体重：68kg、HbA1c：7.5％ 

患者背景として N.K氏は営業職のため食事の時間が不規則であり、接待の飲み会が週２回ほどの

生活を数年続けているとのこと。10年程前、HbA1c 及び食後血糖が高値を示し、糖尿病と診断さ

れ治療を開始。その後いくどか食事療法を試みるも一向に数値が改善せず挫折を繰り返していた。

途中何度か服用薬の変更はあったものの、現在はエクア 50mg、アマリール 1mgを服用中で HbA1c

をコントロール中、28日間隔で医療機関を受診。 

管理栄養士による N.K 氏への問診では、1 日の摂取エネルギーの平均が 3,000kcal を上回って

いたため、1日の摂取エネルギーを減量することから食事療法を開始した。N.K氏の基礎代謝量は

約 1,780kcalであり、無理なく食事療法を行うために、飲み会がない日のみ、肉・炭水化物中心

の食事から魚・野菜を取り入れ基礎代謝量内に摂取エネルギーを抑える食事に切り替えた。また、

N.K 氏の職場周辺は駅がなく、普段から車に乗ることが当たり前になっていたため、週 2～3回程

度で帰宅後に 30分程度のウォーキングを実施してもらい経過を観察した。 

食事・運動療法開始から 1ヶ月で体重が約 1kg減少した。それから開始後 2ヶ月までは体重に

変化はなかったため、2 回目の栄養・食事管理や運動指導を行った際には、仕事の付き合い上、

昼食はどうしても外食が多くなり、栄養バランスに偏りがあること、及び夜は仕事での疲れのた

めウォーキングも疎かになっていることがわかった。そのため昼食に食事療法を取り入れること

をやめ、夕食の食事療法の維持と夜のウォーキングを休みの日だけでも確実に行うように提案し

経過を観察した。その結果、食事・運動指導開始後 3 ヶ月では、体重は 2.5kg 減少し、HbA1c は

7.0％にまで減少した。 

 

2．Lipid改善のケース 

氏名：S.N、性別：女性、年齢：61歳、身長：155cm、体重：59kg、LDL-Cho：180mg/dl HDL-Cho：

34mg/dl、中性脂肪：220mg/dl 

患者背景として、50歳を超えた頃に脂質異常症と診断され、薬物治療を開始するようになった。

また同時にその頃から身体に脂肪がつきやすくなり始めたとのこと。夜のウォーキングや、食事

の量を減らしたところ一時的にコレステロール値、中性脂肪及び体重は減少したが、リバウンド

を繰り返してきた。現在はクレストール 5mg、ゼチーア 10mgにてコントロール中であり、28日間

隔で医療機関を受診。 

管理栄養士による S.N 氏への問診では間食が多く見られ、1 日の摂取エネルギーの平均が

2,300kcal を上回っていることがわかった。S.N氏の基礎代謝量は約 1,580kcal であり、エネルギ

ーの摂取量を基礎代謝量内に抑える献立を管理栄養士が立案した。揚げ物中心の食事から、野菜

（大豆、キノコなど）や魚を夕食に積極的に取り入れる食事と、間食にはナッツやドライフルー

ツなど腹持ちのよいものに切り替え経過を観察した。また体重の減少はコレステロールと中性脂
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肪を低下させることがあるため日々の運動を提案した。S.N 氏の場合、日中と夜間は家事をする

ことが多いため、早朝に運動を無理なく行えるよう、週 2～3回程度で 20～30分のウォーキング

を実施してもらい経過を観察した。 

事・運動療法開始から 1ヶ月後までは体重の増減はなく、そこから徐々に体重が落ち始め開始

後 2ヶ月では体重－1kgの変化がみられた。2回目の食事指導時には、より一層の数値改善を見込

み、早朝のウォーキング回数を増やし、夕食中心であった食事療法を昼食にも行うようにした。

食事・運動療法開始後 3 ヶ月での血液検査では LDL-Cho：162mg/dl HDL-Cho：41mg/dl 中性脂

肪：180mg/dl となり、食事・運動療法開始前と比較して、HDL－Cho が基準値に達するなど顕著

な変化がみられた。また体重は 2kgの減少となった。 

 

【検証結果における考察】 

今回の追跡結果から、個人差はあったものの、対象者の大部分に数値改善が見られ、薬剤師と

薬局コンシェルジュによるセルフメディケーション推進活動は機能していると検証することがで

きた。また、今回の取り組みで新たに見えたこととして、当初我々が考えていたよりも患者や顧

客が、自身やその家族の健康状態を気にかけており、セルフメディケーションについても関心が

高いということであった。これを裏付けるように今回の取り組みの対象者は、薬物治療の有無に

関わることなく、自ら二次予防を行うもなかなか結果が得られず、健康状態の改善に悪戦苦闘し

ている方がほとんどであった。これらを踏まえ、一次予防、二次予防におけるセフルメディケー

ションを広めるにあたって、アプローチすべきところは我々ドラッグストアのスタッフが一丸と

なって、患者や顧客の抱える悩みに耳を傾け、専門スタッフ同士が協力し合い患者や顧客のニー

ズを察知し、手を差し伸べることにあると考えた。 

 

【検体測定利用における考察】 

水口暁店では、平成 28年 8月～平成 29年 10月の間で、述べ 180人（HbA1c：166件、Lipid：

130 件）が検体測定を実施した。 

その中で利用数の多い年代は男女の50～60代であり、次に多い年代は男女とも20代となった。

50～60代は生活習慣病が気になり始める年代であり、50代女性は健康診断などを受ける機会が少

なく、60 代男性は退職で健康診断を受ける機会が少なくなったため利用数が伸びたと思われる

(Fig,5)。 

また年間を通しての検体測定利用者数は、8月～9月の夏頃が多く、年明けの１月以降は減少し

た。これは秋から春にかけて勤務先や自治体での健康診断が行われるためと考えられる(Fig,6)。 

Fig,5                              Fig,6 

    
 

 



-73- 

【今後の取組み】 

 現在、当薬局には薬剤師をはじめ、薬局コンシェルジュである管理栄養士やビューティースタ

ッフ（以下、BS）など、多岐にわたる専門スタッフが在籍している。以下は、課題のイメージと

ユタカファーマシー水口暁店で定期的に行っている具体的な取組みの例である。 

 

 

（ⅰ）薬剤師と薬局コンシェルジュによるセルフメディ

ケーション推進活動 

（ⅱ）管理栄養士と BSによる母と子の美と健康相談 

（ⅲ）BSと管理栄養士による腸内環境に関連した美肌診

断教室 

 

今回の検証で得られた考察をもとに、「薬剤師と薬局コンシェルジュによるセルフメディケーシ

ョン推進活動」以外にも、各専門スタッフ同士が各々の特性を活かしつつ、疾病予防の観点だけ

でなくマルチに地域の生活者関わっていくことが必要と思われる。 
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-受付番号(11047)                           -部門名(薬剤師) 

タイトル： 臨床推論の勉強会の開催を通じたセルフメディケーションを支える薬剤師の育成 

所属：ウエルシア薬局株式会社 

氏名：松下 綾 

 

わが国では少子高齢化の進行とともに、国民医療費が年々増加しており、今後も医療需要の増

大が見込まれています。このような医療需要の増大に対応するべく、様々な医療専門職種間で、

相互に協力をしながら患者へのケアを提供する必要性がでてきています。我が国の喫緊に迫った

医療需要の増大に対応するためには、地域の薬剤師も薬局が地域住民の健康サポートをできるよ

うよりいっそう努力しなくてはなりません。 

薬局という場所は、ちょっとした買い物の際に薬剤師とお客様や患者様が会うことができ、日

常会話から様々な情報を交換することができるのが強みです。このような場所にいつもいる地域

の薬剤師の役割のひとつとして、お客様に体の不調があった時、お客様の訴える症状を聞き取り、

医療機関への受診勧奨をするのか、一般用医薬品による対応をするのか適切に判断をすることが

あります。地域のお客様が気軽に薬剤師に相談し、薬剤師から適切なアドバイスを得られれば、

医療資源の適正利用にもつながり理想的です。そして、薬剤師が適切なアドバイスを行うには、

適切に患者から情報収集をすることが必要です。しかし多くの薬剤師はこの部分のトレーニング

を系統的に受けたことはありません。私自身も自身の勤務経験の中で、「私にもっと疾患に関する

知識があればもっといいアドバイスができたのでは？薬剤師がお客様の訴える症状から的確な判

断をするトレーニングの機会がもっとあれば、身体の不調を訴えられた時、さらに的確なアドバ

イスができるのではないか」と悔しさを感じることもありました。地域の薬局においてこういっ

た相談への対応は日常茶飯事でありながら、受診をすすめるのかＯＴＣを販売するのかの判断が

多くの場合はその薬局の薬剤師の独学や経験則によって行われていることが多く、同じ症状を相

談しても薬剤師によって対応がバラバラなのが現状なのです。 

そこで私たちは地域の薬剤師が日常行っている“患者様の症状を聞いて、ＯＴＣの販売をする

か、受診を勧めるか判断する”という点にスポットを当て、どこからが受診勧奨かをクリアにし

ていく研修を「わかりやすい臨床推論」と題して作成し、実施してきました。 

この研修を作成するうえで、一番こだわった点は、医師と薬剤師との協働により研修を作成し

た点です。臨床推論という考え方は、医師が初診の患者さんを外来で診察するときの考え方をベ

ースにしています。このため、臨床推論を理解するには医師向けの症候論のテキストを読むのが

一番確実なのですが、医師向けのテキストはどうしても、確認項目に身体診察が入ったり、診察

器具がないとできない項目があったり、専門用語が多すぎたりと、薬剤師がそのまま応用するに

は難しい点が多々ありました。そこでまず、私は筑波大学の大学院にして入学して医師の外来の

見学や症例カンファレンスなどに参加し、医師が患者を診るときの視点を徹底的に学びました。

そして、その中から、薬剤師という職種がどこまで患者様から情報収集できるか？身体診察がで

きないとしたら、代わりにどんなことを確認すればよいか？など、医師との話し合いを繰り返し

ながら、研修を作成してきました。ここで、研修の一部をご紹介したいと思います。 
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図１．）講義の流れ 

 

講義ではまず、なぜ今、薬剤師に臨床推論の知識が必要か？の背景をお話しした後、実際の症

例をビデオで見ていただきます。その症例について、個人ワーク、グループワークを通じて、ど

んな疾患が考えられるか、自分ならどのような対応をするかを考えていただきます。そして、各

ワークの後に、赤（すぐに受診）、黄（数日中に受診）、青（現時点で受診は必要ない）の色札を

上げていただき、対応の判断をしていただきます。その後、解説の講義を行います。講義はいつ

もこのような構成で行っています。解説の講義では、例えば頭痛のお客様だったらどんなところ

を確認すればよいか、どんな情報があった時はすぐに受診勧奨か、どんな情報があればひとまず

ＯＴＣで様子をみてよいのか、確認のポイントを紹介しています。いままで、臨床推論の講習会

はたくさんありましたが、考え方の概要を教えるだけで、症状ごとの判断基準を明確にしたもの

は多くはありませんでした。私たちは医師と徹底的に議論を重ねながら、外来で医師が考えてい

ることをできる限り可視化し、講義を作り上げました。そして、この症状で来たときはまずはこ

ことここを確認しよう、という点を端的に示すよう心がけました。もちろん、そのお客様の医療

へのアクセスのしやすさなどで判断が変わってくることはありますが、一定の確認事項の基準を

示すことで、講習を受講した薬剤師が明日から使える講義となるよう工夫をしました。 

 
図２.）受講者は症例ビデオを見た後、自分ならどのような対応をするか色札で示してもらう 
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図３．）頭痛の講義の一部   症状ごとに確認するポイントを端的に示した 

 

この研修を、現在までに述べ６００人ほどの薬剤師に受講していただきました。受講した薬剤

師からは、「今までは頭痛と言われたら、すぐにどんな頭痛薬が適切か？と考えがちだったが、危

険な頭痛の確認方法を知って、まず売ってよいかの判断をしなくてはと、当たり前のことをちゃ

んと考えるようになった。」などの感想があったほか、臨床推論の考え方が現場で役立ったと感じ

る、ＯＴＣを販売することに薬局で対応してよい患者かどうか以前よりも考えるようになった、

服薬指導時に患者から情報収集するときに以前よりも臨床推論の考え方を使うようになった、と

の感想が聞かれました。今後も医師と話合いを重ねながら講義内容のブラッシュアップを行い、

研修を続けていくつもりです。 

この研修を繰り返すことにより、地域のお客様から症状を訴えられた時により確実に情報を集

め判断できるようになり、地域の薬剤師がプライマリケアの担い手としてさらに活躍できると考

えております。また、薬剤師が臨床推論の考え方を理解することにより、網羅的な情報収集がで

きるようになるので、その情報を添えて医師への患者の紹介ができるようになると考えられます。

このようにして薬剤師が地域住民を適切な医療へつなぐことができるようになり、地域の医療連

携の一翼を担うことができるようになると考えております。 

従来からの薬剤師の役割である適切な薬物療法の支援に加え、このような取り組みが、新たな

薬剤師の役割として地域住民に広く認識されるよう努力していかなければならないと思っていま

す。 



-77- 

-受付番号(12011)                         -部門名(登録販売者) 

タイトル：化粧品担当者だからこそできる美容と健康のサポート 

所属：サッポロドラッグストアー 

氏名：三浦 歩佳 

 

私はドラッグストアで化粧品担当者として働いています。さらに、昨年登録販売者の資格も取

得し、医薬品の販売も出来るからこそ、化粧品のカウンセリング販売だけではなく、場合によっ

ては医薬品を販売し、お客様の健康のサポートをすることができます。 

 

私の勤務地のお客様は、その地域に住んでいるお客様がほとんどで、「いらっしゃいませ」とい

うと、「こんにちは」と笑顔で返してくださります。私はそんな温かい雰囲気の中カウンセリング

販売を行っています。 

 

以前 40代の女性のお客様が、いつものファンデーションをくださいと来店されました。そのお

客様は化粧品の台帳をつけている方だったので、化粧品顧客台帳を確認し、お使いのファンデー

ションをお渡ししました。いつもお客様にお肌の調子をお伺いしているので、そのお客様にもお

肌悩みを伺いました。するとお客様は、化粧水等は変えていないのに、顔がくすんで見えるとお

っしゃいました。詳しく話を伺ってみると、肌がくすんで見えるほかに、便秘気味で体調もあま

り優れなくて悩んでいるとのことでした。さらに、お客様の職場のデスクの近くにクーラーがあ

り、とても身体が冷えるとおしゃっていました。病院に行くほどでもないと思うし、薬にはあま

り頼りたくないけど、どうにかしたいと悩んでいました。 

 

私はまず、冷えが原因で血流が悪くなり、肌の代謝も悪くなってしまうので、肌がくすんでし

まう事をお伝えしました。さらに、便秘は、偏った食生活や運動不足といった生活習慣の乱れが

原因のほかに、冷えも便秘の原因になると説明しました。 

 

このお客様の悩みから、仕事中だけカイロを使用することを推奨し、さらに、自社開発商品で、

健康食品の NU-Q の紹介もさせていただきました。NU-Q は血流を良くしてくれ、冷えの改善もし

てくれますし、美容を気にしているお客さまにぴったりだと考えたからです。NU-Qに愛って居る

卵白由来のランペップという成分が血管を広げてくれる成分の生産を促進させるので、身体の末

端まで血液を巡らせぽかぽかにしてくれると商品パッケージを見せながらお客様にお伝えしまし

た。また、医薬品ではなく健康食品であることもお伝えしたところ、とても興味を持ってくださ

り、試しに 1袋買ってみるとおっしゃっていただきました。 

 

私はお客様に効果を実感してもらいたかったので、1 日 6 粒を分けて召し上がっても大丈夫で

すが、6錠を 1回で召し上がっていただいたほうがより効果を実感できることをお伝えしました。

さらに、早い人だと 30分ほどで効果を実感できる人もいること、毎日服用する事で血流改善の効

果は高まることをお伝えしました。 

 

1週間ほど経ったある日、そのお客様が来店され、NU-Qを服用するようになってから、身体が

冷えにくくなり、便秘も改善されたととても喜んでいただけました。さらに、気のせいかもしれ

ないけど、お肌も少し明るくなったともおっしゃっていました。私はお客様が以前来店されたと

きよりも顔色もよく、明るくなって来店された事に喜びを感じました。また、「ありがとう」と言

われて、私はお客様の力になることが出来たと実感しました。この件がきっかけで、そのお客様

からは商品の相談だけではなく、プライベートでの悩みも話していただけるようになりました。 
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このお客様の接客を通して、私はお客様の身体や肌の不調を改善させる事だけではなく、お客

様の不安など、心の健康をサポートすることがセルフメディケーションを推進していく上でとて

も重要なことだと感じました。 

 

その為に私が取り組むべきことは、相談したいと思える環境を作る事、相談された事に対して

的確なアドバイスが出来ること、お客様にあなたに相談してよかった、またお願いねと言われる

ように信頼されることだと考えます。 

 

私の勤務先では、いつも化粧品を買っていただいているお客様は化粧品顧客台帳で、購入され

た化粧品の記録はもちろんのこと、お客様の肌悩みや肌トラブルの有無なども記録し管理してい

ます。そこに、肌に関することだけではなく、体調のこと、不安に思っていることや悩んでいる

こと、そのことに対してどのようにアドバイスしたことなどを記録することで、次回来店された

際にその後の体調の変化などを伺うことができます。また、紹介した商品やアドバイスしたこと

が合っていたのかを確認することができますし、場合によっては、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、お客様からの信頼につながり、お客様から相談されやす

くな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だけではなく、食品や

日用品も取り扱っており、様々なお客様が来店されます。また、年中無休で営業しているドラッ

グストアも数多くあり、営業時間も長く、お客様が気軽に立ち寄る事が可能です。医薬品や化粧

品を買うことを目的としてこられるお客様はもちろん、食品などを買いに来られたお客様にも美

容と健康のサポートができることをしっかり認知してもらい、ただのスーパーではなく、頼りに

なる相談相手がいると思っていただけることが必要だと考えます。その為には、化粧品の接客を

通し、悩みなどを聞きだし、親身になってアドバイスをすることが大切だと考えます。 

 

このように様々なお客様が来店されるドラックストアでは、薬以外での接客をしていく上で、

お客様の悩みを上手く聞き出し、そのお客様のお悩みに合った医薬品や健康食品などを紹介して

いくかが重要なのではないでしょうか。薬を買う予定のないお客様でも悩みや不安を持っている

人は少なくありません。そのお客様の悩みや不安を取り除いてあげられることで、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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-受付番号(12019)                         -部門名(登録販売者) 

タイトル：ドラッグストアで勤務して思うこと 

所属：株式会社クスリのマルエ 

氏名： 蟻川 美江 

 

私は現在ドラッグストアで登録販売者として働いています。勤務地は病院や調剤薬局はあるも

のの近くに他のドラッグストアが無いようなところになります。高齢化も進み始めており、お客

様も年齢が高めになります。そのような環境の中で日々を過ごしていて思うことが二つあります。

それについてこれから書こうと思います。 

 

1 つ目は、近くに体の不調を相談できる場所が無いことです。私の勤務しているドラッグスト

アまで車で 30 分以上かけて来店されるお客様や近所の方に乗せてきてもらう方も少なくありま

せん。お店の近くに病院はありますが、待たされるのが嫌だということでドラッグストアの方に

来られます。接客の中でお話を聞くと一時間近くかけて来店されている方もいて驚いたのを覚え

ています。その方は『近くにこういったお店が無いから・・・』とおっしゃっていました。体調

が悪いときに車を数十分運転して来店されるのはとても大変な事だと思います。そのため、元気

な時に出てきて総合感冒薬やどの症状にもある程度効果のある胃薬などを買っていかれます。も

う少し近いところにドラッグストアなど気軽に入れて相談・購入出来る所があればお客様にとっ

ていいのかなと思います。冬の時期には雪が積もってなかなか外出できないということも少なく

は無いからです。 

 

2 つ目は、一人暮らしの高齢者の方や夫婦二人で暮らしていて子供は違うところに住んでいる

という方が多いということです。そのため、話を色々したいけど家に話す人がいないためお店に

来て何かを買うついでに話をされていく方もいらっしゃいます。薬のことについて接客をしてい

たら違う話になっていたという事もたまにあります。最近では、お店や施設の中に座って休憩で

きたり、話せたりできるスペースを作っている所もあります。そういった場所は大切だと思いま

す。悩みだけでなく、最近あった出来事を話せる空間はこれから必要になってくると思います。 

これをふまえて「街の健康ハブステーション」の構想を考えてみると、とても良いことだと思

います。これをしっかり実現することが出来れば、ドラッグストアの役割が大きく変化するので

はないかと思います。何か困ったことがあればドラッグストアにいけばいいと思ってもらうこと

が出来ればいいと思います。そのために必要なことが私は 2つあると思います。 

 

1・自店の周りにある医療機関をしっかりと把握すること。 

大きい病院ならどこにあるか分かりますが、何科を中心にやっている医院なのか、整体をやっ

ている所が近くにあるか等はすぐに思いつかなかったりします。調べる時間をお客様にいただけ

ればいいのですが、そうはいかない時があったりします。そのため、近くの関係機関を知ってい

ることはスムーズなご案内につながるため大切だと思います。そういった機関を一覧にまとめて

おくのもいいかもしれません。 

 

2・自分自身の知識の引き出しを増やす。 

これから高齢化が進んでいくにつれ薬の知識だけでなく、介護のことや、それ以外のことにつ

いて聞かれたときに答えられる知識が必要だと思います。現在も『オムツはどれがいい？』や『こ

の機器の電池はどれ？』『体温計・血圧計が使えなくなったけど、どうすればいい？』など、様々

なことを聞かれます。そういったときに答えられる知識や、機器についてならお客様相談室にか

けて聞くなどの対応が出来る事が大切だと思います。薬以外の事も積極的に学んで、いざという
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時に役に立てるようにしたいと思います。 

 

3・こういったドラッグストアにしたいという目標を持つ。 

これは一番大切なことだと思います。日々働いていると今を過ごすのにいっぱいいっぱいにな

ってしまいますが、目標があれば、落ち着いたときに思い出してまた頑張る事も出来ると思いま

す。私にも目標がありますが、それを達成するためには壁を何個か壊さないといけません。なか

なか大変な事ですが頑張りたいと思っています。 

 

「街の健康ハブステーション」を実現するのは大変な事も多いと思います。しかし、実現すれ

ばなくてはならない存在になると思いますし、お客様にとっても良い事だと思います。 

最後に、私はドラッグストアに勤務して 2年になりますが、勤めて良かったと思っています。

失敗する事も反省する事も多いですが、お客様と会話するのは楽しいです。お客様に顔を覚えて

もらうと嬉しかったりします。また、とてもやりがいのある仕事だと思っています。『お客様の健

康をサポートする』と大きい事はいえませんが、少しでも役に立つことができたら嬉しい事だと

思います。そのためにも日々勉強していきたいと思っています。今までよりも便利なドラッグス

トアに数年後なっていれば良いなと思います。 
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-受付番号(12022)                         -部門名(登録販売者) 

タイトル：お客様に元気と笑顔を提供できるドラッグストアを目指して        

所属：株式会社クスリのマルエ 

氏名：小林 愛佳 

 

私は群馬県のドラッグストアのマルエドラッグに勤務して２年目になります。まだ登録販売者

試験に合格してから二年経過していないため、研修中という立場ですがヘルシーアドバイザーと

して医薬品を担当しています。そこで担当者として、体調が悪いお客様や悩みを抱えているお客

様に元気と笑顔を提供するために親身に接客することを心がけています。そのためにお客様をお

客様として見ず、家族として接するようにして取り組んでいます。 

最近風邪薬を求めて来店されるお客様が増えてきました。喉が痛い、鼻水が止まらない、体がだ

るい等々様々な症状を訴え、早く治るような薬が欲しいと相談されることが増えました。しかし、

お客様は総合風邪薬を飲めばいいとか値段の高い薬を飲めば早く治るなど間違えた知識を持って

います。 

 

まず、「ルル」や「パブロン」などの総合感冒薬を求めているお客様には一番酷い症状を聞き出

しその症状にあった薬を提案しています。また、風邪薬を飲めば治るというお客様には風邪薬は

症状をとめるが治すものではないという私が持っている知識を話し、「それならどうしたら早く治

るのか」という質問にも丁寧に説明し、お客様に合った風邪薬、補助剤を一緒に探すことを心が

けています。最初にお客様に「何かお探しですか？」と声をかけると高い物を売りつけられると

警戒心を持たれるのですが、丁寧な接客、お客様が知らない知識を教えたりすると心を開いてい

ろいろな相談をしてくれます。このような接客がセルフメディケーション推進に繋がっていくと

思いました。 

 

また風邪薬だけでなくハンドクリームを求めて来店されるお客様も増えてきました。私は今ま

で薬の接客をすることに意識を集中させていて他の商品の接客はできていませんでした。しかし、

ハンドクリームの接客をする機会が増え、お客様に「手をマッサージするように塗ると血行が良

くなり手荒れの治りが早くなると言われています」という話をすると、「自分が使っていたハンド

クリームを買おうと思ったけど何がお勧めですか？」と聞き返してくれるお客様が増えました。

自分の知らない知識を聞くとお客様はとても嬉しそうな顔をしてくださるので、もっと自分の知

識を高めて行こうと日々努力しています。 

 

また、私はセルフで売れる売り場作りを心掛けていて、私が接客をしなくてもお客様自身で選

べる売り場を作っています。そこの売り場に価格 popだけでなくアイキャッチ popや情報 popを

取り付けるようにしています。中での情報 popに一番力を入れていて、何に効くのか、何の成分

が入っているのか、その成分がどのような作用を現すのかを分かりやすく書き、お客様の目に入

る位置に掲示しています。その popはセルフで売るだけでなく、私が接客をしている時にその pop

を読んでくれるお客様もいます。そして、興味を持って楽しそうに話をするお客様を見ることが

とても嬉しくてやりがいを感じています。 

 

お客様は病気になったから薬を服用するという人が多いのですが、私たちは病気にならない方

法を提案していかなければなりません。私はまだ入社二年目なので知識も少なく接客も上手にで

きていません。しかし、お客様は私のことを登録販売者としていろいろ相談してくるのでお客様

の期待を裏切らないように自分自身の知識を高めていこうと思います。今ではネットワークが普

及していてお客様自身が気になることを調べて私に教えてくれることも多く、接客をすることで
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お客様の悩みを解決すると共に私も少しずつ成長できているということを実感しています。この

意識の積み重ねが平均寿命を伸ばすだけでなく健康寿命を伸ばすことにも繋がってきます。健康

寿命を伸ばすことができれば高齢者になっても元気に笑顔で生活をすることができます。私たち

は健康寿命を伸ばすことができるように病気の予防、病気にならないための身体作りを提案して

いかなければなりません。私の会社ではショッピングモールでの栄養・健康相談会、肌診断の実

施など、社内外でイベントを開催するなど店舗以外でも積極的に活動しています。店舗に来なく

て気軽にいろいろな相談ができて、悩みを解決につながるような環境作りをすることで地域の皆

様の健康生活の向上に貢献しています。私もイベントに参加してよりお客様の身近な存在になれ

るようにしていきたいと考えています。そして、お客様に笑顔と元気を与えることができるよう

に自分自身が健康でいられるように努力したいです。お客様以上に元気でいてお客様を安心させ

るような役割を担っていこうと思います。 

 

私は登録販売者として働きはじめてから、今までの人生の中で一番人から感謝されることが多

くなりました。人から相談されることが今までなかったので、新入社員の頃は戸惑ってばかりい

ましたが、今では堂々と接客をすることができるようになりました。自分のことだけでなく、お

客様のことも考えられるようになったので、今後は今まで以上にお客様との信頼関係を築いてい

きたいと思います。そして、来店された全てのお客様が笑顔で帰って頂けるようなお店の雰囲気、

接客を私だけでなく店舗スタッフ全員で作りあげていきたいと思います。 
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-受付番号(12074)                         -部門名(登録販売者) 

タイトル：ドラッグストアの新しい在り方について 

所属：(株)ユタカファーマシー  

氏名：石田 研摩 

 

1 はじめに 

ベビーブーム世代が後期高齢者（75歳以上）に到達し介護・医療費等社会保障費の急増が懸念

されている現在（2025年問題）において、医療費削減は日本にとって避けられない問題です。そ

の為、自分の体は自分で守る「セルフメディケーション」という考え方が特に重要になっていま

す。ロコモティブシンドローム（運動器障害）は要介護・要支援になった原因の約４分の１を占

めます。また、寝たきりの状態になってから一生を終えるまで９年以上あると言われています。

そういった点から運動が特に重要であると言えます。とは言っても単に運動すれば良いというわ

けではありません。適切な強度、適切な量・回数を行うことが大切です。しかし、運動の知識が

乏しい方や一人ではなかなかできない方、継続できない方が多いのが現実です。私はそういった

悩みを抱えた方への取り組みとして「健康づくり教室」をドラッグストアに勤務しながら行って

います。今年で 3年目を迎え、約 4000人の方に参加して頂きました。 

 

2 健康づくり教室 

○健康への知識や友達をつくるコミュニティーの場として、高齢者や高齢者予備軍の方が誰でも

参加できる教室です。内容は栄養士の講座が 1時間、運動講座が 1時間の計 2時間で行っていま

す。私が担当している運動講座はロコモティブシンドロームの予防・改善が目的です。 

○内容については下肢の骨や筋力の低下や認知症を防ぐ有酸素運動、ウォーキングストレッチや

ロコトレ（いわゆるロコモティブシンドローム予防改善運動）、肩こり・腰痛予防改善運動、脳ト

レやマッサージ方法など様々な取り組みを行っています。また、講座だけでは内容を忘れてしま

うお客様が多いので、目に付きやすい所に貼ってもらう為のロコトレやストレッチなどの手配り

資料を作成し、お客様に配布しています。（資料 1、2） 

キレイな姿勢で桜並木を散策しよう4月号

①頭
頭が引っ張られるよ

うに立つ

肩はリラックス

②おへそ
おへそが引っ張られるよう

に歩く。その際におへそ

歩きにならないように一
緒に上体も持っていく

③足
足と足の間にはこぶしが

半個～1個分入るくらい

空ける

 

お腹を運動させて腹圧を高めようよう！！
5月号

①姿勢は

頭が引っ張られる

ように立つ。

足は肩幅

②おへそと背中がくっ

つきそうになるくらい

へこませてそのまま２

０～30秒キープ（一日

５回を目安に！）

 
（資料１）                （資料２） 

 

3 お客様の声 

○四十肩で腕が上がらなかったのが回せるようになるまで回復した。 

○肩こりや頭痛がひどかったのが、肩こり改善運動を行ったことによって改善された。 

○寝る時に足を攣ることが多かったが、攣ることがなくなった。 
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○お友達ができた。 

○お腹のインナーマッスルを使うような運動を取り入れるようになってから姿勢がよくなり、腰

痛や便秘も改善され、お腹も痩せた。 

この 3年でたくさんのお客様からの感謝状を頂きました。その中でも一番うれしかったのが「長

生きして石田さんがいる店舗に一日でも多く来店させていただきます。」というお手紙です。また、

お客様からの質問が増えてきている点から、お客様の健康意識が向上していると感じます。 

  
 

4．エピソード 

○四十肩 Aさん 

四十肩になってから肩が上がらなくなり、トレーナーがいるジムに通ったが、痛みがきつくな

ってジムに通うのもやめ、運動することすら嫌になっていた Aさん。そんな時に健康づくり教室

当初から通われている B さんに誘いを受け、A さんは健康づくり教室に参加されました。私が相

談を受けた時には腕が肩まで上がらない状態でした。ジムで無理な運動をしてから動かすことが

怖いと言っておられたので、四十肩を放置しておくと更に筋肉や関節が固くなり、完治が難しく

なることを伝えたうえで、2つの簡単な運動を勧めました。1つ目は腕を横に６０度前後まで開け、

ブラブラさせ徐々に振りを大きくするように勧めました。2 つ目は肩甲骨を意識した肩のアップ

ダウン運動を勧めました。それを次の健康づくり教室まで行ってみてください。とお伝えしまし

た。「Aさんは簡単な体操だから続けられそう」と言って、毎日繰り返し行ったそうです。１カ月

後の健康づくり教室の時には前回よりも遥かに腕が上がるようになっていました。痛みが引き始

めてからは、四十肩の更なる改善・筋肉量のアップを図るため、もう一度ジムに通われてみたら

どうですか？とお伝えしました。A さんは再びジムに通うようになりました。今では腕も上がる

ようになり、２年間継続して私の健康づくり教室にも参加されています。 

 

5 まとめ 

現在、2020年の東京オリンピックに向けて、スポーツ振興を掲げている中で運動の知識だけが

一方的に発信されている状態です。一緒に運動を行ってくれるトレーナーや指導者がいない為、

誤った運動を行って怪我をされる方が多いです。大切なのはその人にあった運動や強度、回数が

あり、その方にどれだけ寄り添って対話ができるかがとても重要で、身近にそういった運動を提

供できるアドバイザーがドラッグストアにも必要だと感じています。しかし、ドラッグストアで

は運動の取り組みがまだまだなされていないのが現状です。 

ドラッグストア＝「健康のすべてを相談・予防・改善できる場所」として新しいドラッグスト

アの在り方を確立していくことで健康寿命の増進に貢献できると確信しています。 
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-受付番号(12106)                         -部門名(登録販売者) 

タイトル： セルフメディケーション推進のため出来る事 

所属：㈱丸大サクラヰ薬局 

氏名：柏木 優汰 

 

<はじめに> 

私は、サクラヰ薬局に入社し 3年が経ちました。 

以前は物流関係の仕事をしており、まさか自分がドラックストアで登録販売者として働く日が

来るとは思いもしませんでした。今では、お客様から健康相談を受けるなど日々業務に励んでい

ます。これから、今後登録販売者として地域の方へのセルフメディケーション推進についてお話

したいと思います。 

 

<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」と世界保健機関

（WHO）は定義しています。 

今後さらに高齢化が進み、超高齢化社会に突入する中で、20代、30代の年齢から疾病の予防を

していけなければなりません。しかしドラックストアに入社するまでセルフメディケーションと

いう言葉さえ私は聞いたことがありませんでした。 

わたしのように言葉すら聞いたことのない人、具体的にはどのような事なのか解からない人、

何をしたらいいのか解からない人に我々登録販売者、薬剤師が中心となりサポートし訴えかけて

いくことで大きな成果に繋がるのではないでしょうか。それにはまず生活主観病を防いでいくこ

とが重要だということが解りました。 

 

<生活習慣病> 

生活習慣病はその名の通り生活習慣が原因で発症する疾患であり、偏った食事・運動不足・喫

煙・過度の飲酒・過度のストレスなどが代表的な発症原因です。生活習慣病には、高血圧・脂質

異常症・糖尿病などがあり、これらは自覚症状がほとんどないため気づかないうちに進行し、脳

や心臓、血管にダメージを与えます。そしてある日突然狭心症や心筋梗塞、脳卒中など、命に関

わる重大な疾患を引き起こすことがあります。特に青森県のひとは根本的に生活習慣の悪さが短

命県の原因になっています。 

私自身、一人暮らしをしていた頃はついついコンビニのお弁当で済ませてしまったり、仕事が

忙しく運動もする余裕がありませんでした。そのため偏った食事が多くなり疲れやすく体調管理

があまり出来ていませんでした。生活習慣病の予防に「まだ早い」ということは無いと思ってお

ります。勿論「遅い」こともありません。 

薬剤師や登録販売者からの健康に対するアドバイスには説得力があり、これからの日本の抱え

る問題の深刻性が伝わるのではないかと考えます。 

まだ自分は大丈夫、若いから問題ない。大した体の不調がないから。この感覚の危険性を広めて

いけたらと思います。 

 

<これまでの取組み> 

但し、お客様にお話ししたいと思っても、信頼関係が出来ていない方にはお話しも聞いてもら

えません。そこでお客様との会話が大切だと思い、意識的に会話するようにしました。 

お客様の悩み、症状に合わせた薬などを提供するのはもちろんですが、来てくださったお客様に

一言「お気をつけてお帰りくださいね」、「前に買ったお薬効きましたか？」など声をかけてきま

した。 
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今では名前を覚えてくれ、相談に来てくださる方も増えました。 

「昨日お休み？いなかったね。相談があったのに」といって頂けた時は嬉しかったです。 

信頼してもらうことで、生活習慣の改善や栄養バランスなどアドバイスしやすくなりました。今

後も、程よい距離感を持ってお客様と接していこうと思います。 

 

相談カウンターの活用 

当店にも「お薬相談カウンター」がありますがあまり相談する場所としては活用されていませ

ん。しかし、色々聞きたい人もいるはずだと思い、お客様が気軽に医薬品の相談や健康相談など

するためにこのスペースを活用するようにしました。腰痛や膝の痛み、体調不良などを持ったお

客様は立って話を聞くことが大変です。そのため椅子を用意し、座りながら相談できるようにな

っています。可能な限りこのカウンター付近にスタッフはおり、いつでも相談が受けられるよう

にしています。そして折角相談してくれた方に満足して頂けるように、お客様カルテを使って接

客するようにしています。 

 
 

お客様カルテ 

お客様カルテには、お客様の体格、健康診断の異常数値、主訴とその他の身体の調子、過去の

重大な病気、けが、現在飲んでる薬が分かるように記録しています。 

お薬カウンターで相談したお客様が再来店した際、以前どんな症状で来店しどんな対応をしたの

か当日いるスタッフが分かるように「お客様カルテ」を活用しています。 

またカルテを活用することにより、お客様が何度も私たちに悩みを話すことが無くなった他、以

前との体調の変化を比較しやすくなりました。お客様も自分の変化やしてきたことが見えるよう

になり喜んでいられるように思えます。 
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実際使用しているお客様カルテ 

 

<さいごに> 

独居老人という、会社やどこのコミュニティにも属さない方が増えています。そんなお客様が

「遠い病院へバスで行かなくても、近所にある頼れるドラックストアへ相談に行く。そこでご近

所の方に会いお喋りしながら自分の健康について考えられる場所」になれるよう、自分の知識を

磨きながら今後の業務を行っていきます。 

また、健康になるための一歩行動を起こせるよう、お客ざまに寄り添って接客をしていきます。

それが私に出来るセルフメディケーション推進です。 
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-受付番号(13007)                      -部門名(栄養士・管理栄養士) 

タイトル：地域住民の健康管理窓口となるヘルスコンシェルジュへの挑戦 

所属：(株)ユタカファーマシー 

氏名：古田 彩香 

 

はじめに  

私は新卒管理栄養士として入社後、翌年には登録販売者の資格を取得し、今年で４年目の勤務

になります。入社してからはドラッグ店舗に勤務していましたが、昨年６月よりドラッグ店舗併

設の調剤薬局に、弊社の新たな試みであるヘルスコンシェルジュという形で異動となりました。

ヘルスコンシェルジュとは、調剤薬局の医療事務を兼任しながら、登録販売者、管理栄養士とし

て機能する「薬局の第一窓口を担う者」のことです。 

肩書きとしての響きはいいように感じますが、何分にも会社として新しい取り組みのため、「ヘ

ルスコンシェルジュとして一体なにをしていけば良いのだろう・・・。」ということから始まりま

した。入社して２年間はドラッグ店舗にて業務を行っていましたが、管理栄養士として働いてい

る時間というのは、月 4日程度、周辺店舗にも出張して行う育児相談会、地域の公共施設を借り

て実施する健康づくり教室、健康測定会という限られた時間で従来から行われてきたことであっ

たため、自分から新たな試みを行うという挑戦に対する不安もありました。 

実際にヘルスコンシェルジュという立場で勤務してみると、それまでは持病をお持ちでない方

からの相談が多かったのが、「糖尿病と言われたけど、どういう食事をしていけばいい？」といっ

た、既に持病を抱えた方からの相談が多くなりました。しかし、まだまだ薬局に管理栄養士がい

るという認知度は低いです。そのため気軽に薬局で、「栄養相談ができる、健康について相談がで

きる。」という事をアピールしようと、以下のような取り組みをしました。 

 

●月 1回、健康セミナーの実施 

お客様に管理栄養士の存在をアピールする目的で毎月 1回、薬局閉局後の土曜の午後に約１時

間、薬剤師と管理栄養士で健康に関するセミナーを実施。最初は集客に苦労しましたが徐々に参

加者が増え、中でも１番反響があったのは足腰に関するもので、お客様より「運動ができて楽し

かった」との声を頂きました(写真 1)。合わせて、骨をつくるのに必要なカルシウムやコラーゲ

ン等のサプリメントも紹介し、継続的なご利用につながりました。こういったセミナーを行うこ

とで、地域の生活者の健康意識を変え、セルフメディケーション推進につながるのではないかと

考えています。 

 
写真１：薬局待ち合いスペースにおける健康セミナー風景 

 

●健康相談のきっかけ作り 

写真 2,3は、薬局の待合室掲示板の様子です。薬の待ち時間の緩和とお客様との会話のきっか
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けとして作成しました。調剤の患者さんとのお話のなかで「最近流行りの脳トレって、どういう

もの？」という質問があったことをきっかけに、待合スペースにクロスワード(写真 2)を掲示し、

また簡単なチェック表を用いて自身で食習慣・生活習慣を見直せる健康プチチェック表(写真 3)

を設置しました。実際にこの話題をきっかけとして、待ち時間に簡単な栄養相談を行うことが何

度もありました。塩分チェック表では、「日々の食生活で、意外とこんなにとっているんだ。」と

患者さんの気付きにつながりました。個々の食生活や味の好みを詳しく聞き取り、それらに合っ

た減塩の方法や調理法を伝えるようにしています。 

  
写真 2                 写真 3 

 

●管理栄養士としてお勧めできる製品の利用推進 

現在調剤薬局の窓口として勤務しているため、以前の様なドラッグ店舗での接客はできなくな

っています。しかし、管理栄養士として伝えたいことはたくさんあるため、店頭ＰＯＰを作成し、

セルフで手にとっていただけるようにしています。 

メイバランスは 1本で 200Kcal でタンパク質も含まれているため、介護食としても利用して頂

きたく介護コーナーや、食欲のない朝に摂ってもらうのも良いと考え、パンコーナーにも自作の

POP を設置ました。その結果、設置後 2 ヶ月間の販売は 3 倍以上になり、その後も順調に継続し

てご利用頂いています。 

  
写真 4                  写真 5 
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「管理栄養士極撰青汁」は、弊社管理栄養士が自信を持ってお勧めしている製品で、調剤の待

ち時間を利用して試飲を実施しました。甘味があり飲みやすいのが特徴で、今まで青汁を飲んだ

ないという方にも抵抗なくおすすめすることが出来ました。試飲をおこなっているなかで、便秘

に悩んでおられる方や、野菜不足の方など詳しくお話しを伺う事ができ、ライトカウンセリング

を実施することができました。試飲プラス POPで興味をもってくださる方も多くみえました。 

試飲を実施している月は他の月と比べ 5倍の販売個数となり、多くのお客様にこの製品を知って

いただけと思います。商品の紹介だけではなく、管理栄養士としてお客様の食事の内容から、こ

の商品が本当にお客様のライフスタイルにあっているかどうかを考え、栄養アドバイスまで行う

ことが使命であると感じました。 

  

 
さいごに 

日本は超高齢社会へと年々なりつつあり、その中でも医療費は膨れ上がっています。 

ドラッグストアおよび薬局が地域の担い手として、ひとりひとりが自身で健康を管理すること（セ

ルフメディケーション）ができるようになれば、医療費の適正化につながります。そのため、当

社が推進しているヘルスコンシェルジュとしての職能を生かせる機会が、益々増えていくと感じ

ています。健康イベントなどを実施し、個々の健康意識をかえることや、POP を通じて情報発信

をしていくこと、また栄養相談を通じて検査数値の改善をはかること等、まだまだできることは

たくさんあると思います。すぐに実現へはつながらないと思いますが、店舗で実施できることは

行いお客様に安心して相談しに来ていただけ、また満足していただけるような健康サポート薬局

をめざして邁進していきたいと思います。 
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-受付番号(20013)                       -部門名(薬業専門学校生) 

タイトル：「“人対人のサービス”を充実化させる健康ハブステーション構想」 

所属： 東京医療秘書福祉専門学校 

くすりアドバイザー科 ２年 

氏名：   高橋 香織 

 

私たちにとってドラッグストアはとても身近な存在です。一般用医薬品、化粧品、調剤、食品

などを扱っており、気軽に立ち寄ることのできる場所です。 

私たちがドラッグストアを利用する際、医薬品を購入する目的で来店する回数はそれほど多く

ないと思われます。実際、私がドラッグストアでアルバイトをしていても一般用医薬品の販売よ

りも、食品・化粧品を販売する機会が多いと感じます。平成２８年度の経済産業省のデータによ

ると、ドラッグストアの売り上げ５兆７２５８億円のうち、約４兆５０００億円は調剤・一般用

医薬品以外の売り上げです。このデータからも分かるように私たちは医薬品の購入以外の目的で

ドラッグストアを利用することが多いのが現状です。 

また近年では、一般用医薬品がインターネットで購入できるようになり、ドラッグストアに行

かずとも、より手軽に一般用医薬品を手にすることのできる時代となりました。消費者が今後ま

すますインターネットで医薬品を購入する傾向が強まれば、セルフメディケーションに貢献する

という店舗型のドラッグストアが担う本来の目的を果たせなくなります。ドラッグストアに来店

していただく機会を増やすためには、インターネットでは受けられないような、「人対人のサービ

ス」が重要なのではないかと私は考えました。 

そこで、もし街中に様々な医療サービスの情報提供を受けることのできる「健康ハブステーシ

ョン」が存在したら、社会問題となっている医療費の上昇を抑え、セルフメディケーションに対

する人々の意識を高め、さらには健康寿命の延伸も期待でき、セルフメディケーションに貢献す

るドラッグストアの本来の目的を果たせられるのではないでしょうか。 

私が提案する健康ハブステーション構想は、身近なドラッグストアを拠点とする地域に密着し

たハブステーションです。健康に対する様々な情報提供が一括にできる場所があれば、私たちの

生活はより一層便利になると考えられます。 

まず、情報の提供、相談が一括でできるスペースをドラッグストアの店舗内に設けます。そこ

は健康・育児・介護など様々な悩みなどが相談出来るスペースです。ドラッグストアに来たつい

でに気軽に立ち寄れることでお客様が気軽に悩みを相談したり、それに伴う情報提供や施設の紹

介ができる場所にします。またきちんと研修を受け、知識が豊富な専門家（薬剤師・管理栄養士・

登録販売者など）を配置することで、より適切なアドバイスが行えるようにします。 

私が考える「健康ハブステーション」のスペースで行うサービスは４つあります。 

一つ目は、管理栄養士による栄養指導です。チラシを配布したり、相談できる窓口を設置しま

す。生活習慣病の対策・改善や、健康維持の為に栄養指導を気軽に受けられる場を設けます。例

えば、一般の消費者には、“バランスの良い食事” “毎日の献立”などを提供することができ、

栄養バランスの良い食事を摂ることで、風邪予防や健康増進にも結びつきます。また毎日忙しい

方も献立を考える手間を省くことができます。 

少子化・高齢化社会の現代においては、介護用、離乳食などのメニューを栄養士が考案し、ア

ドバイスを行うようにします。 

二つ目は、近隣の病院の紹介です。ドラッグストアに相談に来たお客様がドラッグストアでは

対応できない疾患の場合、その疾患に対応できる病院の紹介をします。また、なかなか忙しくて

病院に行けない人のために、夜遅くまで開いている病院、土日も開いている病院などの情報を提

供することで、お客様の調べる手間を省くことができます。また病院とも連携し、その場で診察

の予約も出来るようにします。 
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三つ目は、近隣の商業施設を紹介することです。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、軽度な身体の不調は自分で手当てすること。」と定義されています。一般用医薬品

を使用して手当てすることや、健康増進・維持を目的として近隣のスーパーと提携し、栄養バラ

ンスの整った献立をスーパーで情報提供できるようにして、そこで食品を購入してもらえるよう

に、ドラッグストアからスーパーを紹介、またスーパーではドラッグストアで購入できる健康食

品を紹介することで互いの利益も向上するのではないかと考えられます。また、近年では医薬品

を扱う２４時間営業のコンビニが増えています。早朝や深夜に体調が悪くなった時に医薬品を利

用することができるお店を紹介し、自分で手当てできる機会を提供できるようにします。 

四つ目は、介護の相談です。高齢化が進むとともに介護においても「老々介護」という問題が

あります。老々介護とは高齢者が高齢者の介護をせざるをえない状況にあるということです。介

護疲れによる共倒れが社会問題となっている現在、介護者の負担を減らすためにも、地域包括支

援センターと連携し、ケアマネージャーの紹介やその他にも介護のアドバイスや介護者の心のケ

アなどの相談窓口を設けるなどの対策をして、負担を減らす手伝いをします。あらかじめ予約な

どをすれば、地域包括支援センターに行かずとも「健康ハブステーション」でケアマネージャー

と相談できるような機会を作ることで、要介護者が出向く手間を省くことができます。 

このように専門家（薬剤師・登録販売者・管理栄養士）による情報提供などのサービスの幅が

広がればお客様の来店の増加も期待できると考えられ、店舗に行けば、医薬品・食品・日用品を

購入できるだけでなく、健康や心のケアに対する相談などのインターネット上では受けることの

できないサービスを提供することができます。そのためにも専門家（薬剤師・登録販売者・管理

栄養士）たちは日々、最新の医療知識を取り入れることが重要となります。 

地域密着型の「健康ハブステーション」が街中にできたら、より健康で、より便利になり、私た

ちの生活がさらに豊かになります。 

今後は、正しい情報を得ることができ、様々な選択肢を提示できるような「人対人のサービス」

が充実した「健康ハブステーション」が、私たちにとって身近な存在であるドラッグストアの店

舗内に増えることが望ましいと考えます。 
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-受付番号(20014)                       -部門名(薬業専門学校生) 

タイトル：「MDSCが地域の方々を支えるセルフメディケーションになる」 

所属： 東京医療秘書福祉専門学校 

くすりアドバイザー科 ２年 

氏名：黒﨑玲沙 

 

私は幼少期からドラッグストアが好きでした。それは、調剤室に処方箋を持っていき、処方さ

れる薬を用意してもらっている間に店内を散策して、新しい商品や、日常生活で必要とされるさ

まざまな商品を発見することができ、とても楽しかったからです。そのような経験もあり、いつ

の頃からかドラッグストアで働きたいと思うようになり、ドラッグストア実習のある専門学校に

進学しました。 

現在、私は専門学校の実習の一環としてドラッグストアでアルバイトを兼ねた実習をしていま

す。実際に働いてみて、感じたことがあります。私の実習している店舗には、毎週必ず特定の曜

日、時間にご来店になるお客様がいます。そのお客様はいつも同じ医薬品を購入されています。

お店の売り上げという観点だけで見れば、売り上げアップに貢献して下さるお得意様として歓迎

するべき方なのでしょうが、医薬品を販売する立場でみれば、そのお客様がセルフメディケーシ

ョンの域を大幅に超えて医薬品を使用しているのではないかと疑問に感じました。 

ドラッグストアで一緒に働いている同僚の方で、以前ご自身で薬店を経営されていた方がいま

す。その方に相談してみたところ、「チェーンドラッグストアでは、忙しくてお客様一人ひとりに

気を配って接していたら業務が回らなくなってしまうから、なかなか充分な説明はできないよね。

自分のお店ではちゃんと注意喚起して、過度な使用を控えてもらうようちゃんと説明をできてい

たのだけどね」と言われました。 

チェーンドラッグストアと個人の薬店では来店されるお客様の層やそのニーズに多少の差があ

るのは当然だと思います。しかし私は、身の回りにある多くの小売りチェーン店舗の中で、医薬

品を扱い、人々の健康を支えるチェーンドラッグストアこそ地域密着型のお手本であって欲しい

と思っています。そうしなければお客様が不適切な形で医薬品を使い、その結果薬の効果に不満

を持ったとき、同時にドラッグストアに対しても不信感を持ってしまい、本来ならセルフメディ

ケーションの範囲の疾病やケガであっても、ドラッグストアではなく病院に行ってしまうように

私は思えます。このような状況は、セルフメディケーションを推奨しているドラッグストアの役

割を放棄してしまっているように推測されます。 

チェーンドラッグストアには、決して利益だけに走らず、その地域の全ての方々に満足してい

ただけるよう、地域のニーズに合ったお店作りをしていく必要があると思います。適切な医薬品

使用の為の情報提供を通じてお客様から満足して頂ければ、医薬品でだけでなく、食品や化粧品

などほかの商品に対する信頼も高まり、お店全体の売上向上にもつながっていくのではないので

しょうか。 

ただ、ドラッグストアが常に混んでしまう状況にあるのも事実です。以前、私がアルバイトを

していた都心の駅構内のドラッグストアでは、時間をかけた医薬品の説明を必要とするお客様は

数少なく、特に混雑時などは「早く買い物を済ませて電車に乗らないと」という風に急がれてい

るお客様のほうが多かったことを覚えています。また店舗の立地場所によってお客様のタイプ、

そして求めるサービスの内容が全く異なることも学びました。 

ドラッグストアが忙しいのは、それだけ多くの方々に選んでもらえているということでもあり、

ドラッグストアで働く私たちは感謝しなくてはなりません。しかし、現在多くのドラッグストア

に共通する悩み、それはドラッグストアはどこも忙しく、一人のお客様に充分に時間をかけられ

ない状況であるということです。店員が、一人のお客様に親身になって相談にのっている間に、

レジが混み、店が回らなくなってしまうこともあります。その一方、お客様の中には、先に述べ
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たように不必要に接客されたくない、早く買い物を済ませたいと考える方も多くいらっしゃいま

す。 

このように、ドラッグストアを利用されるお客様のニーズはさまざまです。そんなドラッグス

トアの現場で働く私たちに求められていること、それはお客様がどのようなタイプなのか瞬時に

見極めることだと思います。そのためにはどうすればいいのでしょうか。 

私は店舗の開店から閉店までの間、固定で医薬品の相談を専門に行うスタッフを配置すること

を提案します。相談を要するお客様に専門スタッフが丁寧に対応できれば、お客様に満足してい

ただけ、顧客満足度も高まり、その他のスタッフも自分の業務に専念でき、店内がスムーズに回

っていくのではないでしょうか。 

いかなる手段を用いても、専門スタッフをどうしても置けない事情もあると思います。そのよ

うな場合の対策の一つとして、AIを使った質問形式での問題解決を提案します。AIであれば、24

時間対応することができます。医療用医薬品と一般用医薬品、更に健康食品などとの飲み合わせ

の相談も可能です。ひとり一人のお客様の体質の把握が可能になります。しかしながら、高齢者

のようにお客様の中には AI を信じない方、または AIを使えない方も多いと推測されます。その

ようなお客様への対策として、本社に医薬品の相談を専門に行う部署（メディカルデジタルサポ

ートセンター：MDSC と名付けます）を作り、店舗と MDSC に薬剤師や登録販売者などの専門家を

常駐させ、Skype を用いて画面越しでお客様の表情の変化・声色などを把握して対応するように

します。対面で相談することで、不安を解消されるお客様もきっと増えるのではないかと私は思

います。 

地域の方々にこのようなシステムが認知されれば、軽度の疾病や怪我をした時、お店に足を運

んで頂き、店舗のスタッフのみならず、AI または MDSC の専門家との相談を通じて適切なものを

選んで頂くことでセルフメディケーションがさらに推進し、社会のニーズに答えるドラッグスト

アを実現できると考えます。 

ドラッグストアは地域のお客様と密接に関わることが使命です。これは、都心の店舗、駅やオ

フィスビルの中にあるどの店舗にも共通するものとなります。 

専門スタッフ、AI、そして MDSCシステムを導入することによって、より地域のお客様との関りを

増やすことができ、地域の方に認知されるセルフメディケーションが実現できるのです。 

この MDSC システムを導入することができれば更に地域に方に認知されるセルフメディケーシ

ョンを推進していくことが可能になり、チェーンドラッグストア業界全体として開発に取り組ん

でいくことで、MDSCをどのよう

な店舗でも標準装備していくこ

とを今度のドラックストア業界

に期待します。そして MDSC をド

ラッグストアに置くことで、現

在ドラッグストアに置かれてい

るような血圧・血管年齢・脳年

齢・骨密度・体組成などを測る

器具のように、お客様に親しま

れてご来店されたときに気軽に

使って頂ける存在になることを

願っています。 

 

 

（

                            イメージ図） 

ネットワークでつながる 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


