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はじめに
第 15 回目となりました今年の「セルフメディケーションアワード」には 341 作品の応募があり
ました。
今回は、第 20 回 JAPAN ドラッグストアショー同時開催の特別開催として、候補者の発表を 2
段階で行い、第１段階で絞り込まれた３名の候補者の発表に対して、常任委員、卸様、メーカー
様の有志の皆様からの票をいただきグランプリ受賞作品を決定し、レセプションパーティ時に、
グランプリの発表をより多くの方々に、主にドラッグストアで働く応募者の日頃の努力や成果等
をお知らせしたいとの趣旨で準備を行って参りました。しかしながら、新型コロナウイルス感染
拡大の影響により、JAPAN ドラッグストアショーが開催中止となったことを受け、グランプリ候
補者 3 名による発表会も中止という結果になりました。発表者の心情を察するに誠に残念でなり
ません。関係者の皆様には改めてご理解を賜りますようお願い申し上げます。
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、JACDS 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。これを踏まえ、
「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」、「地域包括ケアへの
対応、多職種・地域連携や在宅支援、
地域生活者の健康支援等に関する取り組みと成果について」、
「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、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・・・・・・・・・・・・・ 83 作品 （9）
登録販売者・・・・・・・・・・・ 107 作品 （8）
栄養士・管理栄養士・・・・・・・ 18 作品 （3）
その他の薬業従事者・・・・・・・

2 作品 （0）

●薬学生・専門学校生・・・・・・・・ 131 作品 （4）
合計
注）（

341 作品 （24）
）内は、本紙掲載の「佳作」以上の作品数です
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選考を終えて（審査委員講評）
今回の発表では、店舗で健康教室や栄養教室を開催し、集まった地域の方々と交流を深め、感
謝されている報告が多く見られました。また、開催に際して、子供を対象にすることにより多く
の参加者を集め成功している報告も複数みられ、地元の人々にとって魅力のある行事にするため
に努力をしている様子が伺われます。そして、今年の報告では、一歩進んで、店舗での開催にと
どまらず、地域包括ケアシステムなどの団体からの要請に応えて開催したり、自ら社会福祉協議
会に働きかけて開催を実現するなど積極的な行動を起こしている例も複数ありました。これから
は、店舗での対応だけでなく、地域と連携することが重要になります。これらの報告は、長年の
店舗での健康教室、栄養教室の開催が地域の人々に受け入れられ、評価されていることの証左で
すので、大変喜ばしいものだと思います。継続は力なりです、ぜひ、これからもこのような努力
を続けられることを期待しております。
また、お客様のセルフメディケーションを店舗で進めるためには、何が必要かを真剣に考える
報告も数多くありました。まず、お客様が店舗で健康を考えることができるためには、店舗の品
ぞろえや配置などお客様からの意見をもとに構築することや、薬や健康に関する知識の拡充はも
ちろんであるが、それ以上にお客様と通常の会話ができる信頼関係を築くことや従業員同士も連
携が重要であることを痛感し、それに努力をして成功を収めている報告が多数ありました。お客
様との信頼関係を築くためには時間がかかります。そのためには店舗経営者、企業経営者の方々
が、これを理解し、援助することが必要となります、このような意欲のある従業員が輝けるよう
お店の環境を整えていただけたら思います。
そのために、従業員の方々のセルフメディケーションへの取り組みだけでなく、経営者の方々
のセルフメディケーションに対する考え方や取り組みを発表してもらう場もあって良いのではな
いかと思いました。
本年は、残念ながら、薬学生の応募がありませんでした。これから薬業界を取り巻く環境が大
きく変わろうとしている中で、薬学生のセルフメディケーションへの関心が薄いことが心配にな
ります。
それに反し、専門学校生からの報告は、毎年のことながら、店舗での実習を経験する中で、セル
フメディケーション推進のためには何が必要か、何が足りないかを鋭い目で観察し、指摘すると
同時に実践しているものがほとんどでした。新鮮な目をもって、新しくこの業界にはいる人たち
の純粋な気持ちを受け止められるだけの環境を構築することが重要だと思います。
本年は、専門学校生を除けば、15 の企業から 208 編もの応募がありました。しかしながら、ド
ラッグストア業界全体からみると、応募企業は極めて少ないと言わざるを得ません。毎年の応募
作品を拝見していると、セルフメディケーションが広く浸透しているように感じられますが、実
際は業界全体からみると関心は低いのではないかと感じられます。これからも、多くの企業で関
心を持ってもらえるよう行動する必要を感じました。
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グランプリ、準グランプリの決定について
今回、グランプリ候補者の発表は以下の予定で実施が予定されていました。
第 1 次発表会（候補者 8 名の発表並びに第 2 次発表に進む 3 名の選考）
日時：2020 年 2 月 25 日（火） 14：30～16：30
会場：スタンダード会議室 虎ノ門 SQUARE ４階
第 2 次発表会（1 次発表会で絞り込まれた候補者 3 名の発表とグランプリの決定）
日時：2020 年 3 月 19 日（木） 15：30～16：30
会場：幕張メッセ国際会議場２０１会議室
新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴い、第 20 回 JAPAN ドラッグストアショー開催の中止決
定を受け、第 2 次発表会も中止となる事が決定されました。
審査委員で検討を行った結果、第 1 次発表会時点の評価結果を基にグランプリ、準グランプリ
を決定することとなりました。

（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 特別理事

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 理事長

中込 和哉

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

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

第 20 回 JAPAN ドラッグストアショー実行委員長

皆川 友範

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
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美智子

第 15 回セルフメディケーションアワード
エントリーナンバー順、敬称略（

受賞作品一覧

）はエントリーナンバー

グランプリ
氏
名 ：鷲見 朋子（すみ ともこ）
所
属 ：㈱ユタカファーマシー 薬剤師（No.11005）
作品テーマ：店内から店外へ、地域へ飛び出してみた！！
準グランプリ
氏
名 ：宮村 淳史（みやむら あつし）
所
属 ：㈱ココカラファインヘルスケア 登録販売者（No.12026）
作品テーマ：健康なお客様を増やそう ～調剤併設ドラッグストアとして～
準グランプリ
氏
名 ：高橋 尚杜（たかはし なおと）
所
属 ：サツドラホールディングス㈱ 登録販売者（No.12064）
作品テーマ：ドラッグストアの登録販売者として求められるもの
会長賞
氏
名 ：瀬戸 理光（せと よしみつ）
所
属 ：㈱新生堂薬局 薬剤師（No.11032）
作品テーマ：こどもからはじめよう！セルフメディケーションのすすめ！
実行委員長賞
氏
名 ：吉田 奈央（よしだ なお）
・松本 麻花（まつもと あさか）
所
属 ：㈱クスリのマルエ 管理栄養士（No.13011・13014）
作品テーマ：地域の拠り所となるドラッグストアを目指して 管理栄養士としてできること
審査委員長賞
氏
名 ：高田 裕一朗（たかだ ゆういちろう）
所
属 ：㈱ココカラファインヘルスケア 薬剤師（No.11042）
作品テーマ：認知症患者へ対する地域連携。～これからの地域包括ケアシステムへ向けて～
審査委員特別賞
氏
名 ：滝 望実（たき のぞみ）
所
属 ：㈱ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本 薬剤師（No.11050）
作品テーマ：大切なのは相手の立場に立つ、寄り添う、思いやる。
～薬剤師知識を活用し、指導するのは簡単だが結果が出るのは難しい～
審査委員特別賞
氏
名 ：平賀 汰一（ひらが たいち）
所
属 ：㈱マツモトキヨシホールディングス 薬剤師（No.11077）
（共同執筆 上村 姫加、黒木 彩海、木下 有加）
作品テーマ：外国人観光客のセルフメディケーションについて
～誰でも接客できる接客ボードの作成～
学生部門特別賞
氏
名 ：石川 舞南（いしかわ まいな）
所
属 ：東京医療秘書福祉専門学校（No.20099）
作品テーマ：登録販売者としての活躍とドラッグストアの在り方
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佳作

受賞作品

■薬剤師の部
エキスパート部門
氏名・所属：河村 康弘
氏名・所属：佐藤 駿
フレッシュ部門
氏名・所属：宇佐美 創
氏名・所属：栗原 啓太
■登録販売者の部
エキスパート部門
氏名・所属：近藤
氏名・所属：藤原
氏名・所属：藤原
氏名・所属：坂下
フレッシュ部門
氏名・所属：谷畑
氏名・所属：柏木

㈱杏林堂薬局（No.11040）
㈱杏林堂薬局（No.11041）
㈱龍生堂本店（No.11053）
㈱マツモトキヨシホールディングス（No. 11072）

美沙
将人
正樹
裕子

㈱ユタカファーマシー（No.12003）
㈱ココカラファインヘルスケア（No.12025）
ウエルシア薬局㈱（No.12029）
㈱丸大サクラヰ薬局（No.12031）

里紗
律乃

㈱キリン堂ホールディングス（No.12045）
㈱ココカラファインヘルスケア（No.12092）

■栄養士・管理栄養士の部
エキスパート部門
氏名・所属：大野 明里
フレッシュ部門
氏名・所属：武智 有紀

㈱ユタカファーマシー（No.13001）
㈱ユタカファーマシー（No.13006）

■薬学生・薬業専門学校生の部
氏名・所属：細川 萌花 札幌医療秘書福祉専門学校（No.20069）
氏名・所属：喜嶋 美帆 東京医療秘書福祉専門学校（No.20103）
氏名・所属：水上 竜
東京医療秘書福祉専門学校（No.20111）

奨励賞（薬業専門学校生）
氏名・所属：河村
氏名・所属：金栗
氏名・所属：松尾
氏名・所属：町田
氏名・所属：海瀬
氏名・所属：真山
氏名・所属：江刺
氏名・所属：佐藤
氏名・所属：渡部
氏名・所属：斎藤

紗希 名古屋医療秘書福祉専門学校（No.20004）
あみ 名古屋医療秘書福祉専門学校（No.20007）
あいら 名古屋医療秘書福祉専門学校（No.20011）
実苗 横浜医療秘書歯科助手専門学校（No.20024）
瞳子 横浜医療秘書歯科助手専門学校（No.20036）
愛梨 仙台医療秘書福祉専門学校（No.20039）
舞桜 北日本医療福祉専門学校（No.20044）
侑輝 札幌医療秘書福祉専門学校（No.20068）
澪緒 早稲田速記医療福祉専門学校（No.20096）
佑香 東京医療秘書福祉専門学校（No.20104）
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《全応募者一覧》
カテゴリー
薬剤師

会社名（学校名）
龍生堂本店
ユタカファーマシー

アカカベ
新生堂薬局
ツルハ
ツルハグループドラッグ＆ファ ーマシー西日本

ツルハ
ツルハグループドラッグ＆ファ ーマシー西日本

龍生堂本店
ツルハ
ツルハグループドラッグ＆ファ ーマシー西日本

ユタカファーマシー
キリン堂ＨＤ
アカカベ
アカカベ
ツルハグループドラッグ＆ファ ーマシー西日本

ウエルシア薬局
ココカラファインＨＣ
ツルハ

新生堂薬局

ココカラファインＨＣ
杏林堂薬局
ココカラファインＨＣ
丸大サクラヰ薬局
ツルハ

アカカベ
ツルハグループドラッグ＆ファ ーマシー西日本

ツルハ
ツルハグループドラッグ＆ファ ーマシー西日本

龍生堂本店
カメガヤ

氏名
荒井 隆治
吉見 隆之
川口 巡
大倉 順一
鷲見 朋子
田中 義人
柏元 良介
布施 知子
高屋 宗冬
木村 隼人
鈴木 知絵
角山 隼己
髙野 進也
城戸 将平
中津川 裕
前田 研一郎
美保 百合子
川邉 美宏
山本 大介
酒井 咲子
鄭 石南
武内 加奈
濵井 雅恵
平野 徹

大谷
柿城
銭田
中福
寺門
山口
守谷
瀬戸
三道
三浦
篠原
下村
鑓水
邑瀬
藤山
河村
佐藤
高田
木村
岩見
善利
崎尾
豊田

耕司
泰之
紘明
優子
佳恵
紗里
友希
理光
妃麿
智子
裕希
優輔
愛恵
誠
裕児
康弘
駿
裕一朗
貴大
恭介
求
奈美
知晃

大山

秀二郎

南園 友紀
滝 望実
川畠 翔平
森松 あづさ
宇佐美 創
石川 吹雪
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作品No.
11001
11002
11003
11004
11005
11006
11007
11008
11009
11010
11011
11012
11013
11014
11015
11016
11017
11018
11019
11020
11021
11022
11023
11024
11025
11026
11027
11028
11029
11030
11031
11032
11033
11034
11035
11036
11037
11038
11039
11040
11041
11042
11043
11044
11045
11046
11047
11048
11049
11050
11051
11052
11053
11054

入賞

グランプリ

会長賞

佳作
佳作
審査委員長賞

審査委員特別賞

佳作

作品番号順
備考

《全応募者一覧》
カテゴリー
薬剤師

会社名（学校名）
カメガヤ
新生堂薬局

マツモトキヨシＨＤ

クスリのマルエ
登録販売者

クスリのアオキ
ユタカファーマシー
サツドラＨＤ
アカカベ
新生堂薬局
アカカベ
クスリのアオキ
サツドラＨＤ
龍生堂本店
サツドラＨＤ

カメガヤ

サツドラＨＤ
キリン堂ＨＤ
ココカラファインＨＣ

氏名
ゴ オサミネ
小林 志帆
中島 三佳
馬島 洪作
阿部 真幸
小室 拓実
太田 千裕
野元 聖之
和泉 雄太
宮里 真琴
山川 悠介
島田 英将
瀧川 将央
佐藤 文香
吉永 直弘
稲垣 佳祐
中村 俊太郎
栗原 啓太
外山 雄基
岩下 由奈
亀田 祥平
山元 彩帆里
平賀 汰一
砂浜 麻奈美
川本 有香
池田 弥生
中家 晃祐
西上 実彩子
牧口 知樹
森 菜緒
粕谷 崇子
近藤 美沙
竹嶋 雅彦
中村 仁美
佐藤 浩平
安積 和久
柿原 隆応
永田 光司郎
永田 祐貴
雲 裕樹
高橋 瑠美
岸邉 廣志
和田 裕華
澤田 凌
三上 博之
小見 秀策
松島 利江子
深澤 裕子
成田 珠美
上野 克明
阿部 雄志
川原 大至郎
吉澤 真也
藤原 将人
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作品No.
11055
11056
11057
11058
11059
11060
11061
11062
11063
11064
11065
11066
11067
11068
11069
11070
11071
11072
11073
11074
11075
11076
11077
11078
11079
11080
11081
11082
11083
12001
12002
12003
12004
12005
12006
12007
12008
12009
12010
12011
12012
12013
12014
12015
12016
12017
12018
12019
12020
12021
12022
12023
12024
12025

入賞

佳作

審査委員特別賞

佳作

佳作

作品番号順
備考

《全応募者一覧》
カテゴリー
登録販売者

会社名（学校名）
ココカラファインＨＣ
アカカベ
ウエルシア薬局
新生堂薬局

丸大サクラヰ薬局

クスリのマルエ
サツドラＨＤ

キリン堂ＨＤ

サツドラＨＤ

クスリのアオキ
サツドラＨＤ

クスリのマルエ

カメガヤ
サツドラＨＤ

キリン堂ＨＤ

氏名
宮村 淳史
豊島 雅子
室伏 桂太
藤原 正樹
吉田 麻香
坂下 裕子
髙木 美奈
佐々木 綾子
南部 純
柏崎 龍星
柾谷 静香
神代 美弥子
辻 礼子
三浦 和樹

作品No.
12026
12027
12028
12029
12030
12031
12032
12033
12034
12035
12036
12037
12038
12039
小笠原 麻寿美 12040
齋藤 友美
12041
小泉 萌々
12042
飯田帆南
12043
高田菜美
12044
谷畑里紗
12045
月森瑞貴
12046
奈良佳代子
12047
西岡涼三
12048
槇田結香
12049
松嶋太一
12050
宮代萌子
12051
森田将太郎
12052
籔中美希
12053
西澤 真梨奈
12054
関口 果穂
12055
湊 貴昭
12056
宮本 匠
12057
長沼 喜哉
12058
永田 純一
12059
合野口 大毅
12060
佐渡 正靖
12061
小滝 敦志
12062
平賀 沙英
12063
高橋 尚杜
12064
大谷拓海
12065
宮坂 安奈
12066
石井 達也
12067
大井 珠莉
12068
中澤 佑介
12069
佐野 杏奈
12070
本間 広太
12071
坂本 貴哉
12072
北口 穂乃果
12073
阿波貴之
12074
石塚勇輝
12075
梅田愛
12076
岡田幸将
12077
川本佑介
12078
北村慎平
12079
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入賞
準グランプリ

佳作
佳作

佳作

準グランプリ

作品番号順
備考

《全応募者一覧》
カテゴリー
登録販売者

管理栄養士

その他従事者
薬業専門学校

会社名（学校名）

氏名
久保田智裕
小和田雅子
曽根尚幸
髙谷晃生
西岡菜奈
キリン堂ＨＤ
久恒勇太
山口優紀
山中菜央
吉田菜乃
李井英
小山 瑞生
サツドラＨＤ
久保 麻衣
ココカラファインＨＣ
柏木 律乃
サツドラＨＤ
平野 愉依
佐々木 寅泰
高橋 秀和
安西雄紀
石田 僚人
横井 春花
野崎 朱花
力石 航
太刀川 雅人
細川 瑞稀
佐々木 凌
松井 彩奈
岩船 麻未
サツドラＨＤ
佐藤 悠太
五十嵐 香琳
大野 明里
ユタカファーマシー
中澤 咲
柳瀬 沙矢加
カメガヤ
小川 千尋
ウエルシア薬局
梓澤 美咲
ユタカファーマシー
武智 有紀
磯崎 充典
サツドラＨＤ
菊池 百華
関 眞世
吉岡 志伸
吉田 奈央
山下 舞
クスリのマルエ
山崎 千里
松本 麻花
齋藤 葵
新生堂薬局
田中 聖月
大賀薬局
荻野 桃
サツドラＨＤ
小原 美南海
河野 愛里香
サツドラＨＤ
重延舞衣子
羽地 凜
玉田 みゆ
岡田 彩華
名古屋医療秘書福祉専門学校
河村 紗希
鎌倉 由真
久保田 紗季
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作品No.
12080
12081
12082
12083
12084
12085
12086
12087
12088
12089
12090
12091
12092
12093
12094
12095
12096
12097
12098
12099
12100
12101
12102
12103
12104
12105
12106
12107
13001
13002
13003
13004
13005
13006
13007
13008
13009
13010
13011
13012
13013
13014
13015
13016
13017
13018
14001
14002
20001
20002
20003
20004
20005
20006

入賞

佳作

佳作

佳作

実行委員長賞*

実行委員長賞*

奨励賞

作品番号順
備考

《全応募者一覧》
カテゴリー
薬業専門学校

会社名（学校名）

氏名
金栗 あみ
原田 ありさ
高田 侑実
山本 紗希帆
松尾 あいら
松尾 風花
川部 意識
名古屋医療秘書福祉専門学校
田口 絢捺
渡邊 恵理佳
島村 智尋
藤田 実美
堀口 美希
野村 花梨
林 梨乃
石渡 智子
尻無濱 愛里
小野寺 彩華
町田 実苗
森田 彩花
海瀬 瞳子
横浜医療秘書歯科助手専門学校
鈴木 彩音
山田 華琳
松本 かずみ
劉 灝
伊東 瑠葵乃
遠藤 由夏
鹿野 佑太
梶川 莞奈
片岡 万優
仙台医療秘書福祉専門学校 中村 海友
石川 舞衣
新山 紗加
真山 愛梨
相蘇 愛永
伊藤 愛莉
伊藤 優衣
伊藤 怜菜
江刺 舞桜
遠藤 政晃
小野 衣桃
加藤 玲奈
川村 優香
昆野 瑠奈
北日本医療福祉専門学校
坂木 夏実
佐々木 美紅
佐藤 直哉
下平 百花
高階 柚花
高橋 麻那
高橋 理沙
戸田 瑚々亜
藤原 匡佑
細越 友利花
山岡 玲香
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作品No.
20007
20008
20009
20010
20011
20012
20013
20014
20015
20016
20017
20018
20019
20020
20021
20022
20023
20024
20025
20026
20027
20028
20029
20030
20031
20032
20033
20034
20035
20036
20037
20038
20039
20040
20041
20042
20043
20044
20045
20046
20047
20048
20049
20050
20051
20052
20053
20054
20055
20056
20057
20058
20059
20060

入賞
奨励賞

奨励賞

奨励賞
奨励賞

奨励賞

奨励賞

作品番号順
備考

《全応募者一覧》
カテゴリー
薬業専門学校

会社名（学校名）
北日本医療福祉専門学校

氏名
山田妃桜
浦野 未涼
遠藤 樹梨亜
外崎 七海
芹沢 愛優佳
黒川 綿里
佐藤 万里子
佐藤 侑輝
細川 萌花
三浦 優奈
山田 悠華子
四ツ屋 未咲
札幌医療秘書福祉専門学校
上條 哀菜
森 あづみ
石塚 亜由菜
能沢 千穂
農作 樺乃
福士 音々
鈴木 愛
澤里 克
藏田 亜紗香
齊藤 花歩
齊藤 峻大
宇惠 野妃
遠田 菜月
塩澤 実加
外崎 晴菜
佐々木 美玖
坂井 愛理
三上 舞夏
早稲田速記医療福祉専門学校
菅佐原 直希
川瀬 里沙
大野 結杏
田中 かりん
田中 楓花
渡部 澪緒
柳澤 彩加
石川 夏帆
石川 舞南
大間知 琴音
小川 葵
川田 麻那
喜嶋 美帆
斎藤 佑香
佐藤 海宇
東京医療秘書福祉専門学校 鈴木 雪
諏訪 満里奈
高橋 美里
福士 愛望
堀上 凛
水上 竜
三谷 花凛
矢野 めぐみ
山形 晃聖
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作品No.
20061
20062
20063
20064
20065
20066
20067
20068
20069
20070
20071
20072
20073
20074
20075
20076
20077
20078
20079
20080
20081
20082
20083
20084
20085
20086
20087
20088
20089
20090
20091
20092
20093
20094
20095
20096
20097
20098
20099
20100
20101
20102
20103
20104
20105
20106
20107
20108
20109
20110
20111
20112
20113
20114

入賞

奨励賞
佳作

奨励賞

学生部門特別賞

佳作
奨励賞

佳作

作品番号順
備考

《全応募者一覧》
カテゴリー
薬業専門学校

会社名（学校名）

氏名
渡辺 乃麻
東京医療秘書福祉専門学校
渡邊 有衣
宮井 孝志
金岡 美季
小栗 愛
小川 理菜
川東 楓
前中 信悟
大野 健佑
大阪医療秘書福祉専門学校 瀧尻 彩香
中田 愛海
仲 翔太
藤原 汐莉
福中 さやか
北川 和奈
鈴東 亜文
脇田 紗希
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作品No.
20115
20116
20117
20118
20119
20120
20121
20122
20123
20124
20125
20126
20127
20128
20129
20130
20131

入賞

作品番号順
備考
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「グランプリ」
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-受付番号(11005)
タイトル：店内から店外へ、地域へ飛び出してみた！！

-部門名(薬剤師)
所属：株式会社ユタカファーマシー
氏名：鷲見 朋子

【はじめに】
2008 年に現在のドラッグユタカ佐屋店に入社して
以来、毎月 1 回定期的に地域の人に健康情報発信をし
ようと当店の管理栄養士と 2 人 3 脚で健康セミナーを
開催してきた。そして昨年、開催回数 100 回を迎える
ことができ、節目を感じるときであった。今度は外へ
出て、地域の人と話してみようという思いが強くなり、
同時に、今年に入り講演依頼があったのを機に、外部
で話す機会を持つことができたので報告する。

【シルバー人材センター定期総会での講演】
毎月店舗でセミナーを開催しているという情報から、
シルバー人材センター定期総会での講演依頼をいただ
いた。演題は季節柄、またシルバーさんの仕事柄「熱
中症対策」を選んだ。100 人からの参加であまり密着
した会話はできなかったが、終了後に声を掛けられ質
問されたり、地元のローカルテレビで放映されたこと
もあって、近くの人から声をかけられるようになった。

【サロンへの参加】
社会福祉協議会（以下、社協）へ赴き、薬剤
高齢者・障がい者サロンでの活動
師が健康や薬の話をする場所はないか尋ねたと
ころ、前向きに動いてくださり、
市内で高齢者、
障がい者家族等が定期的に集まり健康体操など
活動しているサロンの紹介を受けた。
市内には 40 余りのサロンがあり、社協が事前に
薬剤師の話を聞きたいかというアンケートを実
施、20 のサロンが「是非聞きたい」
、20 のサロ
ンが「聞いてみたい」という回答であったとい
う返答がきた。
まず 8 月、9 月に店舗から近い高齢者サロン
を 2 か所尋ねて話をした。内容は薬について聞
きたいとの要望であったので「薬の話」という演題で 30 分ほど話をした。
<演題内容>
「薬の種類」
、
「薬を飲む時間」
、
「薬の効き方」、「薬の副作用」、「薬の飲み方」
、「薬の保管・保
管場所」、
「ジェネリック医薬品とは」
-16-

の 7 つの項目について話をした。ジェネリック医薬品の話や目薬の保管などに興味を持たれ、質
問が出たが、やはり自分の飲んでいる薬が一番気になるようで、それぞれ個人的な質問内容が多
かった。しかし、身近で薬のことを聞けるというメリットは少しながら伝わったと感じた。後日、
参加者が薬局に来店され、相談を受けた例もある。1～2 か月に 1 回のペースなので、数多く尋ね
ることはできないが、次回は障がい者の主に母親の集まりであるサロンへの参加の話を頂いてい
る。
「薬剤師に聞きたいことは何か」という事前アンケートの回答を頂いているが、なかなか濃い内
容である。
「精神科で処方される薬は先発品から後発品に変更しても大丈夫か」
「新薬は副作用が起こりにくいが、薬の量が増えると従来の薬と同じような副作用が起こりやす
くなるか」
「生理不順でディノゲストを飲んでいるが乳がんになりやすくないか」
「自宅でできる簡単な体に良い体操があれば教えてください（精神を落ち着かせる）
」
など、私の知識でどこまで答えられるか、不安を持っている。
しかし、私自身、30 年間、障がい者の母をやってきて、抗てんかん薬や向精神薬を長く服用して
いる児の母親の不安とか、将来に対する思いとか痛いほどわかるので、真摯に受け止め答えたい
と思っている。
【健康フェア開催】
2019 年 11 月に初めて、今まで店内で開催していた健康セミナーを店舗近隣の店外会場にて、
健康チェック測定会を兼ねた健康フェアとして実施した。測定会は、毎月行っている血圧、体組
成測定に加え、血管年齢、ストレスチェック、骨の健康チェックを行った。血管年齢、骨の健康
チェックを受けたいと参加者は毎月のセミナーの約 2 倍の 36 名であった。
健康チェック測定会

健康セミナー風景

【考察】
地域へ出てみて、今まで情報発信が大切と毎月色々な話をしてきたが、それぞれに抱えている
不安とか疾患は皆それぞれ違い、服用している薬も違うので、聞きたいこともそれぞれ違ってく
る。当たり前の話だが、グループの中で複数の人を相手に話すときも、それを念頭において話す
ことが人に寄り添うことだと感じた。今後、障がい者のサロンを訪れるようになると、踏み込ん
だ知識も、薬の細かい使い分けや副作用も、専門的な知識も求められるようになる。地域の人に
寄り添うということは中途半端な気持ちでは本当に寄り添うことはできないのだと痛感した。改
めて専門書を紐解く必要性がある。そして私の知識で、少しでも地域の人が安心して生活できる
ことを願い、切磋琢磨していきたい。
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「準グランプリ」
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-受付番号(12026)
-部門名(登録販売者)
タイトル：健康なお客様を増やそう～調剤併設ドラッグストアとして～
所属：ココカラファイン豊栄店
氏名： 宮村淳史
【背景】
私が勤める新潟のココカラファイン豊栄店は調剤併設店舗である。調剤側には処方箋の薬をも
らいに、ドラッグ側には市販薬をお求めに来店される。その際一言アドバイスを差し上げると喜
ばれることが多い。風邪の方、便秘の方など。でもお客様にとって１番良いのは風邪を引かない
こと、便秘にならないことなど健康であること、病気にならないことである。
では病気にならないため、お客様が健康で過ごすためにお手伝いできることはないか、それは
どんなことだろうか。まずは普段からコミュニケーションを取って健康に関するアドバイスをす
るのが重要なことだ。そのアドバイスを多くの方にどうやって伝えようかと考えたとき、健康フ
ェアなどのイベントを開催すればそのきっかけになると考えた。大きなイベントはすぐに開催出
来ないが、自店でもすぐに実施可能な健康相談会から取り組みを始めることとなった。
【目的】
健康なお客様を増やす
→平均寿命の延伸で健康に関心を持つ方が増えている。
テレビでも健康関連の番組が多い。私たちには普段から健康を考
える方たちのサポートをすることが求められている。
【私にできること】
■健康維持サポートのため相談しやすい環境つくり
■健康維持の意識を高める
→相談しやすい環境があれば健康を考えるお客様が増える
→健康維持の意識が高まれば健康なお客様が増える

実施に当たり、私１人の力では実現が難しいことも多く、ここは調剤併設店であることを活用
しようと、調剤側と合同でミーティングを実施した。
テーマとしては、お客様・患者様の健康サポートのため何が求められているか、何が出来るか。
その時出た意見を集約し、まずは 3 点を実施した。
①豊栄病院の門前店舗の役割として入院時に必要な商品が足りない。
商品の例） ・歯磨き用コップ・スリッパ・使い捨てエプロン（大容量）など
⇒OTC 側ですぐに用意し、調剤側からも見える売場にまとめて展開し、どちらで聞かれてもご
案内ができるよう改善した。
②介護食についての意見
食欲がない方へ栄養をバランスよく摂取できる商品があることをもっと知ってもらえる方法は
ないか？サンプルを用意し、咀嚼がうまくできない方や食欲がない方へご紹介した。実際にご紹
介したお客様からは、
教えてくれてありがとうと大変喜ばれた。嚥下障害に対応するとろみ剤は、
数種類は取りそろえていたが、大容量サイズのご要望があった等の意見も調剤からあり、こちら
も調剤側から見える売場に展開した。
③両方で取り扱いのある商品相談について
ミーティング時はインフルエンザが流行っており、予防の相談を受けることが多かった。調剤
側で置ける商品は少なく、相談対応できる人員も限られており、処方箋の集中する時間帯には他
の商品をご覧になりたい方への応対に困っていた。そこで OTC 側で展開している予防コーナーに
案内し、OTC スタッフがお客様の応対をするよう話し合い実行した。その他、歯槽膿漏や舌ブラ
シなど、両方で取り扱いのある商品や話題商品の情報交換を定期的に行い協力し合うことにした。
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このように売場展開において合同で取り組んだだけでも、以前より来店されるお客様や患者様
の健康への関心が増えたように感じられた。そこで、よりお客様、患者様の健康をサポートでき
るかをお互いに相談し、
合同で健康相談会を実施してはどうかと提案が出た。
健康相談会を通じ、
私もお客様と接する機会がより増えれば、もっとお客様とのコミュニケーションが深まり、今後
の健康をサポートできると思い、健康相談会を始めるに至った。
<健康相談会実施>
【内容】併設店の調剤空きスペースを利用し、毎月 1 回合同で健康相談会を実施。
14 時～16 時の時間帯で実施。
（図 1）
お薬・健康相談に加え、脳年齢・血管年齢・骨健康度と、順番に測定会を実施し、結果から今
後の生活習慣アドバイスを行った。
事前に店頭ポスターや手配りチラシ(図 2)で告知し、参加された方には、歯槽膿漏予防歯磨き
やウイルス除去グッズなど健康維持サポートに役立つサンプルをご用意した。試飲会やサポータ
ー試着会も同時で行った。相談会の実施例とその結果について以下の通りであった。

開催日

健 康 相 談 会 内 参加者
容
11 月 25 日
脳年齢
25 名
1 月 15 日
骨健康度
17 名
2 月 15 日
血管年齢
14 名
3 月 15 日
脳年齢
16 名
4 月 15 日
骨健康度
20 名
5 月 15 日
血管年齢
25 名
6 月 14 日
骨健康度
26 名
7 月 16 日
血管年齢
28 名
8 月 15 日
脳年齢
20 名
9 月 17 日
血管年齢
18 名
10 月 15 日
骨密度
18 名
（図 1）※過去 11 回健康相談会実施内容
※10 月のみ骨密度チェックを実施

(図 2)告知ポスター

①脳年齢チェック（図 3）
画面に出てくる数字を順番に押して判定する簡易測定
器を使用。サポーター試着会（図 4）も同時に実施。

（図 3）脳年齢チェックの様子
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(図 4)サポーター試着会の様子
サポーターは実際色々試着する機会が普段なく、今回の試着会で使用感やサイズが分かり、適
切なサイズを購入することができたと、とても好評であった。また、年齢を重ねるとどうしても
膝に負担がくるという話から、ダイエットの相談をされる方もいた。
脳年齢チェックでは、実際の年齢よりかなり上の結果が出た等心配事がある方には、薬剤師か
ら管轄の地域包括支援センターを紹介なども行い、認知症早期発見の窓口として役割を担うこと
もできた。
調剤店舗の薬剤師は日ごろから地域包括センターとの連携が取れており、地域のサロンなどイ
ベント活動を実施している。地域で軽度認知症の早期発見をすることは、地域包括ケアの中で重
要な役割といえる。 多くのお客様が来店されるドラッグストアだからこそ、今回のような健康
相談会が早期認知症の相談のきっかけとなるよう、今後も継続的実施をしていく必要性を感じた。
②血管年齢チェック（図 4）
右手首に弱い電流を流し判定する簡易測
定器を使用。
血管年齢の結果をきっかけに、血液をサ
ラサラにするには何を食べたらいいか？と
いう質問が多く寄せられ、店頭にある健康
レシピのご紹介も併せて行い、食生活と適
度な運動の大切さをお客様が意識するきっ
かけづくりができたと感じた。

（

図 4）血管年齢チェックの様子

調剤スタッフから、個人に合わせて食生活や運動療法についてアドバイスを実施するともに、
OTC スタッフからは青汁やスピルリナなど野菜不足や栄養の偏りを気にされる方に栄養補助食品
をご紹介した。それぞれの立場でフォローし合い、店舗スタッフ全員が一丸となって相談会を盛
り上げることができた。青汁をすでに飲んだことのある方は多かったが、商品特徴を詳しくご説
明できたので、詳しく青汁の良さが知れたと、お客様から喜びの声を多く頂けた。継続的に行う
中で回数を重ねると、これを飲んでからお肌の調子がいい、疲れにくくなった、お通じが良くな
ったなど体調改善された報告を受けるようになってきた。この相談会が良いきっかけとなり、地
域のお客様の健康維持のお役に立てていることが実感でき、スタッフ全員が積極的に取り組もう
という意識につなげられたと感じている。
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③骨密度チェック（図 5）
靴下を脱いでかかとから弱い電流を流し密
度を判定する測定器を使用し、10 月のみ実
施。
今回はカルシウムの話を中心にお客様が気
になることを個別に相談にのることで、とて
も多くの喜びの声を頂けた。相談会ではカル
シウムウエハースの試食も行い、食べ物から
全部の栄養を補うのは難しいため、栄養補助
食品を上手に利用すること等を積極的に提案
した。
測定数値に応じて具体的な食生活、運動の
アドバイスを実施し、骨粗鬆症での受診歴は
ないが数値が低い方には主治医に相談するな
ど、早期発見に繋げることができた。

（図 5）骨密度測定会の様子

【結果と考察】
毎月１回継続的に実施する健康相談会はお客様とのコミュニケーションが取れる大切な時間で
あった。開始当初は測定結果を伝えるのに精一杯で、当たり前のことしかアドバイスできなかっ
たが、徐々に回数を重ね、調剤スタッフから薬や栄養面の知識を学ぶ時間をとり、自分で回答し
きれない部分は調剤の薬剤師と一緒にお客様の相談をお受けすることで、バランスのよい食事や
カロリーについて等、血圧や生活習慣病など気にされる方に具体的なアドバイスができるように
なった。また、自分では解決できない心配事がある方は薬剤師に応対してもらい、お互いの立場
で健康をサポートすることに繋がった。相談の内容は栄養補助食品やカルシウム剤など商品特徴
の違いについて、水分補給の大切さ、血液サラサラ効果が期待できる食品は何かなど様々。さら
に、
「食生活の改善方法について詳しく知りたい」、
「数値を見ると健康の意識が高まる」などの声
も聞けて、この相談会を続けることで健康について考える人が増えていることを実感できた。病
院で処方されるお薬相談は調剤スタッフが応対し、患者様からも未病の方も気軽に相談できるこ
とこそが併設店の強みである。相談会に来られる方は通院されている患者様も多い。相談会をき
っかけに処方箋調剤においても、コミュニケーションの幅が広がり、処方される薬から生活全般
へのアドバイスの機会が増えたという効果もあった。スタッフ全員、1 人でも多くの健康なお客
様を増やしたい願いは一緒だ。健康意識が高まり病気になる方を減らすために、調剤との連携は
とても大切なことなので今後も協力していこうと考えている。当たり前のようなことも、顔と顔
を合わせて話し合うことで意識も違ってくる。相談会実施で健康について話し合い、自身の健康
維持の意識が継続され１人でも多くの方が健康で過ごせるようサポートを続けていきたい。
【今後の課題】
健康なお客様を増やす目的で健康相談会を取り組んできたが、これがきっかけで散歩途中にお
店に寄ってくださる方、病院帰りで寄ってくださる方など、買い物や処方箋調剤以外の目的で来
店してくださる方も増えてきた。挨拶をすると「今日は調子いいよ～」とか、
「風邪気味だけど何
かいい薬ない？」など気軽に相談されるようになった。今後はかかりつけのドラッグストアとし
て地域社会に貢献するお店になっていきたい。
今回は測定器を利用して相談会を実施したが、今後は別の方法でも健康相談会の実施をしてい
きたいと考えている。お客様の健康のために私たちに何ができるか考えるとき、まずはお客様一
人一人にしっかりと向き合うことが大切だと思う。お客様が何に興味を持ち何が知りたいか、常
にアンテナを張って情報を取り入れ把握し、からだだけでなく心から健康になるお手伝いができ
ることが今後の課題だ。自分自身の健康に責任を持つというセルフメディケーションの取り組み
をサポートする、そして 1 人でも多くの方に健康になってもらいたいと考える。
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-受付番号(12064)
-部門名(登録販売者)
タイトル：ドラッグストアの登録販売者として求められるもの
所属：㈱サッポロドラッグストアー
氏名 高橋尚杜
私はドラッグストアに勤務し始めて、まだ日が浅いです。二年も経過はしていません。
しかし、そんな働き始めの私だからこそ理解できた、これからのセルフメディケーションを推進
し、支えていくドラッグストアの登録販売者として必要なことがらを私なりに記述していこうと
思います。
[1]登録販売者たる前に小売業者としての自覚をもち、社会人として立ち振る舞う。
私は冒頭でも記述した通り、ドラッグストアの登録販売者です。そして店舗の店員でもありま
す。
セルフメディケーションを推進していくにはお客様との信頼関係が第一です。信頼が出来ないス
タッフや店に健康の相談など出来るはずもありません。実際、私も薬や体の健康のことは信頼で
きる人や病院、文献に頼ります。この、お客様と我々登録販売者の「信頼関係」とは薬学から始
まるものではありませんでした。信頼関係の出発地点は適切な店舗運営からだったのです。
私の勤務している会社はドラッグストアですが食品にも力を入れています。そのお陰で薬が目
的ではない様々なお客様と接しますが、お叱りのほとんどは適切な店舗運営がなされなかった時
です。
「トイレが汚い」
「笑顔がない」
「値段が違っている」
「品ぞろえが悪い」等です。薬とは全く関係
ありませんが、その関係のないところでお客様の健康を支えるチャンスを棒に振っていたのです。
これはこれからの日本の健康寿命を延ばしていく使命を背負った登録販売者としてはあるまじき
失態です。
上記の指摘事項を店舗毎にクリアし、安心して利用できるドラッグストアだとお客様に感じ取
ってもらい、初めて健康増進というプライベートな領域に踏み込んでいける従業員、登録販売者
になることが出来ると痛感いたしました。これがセルフメディケーションを支えていく登録販売
者はまず社会人として適切に業務を行わなければならないと冒頭で記述した理由になります。

[2]常に向上心をもち、能力向上に努める。また、得意な部門（カテゴリ）を増やしていく。
お客様と接していると、当然薬の事を聞かれます。私は登録販売者ですが、正直お客様のお求
めになっている知識を提供出来ない場合が多々あります。これは単純に私の力不足になります。
都度上長に確認し、知識を吸収してはいますが、やはり自己の復習や勉学が最重要になります。
登録販売者は
仕事とプライベートの合間に学ぶ時間を作り、日々精進しなければならない職種であると感じま
した。
上記のように思った具体的な接客事例があります。知識があったことにより適切に接客できた
例です。お客様は口内炎でお悩みでした。質問としては「口内炎のお薬はどこ？」といったシン
プルな内容です。普段の私なら口内炎のお薬コーナーにお通しして満足していましたが、実は口
内炎は十代の頃の私が頻繁に発症していた宿敵の様な症状であり辛さも知識も人並み以上には理
解していました。
そこで私は、「お辛いですね。お気持ちが良くわかります。
」とお声がけしました。するとお客様
から「そうなんです。何が良いかしら？」とおっしゃって頂いたので、
・口内炎のお薬は軟膏、パッチタイプ、スプレータイプ、飲み薬と、昔とは違い様々な種類があ
る。
・お客様のタイプだと軟膏タイプが一番適していること（口内炎の場所からみて）。
・また、栄養の面から見て、軟膏タイプとビタミン B 群の併用がおすすめなこと（皮膚粘膜を
正常にする働きから、予防にまで適しているため）。
・口腔内を清潔に保つため食後は歯磨きをしてもらいたいこと。
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・睡眠時間を確保すること、の五つを簡潔にお伝えしました。
するとお客様の方からも「なるほどね。
」といった反応があり、結果的に口内炎の軟膏と
ビタミン B 群のサプリメント、マウスウォッシュ（ノンアルコール低刺激）をご購入頂き、
「ありがとう。助かったわ。これで様子を見てみます。」と仰って頂けました。
このお客様に満足してもらった要因としては、
・お客様の症状を理解したこと。
・症状に対するアプローチ方法がわかっていたこと。
・それにプラスアルファして役に立つ養生訓を伝えたこと。が要因だと考えます。
この一連の流れが出来た時、私は「お客様の健康増進、日常生活に一役買うことが出来た。
」と
実感することが出来ました。この様な接客対応を行うには何といっても知識の部分が圧倒的に大
切になってきます。その為、この段落の冒頭でも記述した通り、登録販売者は常にアンテナを巡
らせ、貪欲に成長しなければならないのです。

[3]お客様の立場になって接客をし、ファンになって頂く。
接客業としては当たり前ですが、上記の二つの段落をクリアして初めてこのスキルが必要とな
って
くると感じます。小売業としては[1] [2]の事柄で必要最小限仕事はしています。お客様に迷惑
をかけずに、お客様も欲しい情報は手に入りました。
ですが我々は登録販売者です。セルフメディケーションを推進していくにはこれだけでは足り
ません。お客様には満足の一歩先を体験していただく。それは雰囲気であったり、聞き方の姿勢
であったり、声であったり、あるいは熱意かもしれません。それらを駆使してファンを獲得し、
再来店していただく。そうすることでお客様とのコミュニケーションが増え、適時適切なアドバ
イスをお伝えできるようになる。所謂、かかりつけドラッグストアの様なものを我々が作ること
に成功したならば、日本社会におけるセルフメディケーションを推進していく使命は果たせてい
けると思います。

業界に入ってまもない私が今回挙げた事柄は本当に当たり前な内容で、ご覧になっている方々
からすると失笑ものかもしれません。ですが、私としては二年近く働いて改めてこの基本事項の
大切さが
理解できました。今やっと登録販売者としてのキャリアがスタートした気持ちですらいます。
これからも一社会人として、日々精進していこうと思います。
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「会長賞」
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-受付番号(11032)
-部門名(薬剤
師)
タイトル：こどもからはじめよう！セルフメディケーションのすすめ！
所属：株式会社新生堂薬局玉名はねぎ店
氏名： 瀬戸 理光
平成 28 年度より新たに「健康サポート薬局」の枠組みが制度化され、薬局でも国民の病気の予
防や健康のサポートに寄与することがより強く求められるようになった。そこで薬局主催のセル
フメディケーションを推進するための体験型の学習イベントを実施した。
健康に注意しなければならないのは大人だけではない。身近な病気の対策について知ってもら
うため、夏季に発症者が多い熱中症に着目した。熱中症は重症化すると健康に重大な影響を及ぼ
し、時に死に至ることもある。大人と比較した場合、体温調節機能が未発達なこどもは、環境の
温度変化に影響されやすく、熱中症を発症しやすいため注意が必要である。しかし、熱中症は正
しい知識があれば防げる病気である。そのためには、正しい予防法を知っておくことが第一であ
る。そこで、私たち医療従事者が地域住民に正しい知識を伝える必要性があると考えた。

【 出展:厚生労働省

全国家庭児童調査 】

厚生労働省の全国家庭児童調査によると、こども達が大切だと思うことについて、小学校 5～6
年生では、
「健康であること」が 2 番目に多い結果となっている。中学生・高校生においては、
「健
康であること」が最も多い。こども達も健康でありたいと思って
いる事がわかる。しかし、健康をどう維持すれば良いのか、病気
を予防するにはどうすれば良いのかを、わからないこどもも多い
はずだ。そこで、このイベントをきっかけに、セルフメディケー
ションの意識を高め、身につけるきっかけを作りたいと考えた。
こども達が夏休み期間中である 8 月に、熱中症対策をベースに
「自由研究大作戦」と題してイベントを実施した。体の仕組みか
ら説明を行い、熱中症の原因や症状、予防法、対処法等について
理解を深めてもらい、家庭でも簡単に作れる経口補水液作りを行
った。さらにスライム実験などを交えながら親子で楽しめるワー
クショップとなった。
ポスターとチラシを作成し、約 2 週間告知を行い参加者を募っ
【 イベントポスター 】
た。その結果、当初 30 名の募集に対し予想以上の反響があり、イ
ベント会場である玉名市民会館が小学生を中心にその保護者も含
め 100 名以上の来場者で埋め尽くした。このことからも、健康に対する関心の高さ、今回のよう
なイベントの必要性を感じた。
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まずは、体の仕組みから理解してもらうため、スクリーンを活用しての熱中症対策講座を行っ
た。こども達が楽しく学べるようクイズ形式でのスライドを作成し、体の各臓器がどのような役
割を果たしているか学んでもらうことにした。子ども達がイメージしやすいように「腎臓で 1 日
に作られる原尿の量は～」等という表現ではなく「おふろのみず～」などの表現を用いて工夫し
た。また各臓器が体のどの部位にあるのか分かりやすくするため、人体模型代わりに印刷した臓
器のイラストを体に張り付けながら説明を行った。

【 熱中症講座 】
参加者が積極的に手を挙げ、大きな声で答える等活気が溢れた

体の各臓器の大まかな役割を説明した後は、熱中症が起こる仕組みを説明した。体温調節がで
きないと、各臓器が正しく働くことができなくなり支障をきたすことや、熱中症の初期症状であ
る眩暈や筋肉痛なども伝えた。客観的に見て脱水症状が起こり始めている見分け方として、尿の
色も判断基準となる。体内の水分量が減ることにより尿が濃くなることを知っていれば、言葉で
上手く自覚症状を伝えられないこどもでも判断し易い。
脱水症状が進行することによって熱中症を発症しやすくな
る。水分補給が大切であることを知っているこどもは多い。
しかし、誤った水分補給の仕方により悪化してしまうことも
ある。例えば、お茶ではミネラルが少なく、利尿作用により
余計に水分量が減ってしまうことがある。また、一度に大量
に水分を摂取してしまうと、血中の塩分濃度が低下し利尿作
用が進行し、さらに脱水症状を起こしやすくなることがある
等の注意喚起を行った。注意点を伝えたうえで、水分補給は
こまめにとることの大切さについて改めて理解してもらった。
水分補給と同じく、熱中症の時には塩分が必要であること
を知っているこどもも多い。しかし、塩分だけで良いと間違
った認識も多い。そこで、経口補水液の有効性と、塩分だけ
でなくどのくらいの割合で何が必要なのかの説明を行った。
その上で、家庭で作れる簡易的な経口補水液を、実際に作っ
てもらい試飲を行った。ペットボトルの水 500mL に対してど
【 経口補水液レシピ 】
の程度の塩と砂糖が必要であるかを知ってもらい、塩と砂糖
を溶かして試飲をしてもらった。実際に試飲されたこども達からは、塩気を強く感じるという声
が多かったが、脱水時には塩気をあまり感じられないことを伝え、味覚でも脱水状態の判断基準
になることを伝えることができた。自作の経口補水液だけではなく、市販されている経口補水液
は電解質や糖質等のバランスが整えられ飲みやすくなっていることを知ってもらう機会にもなっ
た。

-29-

熱中症講座終了後には白衣を着用し、こども薬
剤師として受講修了証授与後に記念撮影を行った。
今回のイベントでは、親子で一緒に健康について
楽しく学べる機会を提供することができたと感じ
ている。参加された保護者の方からは「熱中症が
よくわかった」
「予防の大切さが理解できた」「こ
どもの真剣な表情に驚いた」等という感想を頂き、
こども達からは「自由研究のテーマにする！」
「体
のしくみをもっと知りたい！」等の嬉しい声も聞
かれた。

【 修了証授与 】

【 記念撮影 】

【 修了証 】

地球温暖化に伴い熱中症患者は増加傾向にある。特に、全身に占める水分量の割合が多いこど
もは、外気温の影響を受けやすく注意をしなければならないため、親子ともに正しい知識を身に
付けて頂く良い機会となったと感じている。また、こどもが実際に体験してセルフメディケーシ
ョンを実施していく事で、自然とセルフメディケーションが身についた大人が増える事を期待す
る。病気を治療するだけではなく、健康を維持するために病気を未然に防ぐことの方が更に重要
である。そのためには自己健康管理の意識を高める事が大切であり、医療従事者の私たちが健康
維持のための情報提供活動を続けることが鍵になると考えている。今後も薬局内での健康管理だ
けではなく、地域住民の方に自分自身や家族の健康維持ができるように、様々な取り組みを積極
的に実施し、セルフメディケーションを推進させていく。
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「実行委員長賞」
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-受付番号(13011・13014)
タイトル：ドラッグストアの管理栄養士にできること

-部門名(栄養士・管理栄養士)
所属：株式会社クスリのマルエ
氏名：吉田奈央・松本 麻花

私はお薬担当として働く登録販売者兼管理栄養士です。私は、管理栄養士という資格を通し、
地域の人が病気にかかる前に未然に防ぐ手伝いをすることができたらと思いドラッグストアへの
就職を決めました。病気を未然に防ぐためには、多くの人々が情報を知る機会が増えなければな
らないと思い、弊社で開催しているイベント内で栄養について情報発信できるブースを設けるこ
とで管理栄養士がドラッグストアにいることを伝えるとともに、参加者が健康について考える機
会が得られることで地域の人々のセルフメディケーションにつながるのではないかと考えていま
した。
弊社に管理栄養士として栄養教室を開催したいという旨を伝え、春と秋に本店で行っているフ
リーマーケットで栄養教室を実施しました。
栄養教室を行うにあたり、
わが国における栄養の課題について厚生労働省における平成 27 年国
民健康栄養調査のデータを調べてみると、全年齢を通し、野菜摂取量の平均値は 288.2g（H.29)
であり、健康日本 21（第 2 次）の目標値である 350g を下回っていること。エネルギー摂取量に
おける PFC 比率（たんぱく質、脂質、炭水化物の比率）では、脂質の割合が多く、炭水化物、た
んぱく質の割合が低いこと。
（H.29)成人期では、外食、欠食、不規則な食事を摂ることが多く、
高齢期では孤食や嚥下機能の低下から食事の知識、大切さについて理解することが必要であるこ
とが考えられました。以上のことを踏まえ、全国的に野菜の摂取量が足りないこと、フリーマー
ケットという場所において対象者を絞るべきではないと考え、誰でも気軽に参加できるようわか
りやすい３色食品群、一汁三菜を題材として 15 分程度の教室を行いました。事前告知として開催
店舗においてレジでのチラシ配布、ポスターの掲示等を行い、教室終了後にアンケートを実施し
回答の得られた４人の結果を抜粋し以下に示します。
＜2018 年 10 月 21 日＞
タイトル：目指せ！食事選びマスター！

※画像内のチラシ、アンケートの他に栄養教室内で掲示した３色食品群や年代ごとの推定エネル
ギー必要量も手作りで作成。
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《アンケート結果》

アンケートの結果から、教室を実施することで一日の栄養素、一汁三菜の理解が高まったこと
が分かりました。また、次回の開催について期待することが多かったことからイベント内におい
て管理栄養士が情報提供を行うことで健康意識を高めるきっかけを作れることが分かりました。
自由記述 10.今後聞いてみたい話の中で、糖尿病、高血圧との声があった一方、声掛けの最中
１５分の教室と伝えると断られてしまうことが多く、参加者としては５～１０分程度の短いもの
が好まれました。このことから、イベント内の開催では実行できることが限られるため、病気に
ついての情報提供を行う際には調剤併設など予め場所、時間がとれることに加え、薬剤師と連携
し薬の面からもアプローチし、参加者の求めるより詳しい教室を開催することができると考えま
す。以上を踏まえ、次回の栄養教室では 3 色食品群を軸とし、イベントの趣旨に合わせてみんな
で楽しめるものとしました。また、イベント参加者の状況やブースを鑑みた結果、子どもが楽し
めるものが少なかったことや子供向けであることで内容がわかりやすく大人でも気兼ねなく参加
することができると考えたことから対象者を子どもとしました。劇の時間を計５回設け、それ以
外の時間を指定した食品群の食品を釣ってもらう釣りゲームを行いました。事前告知については
前回同様にチラシ配布等を行いました。
＜2019 年 5 月 12 日＞
タイトル：魔法使いとお野菜３銃士

※チラシ、お野菜釣りゲーム参加後にお野菜メニューの作成、人形劇の人形と劇台本の作成。

-33-

＜2019 年 11 月 17 日＞
タイトル：食育カルタ大会

※チラシの作成、健康情報誌の作成、カルタ読み札と絵札の自社カルタ作成
対象を変え、フリーマーケットのブースとして会場内（初回は店舗内）で実施した結果、通り
がかりの人や子どものお母さん方から「管理栄養士さんがやってるんですね」と声をかけていた
だくことが多かったです。また、子どもがゲームをしている際に緑黄色野菜と淡色野菜の見分け
方についての相談がありました。参加者からは、自発的に「これは〇色の食べ物？」と聞いてく
る子や、３色食品群の理解ができ全問正解する子もいました。
栄養教室を開催する回数を重ねるほどに、管理栄養士がいるという認知が増え、これから身体
が作られていく子どもたちが食品について興味を持ってくれていることが伝わり、健康意識の高
まりを感じると共にイベントに参加することでドラッグストアの管理栄養士が地域のためにでき
ることは想像するより多くあるのではないかと感じました。栄養教室として健康知識をただ発信
するだけでなく、地域の人との関係性を深めることにより、より身近な相談役として離乳食や介
護職など様々なライフステージに合わせた地域の人々の健康を支えていくことが可能であるので
はないかと考えます。
地域包括ケアシステムとは、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らし
を人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提
供される地域包括ケアシステムの構築を実現を目的としています。またセルフメディケーション
とは、WHO によれば、自身の健康の責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすることとあ
ります。自分自身の健康を守るために必要な情報を提供すること、またそれを実践できる環境、
動機づけを行うことが管理栄養士として期待されていることではないでしょうか。しかし、病気
についてなど専門的な内容を取り扱う場合薬の知識をもつ薬剤師との連携を図ることによりお客
様の期待に沿えるものとなると思います。食生活は、プライベートな問題であり、それ故相談す
るには信頼性がなければ知られたくないと思うデリケートな問題です。そのため、病院や行政の
ように「相談できる人がいる」と誰もが安心して任せることができると周知されている場所、知
識に信頼性があり自分のことを知ってくれている人であること、相談できる場所とプライバシー
が守られる環境、つまりドラッグストアであれば調剤併設店舗であることが悩みを打ち明けられ
る環境であると思います。2025 年以降医療や介護の需要がより増加する前に、少しでも多くの人
が健康寿命を延伸できるよう地域の人が利用するドラッグストアという場所で自身の健康につい
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て相談、実践できる環境を整えることで地域の健康を支えるお店としてさらにセルフメディケー
ションを推進できるのではないかと思います。
また、ドラッグストアの店舗やイベントで管理栄養士が活躍できることとしては、まずは「管
理栄養士がドラッグストアにいるんだ」という認識を持ってもらうことを基盤として、多くの人
に情報提供できることだと思います。上記のイベントを通して管理栄養士が身近にいるという認
識を持っている人はほとんどいない状態であるため、まずは近くに栄養について相談ができる相
手がいるということの認知を進めていかなければその先にある栄養相談は理想となってしまうた
め、健康イベントへの参加などを通して「あのドラッグストアには管理栄養士がいるんだ」と思
ってもらうことが大切だと思います。そして、イベントを通して楽しみながら学習をすることに
よって無関心期から関心期へと健康に興味をもってもらえるような健康情報を提供することが必
要です。また、
「健康相談会」と名前がついてしまうと参加しづらい人や、健康意識の高い人でな
いと参加しない傾向にあります。病気になっていなくても健康に問題のある人や気になっている
という人は多くおり、そのような人にアプローチする必要があるため、店舗で気軽に相談できる
ことやナッジ理論を利用し無意識に健康的な行動をとれるように促すことができるのは店舗でな
ければできないことです。場所によって対象とする人、学習内容が変わってきますがどちらから
も健康情報の提供が必要であり、両方を満たすことで地域の健康を支えられるのではないかと考
えています。
これらを実現するためにも自身が積極的に勉強に取り組むことはもちろんのことですが、最新
の情報や知識の不足を１人の力で補うことは難しく、勉強会や講演会の参加など企業の取り組み
として行わなければお客様が求める知識の提供を行うことは難しいと考えます。
身近な健康アドバイザーとして市販薬だけでなく、食事の面からもセルフメディケーションの役
に立つことはあると思います。活躍できる幅が広い分、自分自身も貪欲に勉強を続けなければな
らないと思うと同時にまたそれが自身のセルフメディケーションとなっています。今後も地域の
人の健康に役立つ仕事に取り組んでいきたいと思います。

【事務局注釈】
当初、吉田奈央（13011）さんと、松本

麻花(13014)さんは、同一の活動テーマについて別々に作品を

応募されました。3 次選考に両方の作品が残った際に、審査委員より合同での発表の提案があり、所属企業
の担当者に確認、了解をとり、合同での発表となりました。
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「審査委員長賞」
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-受付番号(11042)
-部門名(薬剤
師)
タイトル：認知症患者へ対する地域連携。～これからの地域包括ケアシステムへ向けて～
所属：株式会社ココカラファインヘルスケア 大網店
氏名：高田 裕一朗
◎認知症を取り巻く環境、背景
超高齢社会となった現在の日本。２０２５年には５人に 1 人が認知症になると言われている。
厚生労働省においては、２０２５年を目処に、地域包括ケアシステムの構築を推進しているが、
実際のところあと 5 年で間に合うのだろうか。
また、医療費削減を進める上でセルフメディケーションの推進も必須であるが、その一方で、
認知症の方がドラッグストア等で医薬品や健康食品、サプリメント等を購入される際には大きな
課題があると考える。
今回、私が務める調剤薬局で在宅調剤を始めた事により、ある認知症の方の状態が改善した経
験と、ドラッグストアでの薬剤購入においての問題点について報告する。
◎認知症に対する気づき〜地域との連携・繋がりの大切さ～
患者Ｉ ８０歳 女性
疾患
アルツハイマー型認知症
偏頭痛
めまい症
以前より、高血圧治療のため、患者Ｉは私の務める薬局へ来ていたが、血圧よりも頭痛がつら
いという訴えがあり、市販の頭痛薬をよく購入していた。
今年８月某日、患者Ｉはいつものように処方箋を持って来局。私が服薬指導を担当することに
なった。
この時の処方内容は、患者Ｉの頭痛が酷いため、もともと服用していた降圧剤から、別の降圧
剤へ処方変更するという内容だった。処方医からの指示で、服薬指導中に、その場で変更になっ
た薬を服用されたが、薬局を出るときには、患者Ｉは薬を飲んだことを忘れており、改めて市販
の頭痛薬を買いたいとおっしゃった。
患者Ｉに記憶障害が出ていたため、
私は販売するのは危険だと判断し、頭痛薬の販売を断った。
患者Ｉは、その場で不機嫌になられたが、翌朝に私が患者 I へ電話をし、体調の変化を伺うので、
しばらく様子を見て欲しい旨をお伝えすると、その日はしぶしぶ帰られた。
．．．．．．．．．．．．．
翌朝、私から患者Ｉへ電話をしてみると、
「昨日は薬局には行っていない。頭痛がつらいので電
話したくない」と電話を切られてしまい、私は患者 I が認知症ではないかと心配になった。
すぐに私は、家族の協力を仰げないかと考え、家族の携帯電話へ電話をしたが、家族は他県に
住んでおり、服薬状況が確認できる状態ではなかった。
なんとかして、当日中に患者Ｉの体調や服薬状況の確認がしたいという旨を家族へ伝えると、
家族から、患者Ｉのケアマネージャーの連絡先を教えていただけた。
同日の昼、私からケアマネージャーへ電話をしたところ、すぐにケアマネージャーと共に患者
Ｉのご自宅へ訪問できる様になった。
訪問時、患者 I は頭痛の症状が継続しており、つらそうにされていたが、家には大量の薬があ
り、服用すべき薬がわからない状態であった。
その為、私から降圧剤の処方医へ昨日からの経過と共に、家に大量の薬があり、薬の管理が上
手くできていないことをお伝えしたところ、現状のままだとリスクがあるとの医師の判断で、降
圧剤の処方は中止となった。
また、この日にケアマネージャーからケアプラン等、私が知らなかった情報を得た。
【知らなかった情報】
・独居であり、他者との関係を嫌がっていたこと。
・要介護２の介護認定を受けていたこと。
（ケアマネージャーがついていたことも家族への電話で
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初めて知った）
・もの忘れ外来から認知症の処方を受けていたこと。
・別の薬局でもらった薬や、ドラッグストアで購入した薬等、大量の併用薬があったこと（図１）
・家族もケアマネージャーも、うまく対話ができず、深く関わることができていなかったこと。
適切に薬を服用して頂き、頭痛の症状をなんとか改善してあげたいと思い、私は、患者 I が別
で受診していたもの忘れ外来の医師に連絡を取り、在宅調剤の必要性を伝えたところ、もの忘れ
外来の医師から在宅調剤を依頼された。
【在宅調剤での対応】
・もの忘れの薬とめまい症の薬→ヒートのまま服用されていたものを、日付と用法を印字して一
包化。
・頭痛薬→もの忘れ外来の医師から頭痛薬の処方があり、他の薬とは別で分包。
・もの忘れ外来の医師より、もの忘れ外来以外の薬は、全て中止するよう指示があった為、患者
Ｉへお伝えした。
・患者Ｉの健康状態等を確認するために、毎週木曜日に私が患者Ｉのご自宅へ伺い、服薬カレン
ダーにセットをした。
・服薬カレンダーの運用方法として、
服用後に空の分包紙をもとのカレンダーポケットに戻して、
いつ服用したかを確認することになった。（図２）別包した頭痛薬も同様に、服用した時点で
一番近い時間帯のポケットに入れていただき、服薬状況を確認することになった。
図１：多くの併用薬の管理前の一部
図２：服薬カレンダー、服用後の写真

９月、１０月も同様に、毎週私がご自宅へ通うようになると、以前よりも患者Ｉはよく話すよ
うになられた。服薬コンプライアンスも良くなり、頭痛薬の使用頻度も日に３～４回から、週に
３～４回まで減った。
１１月下旬には、この毎週会いにいく行為が功を奏し、部外者を嫌っていた患者Ｉも、ヘルパ
ーの週３回の訪問を受け入れる様になり、私の訪問も含めると、週に４回は他者との交流ができ
るようになった。
◎認知症患者の市販薬服用の問題
在宅調剤を始めたが、ここで少し問題があった。
患者Ｉは、服用薬に頭痛薬があるのにもかかわらず、ドラッグストアで市販の頭痛薬を購入し
たりする行動が続いていた。
患者Ｉには、かかりつけの先生が、患者Ｉのために、よく考えて薬を処方されている為、他の
頭痛薬を飲まないようにと伝えていたが全く伝わらない。独居のため、いつどこで何を買うのか
を確認することは難しい。
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患者 I には、他の医療機関を受診する際やドラッグストアでの薬剤購入時には、お薬手帳を持
参し、見せるようにお伝えしていたが、いつも持ち歩くことを忘れてしまう為、受診履歴のある
医療機関には服薬情報提供書を用いて健康被害を防ごうと努力した。
しかし、最寄りのドラッグストアに情報提供する方法は、思いつかなかった。
◎まとめ
ちょっとした物忘れの症状に気づき、すぐに家族に電話、相談したことが在宅調剤に繋がり、
結果的に独居の状態から、孤立を防ぐことができたことは非常に良かったと思われる。
地域包括ケアシステムを実現していくために、ふとした認知症のサインに気づく大切さ、そし
てそれをそのままにせず、家族やケアマネージャーに連絡する等、次へ繋げる体制が重要だと実
感した。
また、普段から、地域連携が取れるように近くの医療機関や介護事業所、地域包括支援センタ
ーとは顔の見える関係になるよう心がけておくことも重要である。顔の見える関係になっておく
ことで、安心して早急な対応に繋がるだろう。
そして今回一番良かったのは、家族の連絡先がたまたま薬局に残っていたことだ。キーパーソ
ン（今回の事例では家族）に連絡する手段がなければ、在宅調剤を開始するまでに相当な時間が
かかる。
定期的な来局のある高齢者に対して、事前に家族やキーパーソンとなる人の連絡先を控えてお
く必要性があると改めて思った。
もしキーパーソンとなる方の連絡先がわからないときは、地域包括支援センターなどの行政が
介護予防活動をしているので、不信に思うことがあれば報告できるようにしておくと良いかもし
れない。
平成２９年にセルフメディケーション税制が導入され、令和元年には健康保険組合連合会が市
販薬で代替可能な薬は保険適応外とする提言もしている。
このことから、セルフメディケーションは推進されてきており、市販薬を買いに来られるお客様
には、
「適切な薬の使い方、購入の仕方」を理解していただくことが必要だ。ドラッグストアで働
く薬剤師や登録販売者も、認知症状（もの忘れ、徘徊、感情の変化等）に早期に気づき、家族や
包括支援センター、医療機関等と連携を取ることができるようになれば、リスク回避に繋がると
思われる。
経済産業省は、小売業は「集客型から接客型」になるよう促している。提言の一つに「医薬品
等を活用した買物弱者対策等の取組の強化」を掲げており、具体的には「生活必需品を取り揃え、
調剤機能も併せ持つ事もあるドラッグストアは、在宅調剤や介護関連の情報提供、遠隔地への医
薬品の配送といった方法で、買物弱者への対応においても重要な役割を果たすことが期待される」
と述べている。
ドラッグストアにおいても、医薬品を安全に服用頂く為のチェックシステムがあれば、我々の
ような調剤薬局や、医療機関、介護事業所等と連携を取ることができ、セルフメディケーション
で対応できるかもしれない。
海外では体内に埋め込んだ、マイクロチップによるパーソナライゼーションが高度化している。
近い未来には、購入履歴や、併用注意等がわかり、最適な情報管理がされるようになる時代が来
るかもしれない。
◎最後に
私は、患者 I の市販の頭痛薬を買う行為は止めることが出来なかったが、私が在宅でかかわる
事により、頭痛薬の服薬頻度を減らし、体調改善に繋げることができた。
認知症のため、患者Ｉに頭痛があるのが真実なのか、虚言なのかは定かではないが、患者Ｉは、
好きなように「市販薬を買う行為」がしたかっただけなのかも知れない。
最終的には、健康被害を出さずに、頭痛の症状を緩和できれば良いのだから、結局は誰かの見
守り、というところが最良の対策になるのではないか。
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「審査委員特別賞」
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-受付番号(11050)
-部門名(薬剤師)
タイトル：大切なのは相手の立場に立つ、寄り添う、思いやる。
～薬剤師知識を活用し、指導するのは簡単だが結果が出るのは難しい～
所属：ウォンツ楠木薬局
氏名：
滝 望実
【はじめに】
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自身で
手当てすること」である。薬局に来局された患者様から最近体重が増えてきた、糖やコレステロ
ールの数値が下がらない、何か良い健康食品はないかなどと相談を受けることは少なくない。皆
様、自分自身の健康への責任感が芽生えつつあるのだと考える。薬剤師の知識で食事や運動のア
ドバイスをすることは可能だが、実際に食事制限や運動療法で体重減量や検査値改善が簡単に成
功するとは限らない。現に薬剤師になって２年弱経ったが生活指導を行い、確実に成功したと胸
をはって言える事例は少ない。
そこで自分自身体験し、いかに食事制限、運動制限が難しいかを検証した。
また、管理栄養士が作成した栄養指導箋等を活用し、薬局で栄養指導実施や、管理栄養士主体の
腸の活動セミナーに携わることにより、薬剤師に足りない知識を身に着けた。
そして、先日参加した健康サポートフェアというイベントで、来場した地域の方々から相談を受
けた際にこれらの経験を活かすことができた。
【自分自身で体験】
1、 食事療法：１品ごとに 30 回噛み、ゆっくり食べる、朝昼夕規則正しくバランス良い食事を摂
取する、間食はしない、腹八分目でストップする、食物繊維→タンパク質→脂質や炭水化物
の順で食べる、夜遅い時間や寝る前には食べない。

2、 運動療法：有酸素運動（片道 40 分を徒歩通勤、仕事終わりのランニング）、無酸素運動（腹
筋、スクワット、ダンベル等）
3、 腸活：乳酸菌、ビフィズス菌、食物繊維、オリゴ糖を毎日適量摂取（管理栄養士考案レシピ：
きなこヨーグルト、れんこんサラダ等）。日常飲料を水とし、１日 1～1.5L 心がける。
以上の 1～3 を２週間継続する努力をした。
4.これらの経験を元に健康サポートフェアで地域の方々にアドバイスを行った。
簡易血液検査コーナーを担当し、検査に訪れた方になぜ検査しようと思ったのか尋ねると、最
近体重が増えてコレステロールの値が気になるという方や、健康でいたいからという方など様々
だった。また、健康、生活習慣での悩み等抱えている方は多かった。
お客様の中に母親で毎日自炊する方がいらっしゃったため、食べる順番に気を付けること、よく
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噛んで食べること、腸活に良いレシピ、バランスの良い食事を作ることを指導した。ここでまた
一つ課題に気づいた。一人暮らしの私は徒歩通勤で運動ができるが、母親は早く帰って家族の食
事を作らないといけないので時間に追われ、徒歩通勤は難しいという事である。相手の立場に立
ち、寄り添うことは簡単ではない、徒歩ではなく自転車を勧めた。
【結果・考察】
上記 1～3 を実体験してみて感じたことがいくつかあった。
まず食事療法だが、自分自身苦労したのが間食をしない事と、腹八分目でストップすること、
バランス良い食事を摂ることだった。食欲は人間の三大欲求と言うように、目の前にお菓子があ
ると欲しくなり、食事においても大好物があると腹八分目で終わることの難しさを実感し、苦戦
した。また、コンビニエンスストアなどが普及した現在で一人暮らしの社会人にとってバランス
良い食事を３食摂るのは簡単ではないと感じた。
一方、ゆっくり噛んで食べること、食べる順番に気を付けること、夜遅い時間や寝る前に食べな
いことは簡単に習慣になった。
人それぞれの生活習慣や性格で可能不可能は異なるため、患者様の生活スタイルや家族構成、
性格等により指導は変わってくると感じた。まず指導より先に行うべきことは患者様の話をよく
聞き、寄り添うことではないだろうか。
次に、運動療法について。仕事終わりのランニングは 2 日で辞めてしまったが、徒歩通勤は苦
ではなく１か月経った今でも続いている。無酸素運動の腹筋やスクワットは１日 50 回ずっと決め
て始めたが運動不足の私にとっては厳しく、次の日筋肉痛になり１日で嫌になった。１日 10 回程
度から始め、徐々に増やしていく方が継続できると実感した。
運動不足の人が運動療法を始めること、継続することは工夫が必要。今までの服薬指導では簡単
に「運動してください」と言っていたが自分自身が体験したことで、具体的に継続するコツを患
者様に伝えることができるようになった。
最後に腸活について、腸の環境を整えると良いというのは聞いたことがあるが、具体的になぜ
良いのか、腸の働きは何なのか、腸内フローラとは何か、腸に良い食事は何かと聞かれると、今
までの私では答えられなかった。弊社の管理栄養士が作成した資料やレシピ、腸の活動セミナー
に携わり、腸活について学び、実践した。
管理栄養士考案レシピは簡単かつ作り置きができるので一人暮らしでも継続できた。
また、ジュース類は辞めて日常飲料を水とし、１日 1～1.5L 飲むことは習慣になり今でも続いて
いる。
腸内環境を整えることに関しては比較的簡単に感じたため、腸内環境悪化にて起こる下痢や便
秘、肌荒れ、メタボ、アレルギー等に悩んでいる人のセルフメディケーションに役立つのではな
いかと考える。店舗で便秘や肌荒れの接客を受けた際には必ず腸活について説明している。腸内
環境が体に及ぼす影響について今まで薬剤師の私が深く理解できていなかったので世間の人々は
知らない方も多いのではないか、腸活の理解拡大により健康増進に寄与できるのではないか、薬
剤師が介入することで、医療費削減を期待できると考察した。
そして、２週間で上記の内容を全て全力で行ったので２週間経過後に辞めてしまった事と１か
月経った今でも継続できている事に分かれた。学んだことは、人間ずっと全力疾走を保つことは
できないという事である。せっかく努力しても数日で辞めてしまうと意味が無い、また過度な制
限で過食傾向等になってしまうと努力が水の泡である。
人それぞれの生活習慣やペースがあり、患者様個々に合った無理なく継続できる指導をすること
が大切だと感じた。
健康相談を受け、アドバイスしたお客様は全員実践してみると言って笑顔で帰って行った。ま
た実体験を活かし接客すると、患者様からの共感の声は確実に今までより増え、得られる患者背
景情報も増えた。薬局でも積極的に指導し、検査結果に結びつくかどうかを今後検証していく。
全員に同じマニュアル通りの指導は AI でも可能である。患者様の立場に立ち、寄り添い、思い
やりを込めて指導することは人間にしかできない。AI が普及してきた世の中で、患者様に薬剤師
は必要、あの薬剤師さんに相談にのってもらいたいと思われる薬剤師を目指したい。また、多職
種連携にて得られる知識は自分の薬剤師人生にも役立ち、患者様への指導の幅拡大にもなると実
感した。
そして誰でも立ち寄れるドラッグストアと併設した調剤薬局に勤務しているからこそできる国民
の健康維持、セルフメディケーション、国の医療費削減に今後も貢献していきたい。
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-受付番号(11077)
タイトル：外国人観光客のセルフメディケーションについて
の作成～
氏名：平賀

汰一（リーダー）上村

-部門名(薬剤師)
～誰でも接客できる接客ボード
所属：マツモトキヨシ HD
姫加、黒木 彩海、木下 有加

【背景】
現在、日本のドラッグストアは経済産業省 1)の統計によると OTC 医薬品の販売額は年々増
加しており、ドラッグストアにおける OTC 医薬品の需要が高くなっていると考えられる(図 1)。
また現在の日本は、外国から来られる訪日外国人の数が増加している。日本政府観光局 2)の
調べによると、2018 年の訪日外国人は 31191856 人で、2014 年の 13413467 人に比べると 2.3
倍に増加している。今後も 2020 年の東京オリンピックにより、訪日外国人の数が増加してい
くと考えられる(図 2)。
図 1. OTC 医薬品販売額年別推
移

図 2. 訪日外国人年別推移

平成 30 年度の法務省入国管理局 3)の調べによると、国籍・地域別の新規入国者数では中国
が前年同期比では 23.0%と高く、今後中国人観光客が増加していくと考えられる(図 3)。また
日本国内でも中国語の需要が高まると予想されると考えられる。
国籍・地域
韓国
中国
台湾
中国(香港)
米国

総数(人)
7325599
5952745
4407520
2090361
1446529

前年同期比(%)
5.5
23.0
4.2
-1.0
11.1

図 3. 平成 30 年度 国籍・地域別の新規入国者数
訪日外国人の増加に伴い、日本国内でも外国語での接客が求められている。ドラッグストア
では、外国人観光客の急病に合わせた外国語を使ったセルフメディケーションを行う必要があ
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る。しかし、実際の売り場では外国語を使った接客は、外国人従業員や一部の従業員のみが行
っている。また今後の需要を考えると全従業員が外国語を使った接客を行う必要性があると考
えられる。
しかし、短期間に外国語を使った接客できるようになるのは難しく、全従業員を対象に行う
と経費も多くかかってしまうため、現実的には難しいと考えられる。
第一類医薬品を販売する時に使用する説明ボードにヒントを得て、外国語で書かれた接客ボー
ドがあれば、外国語が話せない従業員でも外国人観光客と接客できると考えられる。しかし、
接客ボードを作るために普段から外国人観光客がどのようなことを聞いてくるのか調査する
必要がある。
【目的】
全従業員が簡単に外国人と接客できるように、外国語で書かれた接客ボードを使用すること
が効果的と考えられる。今回はその接客ボードを制作するために、実際の店舗で外国人に接客
したことをまとめ、全従業員が外国人との接客をスムーズに行うことができる接客ボードを制
作する。今回は、今後利用頻度が増加していくと考えられる中国語と英語の作成を行う。
【方法】
マツモトキヨシ池袋 part2 店、
マツモトキヨシ新宿三丁目店、マツモトキヨシ渋谷 part1 店、
マツモトキヨシドラッグストア新三郷店の 4 つの店舗で調査を行い、外国人から相談されたこ
とについて記録する。また接客の際に聞きたかったことも記録する。その結果をもとにボード
の作成を行う。
【結果】
よく相談されたことを以下に示す。
内服薬
外用薬

・風邪（のど、鼻、咳、熱）
・腹痛（下痢、便秘）
・痛み
・虫さされ
・水虫
・化膿止め
・火傷
・目薬

図 4. 接客中に外国人から相談された内容
よく相談されたこととしては、内服薬では風邪についてのことが多く聞かれた。症状としては、
のど、鼻、咳、熱があった。また腹痛については、下痢や便秘について多くあった。外用薬で
は、痛み、虫さされ、水虫、化膿止め、火傷、目薬という多彩な結果となった。全体的に、特
に子供についての相談が多かった。
接客の際に聞きたかったことを以下に示す。
・薬を探しているのは誰ですか。
・症状はどのような感じですか。
・薬効の強さはどのくらいをお求めですか。
・剤形はどのようなものをお求めですか。
図 5. 接客の際に聞きたかったこと
日本人に接客を行う際に聞く質問と同じような内容になった。
この結果から接客ボードを作成し、以下に示す(図 6.7.8)。

-45-

図 6. 接客ボード (日本語)

図 7. 接客ボード (中国語)

まず薬の使用者を確認する必要があるため、使用者が大人か子供であるか、また年齢制限が
ある薬も多いため子供であれば年齢も確認する必要があると考えたため最優先の確認事項と
してボードの最初にもってきた。大人の女性であれば妊娠の有無も確認しなければならないの
で、大人の文字のすぐ下に目に入るように記した。
次に症状の確認を行うため以前勤務中に聞かれたことを元に風邪、外用薬（皮膚疾患）、目
薬、胃腸薬に大きく分類した。外用薬ではステロイドの有無を気にする方が多いため、それぞ
れの症状の他にステロイドの有無を確認する欄を設けた。同様に目薬ではコンタクトレンズ着
用の有無、清涼感の強さレベルの確認欄を設けた
最後に症状からお客様が求める剤形の確認を行うため主要な剤形を羅列し、ぱっと見てわかり
やすいようにした。
中国語や英語で書かれた接客ボードだけだと、お客様から指差ししていただいても理解する
ことができません。そのため、日本語で対応した接客ボードも作成し、接客する従業員は日本
語用の接客ボードを利用して対応することができる。
【考察】
主に内服薬と外用薬についての相談が多く、日本のセルフメディケーションにおける接客と
同じ内容であったため、今現在私達が持っている知識をそのまま活かすことができると考えら
れる。
外国では、病気になった際、保険制度の関係から、日本と比べてドラッグストアを頼ること
が多いと考えられる。また、日本の薬は世界でも効果が高いことは知られている。そのため外
国人からの薬の相談も多く、今後も増加していくことが予想できる。
日本語と対応した、英語や中国語の接客ボードがあるため、英語や中国語ができない従業員で
も特別な外国語の講習を受けなくても外国人と接客できるようになると考えられる。
この接客ボードは、実際に接客で使ったことがないため、今後改良していくことが望ましい
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と考えられる。

図 8. 接客ボード (英語)
【参考文献】
1)経済産業省 商業動態統計 時系列データ
<https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/syoudou/result-2/index.html>
2)日本政府観光局 月別・年別統計データ（訪日外国人・出国日本人）
< https://www.jnto.go.jp/jpn/statistics/visitor_trends/ >
3) 法務省入国管理局 平成３０年における外国人入国者数及び日本人出国者数等について（速
報値）
< http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00078.html>
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「学生部門特別賞」
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-受付番号(20099)
-部門名(薬業専門学
校)
タイトル：登録販売者としての活躍とドラッグストアの在り方
所属：東京医療秘書福祉専門学校
氏名：石川 舞南
私は昨年から現在までドラッグストアで実習生として働かせていただいています。ドラッグス
トアでは医薬品はもちろん、日用品や雑貨、食品など様々なものを取り扱っており、とても便利
なお店です。しかしドラッグストアで働く中で、私は今のドラッグストアで登録販売者の活躍は
これでいいのだろうか、また、ドラッグストアの在り方は今のままでいいのかと思い、問題点か
ら考えてみました。
まず問題だと感じたことは、
「ドラッグストアで働いている資格者が不足していることにより、
十分なセルフメディケーションが提案できていない」ということです。私が実習している店舗に
は学生や主婦、高齢者、外国人など様々なお客さまがいらっしゃいます。同様にお客さまからの
悩み・相談も様々で、医薬品についての相談もたくさんあります。登録販売者が不足しているこ
とによって、一度に複数のお客さまに医薬品についての相談をされて、答えることができないと
いうことが何度かありました。1 人のお客さまに対しての相談時間がとても短く、セルフメディ
ケーションの一環である医薬品の相談として機能出来ていないのが現状です。この問題を解決す
るにはまず、登録販売者を増やすことが一番早いです。しかし、登録販売者を増やすことは不可
能だと考え、今いる人数でどのように工夫できるか考えてみました。
一つ目は店のレジを二種類に分けることです。例えば医薬品や健康食品などの商品専門のレジ
と、日用品・食品専用のレジのように分け、前者を登録販売者に、後者をほかの従業員に任せる
ことにより、登録販売者としてセルフメディケーションのサポートが出来る機会が増えるのでは
ないかと考えました。医薬品専用のレジでは医薬品や健康食品を買う人に対してのアドバイスは
もちろんですが、普段の生活習慣や予防法などを聞きたい方にも利用していただくことで、お客
さまのセルフメディケーションも向上し、登録販売者としての役割も果たすことができます。ま
た、レジを分けることによって医薬品や健康に関する相談をしやすい環境づくりにも繋がります。
しかし、レジを分けることによってお客さまが並ぶときに混乱してしまう状況が起こる可能性が
あります。これに対しては従業員が呼びかけをしたり、店内にレジの説明などを分かりやすくま
とめたポスターなどを貼ったりすることで対応できると思います。
二つ目は店舗ごとで登録販売者の勉強会を行うことです。登録販売者として働いていると、お
客さまから医薬品についての相談はいくつもあると思います。その日にあった相談内容やその解
決策を、店舗の登録販売者同士で共有することで今後の相談に活かすことができ、登録販売者と
しての知識なども増えるのではないかと考えました。しかしその日に登録販売者同士で共有する
時間が作れないということは必ずあると思うので、自分なりに相談内容のメモなどを残しておき、
次の日の開店時間前等に共有していくことができると思います。
三つ目は登録販売者の接客についてのコンクールを開くことです。コンクールとはいっても大
きな規模ではなく、店舗内で定期的に行うものです。店長や従業員、あるいはお客さまなど周り
からの評価で自分の接客スキルや知識について自信を付けることができ、逆に見直すところも見
えてきます。また、その評価により登録販売者同士の競争心・向上心を高めることによって、セ
ルフメディケーションの質を上げることが出来るのではないかと考えました。ただ、評価をされ
ることは従業員たちのプレッシャーにもなるので、最初は従業員内で行い徐々に慣れてからお客
さまにも評価をいただくという、ステップを踏むことで従業員たちも評価をもらいやすくなると
思います。
次に問題だと感じたことは、高齢者に対するセルフメディケーションが充分ではないというこ
とです。ドラッグストアは高齢者も多く利用しています。実際私が実習している店舗にも高齢者
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は多くいます。私は接客をしているときに来てくださった高齢者の中に、
「商品の値段や薬の説明
が小さくて読みにくい」
、
「いつもこれを買っているけど、高いところにあるから取りにくい」と
いう声をよく聞きます。このことから何か出来ることはないのか考えてみました。そこで、高齢
者でも商品を選びやすい POP づくりをすることで、その商品についてもっと知ってもらえるので
はないかと考えました。例えば値段の文字を大きくして、目に優しい色の文字を使って大まかな
薬の説明を書くことで商品を手に取ってもらうことができると思いました。また、高齢者の目線
に合わせてなるべく低い位置に商品を陳列することで商品を選びやすくなり、いつも買うものだ
けではなく、他の商品に興味を持ってもらえると考えました。
買い物をしやすい店舗づくりを行うことで高齢者だけではなく、ドラッグストアに来る全ての人
が利用しやすくなるお店づくりが出来るのではないかと考えました。
ドラッグストアには今後も様々なお客さまがいらっしゃると思います。その様々なお客さまの
ために従業員として、登録販売者として何が出来るのかを常に考え、行動することが大切だと思
いました。日々接客や商品について学び、お客さまに寄り添い、信頼してもらうことで登録販売
者としてお客さまにセルフメディケーションのサポートをするという役割が果たせるのではない
かと思います。
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「佳作受賞作品」
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-受付番号(11040)
-部門名(薬剤師)
タイトル：健康セミナーによる高齢者のセルフメディケーション推進
所属：株式会社杏林堂薬局
氏名：河村康弘
調剤薬局の薬剤師は処方箋調剤がその業務の大半を占めているが、それと同時に地域住民のプ
ライマリケアの窓口として機能し、セルフメディケーションの推進に貢献する事が求められてい
る。杏林堂薬局藤枝清里店においては、2 年前より毎月 1 回、高齢者向けの健康セミナーを継続
的に開催しており、その一端を担っている。以下、その内容について報告する。
健康セミナーは、
「にこにこ運動教室」といい、毎月第 2 木曜日、9 時 30 分からの 1 時間で行
っている。前半に薬剤師から健康やセルフメディケーションに関わる講義を行い、後半に高齢者
向けの体操指導を行っている（図１、2）
。

図 1．活動風景(1)

図 2．活動風景(2)

参加人数は、
開催当初は 10 名に満たない程
度であったが、回を重ねる毎に好評を博し、
口コミでの参加が増え、現在は、会場の収容
人数いっぱいの 20 名前後での開催となって
いる。2019 年 2 月からは、参加者の満足度や
意見、要望確認の為、図 3 のような様式にて
アンケート調査も行っている。その結果を次
に示す。参加者の年齢は、60 代から 70 代が
多く、性別は女性がほとんどであった。参加
者の満足度は高く、全て「非常に参考になっ
た」と「参考になった」で占められていた（図
4-1～3）。また、質問④には毎回様々な要望が
寄せられ、講義テーマの選定において大いに
参考になった。
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図 4－2．参加者性別

図 4－1．参加者年齢

図 4－3．参加者満足度
日時

テーマ

具体的な内容
湿布薬と塗り薬の違い。内服薬の服用時の注

2018 年 10 月 11 日

鎮痛薬の使い方

2018 年 11 月 8 日

風邪・インフルエンザ対策

2018 年 12 月 6 日

睡眠

2019 年 2 月 14 日

花粉症について

2019 年 3 月 14 日

ポリファーマシーについて

2019 年 4 月 11 日

医療用医薬品と OTC 医薬品の違い

2019 年 5 月 16 日

嚥下障害

意点
風邪とは？インフルエンザとは？抗菌薬の適
正使用
睡眠薬の適正使用
花粉症対策：物理的防御（マスク、めがね等）
、
内服薬、点鼻薬、L-92 ヨーグルトの紹介
ポリファーマシーとは？多剤服用の問題点
OTC 医薬品の区分、OTC 医薬品で対応できる病
気、出来ない病気。
嚥下障害と誤嚥性肺炎について。嚥下障害の
チェック 15 項目の紹介。嚥下体操の紹介。
ビタミン剤、健康補助食品を購入する際の注

2019 年 6 月 13 日

ビタミン剤、健康補助食品について

意点、薬との飲み合わせ、広告に踊らされな
いための注意点
虫刺されに使う OTC 外用薬の選び方。マダニ

2019 年 7 月 4 日

虫刺され、ペットに噛まれた時の対処

に刺された時の対処法。ペットに噛まれた時
の対処法。

2019 年 8 月 22 日

全粒穀物のすすめ

全粒穀物とは？なぜすすめられているのか？

2019 年 9 月 12 日

プロバイオティクスについて

プロバイオティクスの効果について

表 1．講義テーマ一覧
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直近 1 年間で行った薬剤師の講義テーマは、表 1 の通りである。
「鎮痛薬の使い方」
、
「風邪・イ
ンフルエンザ対策」といったテーマは特にセルフメディケーションと関連が深い。これらについ
て、具体的な講義内容を紹介する。
鎮痛薬の使い方については、まず貼付剤と塗布剤の違いにつ
いて説明した。貼付剤は、効果が 24 時間程度持続するものもあ
り、1 日 1 回張り替えれば良い、という簡便さがある。半面、
貼付部位のかぶれ、肘や膝など稼働部位には貼りづらい、とい
った欠点がある。塗布剤は、かぶれの心配が少なく、稼働部位
にも使いやすい、といった利点があるが、効果の持続時間が短
く頻繁に塗布する必要がある。これらの特性を考慮し、腰や背
中などには貼付剤を使い、肘や膝、手首など頻回塗布が可能な
稼働部位には塗布剤を使う、という事を基本に考えれば良い、
とお話しした。また、内服薬については、消化管障害はよく知
られた副作用であるが、腎障害のリスクがある事についてはあ
まり知られていない。内服薬よりは外用剤を優先して使用し、
頻回に内服薬を服用しなければならない程の痛みであれば、受
診するようお話しした。また、内臓痛との鑑別も重要である。
一般的に内臓痛は体性痛と比較し、痛みは鈍く、限局せず、間
欠的であり、体動により痛みの程度が変化しない、といった特
徴がある。このような痛みを感じる場合は、直ちに受診するよ
うお話しした。近年、鎮痛薬は、医師から処方されるものと同
図5
じものが薬局でも入手可能となっている（図 5）。当社でも購入
希望者の多い商品の一つであるが、使い分けや副作用、受診の
目安など、一般の方々の理解はまだ十分とは言えない。これら
について解説した回は、参加者の満足度が非常に高かった。
次に、「風邪・インフルエンザ対策」である。高齢者の場合は、肺炎や膀胱炎を合併しやすく、
重症化のリスクも高いため、発症早期の受診は必ずしも否定されるものではない。一方で、一般
の方の 45%が風邪に抗菌薬が有効という誤った認識を持っており、抗菌薬が欲しくて受診する方
がまだ少なからずいるという現実もある
（http://amr.ncgm.go.jp/pdf/20190927_report_press.pdf）
。
講義では、抗菌薬は細菌感染症に効くものであり、風邪やインフルエンザには無効である事、
抗菌薬には蕁麻疹や下痢を始めとした副作用のリスクも常にある事、を説明した。感染対策とし
ては、うがい、手洗い、マスクなどがあるが、インフルエンザに関しては最も予防効果が高いの
はワクチンである。ワクチンの効果は、40～60%であり、必ずしも高くない。しかし毎年 1 千万人
以上の罹患者がいるので、ワクチンによって数百万人規模で発症を抑える事ができる。また、地
域におけるワクチン接種率が高い程、その地域での流行は低く抑えられるという「集団免疫」の
効果がある。ワクチンは公衆衛生上の問題として捉える必要があり、積極的に接種を検討するよ
うお話しした。
このような活動を毎月続けていくと、参加者との信頼関係がどんどん深まっていく事が感じら
れる。参加者は処方箋があれば必ず当店に持参するようになり、処方せん以外でも健康食品の相
談、体調の相談などに度々訪れるようになってくる。その結果、相手に対する理解は深まり、飲
んでいる薬や健康食品、生活スタイル、全てを把握できるようになり、様々な相談に対し、最適
な助言ができるようになってくる。まさに、国が推進している「かかりつけ薬局」、
「かかりつけ
薬剤師」の姿である。杏林堂薬局藤枝清里店での「にこにこ運動教室」は、現在も継続開催中で
ある。今後もこの活動を通じ、地域のプライマリケアの窓口として機能し、セルフメディケーシ
ョンの推進に努めていきたい。
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-受付番号(11041)
-部門名(薬剤師)
タイトル：高血圧に対してのセルフメディケーション（薬局からできる試み）
所属：株式会社杏林堂薬局
氏名： 佐藤 駿
●背景
2019 年 4 月、日本高血圧学会は 5 年ぶりの改訂となる高血圧治療ガイドライン 2019 を発表し
た。新ガイドラインでは、正常高値血圧以上の全ての者は生活習慣の修正が必要で、高リスクの
高値血圧者・高血圧者は生活習慣の修正を積極的に行い必要に応じて降圧薬治療を開始すること
が推奨された。
高血圧の有病者数は 4300 万人とされているが、治療を受けている人は 1010 万人と、4 人に 1
人のみ治療を受けている。更に、糖尿病・高脂血症治療中の患者は 300 万人であり、高血圧に比
べると少ない。また、国民医療費 40 兆円のうち 5 兆円くらいが循環器治療に充てられていると概
算できる。以上より高血圧の対策が早急の課題である。
●目的
良好な血圧コントロールには処方薬の服薬指導のみでなく、生活指導も重要である。また、ド
ラッグストアを利用する来店者は、薬や食品の購入だけでなく、アドバイスや豆知識の提供も期
待している人が多い印象がある。そのため、食品も多く取り扱っているドラッグストアの利点を
生かし、減塩食品についての取り組みを行うこととした。ここで「食塩感受性高血圧は高血圧患
者の一部に過ぎない」という意見も考えられるが、日本人の食塩摂取量は推奨されている一日量
を 60％程上回っていること、減塩は腎機能障害など他の場面でも役に立つ知識であることからテ
ーマに設定した。
また、薬剤師、管理栄養士がそれぞれの立場で専門性を活かした情報提供をすることはもちろ
ん、店内で連携し情報共有をしていくことも重要である。そのための具体的な接客方法を検討し
ていく。
●実施方法
薬剤師に協力してもらいたいことを管理栄養士に確認したところ、減塩食品が多数あることを
知って欲しいとのことであり、以下の 4 つの取り組みを行なった。
①減塩食品情報の提供
管理栄養士が作成した下
記資料について、薬剤師と
の共有・連携が十分にでき
ていなかった（図１）
。資料
を患者に配布し、感想を聞
いた。

図１．血圧が気になる方へおすすめ商品
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②減塩食品食べ比べ
患者、弊社スタッフに、減塩食品のある「ぱ
りんこ」
（図２）についてどちらが減塩かを知ら
せずに一重盲検的に試食してもらい、減塩と通
常の味の差等を以下のアンケートに回答しても
らった（図 3）
。

図2.使用した 減塩食品
減塩食品に関するアンケート調査
○ すでにお使いの減塩食品があればお教えください。
○ 食事療法に対するご自身の取り組みはどのくらいですか？

1

2

3

4

消極的

積極的

○ 減塩食品と言い切れる自信はどの程度ですか？

1

2

はっきりわかる

3

4

全く分からない

○ 味は食べやすいですか？

1

2

食べにくい

3

4

食べやすい

○ 値段はお手頃ですか？

1

2

高い

3

○ 減塩食品についての要望などあればお教えください。
（例：減塩調味料の種類を増やしてほしい）

4

安い
図3.実際に 使用した
ア ンケ ート

○ 味、値段、食塩量を考慮したうえで購入したいですか？

1
購入したくない

2

3

4
購入したい
ご回答ありがとうございました。

③醤油スプレー 体験
100 円程で購入できる醤油スプレーを体験してもらい、感想を確認した（図 4）
。

図4.醤油ス プレー
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④弊社栄養士作成資料の紹介
下記の資料を示し、感想や質問を確認した（図 5、図 6）
。

図5.おでんの 食塩量マ ッ プ

図6.ラーメンの 栄養ランキング

●結果
①：全員が減塩醤油を使っていた。減塩のつゆを使っている方が 1 名、減塩のつゆがあれば買い
たいと前から思っていた方が 1 名いた。減塩食品だけでなく、標準の食品についてもカロリーな
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ど載っていると比較しやすいとの感想があった。
②：アンケート結果を表 1、2 に示した。
選択肢\項目 積極性 自信（正答） 自信（誤答）
4
2
0
0
3
0
0
1
2
2
0
0
1
0
1
2
表1 患者に対するアンケート

味 値段 購入
1

4

3

2

0

1

1

0

0

0

0

0

選択肢\項目 積極性 自信（正答） 自信（誤答） 味 値段 購入
4
0
2
0
3
2
1
3
0
0
0
0
1
1
2
5
2
0
1
1
4
1
2
1
2
3
3
1
表2 スタッフに対するアンケート

「減塩の方が後味がさっぱりしていた」
「どちらも食べやすい」「減塩の方がなめらかな感じがし
た」「減塩の方には食塩と違う味を感じた」「まったくわからなかった。病院食のように減塩は味
気ないものだと思っていた」という感想があった。
③：醤油スプレーを知っていたのは最初に協力いただけた 1 名だけであった。
「長く使っていると
詰まりやすい」という長年使ってわかる使用感について教えてくださった。以降の患者には醤油
スプレーの存在を周知するだけではなく詰まりやすいという欠点を伝え、少量ずつ充填し、継ぎ
足すのではなくこまめに洗浄するよう助言することができた。2 名の方が購入意思を示した。
④：「醤油ラーメンの食塩量が他より少ないと聞いたことがあった」「さつま揚げは煮物などにも
使うが、意外と食塩量が多かった」という感想があった。
●考察
減塩食品の試食を通して、調味料以外のものに触れてもらうことができた。自信満々だが減塩
を見抜けなかった方も多く、インパクトを与えることができたように思う。ただ、もともと間食
をしない患者さんには試食を断られたり、甘い菓子のみ食べている方だと味が食べやすくても購
入にはつながらないということもあった。もっと試食の選択肢を増やし、
「置き換え」を意識して
もらえると、より相関の高いデータが得られたと思う。減塩スプレーに関しては、実際に長期間
使っていただいた上で分かる感想が得られた。
想定していたより患者さんの反応がよく、特に新患の方からはとても喜ばれたため、それだけ
でも取り組んだ価値があった。限られた服薬指導の時間で確認できる食事療法への取り組みの確
認にはある程度限界があるが、資料など用意することでお互いがメリットを感じながら情報交換
ができた。
●総括
今回、調剤室を利用した来店者を中心にアンケート等を実施したが、薬の服用だけでなく食事
にも徹底的にこだわっている人は比較的少なく、薬剤師や管理栄養士からのアドバイスや資料で
満足した人が多かった。薬局ということで患者は薬剤師には比較的相談しやすいが、管理栄養士
とは接点が少なく、相談をしたくても声をかけづらいと考えられる。一度情報提供の場を設ける
ことで、相談する敷居を下げることもできる。また、管理栄養士との相談時に薬の話が出てきた
場合は、薬剤師に相談するという双方的な関係が構築できれば薬局利用者の満足度も大きく、適
切な高血圧治療や予防に貢献できると考えられる。
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-受付番号(11053)
-部門名(薬剤師)
タイトル：店舗改装によるセルフメディケーション提供機能の改善～3 年目薬剤師の薬局作り～
所属：株式会社龍生堂本店
氏名：宇佐美 創
背景
現在、国内に薬局が 6 万存在する。しかし薬局の乱立により 2040 年には 2 万 4 千程度まで減少
し薬剤師の給与も 2 割減るという試算が出ている。これは時代に合わせられない薬局は淘汰され
ることを意味する。薬局は病院の隣に存在するだけの薬局から、人々に必要と認知され求められ
る薬局に進化しなくてはいけない。その進化の一つがセルフメディケーション供給基地としての
機能だ。健康寿命の延伸、医療費抑制を目的としてセルフメディケーションが官民で推進されて
いる。セルフメディケーション実現のためには国民の意識・動機付けにより市場の拡大を図り、
サービスをどこでも受けられるようにすることが必要と平成 25 年に閣議決定された日本再興戦
略で指摘されている。また自身の健康に興味・関心を持つようにするという国民の意識改革だけ
でなく、どこでもセルフメディケーションに関するサービスを受けられるようにするという点で
薬局やドラッグストアにも改革が求められている。薬剤師はセルフメディケーションを積極的に
推進できるようにならなくてはならないし、セルフメディケーションを供給する店舗や会社もセ
ルフメディケーション供給基地としての対応、機能向上が求められる。
しかし現状セルフメディケーション実践率は低い。日本一般用医薬品連合会が発表した「「セル
フメディケーション税制」の認知・利用意向に関する第４回生活者意識調査」の「セルフメディ
ケーションに関する意識や行動」によると OTC で病気を早めに治そうとする人が 12.6%、薬局や
ドラッグストアで相談する人が 7.8％であった。(Fig.1)あらかじめ病気にならないように予防す
るよりも、病気になってから受診すればいいや思考が主流を占め、セルフメディケーションの意
識向上は発展途上だ。
またセルフメディケーションの供給者側も十分に準備ができているとはいいがたい。厚生労働
省発表の「患者のための薬局ビジョン実現のための実態調査報告」によると要指導医薬品、健康
食品の取り扱いを全くしていない薬局が大半を占め、一般用医薬品も取り扱い品目数 100 品目以
上の店舗が 20.8％なのに対し 10 品目未満の店舗が 30％を占め二極化が示唆された。(Fig.2-5)
また同報告の「薬局が患者からの相談を受けやすくする工夫に関する調査」を参照してもパテー
ションや椅子の設置などが大半を占め(Fig.6)、処方箋がなくても相談しに薬局に入りやすくする
工夫や相談の敷居を下げて相談の中身を厚くするための工夫が見受けられなかった。
Fig.1
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Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.5

Fig.6

目的
私の勤務する龍生堂薬局桜が丘店は調剤併設型ドラッグストアである。そのため健康食品、一
般用医薬品を幅広く取り揃えておりセルフメディケーション供給基地としての潜在的ポテンシャ
ルは高い。しかし日々の多忙な業務に追われ積極的な相談・提案・指導が困難で、また来局する
患者さんたちも待ち時間の長さや店内の混雑のため相談を申し出にくい傾向がある。
今年 8 月に当店に来局された患者様にアンケートを行ったところ自身の病気や薬について相談
したいと回答する方が多数いた。(Fig.7)また昨年 8 月に当店で実施したアンケートでも疲労や睡
眠不足、お腹の不調といった具体的な健康不安が挙がっている。(Fig.8)潜在的なセルフメディケ
ーションの相談ニーズがあるが受け入れる薬局の体制が整っていないのが当店の課題である。
「患者のための薬局ビジョン実現のための実態調査報告」の「薬局・薬剤師にしてほしいこと
によると「薬局に気軽に入ることができ、薬以外のこと（健康、食品、生活など）について相談
できるようにしてほしい」(=セルフメディケーションの相談の希望)という項目が 19.9%を占めて
いた。(Fig.9)これは一見少ない割合だが、処方薬に対する説明や時間外対応といった投薬に関連
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する項目以外ではトップであった。今後、薬局に求められる要素の一つとして気軽に入りって相
談しやすくセルフメディケーションの提供を受けることができる薬局であることが示唆されてい
る。
龍生堂薬局桜が丘店は今年 4 月に大改装を行い、店内の環境、居心地を改善した。(Fig.10) こ
の改装の機会を活用し相談ニーズはあるのに薬局側の受け入れ態勢が整っていない状態の改善を
試みた。
Fig.7

Fig.8

介護

家族の病気

家族の薬

自身の病気

自身の薬

病院選び

栄養や食事

他でもらった薬

その他

便秘

Fig.9
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方法
これまで当店の設備は老朽化して待時間の苦痛が大きく、待時間のクレームも頻繁に来ていた。
処方箋なしで来局されて相談を希望される方も少なく、殆どが常連客で当店の一部ファンしかい
ない状態であった。
今回の改装を通して気軽に立ち寄っ
て相談しやすい店舗への転換を図った。
改装では全体的な内装を明るく清潔感
のあるものにし、席の改善やテレビや
コーヒーお茶を出せるドリンクサーバ
ーの設置を行った。投薬台も奥に座席
のあるプライバシーに配慮したものを
2 か所用意した。門も改善し処方箋受
付を明示し薬剤師がいることを外に主
張するようにした。(Fig.11)
店舗改装により店内の業務手順を改
善し調剤前確認を充実した。調剤前確
認をしっかり行うことで投薬段階にお
ける会話で指導・相談・提案に時間を
割くことを試みた。
Fig.11
結果
改装後アンケートを実施し患者様の目線で店舗の環境の改善を評価していただいた。改装に対
する患者様の印象は良く(Fig.12)、
特に雰囲気の改善や照明が高く評価された。(Fig.13)(Fig.14)
また具体的な記述として「待ち時間の苦痛が減ってゆったりできる」、「薬剤師が親切で以前より
も話しやすくなった」といったコメントをいただくことができた。今回の改装を通して「気軽に
入りやすい薬局」という課題の達成に近づきつつあると考えられる。
また改装で受付カウンターの整備(Fig.15)や従業員の調剤前確認に対する意識改革を行い、投
薬段階で主訴や残薬確認が終わっている状態を作り、投薬の時間を指導・相談・提案に多く使え
るようにした。厚くした指導・相談・提案の時間に積極的に生活指導、患者様からの健康食品等
の相談や提案、運動についての相談などを行った。
Fig.12
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Fig.13

Fig.14

考察
雰囲気、居心地の改善による直接的な相談件数向上、患者様のセルフメディケーションに対す
る貢献度を図ることは難しい。そこで相談、提案、指導、すなわち薬歴の P に相当する部分を充
実させることについて、投薬の時間配分の変化から評価を行った。弊社では投薬段階以前に主訴
や残薬調整の確認を終えて、投薬時の指導の時間をする方針でいる。主訴や残薬の確認を受付段
階でなるべく済ませることが相談、提案、指導の充実につながる。改装後、半分程度患者様につ
いて投薬前に主訴の確認を終えることを目標とし各薬剤師で個人差はあるが実現に近づきつつあ
る。
厚くなった指導の具体例はインフルエンザシーズンの予防接種注意喚起や食事指導である。ま
た相談では患者様から使用中のサプリメントや健康食品と服薬中の医薬品との併用薬の相性の確
認や継続の是非の相談が増えつつある。具体例としてこれまでずっとルーチン処方で投薬の会話
も厚くなかった人から「今相談しても大丈夫？」と依頼され飲んでいる黒酢ニンニクサプリとク
ロピドグレルの併用が安全かどうかそもそもどういった薬効を期待できるのかという相談を受け
ることが出来た。この例では患者様に血行を良くするという概念を明確に理解していただき、イ
ンフルエンザ予防を兼ねて黒酢ニンニクを継続するという結果に行き着いた。今後もより投薬時
の相談に力を入れていく。
またこの活動の目に見える結果の一つとして推売に力を注げるようになった。相談を手厚くす
ることで患者様の体質の悩みに耳を傾けやすくなり、結果として健康食品などのニーズを発掘し
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提案できるようになり、推売へとつながった。具体例として当店が推売している滋養強壮剤キヨ
ーレオピンがある。これまで妊婦さん、授乳婦が主な試飲の声掛け対象だった。それを仕事で異
動をした悩み相談を通して声掛けや、受験生がいるとわかった母親などに紹介し、提案対象の幅
を広げることができた。結果、今年の 9 月のキヨーレオピン売り上げ件数が５件だったところ、
10 月には 9 件に増やすことに成功した。今後も疲労以外の相談ニーズを発掘し、提案の幅を他の
商品にも広げ患者様のセルフメディケーション推進に貢献していく。
【引用文献】
ドラッグストアの果たす社会的役割
https://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/self_medichation/pdf/002_s01_00.pdf
「セルフメディケーション税制」の認知利用意向に関する第４回生活者意識調査
https://www.jfsmi.jp/pdf/20181009_1.pdf
薬剤師の将来ビジョン
https://www.nichiyaku.or.jp/assets/pdf/vision.pdf
薬局を選ぶ理由・薬局に求める物
https://www.tsuruha-hd.co.jp/pharmacist/society/pdf/2017_04_03.pdf
薬局における一般用医薬品の販売状況調査
https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/51940.pdf
患者のための薬局ビジョン実現のための実態調査報告
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/actionplan02.
pdf
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-受付番号(11072)
-部門名(薬剤師)
タイトル：健康サポート薬局より身近な健康サポートドラッグストア作り
所属：マツモトキヨシ HD
氏名：栗原 啓太(リーダー)、大越 佳奈、小林 由香、
内堀 友生佳、永井 季桜、戸ノ岡 京介
・健康サポート薬局とは？
健康サポート薬局とは、厚生労働大臣が定める一定基準を満たしている薬局として、かかりつ
け薬剤師・薬局の機能に加えて、市販薬や健康食品に関することはもちろん、介護や食事・栄養
摂取に関することまで気軽に相談できる薬局のこと。皆さんの健康をより幅広く、積極的にサポ
ートします。
・基準とは？
「健康サポート薬局」の要件のなかで重要視とされているものの一つが「健康サポート薬局に常
駐する薬剤師の資質の確保」です。つまり、健康サポート薬局に関する研修を終了した一定の実
務経験（５年以上）のある薬剤師の常駐が必要となります。研修は以下のような「技能習得型研
修」と「知識習得型研修」の合計 30 時間で構成されており、現在では、日本薬剤師会、NPhA な
どの団体で実施されています。
・認知度は？
健康サポート薬局についての認知度は 2018 年 11 月日本薬剤師会の調査の結果、
「92%知らない」
という結果に至り、使いたい人は 52%という結果でした。(図 1 参照)
健康サポート薬局がどういったことをしているか知らない人が大多数ですが、そういったサー
ビスは利用したいという人が多いのが現状ですので、認知度向上の先駆けとしてドラッグストア
にて健康サポート薬局に近いサービスを始めることも重要なのではないかと考えられます。
参考(https://www.nichiyaku.or.jp/assets/uploads/pr-activity/PressRelease_20181129.pdf)
現在、全国の薬局の店舗数は 2016 年時点で 5 万 8678 カ所となっており、この中で健康サポート
薬局の全国届出数は令和元年 9 月 30 日時点で 1,567 件と非常に少ないのが現状です。(図 2 参照)
実際に栃木県の薬局を対象にした調査によると、健康サポート薬局の取得を希望していても許可
を満たせずに認定を受けられない項目として下記が挙げられます。
・在宅業務の実施
・要指導医薬品の供給、助言体制の確保
・他職種との連携
さらに、健康サポート薬局に関する研修を終了した一定の実務経験(5 年以上)のある薬剤師の常
駐が必要な点や、30 時間にも及ぶ技能と知識の習得が必須である点などが許可要件を満たすこと
を困難にしていると考えられます。
このように健康サポート薬局の認定基準はとても厳しいことが分かる。結果的に健康サポート薬
局の件数は全国で 1600 件弱に留まり、認知度が低いのが現状です。
これでは、認知度向上やサービスを提供するのにも支障があると考えられます。
そこで私たちは、健康サポートドラッグストアを提案します。
そこで、全国のドラッグストアにおいて、健康サポート薬局に近いサービスを無償で提供するこ
とで、認知度向上やお客様兼、患者様の QOL の向上に寄与できるのではないかと考えます。
この健康サポートドラッグストアは、健康サポート薬局に準じ認定基準が緩和され、より多くの
人にサービスを提供できるような施設であります。
そこで、考え得る具体例をいくつか挙げていきます。
・健康サポート薬局において行なっている主なサービス
◎24 時間電話対応
→お客様情報管理や薬剤師数の問題もあるため、営業時間延長やお薬相談窓口を設け、仕事帰り
の方も利用できる時間まで開くようにする。
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◎要指導医薬品や一般用医薬品を利用している方へ必要時の受診勧奨
→ドラッグストアにおいては薬局よりも相談されやすい事項であります。実現するにあたっては
市販薬と処方箋薬両方の知識を深めた薬剤師が常駐しており、また、薬局業務のみに従事せず、
相談にも乗れる様なゆとりある従業員管理を徹底することが重要であると考えられます。
現状では、
調剤薬局併設ドラッグストアは存在しますが、業務が分け隔てられている店舗も多く、
業務形態を活かせていない店舗が目立ちます。これを改善することで、健康サポート薬局の認知
度向上にもつながると考えられます。
◎介護用品(大人用おむつ)
→高齢者のお客様ご本人に限らず、ご家族の方にも目的別にわかりやすく棚作りを行い、利用さ
れる方に最適な選び方をスタッフが提供できる売り場作りを行うにあたり、フローチャート等を
用いる事で実現可能と考えられます。
◎健康食品、ダイエット相談
→健康食品に関しては服用される薬との相互作用が昨今問題となっております。そこで、医薬品
販売時に限らず、例えば納豆酵素のサプリメントをお買い上げされようとしている方には血液を
サラサラにする薬(ワーファリン)を飲まれていないか確認します。そうすることで、処方箋薬の
効能効果を低減するリスクを未然に防ぐ事ができるのです。
ダイエット相談としては、運動療法に限らず 3 大栄養素をマクロ栄養管理法を用いてお客様に簡
潔に説明することも薬剤師には可能なので、サプリメントのみに頼ったダイエットを行おうとし
ているお客様への助けも可能であると考えられます。
◎禁煙支援
→禁煙補助薬をただ販売するのは誰にでも出来てしまうことですが、タバコの依存性をよく理解
している薬剤師の観点から継続の購入であれば続けて禁煙出来ている現状を祝福する事で、お客
様の禁煙に対するモチベーションを上昇させる事が可能であると考えられます。
◎開店時間の長さ
→基本的に年中無休であるドラッグストアにおいては土日祝も対人対応可能であり、緊急性を要
する夜中の電話相談は救急が担うため、開店時間の長時間化によって業務時間が遅くなるお客様
にも日常的な薬に関する相談を対面で可能にする事が最大多数のお客様の悩みを解消できると考
えられます。また、電話等による 24 時間対応は売場にいる薬剤師の経験的に難しいため、推奨は
出来ないと考えられます。
◎健康保持に関するポスター掲示、配布
→例えば、青汁とかビタミン剤など購入頻度が高いものとの相互作用、注意点等を分かりやすく
掲示
◎プライバシーに配慮した相談窓口
→特に排卵日予測検査薬では、オープンなスペースで説明をされるのを気にされるお客様は少な
くありません。そこで、レジの一つに仕切りをつけるだけでも簡易的な相談窓口にすることが可
能で、デリケートなお客様でも購入へのハードルが少しでも下げる事が可能になると考えられま
す。
現実的に考えて実現が難しそうなこと
・24 時間対応
→上記に記した通り、ドラッグストアに常駐している薬剤師の知識不足も懸念される為、救急性
の高い相談には対応が難しいと考えられます。
・お薬手帳の活用、薬歴の管理
→調剤経験の豊富な薬剤師の常駐が必ずしも可能とは限らないため、難しいと考えられます。
・医療機関との連携
→現段階では、ドラッグストアとの連携を推進している病院やクリニックがほとんど存在しなく、
健康サポートドラッグストアとしての活動を現実にしてからの推進が現実的であると考えられま
す。
新しく実行してみようと考えている項目
・ポイントカードの購入履歴を活用したお薬手帳もどき
→同じ効能効果のお薬を短期間でいくつもご購入されているお客様に対して、一般用医薬品での
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セルフメディケーションが難しい疾病の早期発見に活かせると考えられました。
・レシートからお薬の注意項目
→レシートにはよくクーポンなどが出てきますが、それを販売した薬の注意事項にリンクさせる
事で、購入直後にパッケージを開けなくても目に飛び込んでくるため、ドラッグストアから退店
される前に相談が可能になる可能性を少しでもあげられればと考えました。
総評
薬局では既に健康を損ねている患者さんが主に来客しますが、ドラッグストアは赤ちゃんからお
年寄りまで健康な様々な人が訪れます。
そのため、
病気の予防や健康を保持、
軽い疾病の治療など多方面から健康寿命の延伸が望めます。
このようにして健康サポートドラッグストアでは健康サポート薬局と共に、お客様の健康生活を
幅広い知識でサポートしていきたいと考えております。
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-受付番号(12003)
タイトル：薬剤師退職後の医薬品販売について

-部門名(登録販売者)
所属：株式会社ユタカファーマシー
氏名： 近藤 美沙

「資格は一生もの」と言われているが、企業に勤める者はいずれ定年退職しなくてはならない。
私が勤務するドラッグユタカ大垣南店でも昨年 4 月に薬剤師が定年を迎え、薬剤師不在店舗にな
った。
薬剤師不在による影響はお客様だけではなく当店の登録販売者にも及んでいた。全員能力には長
けているものの、医薬品販売は薬剤師が主体となり行っていた。
当店は近隣に大きな総合病院があり、通院患者が来店されることもある。その際に、服薬してい
る薬と一緒に飲める風邪薬を探される方、医療用医薬品と同等の効果をもつ医薬品を探される方
など様々な要望を聞かなくてはならない。今までは隣にいる薬剤師に相談すればすぐに解決した
が、現在は自分たちで調べお客様にお伝えしているが時間がかかりお客様を待たせてしまう為、
お客様の中には不満を抱く方も少なからず存在した。その事実に従業員は不安を覚え、医薬品販
売に消極的な感情を持ち始めてしまった。
そこで私は、そのような不安材料を少しでも減らし積極的に医薬品のご案内ができるようにな
れればとの思いで次の３点の取り組みをした。
【その１】 勉強会とロールプレイングの実施
登録販売者向けに研修で得た知識を簡易的にまとめた
物を作成した。
さらに、口頭説明で紹介のポイントを３点ほどにまとめ
て伝えた。知識が入りやすいように少人数での勉強会を
複数回行った結果、
「気軽に質問できるようになった」
「話
がきちんと理解できた」という声をもらうことができ、
さらに、医薬品販売に自信を持ってお客様に勧める事が
できたと嬉しそうに話す姿を見ることが出来た。
また、ロールプレイングでは勉強会で教えた内容をテ
ーマとすることで、知識の固定化を行い、実践でもすぐ
に活用できるようにした。
終了後にアドバイスを入れる事により、第三者の目から見た自身の接客話法を知ることが出来る
為、話術のスキルアップもできた。
経験の浅い登録販売者には医薬品販売に慣れてもらう為、簡易的な内容でまとめた物を作成し
毎礼時指導と確認を行うよう努めた。ロールプレイングでは声掛けや試飲会を想定したものを行
う事により、簡易的な医薬品の紹介ができるようになった。
すると、全員が声掛けや試飲会時に一言添えられるようになり医薬品を勧める事に対し前向きに
取り組めるようになってきた。

今年、当店では登録販売者取得を目指している従業員がいる為、資格取得できるようサポート
する事と、登録販売者全員が自信をもって対応できる様に指導していくことが課題だ。
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【その２】 医薬品飲み合わせメモの作成
店舗を代表する登録販売者として他の登録
販売者に何か出来る事があるのだろうかと思
い私は「医薬品販売について困っている事」
のアンケートを取った。
その中に「薬の飲み合わせがわからない。」と
いう意見があった。はじめにも述べたが、近
隣に大きな総合病院があり通院患者が多く来
店される。その時に多く聞かれるのは「自身
が飲んでいる薬と市販薬は一緒に飲んでも大
丈夫か？」という内容だ。重篤な症状の方は
担当医との相談を勧めるが、症状を薬でコン
トロールできる高血圧や糖尿病患者等は「医
者に言うまでもない」と当店を利用される事
が多い。そのような方へ医薬品を勧める事に
不安があるという。
そこで私は右のような医薬品飲み合わせメモを作成した。
医薬品接客時によく問い合わせのある物から医薬品と飲み物の組み合わせまで誰が見てもわかり
やすく、簡潔に記載した。
飲み合わせメモ作成後数日で結果は出た。１人の登録販売者が私に「あの表のおかげで高血圧の
お客様に風邪薬のご案内ができました！」と嬉しそうに報告してくれた。
その後も今まで調べるのに時間がかかった飲み合わせに関する問い合わせもスムーズに対応でき
るようになり、医薬品販売に対する不安や苦手意識が改善されてきている様だ。今後も定期的に
医薬品販売についてのアンケートを取り、不安解消の手伝いが出来る様努めていきたい。
【その３】 セルフでも売れる売場作成
薬剤師不在になり、ヘルスコーナーの常駐が減る事によりお客様へ医薬品のご案内が以前より
できなくなった。
常駐時間が減った事によりお客様に声を掛ける時間も減少した為、お客様が選びやすい環境を整
える必要があった。
そこで私は「誰が見ても分かる売場」を作成しようと考え行った取り組みを紹介する。
① 低年齢層でも使用できる商品を示す POP の取り付け
② 問合せの多い商品をレジ付近に目立つよう設置
③ 手書き POP 作成
特に②はお客様からの評判も良い為、これからも継続していく。POP での年齢表示や、手書き POP
も簡易的ではあるが、設置するだけでお客様の目にとまり興味をもつためセルフで売れる売場作
成には無くてはならないツールである。
今後もこれらの取り組みを継続すると共に、新たな方法を考え取り組む。
以上 3 点が登録販売者の医薬品販売に対し、積極的になってもらえるよう行動した内容だ。
未だ成功とはいえないが、大事なことは登録販売者一人一人の医薬品販売へのモチベーションの
上昇である。薬剤師退職から始まり競合店のオープン等も重なり思うような結果が出ずに皆が悔
しい思いをしてきた。しかし、そこで腐る事無く「どのようにすれば医薬品が売れるのか」考え、
行動していき少しずつではあるが結果が出始めているのを感じる。
医薬品販売に不安を感じていた登録販売者達は少しずつ自信を取り戻し、ヘルスコーナーではい
きいきと接客する姿が見られるようになった。この光景だけでも大きな成果を上げる事ができた
と感じている。
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以前は登録販売者として先頭に立ち医薬品販売をしなくてはならない。店舗の誰よりも販売し
なくてはならないと思い、行動してきたが今後は、自身のスキル等を伝え登録販売者全員で自信
をもって医薬品販売ができる店舗にしていきたい。私たちドラッグユタカ大垣南店は一丸となり、
これからも考動・行動していく。
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-受付番号(12025)
-部門名(登録販売者)
タイトル： 「オコマリゴト」解決によるおもてなし
所属：ココカラファインヘルスケア 桜木店
氏名：
藤原 将人
Ⅰ.概要
Ⅰ-A ココカラファイン桜木店
豊川稲荷の観光客でにぎわう愛知県豊川市。当店はその郊外に位置し、450 坪の大型店舗で食品・
化粧品・医薬品・雑貨 豊富な品揃えでお客様のライフラインの一端を担うべく、「change＆
challenge⇒chance」をモットーに 社員 5 名・パートナーアルバイト 15 名でお客様が喜ばれる
お店を目指し日々奮闘しています。

Ⅰ-B 現状分析と課題抽出
日本一のドラッグストア激戦区といわれる東海地方では、ドラッグストア各社が食品の充実や
営業時間延長など利便性の強化を進めている。当店でもラインロビングによる利便性の強化を行
ってきたが、最近大切な何かが忘れられていくようなものを感じている。それは、
「セルフメディ
ケーション」という我々の使命。利便性をどれだけ高めたとしても、体調や未病対策などお客様
が個々に抱える「オコマリゴト」解決をせずして、ドラッグストアのもっとも重要な役割は果た
せないといえる。店舗スタッフ全員がこの「オコマリゴト」解決の重要性を再認識し、利便性だ
けでなく地域のお客様の役に立てるお店になる必要がある。それはまさに当社のコーポレートス
ローガン「おもてなし NO.1 になる」を実践することにある。そこで、店舗全体として地域のお客
様の「オコマリゴト」解決強化に取り組む。
Ⅱ. 「オコマリゴト」解決への取組・結果および考察
Ⅱ-A 取組
当店に来店されるお客様、そのご家族には何らかのお悩みがあるはずである。その中でも健康
に対するお悩みは大きいと思われる。当店の医薬品売上昨年対比と店舗売上昨年対比には約 3％
の乖離がある。このことから約 3％のお客様は潜在的に何らかのお悩みがあったとしても、当店
で医薬品を「買わない」もしくは「買えない」のいずれかであると仮定し、
「健康に対するオコマ
リゴト」を解決するという視点で医薬品を「買わない」・「買えない」お客様に対してアプローチ
検討した。この取り組みがお客様のお役に立てたか否かの検証は、医薬品売上を参考とし判断す
ることとした。
Ⅱ-B 取組方法
＜当店で医薬品を「買わない」・「買えない」お客様へのアプローチ＞
まず初めに、当店で医薬品を「買わない」お客様には、当店の医薬品売り場が「見えにくい」
「入
りにくい」ことが 1 つの要因となっているのではないかと考えた。
そこで、売場を見た際にご自身の潜在的な「オコマリゴト」に気づき、その解決に導く商品を見
つけることができる売場になっているかという視点で、医薬品売り場の改善を行った。
【改善を行ったポイント】
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① 医薬品定番がプロモーションにより見えにくくなることを避け、医薬品売場全体の視認性を
向上させる（図 1）
② 相談カウンター周りに商品や掲示物等があり、スタッフに相談できる場所という認識を与え
づらくなっていたため整理を行い、安心してゆっくり相談できる場所する（図 2）
③ 通路幅に圧迫感があり、じっくり医薬品を選びにくい環境があったため、レイアウトを変更
することで回りを気にせず、医薬品をゆっくり選べる売場へとする。（図 3-1、2）
④ドリンク剤プロモーションをドリンク剤、保健薬定番で挟むことで、お客様に気づきを与え、
関連商品を連想しやすく配置した。
（図 4）
⑤お客様が欲しい商品を探しやすくや潜在的に必要としている商品に気づくきっかけとするため、
医薬品定番売場上段にアイキャッチとなる有名商品のパネルを貼り、さらに大きな文字の POP
で商品特徴をアピールした。
（図 5）

（図 1）赤丸が医薬品売場 客導線からでは
プロモーションが邪魔し見えない

（図 2）

(図 3-1)

(図 3-2)
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(図 4-1) 変更前

(図 4-2)変更後

(図 5)
また、医薬品を「買えない」お客様に対して、「相談しにくい環境」も要因として考えられる。
店舗でお客様が安心して医薬品を買うためには、資格者からのアドバイスが不可欠である。しか
し、2009 年の法改正後、当店では無資格者は自身では医薬品の相談対応が完結できないことを理
由に、完全に医薬品の接客から遠ざかってしまっていた。しかし、相談対応を行う有資格者は、
医薬品コーナーに常にいるわけではなく、他の部門を担当している者も多いため、お客様が相談
したいと思ったときにすぐに相談ができない状況も改善が必要であった。お客様の相談しやすい
環境を整えるには、全スタッフでお客様をもてなす環境整備が必要であると考え、店舗スタッフ
全員参加の「お薬声掛けコンクール」を企画した。無資格者がお悩みのお客様に気づいたときに、
まずは自分からお客様のお話を伺い、その後有資格者へバトンタッチする仕組みを作った。接客・
バトンタッチをしたら、グラフに書き込む。「見える可」をし、進捗状況を共有した。（図 5）今
まで自分では対応できないからと「オコマリゴト」を抱えていそうなお客様が近くにいても、な
かなかお声掛けができていなかった無資格のスタッフも、積極的にお客様と会話をし、
「オコマリ
ゴト」解決の一翼を担うことができるのだという意識改革にもつなげることとができたと感じて
いる。
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（図 5）
Ⅱ-C 結果
レイアウト変更した売場では、お客様の回遊性が目に見えてよくなり、明らかに医薬品コーナ
ーのお客様数が増加した。また、
「オコマリゴト」解決に欠かせないと考えた接客頻度も向上し、
「お薬声掛けコンクール」の結果は、通常月の 3 倍にのぼる 900 人の接客に成功した。このコン
クールにより無資格の店舗スタッフも声掛けをしたお客様を的確に資格者へつなぐことができ、
自分自身も「オコマリゴト」の解決に貢献でき、地域のお客様のセルフメディケーションの一翼
をになえることを実感できる結果となった。
改善の指標とした店舗総売上と医薬品売上の乖離も改善したことから、
「健康に対するオコマリゴ
ト」解決がお客様の役に立ったと結論付ける。
Ⅱ-D 考察
お客様の「健康に対するオコマリゴト」解決を軸に、売場変更と接客を行い、一定の効果を得
た。
見やすい売場にはお客様が集まり、そこには「オコマリゴト」も集まる。
「オコマリゴト」解決の
お手伝いをすることは、お客様の信頼を得ることになる。信頼はお買物という形で評価された。
Ⅲ. 総論
ドラッグストアにおいて接客や POP、陳列等の訴求を通して健康推進に役立ったと感じる人の割
合は 50％程度だといわれている。しかしそれは残りの 50％のお客様の悩みは潜在化しており、
我々のアプローチなくしては顕在化しないことも意味する。オコマリゴトの顕在化とその解決が
できれば、地域の方のセルフメディケーションの推進につながり、社会への貢献につながる。こ
れこそがドラッグストアとしての使命であると考える。
店舗として今回の取組は非常に大きな成功と言える。それは接客後のお客様の「ありがとう」
という言葉にスタッフが喜び、さらに「オコマリゴト」を解決し、
「お客様の役に立ちたい、お手
伝いしたい」と強く願う者の集団に店舗スタッフが成長したことためである。お客様からの感謝
の声は、我々にさらに力を与えてくれる。今後もより多くのお客様・スタッフが住み慣れた町で
いつまでも健康で楽しく暮らしていくことができるよう、さらなるセルフメディケーションを推
進に貢献していきたい。
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-受付番号(12029)
タイトル：美しくなれる「居場所」を目指して

-部門名(登録販売者)
所属：ウエルシア薬局（株）
氏名： 藤原 正樹

奈良県の中央部に立地するウエルシア橿原中曽司店は、奈良県では初の「ウエルカフェ」併設
店舗として、2018 年 5 月に橿原市にオープンしました。
「ウエルカフェ」とは、地域活動のサポートや地域の方々のためにご利用頂くスペースとしてウ
エルシア薬局が取り組んでいるものです。新しい地域への出店でもあり、
「ウエルシア橿原中曽司
店で、ウエルシアファンをつくる！」という定性目標を掲げ、その熱い「想い」は、言葉で言い
表さなくてもスタッフ全員の表情や行動から、誰もが感じ取る事が出来ました。ところが、地域
に知られていないウエルシアは、地域からの支持は薄く、想像以上に静まりかえる店内の状況が
何日も何ヶ月も続き、初めて地域競合店の脅威と、圧倒的な認知度の差を知り、苦戦する日々が
続いておりました。そのような状況から、もっと地域に貢献しウエルシアを知ってもらいたいと
思い、競合店との差別化を図る為に取り組んだのが、ウエルカフェを活用した「お客様を今より
ももっとキレイに！」という「想い」を込めて実施した「美セミナー」でした。
「美セミナー」は、当店ビューティアドバイザーが、スキン
ケアからメイクアップまで、お客様の肌悩みやお化粧のお悩
み・ご要望・ご相談にお応えしながら、キレイになって頂こう
というコンセプトのセミナー企画です。
第 1 回目は 2018 年 8 月に開催し、初回参加のお客様数は 6
名でした。セミナー内容はシンプルながら、スタッフによるお
客様に寄り添った対応に非常に喜んで頂き、楽しんで頂いてい
る様子が見受けられました。後日、参加されたお客様より、
「次
はいつやるの？」
「また参加したい！」などのお声を多く頂き、
初めて地域の方々からウエルシアを必要とされたように感じま
した。
これを機に、2018 年 12 月から年間を通して開催できるよう
「季節にマッチした肌悩み」をテーマといたしました。
「乾燥に
負けない保湿スキンケア」や、
「花粉ブロック講座」、
「日焼け対
策講座」等のテーマで、毎月第 1 月曜日に美セミナーを実施し
ております。

▲告知用ポスター

最初は 2 名だったビューティアドバイザ
ーを 1 名増員し、計 3 名、その他登録販売
者 2 名、一般スタッフ 6 名、エリア店長、
化粧品地区長にも参加協力してもらい、更
に専門的なサービスをお客様に届ける事が
出来ております。
また、3 ヶ月毎にメーカー様より、美セ
ミナーの講師をお招きし、より本格的な肌
トラブルやメイク術のアドバイスを提供し
ております。
▲お客様に親身にお応えする美セミナーの様子。
お客様には、ただセミナーの内容に喜
んで頂いているだけでなく、お客様同士
やスタッフとのコミュニケーションにも大変ご満足いただいております。セミナー内でのお化粧
品に関する簡単なクイズの時間では、お客様同士でクイズでの内容を元に実際に商品の効果を体
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感していただき、それが共感に繋がり、盛り上がり、非常に楽しい時間と空間になっております。
お客様一人一人に親身に向き合うことで、お客様とスタッフとの間に信頼関係を築くことがで
き、
「○○さんに勧めてもらったものがすごく良かった」
「もっと教えてもらいたい！」と、
「美セ
ミナー」がない日でもスタッフに会いに当店へ来店するお客様も多くいらっしゃいます。
お化粧に関することだけでなく、薬やそれ以外の相談もできると、非常に喜ばれております。
毎月欠かさず参加されているお客様も多く、中にはこの「美セミナー」への参加をきっかけに
意気投合し、交友関係となられ、ウエルシアはお買い物の場としてはもちろん、地域のコミュニ
ティーの場ともなっております。
知り合ったお客様同士で他の場所へ出掛けるなど、いつも一緒に過ごされるようになったとい
う方もおられ、今まであまり興味の無かったお化粧やスキンケアも最近するようになった、外出
する事がほとんど無かったけれど、○○さんとよく出掛けるようになった等、美容に関してだけ
でなく、健康面や生活面など様々な場面でも喜ばれております。このように、お化粧に関するア
ドバイスを受けに来るだけでなく、その場での交流を目的とした参加者も増えてきており、いつ
も参加され顔見知りになったお客様は、
「また、次の美セミナーでね！」と次回の参加を楽しみに
お帰りになります。

▲美セミナーを通じて交友

▲次回の再会を約束されるお客様同士。

関係となったお客様。

ウエルシア橿原中曽司店がオープンし、約 1 年半が経過しました。お客様の数も月を追うごと
に増加して来ており、初回参加者数 6 名に対し、現在では 20 名程にまで増加しております。たく
さんのお客様よりご好評頂き、必要とされるイベントとして認知されてきております。地域のお
客様のために始めた「美セミナー」は、お客様のみならず、スタッフ同士の信頼関係も強まりま
した。ウエルカフェイベント以外においても、スタッフがより商品に興味を持ち始め、スタッフ
同士で連携し合い、お客様に寄り添った対応に繋がっております。こうした一つ一つのスタッフ
の「想い」から、一人でも多くのお客様にウエルシアを選んで頂き、地域にとってウエルシアが
「居場所」のような存在になれるよう、これからも地域に貢献したいと考えております。
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-受付番号(13031)
-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： (株)丸大サクラヰ薬局
氏名：坂下 裕子
私はハッピードラッグに勤め 6 年目、登録販売者の資格を取り医薬品担当者になって 4 年目に
なります。私の勤めている青森階上店は青森県の太平洋側に位置し、八戸市街地から少し離れた
ところにあるため、八戸市に比べると病院やお店があまりありません。青森階上店は去年の 9 月
から 24 時までの営業になりました。24 時閉店になったことで良いこともあります。それは、夜
お薬が買えることです。階上から夜 22 時以降にお薬を買いに八戸市の 24 時まで営業している店
舗まで、車で 20 分以上掛かってしまいます。実際、日中より膀胱炎が我慢できなくなってきた方
や胃腸の調子が悪い、熱が出たなどで来店されたお客様にお話を聞き商品を薦めると「ありがと
う」「助かった」などのお声も頂きました。しかし、営業時間が延び、夜働くことが増えたため、
日中に来店される顔なじみのお客様に会う機会も減りました。
私の働く青森階上店の客層は 40 歳以降の方が多く、ご高齢の方も多いです。膝の薬や血圧・血
糖に良い商品の購入は年配のお客様が多く、だいたいの方が午前中やお昼頃にお買い物にきます。
そのため、接客があまりできず、お勧めの商品を紹介できないため、薬の売上が下がってしまい
困ってしまいました。そこで私は以前、会社の研修で行った、北海道の店舗を思い出しました。
その時はスーパーマーケットやドラッグストアを観てまわったのですが、ドラッグストアでは壁
の空いているスペースに健康に関するプチ情報やスーパーマーケットではお勧めの食べ方や果物
の食べごろの色の見方など、とても親切で楽しい売り場でした。私は担当者がいない時でも接客
が必要な商品の情報が、売場から分かり易いようにしたらいいのではないかと考えました。
売場づくりで意識したのが、店の客層を意識した手書きのポップです。ポップ字を読みやすい
ように意識して書きました。医薬品担当の前はビューティー担当で、主にシャンプーやボディソ
ープ、ヘアカラー等の売場の担当で、手書きポップも若い人が好きそうなカラフルで文字を重ね
た丸文字で書いていましたが、あまり文字を重ね過ぎず、色味も２～３色にへらし書くようにし
ました。そして、社内勉強会や自分で調べて、へーと思ったことを書きました。
膝にかかる具体的な負荷を大きく書いて、売場を作
ったところ、立ち止まって見て下さるお客様や話しか
けてきてくれたお客様もいました。購入に繋がったお
客様もいます。そして、来店時に会った時には「これ
良かったよ」と言って頂き、継続して頂いています。
次に膝のお薬が売れているのに、コラーゲンの商材
があまり売れていないことに気づきました。一般的に
コラーゲンは肌にハリ・つやを出すという認識が多い
と思います。実際に私もその程度の認識しかありませ
んでした。しかし、社内勉強会や先輩に教えて頂いた
り、自身で調べたりし、これほどいいものがあったの
かと思いました。コラーゲンは肌に良いだけでなく、
骨密度の維持や血管の弾力を保持し、関節の老化防止、
目が乾く人や爪が割れやすい人にもお薦めです。膝の
お薬を購入するお客様に「コラーゲンって膝に良いで
すよ」と言うと興味を示してくれる方が多かったので、
私は、薬に詳しくないパートタイムのスタッフにも「コ
ラーゲンってどういう風に良いか知っている？」と聞
いたところ、
「肌に良いと答えました。私は、自分が不
在時にも情報を提供できる環境にしなくてはいけない
と思い、A5 の用紙一枚に簡単にまとめ、スタッフ全員に配り、ポップを作成したところ、パート
さんからも分かり易い、薦めやすくなったと言われました。
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割れ爪ケアの所にもポップを売り場担当者に作成してもらい設置してもらいました。

レジでのお客様の反応はとてもよかったです。レジでお会計を待つ間、パートさんに話しかけ
ているお客様もおり、パートさんからは商品を薦めやすくなったと言われました。売場でも立ち
止まって見ているお客様も増え、売り上げにも繋がりました。接客されるのが苦手なお客様にも
来店時、少しでも健康に関する情報を提供するにはポップは大切だと思いました。そのためには、
接客だけではなく売り場からの情報提供も必要です。そして、資格の有無に関係なく、軽度のけ
がの対処の仕方やアフターケアの仕方、生活習慣病の予防などに役立つ知識など共有し、担当者
がいなくても、お客様にいつでも情報を提供できる環境であることが必要だと感じました。
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、軽度な体の不調は自分で手当て
する」ことです。お薬だけでなく、健康食品の中にも健康維持や症状の緩和に役立つものもたく
さんあります。薬に限らず商品知識や病気の予防などの知識を身につけ、売場づくりやスタッフ
のスキルアップに貢献することが必要だと思います。そうすることで長い営業時間の中でも丁寧
な接客ができ、
お客様から信頼されるお店ができると思います。今はたくさんの情報のおかげで、
一般的に健康に対する意識も高くなりました。ドラッグストアはただ、日用雑貨や食品が安い店
ではありません。接客をしてお薬をただ売るお店でもありません。例えば、膝が痛いお客様には
飲み薬のほかにサポーターやシップをすすめたり、関節を滑らかに動かしたり軟骨の素にもなる
コラーゲンも摂るといいですよ、など接客の際にはプラスαの情報の提供もしています。そうし
た日々の積み重ねのなかで、お客様のセルフメディケーションのお手伝いが出来ればと思います。
ただ近所にあるから行くドラッグストアではなく、夜遅くでもお薬が買える、分かり易く説明を
してくれる、店内には健康に関する情報が得られる、地域に密着した健康ハブステーションにな
ればいいなと思います。
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-受付番号(12045)
タイトル：リーフレットの作成について

-部門名(登録販売者)
所属：加古川別府店

私は未病提案を行うために、自分専用の接客ファイルを作成しリーフレットやビラを作り、お
客様に見せながら食事や運動のアドバイスを行っています。そうすることでお客様に、お客様自
身が自分の健康について見つめなおし、知るきっかけとなる場を目指しています。
「セルフメディケーション」という言葉がドラッグストア業界だけでなく、お客様自身もテレ
ビ番組や雑誌、新聞などのメディアを通じて耳にすることが多くなっています。それらのメディ
アでもバランスの良い食事と適度な運動が推奨されています。しかし、それらの媒体は多くの人
に向けて作られたものであり、お店に来られるお客様には「意識はしているが何をしたらよいか
わからない」という方が多くいらっしゃるように感じました。特にそう感じたのは、時点で定期
的に行う「健康フェア」でのことです。健康フェアでは体組成・骨密度・血圧の３つを測定し、
お客様の数値をみながら聞き取り、アドバイスを行います。毎回参加され数値の変化を確認され
る方もいらっしゃいますが、最近では初めて参加される方を増えてきました。あるお客様は脂質
異常症のためお薬を服用されていました。そのため体組成は大きな問題はなかったのですが、骨
密度が実年齢より２０歳以上上回っておりショックを受けられていました。自分の健康を意識し
ていたが何をしたら良いかわからずそのままにされていたそうです。何をしたら良いかわからな
いでは出来ることもせずに病気（このお客様は骨粗鬆症予備軍）になってから医薬品に頼る、の
繰り返しになってしまいます。その繰り返しを止めるために、お客様に適した商品のご紹介と食
事、運動のアドバイスを行っています。
具体的な内容としては、まず初めに花粉症や風邪などといったメインテーマを決め、リーフレ
ットを作成する上で必要な情報を集めます。花粉症や風邪といった「病気」の概要、病気になる
メカニズム、身体の中でどういったことが起こり、なぜ症状が現れるのかを調べます。また、病
気になった時に必要とされる食べ物や行動、病気にならないためにはどうすべきか、いわゆる未
病に関することを調べます。次に集めた情報をもとにお客様にとって何が必要な情報か選別しま
す。病気の概要やメカニズムなどはお客様よりもドラッグストアで働く私たちが必要な知識であ
り、お客様に必要なのは病気になった時の対処と予防になるので、長々とお伝えすることではな
いと思います。選別ができればリーフレットの作成をします。書く順としては概要、メカニズム
を簡単にまとめ、病気になった時の対処方法、予防に関する内容です。メインテーマによっては
摂取すべき食べ物を活用したレシピも記載します。食べたら良いのは分かっているが、料理や摂
り方がわからない・・・を防ぐためです。特に男性は料理や摂り方を知らない方が多いので、飲
み物や３分程度で作れるレシピを心がけて記載しています。作成したリーフレットやレシピは自
分専用の接客ファイルに保管し、接客の際にお客様に見せながら説明し、お渡ししています。も
ちろんすべての病気やお悩みのリーフレットを作成するのは時間と労力が必要です。ですので、
会社で共有している資料も活用し、その資料をもとにまとめ、＋αでレシピや運動方法をお伝え
しています。
リーフレットを作成しお客様に見せながらお話しすることで、お客様がわかりやすいだけでな
く私自身もお伝えしやすいのです。一見、自分で一から情報を集め選別し、書き出す工程は時間
がかかり無駄な作業だと感じます。しかし、それだけ工程があるからこそその病気にきちんと向
き合い自分自身が納得できるまで調べ知ることができるのです。もしそのリーフレットやビラを
自分で作っていなければ、何をどこまで理解し、お客様にお伝えすれば良いかの線引きができま
せん。図や表の見方や活用方法もわからないかもしれません。ですが自分で作成することで自分
自身が理解し、自信をもってお客様にお見せしお伝え出来ます。
「自分で作る」というのはそれだ
け重要なことなのです。様々なお客様にお見せしお伝えしてきましたが、お子様が冷え性で生理
痛がひどいお客様がいらっしゃいました。その時、冷え性も月経に関することもリーフレットが
なく、口頭での説明やアドバイスになってしまいました。身体を温めてくれる商品やお店で販売
している生姜湯などお客様も知っているようなことしか出てこず困り果てました。しかし、花粉
症対策で作成したリーフレットに身体を温める内容を記載しているのを思い出しました。お客様
のお悩みとは全く違うリーフレットでしたが、簡単なレシピや入浴方法も追加で記入できました。
もともと作成しているものにお客様が必要としていることをその場で書き足しお渡ししたことで、
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とても喜んでいただけました。お渡ししたリーフレットを見ながら必要なものを購入される姿を
みて私も嬉しくなりました。とても小さなことかもしれません。たった一度だけ見て捨てられる
かもしれません。しかし私はリーフレットを作成し、お客様に見せながら食事や運動のアドバイ
スをし続け、少しでもお客様自身が自分の健康を見つめ直していただけたらと思います。
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-受付番号(12092)
-部門名(登録販売者)
タイトル：ドラッグストア・薬局でのセルフメディケーションへの関わり方
所属：(株)ココカラファインヘルスケア ココカラファイン薬局 町田店
氏名：柏木 律乃
2009 年、薬機法改正により発足した登録販売者制度も 10 年の月日を経て、ドラッグストア業
界では、必要不可欠の存在となっている昨今、コンビニやスーパーなど、他業界においても OTC
薬の購入が可能となってきており、その存在を幅広く求められるようになってきています。
世界保健機関（WHO）ではセルフメディケーションを「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、定義しています。この「軽度な身体の不調は自分で手当
てすること」という部分に、OTC 薬などを用いて自分で対処することが当てはまると思います。
しかし、薬の知識が全くない人たちが、自分で薬を選べと言われても難しい話です。その時に、
顧客に対して症状や薬の服用者、年齢などを聞き取り、適切な薬の選択・販売を行う事でセルフ
メディケーションを推進するのが、OTC 薬の専門家である登録販売者の役割です。しかし私は、
単純に OTC 薬のご相談を受けて、薬の選択・販売だけをするのは、コンビニでもスーパーでも登
録販売者と店舗販売業の許可さえあれば出来ると思うのです。ドラッグストア・薬局に勤めてい
るからこそ、単純な相談・販売だけでなく、違った形でもセルフメディケーションに関わってい
けるのではないかと思います。
現在、ドラッグストアと薬局の併設型の店舗も多く存在しており、薬局には多職種との連携を
求められています。
まずは、
登録販売者と身近にいる薬剤師とが連携をとって相談内容に対して、
適切にアドバイス・薬の選択・販売が出来るような環境をつくることで、顧客のメリットにも繋
がると考えます。私は調剤薬局に勤めており、今年の 2 月に健康サポート薬局として当店が登録
されました。OTC 薬の相談を受ける時に、
「薬局トリアージ問診票」という用紙をもとに顧客の主
訴などを聞き取り、医療用医薬品の服用がある、何か疾病を抱えているという点などで、薬剤師
からの情報提供が必要と判断した場合、薬剤師に症状や注意すべき成分などを分析してもらった
上で、最終的に OTC 薬での対応が可能だと判断した場合、薬剤師からの情報をもとに登録販売者
がその後の対応を行う流れで、登録販売者と薬剤師の連携を図りました。

医療用医薬品を服用中の高齢者で、便秘でお困りの女性に対する登録販売者と薬剤師の連携の
事があります。高齢者という事もあり、体水分量が少ないと思われ、継続中の服用薬もある事か
ら登録販売者が薬剤師からの情報提供が必要と判断しました。対応の結果としては、薬剤師が老
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人性の便秘症・服用中の薬の副作用・脱水の可能性を疑い、その情報をもとに登録販売者が薬の
選択・販売、水分摂取などの指導を行いました。また、このように問診票を用いる事で、登録販
売者のカウンセリングの質も向上し、必要時は薬剤師と連携することで患者様のセルフメディケ
ーションに、より専門性を持ってお手伝いすることが出来ました。
健康サポート薬局のみならず薬局や併設店において、コンビニやスーパーなどでは連携が難し
い薬剤師からの医療的なアドバイスと、登録販売者の OTC 薬に対する知識を活かす事、また、紙
ベースで情報共有をすることで、より適切なセルフメディケーションを推進できると思いました。
その他にも、店舗や会社、市区町村などが主体となって行う健康イベントの開催などを行って
いるところもあると思います。当店でも、定期的に健康相談会の開催や、会社・市が行う健康イ
ベントへの参加など、地域住民への健康のサポートを積極的に行っています。その中でも、当店
で行う健康相談会では、簡易的な骨の健康チェックや、血流スコープによる血流観察、試飲会な
ど、薬剤師でなくても行える内容で登録販売者である私が主に担当して行っております。測定結
果や、顧客の生活習慣や食生活の相談内容によっては、サプリメントなどの健康食品のご紹介や、
生活習慣のアドバイス、また弊社の管理栄養士が考えた
レシピや資料などをお配りし、より質の高い健康サポー
トを心掛けています。開催するにあたって、骨密度や血
流の知識を社内資料を参考にしたり、自主的に調べて勉
強する必要はありますが、知識が付けば薬剤師だけでな
く、登録販売者も積極的に地域住民の方がたへ「自分自
身の健康に責任を持ち」の部分で健康サポート・セルフ
メディケーションに関わっていけるのではないかと思い
ました。健康イベントの開催であれば、薬剤師のいない
ドラッグストア単体店舗でも、試飲会などを行う事で商
品知識を活かしながら健康のサポートに関わることが出
来、さらにこういった活動を通して、まだまだ十分とは
言えない登録販売者の認知度向上にも繋がるのではない
かと思います。患者様の悩みを問診票などを用いて顕在
化し、それを登録販売者や薬剤師のそれぞれの専門性を
活かして解決することで、薬剤師だけが知識を持ってい
て、相談相手であるわけではなく、登録販売者という存
在が近所のドラックストア、薬局に行けば会える、相談
に乗ってもらえるという認識に変えていくことが出来れ
ば、ますますこれからもセルフメディケーションの推進
に関わっていけるのではないかと思います。
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-受付番号(13001)
-部門名(栄養士・管理栄養士)
タイトル：検体測定における管理栄養士としての取り組み
所属： 株式会社ユタカファーマシー
氏名： 大野明里
株式会社ユタカファーマシーでは、現在 10 店舗で検体測定(指先の穿刺で手軽にできる血液検
査)を実施しており、私の勤務するドラッグユタカ則武店でも測定ができます。測定項目は HbA1c
と脂質(中性脂肪・LDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ・HDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ)の 2 種類です。
2017 年 10 月～2019 年 4 月までの約 1 年半の当薬局での測定件数は、HbA1c が 64 件、脂質が 48
件でした。それぞれの基準値を(表 1)とし、基準値内の測定値を正常値、基準値外の測定値(エラ
ー値含む)を異常値として内訳を(図 1)、
(図 2)に示します。
測定された方のうち、HbA1c では 67％、
脂質では 85％の方が異常値を示しました。

HbA1c(％)
脂質

5.5以下

中性脂肪(mg/dl)

150未満

LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ(mg/dl)

120未満

HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ(mg/dl)

40以上

検体測定を希望される方は、
「以前高いと言われたことがあ
る」
「しばらく測っていないが最近太ったので気になっている」
など、ご自身の健康に不安がある方が多いため、測定結果も
高めに出る方が多いようです。検体測定の狙いとしては、そ
ういった健康に不安があるがなかなか病院に行けない方に、
薬局で手軽に測定することで今のご自身の体の状態を知って
いただき、病気の早期発見や生活習慣を改善するきっかけに
していただくことがあげられます。
私は、管理栄養士としてこの検体測定をさらに付加価値の
高いものにするため、測定の待ち時間に食事や生活習慣の相
談を受け付けています。(栄養相談実施率 約 75%)
【課題・対策】
栄養相談を始めた当初は、たくさん聞きたいことがあって
次々に質問される方や、まず何を相談すればよいか分からな
い方など、様々なお客様がおられ、相談内容に偏りがありました。
そこで現状の聞き取りと改善点の発見を短時間に行えるようなテンプレートを作成しました。
テンプレートは『食事で気を付けるとよいポイント』、『生活習慣で気を付けるとよいポイント』
とし、できるだけ簡単に取り組めることをそれぞれ 10 個ずつ取り上げ作成しました。
(資料 1)にその一部を示します。
相談の大まかな流れとしては以下の通りです。
① 測定しようと思ったきっかけや、過去の検査値などをヒアリング。
② 資料を一緒に見ながら、
「食事は毎食食べられていますか？」などと順番に確認しながらでき
ていない所だけを詳しく説明し、質問があればお応えする。
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③ 「この中でまずは 1 ヶ月、継続して取り
めそうなものやご自身に合っていると
思ったものはありますか？」と聞き、
ご自身で目標を設定していただく。
この時必ず「全部いっぺんにやろうと
するのではなく、まずは 1 つか 2 つの
ことを 1 ヶ月続けてみてください。途
中でできなかったり、忘れてしまった
日があっても、継続することが 1 番大
事なのでそこでやめずに何度も挑戦し
てくださいね。飽きたり自分に合って
いないと思ったら、他の目標に変えて
みるのも OK です。うまくいかないとき
は相談にのりますのでまたお話しを聞
かせてください。
」と伝えるようにして
います。
また必要に応じて体重の記録表や、食材の
適正量が分かる(資料 2)手ばかり目安法な
ども活用し、行動変容につながるよう支援
しています。

組
①1日3食食べる！
朝どうしても時間がないときはバナナやヨーグルトなど簡単なものだけでも
良いので胃に入れるようにしましょう。
朝ごはんを抜くと空腹時間が長くなるため、
お昼を食べた後血糖値が急激に上昇します。

②小さいお茶碗を使う！
いつも使っている食器よりもひとまわり小さいものを使うようにしましょう。
自然と控えめの量にできます。
あまり小さくしすぎておかわりしてしまうと意味がないので、
注意してください。

③玄米ご飯にかえてみる！
玄米ご飯は普通の白米に比べて血糖値が上がりにくく、食物繊維も摂れ
るためダイエットにも効果的です。
固さが苦手な方は、柔らかく炊ける発芽玄米がおすすめ。
最初は白米に少しずつ混ぜて、慣らしていきましょう。

④野菜から先に食べる！
野菜、海藻、きのこなど、食物繊維を含む食材を使ったサラダやおひたし
などの副菜から食べることで血糖値の上昇を緩やかにすることができます。
外食などで野菜が摂れない時は、持ち運びに便利な
スティックタイプの食物繊維(賢者の食卓などの
健康食品)があると便利。

⑤1口15回以上噛む！
よく噛んでゆっくり食べることで満腹中枢が刺激され、少量でも満腹感が
【事例】
得られます。
検体測定がきっかけで病院受診→薬物療
1回の食事が15分ほどで終わってしまう早食いの人は、
よく噛んでいないことが多いので、いつも何回くらい噛めて
法・食事療法→随時血糖値の改善となった
いるのか数えてみましょう。1口食べるごとにはしを置く、
事例を示します。
お茶を飲むのも早食い防止になります。
67 歳女性の A さんは自宅が店舗に近く、頻
繁に来店されます。以前血糖値が高いと指
摘されたことがありましたが治療はしておらず、
店頭ポスターを見て検体測定を希望されました。

●栄養相談 1 回目(2018.11.1)
初回の検体測定で HbA1c が 11.5%、口
渇や体重減少などの自覚症状もあった
ため、すぐに受診勧奨しました。食事
内容の聞き取りで糖質の摂りすぎや野
菜摂取不足が疑われたため、
パン、
麺、
ご飯の１食あたりの適量と食べる順番
についての説明や野菜を食べやすくする方法の
提案をしました。
A さんは取り組み目標として、下記 2 つを設定
されました。
① 主食の摂取量を減らすこと
(ご飯はお茶碗山盛り 1 杯→お茶碗のふちの高
さまで、パンは 4 枚切り 1 枚→5 枚切り 1 枚)
② できるだけ食物繊維の多いものから先に食べて主食は最後に食べること
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●栄養相談 2 回目(2018.11.5)
A さんは検体測定後すぐに受診され、随時血糖が 300 で糖尿病と診断されたと報
告してくださいました。前回設定された目標に実際に取り組み、その中で疑問に
思ったことを質問してくださいました。初回に比べて食事療法に対するモチベー
ションが高くなっていると感じました。
Q:糖質の多い野菜や果物は食べないようにした方がいいの？
A:まったく食べてはいけないわけではありませんが、芋類や果物全般は摂りすぎに注意してく
ださい。両手の人差し指と親指で丸を作り、その中に入る量が 1 日の目安です。じゃがいも
なら小 1 個、バナナなら半分くらいですね。
Q:海藻を勧めてもらったから、もずく酢を試してみたんだけど、私には合わないみたい。
A:すっぱいのがお嫌いでしたら、海藻サラダやひじきのお浸しなどもおすすめですよ。味噌汁
などの汁物にわかめや海苔を多めに入れてもいいと思います。
●栄養相談 3 回目(2018.11.13)
A さんは「300 だった随時血糖が 90 まで下がり、このまま数値が安定すれば
お薬をやめられる」
と Dr からお話があったとうれしそうに報告してください
ました。
血糖値は急激に下がりすぎると体の負担になるので、低血糖時の対応や食事
量を減らしすぎていないかを確認しました。また、運動も取り入れたいが苦手とのことだったの
で、室内で手軽にできる踏み台昇降やかかと上げなどの簡単な運動を紹介しました。
「あの時大野さんにいろいろ教えてもらって、すぐに病院へ行ってよかったわ。」というお言葉を
いただき、検体測定が糖尿病の早期発見・早期治療につながり、また病状の回復に少しでもお力
添えができたことを大変うれしく感じました。
【今後の課題】
今後の課題としては、
「またこの人に相談したい」「相談にのってくれるからがんばれる」と思っ
てもらえるような継続的な支援の実践です。せっかく検体測定に来て頂いても、結果を見ただけ
で行動変容につながらなければ意味がありません。検体測定に来て頂いた方で、その後受診され
たのか、少しでも食事・運動療法に取り組まれたのかなど把握できていない方がたくさんいらっ
しゃいます。
ご自身で取り組まれて数値が改善していれば 1 番良いのですが、
「この前教えてもらったけどでき
なかったから言いづらい。
」
「体重増えちゃったから怒られる
かな…」などと思われてそれきりになってしまうのはもった
いないので、
「失敗しても、うまくいかなくても大丈夫！一緒
に次の方法を考えましょう。
」とお伝えしています。
今後も、一人でも多くの方のセルフメディケーションの支援
ができるよう、また当薬局が地域の皆様に必要とされる薬局
となるように、目の前のお客様に寄り添い的確なアドバイス
ができる管理栄養士を目指し努力していきます。
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-受付番号(13006)
-部門名(栄養士・管理栄養士)
タイトル：他職種連携を通して施設患者への栄養ケアマネジメント
所属： 株式会社ユタカファーマシー
氏名： 武智有紀
高齢化が進行し、高齢者が病院以外で最後を迎えられるよう、地域
の専門家による包括的なケアが求められる社会となりつつある。
ドラッグユタカ桂調剤では、契約を結んだ施設患者様に対し医師の
往診に同行して処方箋を応需し、薬の配達サービスや服薬指導を行
っている。そんな中、当店の薬剤師から「食欲が無く、褥瘡と便秘
のある患者様がいるので栄養相談をしてほしい。
」と要望を受け、平
成 30 年 5 月より、往診同行に参加させていただいている。そこで、
薬剤師と連携し患者様の生活状況と食事状況を把握して、褥瘡の改
善と便秘を寛解することに貢献できた症例を報告する。
【往診の流れ】約 20 分
① 管理栄養士（自身）がケアマネージャーより患者様の食事状況・
生活状況を聞き取り、カウンセリングを行う（医師が来るまでの間）
② 医師の診察
③ ケアマネージャーから医師へ相談・要望
④ 医師、薬剤師の処方内容決定
【方法】
往診の流れ①において、
右資料の栄養食事指導記
録（兼報告書）を用いて、
患者様の食事状況・生活
状況を聞き取り、栄養状
態や病態を把握し、
食事、
運動、生活のアドバイス
を行った。
訪問後には、これをケア
マネージャーと医師に提
出している。
※実際の栄養食事指導記
録(兼報告書)一部抜粋
（介入 5 回目）⇒

【実際症例】
82 歳女性、身長 146 ㎝、体重 33.0 ㎏、BMI15.5（70 歳以上・BMI21.5≧痩せ、アルブミン 3.5g/dL
（アルブミン 3.8g/dL≧低栄養）
、貧血無し、褥瘡有り（仙骨部）、便秘（2 日に 1 回坐薬を使用）
・アルツハイマー型認知症があり、常に介護が必要
・水分摂取量 500ml/日、 ・食事に 2 時間かかる（食事摂取量 8 割）
・ほとんど椅子に座って過ごしている
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【アセスメント】
①水分摂取量不足であること。必要量の 1/3 程度しか取れていない。
⇒認知症のため、自己主張が難しいことから水分が十分に摂れていない可能性がある。
②食事量の不足による、低栄養状態であること。食事摂取量 8 割程度。
⇒食事は介助であるものの、食事時間が 2 時間と長いことにより、全てを食べきる前に満腹とな
り、必要な栄養摂取量が摂れていない可能性がある。
③便秘であること。
⇒日中はほとんど椅子に座っていて活動していないため、腸の動きが鈍化している可能性が高く、
便秘に繋がっているのではないか。
【提案内容】
自力でできないため、ケアマネージャー・介護スタッフに協力のもと以下を提案した。
・水分摂取 1000ｍｌ/日以上取る
⇒介護スタッフが水分摂取を意識できるように、起床後、食後、入浴前後、就寝前など
生活動作のタイミングでコップ 1 杯（約 150ｍｌ）の水分を取り入れるように提案
・食事時間を 1 時間以内にする
⇒おやつなど好きな物は食べるのが早いため、まずは献立の中で患者様
便秘対策
の好きな物や食べが良いものから介助で与えるよう提案
・運動：広いリビングを 3 周/日 手引きで歩く
⇒認知症のため、指示を聞いて体を動かせないことから、
介護スタッフと一緒に出来る右イラストのような手引きでの歩行を提案
・座位時間を 2 時間以内にする
⇒日中座りっぱなしのため、仙骨部に体圧がかかり褥瘡の原因になっているため、
2 時間おきに一度立ち上がることや、座位姿勢を直して体圧の分散を行うことを提案
褥瘡対策

【結果】：H30.12（介入 9 回目）
体重 38.7 ㎏（＋5.7 ㎏）
、BMI18.2、アルブミン 4.5g/dL（アルブミン 3.8g/dL≧栄養状態良好）、
貧血なし、褥瘡完治、便秘寛解（2 日に 1 回排便有、坐薬の使用なし）
水分摂取量 1000～1300ｍｌ/日、食事時間 30～40 分（全量摂取）
運動を取り入れたことで、
お腹を空かせることができ、食事にがっつくほどの変化が見られた。
食事は 8 割ほど自力で摂取後、介助で全量摂取ができていた。水分摂取は目標量を設定すること
で、意識付けるきっかけとなり摂取量を増やすことができた。座位時間が長くならないよう、2
時間おきに椅子からベッドに移動するなどの工夫が見られた。
【考察】
食事を全量摂取できるようになり、必要栄養量が摂れたことで栄養状態が良好となり、褥瘡完
治に繋がったと言える。また、食事時間の短縮、水分を十分にとり、運動を行ったことで腸の蠕
動運動を促すことができ、便秘の寛解に繋がったのではないかと考えられる。
患者様の変化として褥瘡完治、便秘の寛解以外にも笑顔が増え、表情が豊かになりましたとケ
アマネージャーより報告をいただき、実際に本人と対面し私自身もそのように感じることができ
た。
また、患者様のケアプランに、水分摂取量 1000ml/日以上、食事時間 30～40 分、運動（リビング
3 周/日）を組み込んでいただけ、毎日の実施事項として取り入れられている。
便秘が寛解したことで、処方薬から坐薬が削除され、患者様の薬剤の負担軽減、当店薬剤師と医
師からも褒めていただけた。現在の問題点は排便のみで、今後も経過を追っていく。
【最後に】
今回、往診同行という初めての挑戦ではあったが、他職種連携を通して患者様の QOL の向上、
地域包括ケアの一例として貢献できたのではないかと感じる。今後も、他職種連携を通して地域
に求められる管理栄養士として活躍しながら、在宅にも挑戦していきたい。
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褥

-受付番号(20069)
タイトル：ドラッグストアのセルフメディケーションの推進

-部門名(薬業専門学校)
所属：札幌医療秘書福祉専門学校
氏名：細川 萌花

近年、セルフメディケーションという言葉が世間に浸透してきましたが、更にこれを推進して
いくためにはどのようなことが必要といえるでしょうか。
まず、セルフメディケーションとは一般市民自身で健康を管理、あるいは軽度な疾病を自己治
療することを定義としています。リスクとしては、誤った自己判断による病状の悪化や、薬物乱
用の危険性、副作用が起こる可能性が広がる、などが挙げられます。
やはり体に異常を感じた際、一番に向かうのは病院という方は少なくありません。どの程度の
病状なら軽度といえるのか、容易に判断できないこともあるためです。しかし、近年医師不足の
ため、受診の待ち時間が長引いてしまう故に重症な患者への対応が遅れてしまうことも考えられ
るので、セルフメディケーションを促す活動は欠かさず行うのがよいでしょう。
私はドラッグストアでアルバイトをしており、一例として、数日に一度いつも同じ薬を買って
いく方がいらっしゃるのですが、実際、薬物乱用の可能性があっても一店員の立場ではそれを止
めることが失礼にあたるのではと考えてしまい、止めるに至らず歯痒く思うことが多々あります。
それらを解決するために、幾つか方法を考えてみました。
１．全国各ドラッグストア共通のお薬手帳をつくる
２．小中学生からの医薬品に関する知識の啓発活動
３．地域の活性化への貢献
１の全国各ドラッグストア共通のお薬手帳をつくるというのは、お客様が大量に同様の成分を
有する医薬品などの購入を防止し、副作用被害の拡大や薬物を乱用するリスクの芽を摘むためで
す。この制度を実施することにより、今まで以上に医薬品の大量購入について待ったをかけるこ
とがしやすくなると思います。しかし、全国各ドラッグストア共通のお薬手帳の実施をするにあ
たり、幾つか難点があります。
この制度が未だに導入されていないのは、提唱者がいなかったか、実現の難しさによるものと
思われます。お客様がドラッグストアに来店する理由の一つとして、仕事の休憩時間などでも、
手軽に医薬品の購入に時間がかからないということも含まれているでしょう。そのようなお客様
が少なくはない現状で全国各ドラッグストア共通のお薬手帳が制度化してしまえば、従来はさほ
ど手間をかけずに医薬品の購入ができていたため、時間がかかる方法に切り替わったことによる
クレームが来て、それに伴いお店のリピーターが減ってしまう可能性があります。また、全国の
ドラッグストアのいずれかでお薬手帳の記入を省いてしまうことがあれば、以前どのような薬を
購入したのか正確に判断できないため、この制度は殆ど意味を成さないでしょう。こういった点
から、この制度の実現は難しいと考えられますが、各ドラッグストアの薬剤師や登録販売者の方々
の真摯な対応によって、お客様の理解を得ることができれば実現することもありえるのではない
かと思います。
２の小中学生からの医薬品に関する知識の啓発活動に関してですが、こちらは薬事法にも同様
に記載されていることです。けれども、学校は主に各教科の勉強する場であるため、実際に医薬
品に関する知識を養う機会は殆どありません。医薬品について学ぶ機会を設ける一環として、ド
ラッグストアの地域活動で職業体験を受け入れる時に、医薬品のメリットやデメリットなどにつ
いての資料を配布し、簡単に説明することによって、正しい知識をもってもらうことが今後の危
険リスクの回避につながると思います。小学生にも興味を持ってもらうために、漫画で図解する
冊子や教育図書の作成にも力を入れるとより身近に感じてもらうことができると考えられます。
３の地域活性化への貢献というのは、地域募金活動やかかりつけ薬局・ドラッグストアとして
お客様が来店しやすいようにすること、町内会のボランティア活動への参加などを指します。そ
れらによって地元住民との結びつきや信頼関係を築く一歩となるものだと思います。
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その一つとして美化・環境保護の観点から、花や植物を店頭のプランターに植える、または苗
木を植えるなどの活動を提案したいと思います。フラワーセラピーとは、人間の五感を使い、季
節折々の花や植物と接することで脳の活性化を促したり、心身を整えたり、人の心を和ませて癒
す効果があるとされています。
こちらのグラフは、生花がもたらす心理効果を測定したところ、花のない部屋に比べて花のあ
る部屋の方が、
「活気」の気分プロフィールが大幅に増加しており、 「混乱」、
「疲労」、
「緊張・
不安」、「抗うつ」
、
「怒り・敵意」が低下していることが明らかにされています。

引用：みずほ情報研 https://www.mizuho-ir.co.jp/case/research/flower2012.html
そのため病院や薬局、介護などの医療の場でも用いられることがあります。ドラッグストアの
店舗の内装は清潔感で保たれていますが、大抵のドラッグストアでは、外装だけでは他のチェー
ン店との区別はあまりつかないシンプルな外見であることが多いです。その点を改善するという
意味でも、季節折々の花や植物を店頭におくことは、他店舗との区別化を図り、地域住民の方々
に親しみをもってもらいやすくなると思います。
今回、ドラッグストアでセルフメディケーションを推進するにあたってのやり口を考えてみま
したが、どれもすぐさま実現が可能な方法ではないと思います。
けれども、例えば、全国各ドラッグストア共通でのお薬手帳の実現により、重複する成分によ
る薬物乱用や副作用被害の拡大を抑えることが可能になると考えられます。例えば、小中学生へ
の医薬品啓発活動を活発に行うことで、将来大人になったときに薬を飲めば治る、などといった
医薬品に対する無条件な信頼をもってしまうという間違った考え方を正し、加えてセルフメディ
ケーションを促すことにつながると思われます。例えば、地域活性化への貢献をすることによっ
て、地域住民の方々にとって親しみやすく、居心地の良い店舗であると思ってもらえ、地域のか
かりつけのドラッグストアになるでしょう。
あくまで私の考えは、若しも実現できたらというたとえ話に過ぎません。ですが、実現できた
ならこれまで以上にセルフメディケーションに取り組む方が増え、更に医薬品による健康被害な
どのリスクを軽減できると思われます。いつか実現できる時がくれば、より医療従事者にとって
も一般生活者にとっても歩みやすい世になるのではないでしょうか。
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-受付番号(20103)
タイトル：その人に合ったセルフメディケーション

-部門名(薬業専門学校)
～押し付けない接客～
所属：東京医療秘書福祉専門学校
氏名：喜嶋 美帆

私は、現在ドラッグストアで実習をしています。その経験も含めて働いている側、買い物をす
る側として感じた問題点があります。
1 つ目は、商品の場所が分かりづらいことです。日用品、お薬など、買うもの自体は決まって
いるものの、場所だけがわからないというお客様は多いです。季節によって棚替えもするため、
少し間を空けて出勤すると従業員でも分かりにくいことがあります。お店の中を回遊してもらう
為には多少分かりづらい店内である必要はありますが、急いでいるお客さまなどにはもう少し分
かりやすい方が良いのではないかと思いました。
2 つ目は、お客さま一人一人に合った接客がなかなか出来ないことです。人は多種多様で、一
人として同じ人は存在しません。ドラッグストアにお話しをしに来る方もいらっしゃれば、従業
員との会話は最小限に目的だけ果たしたいという方もいます。私はどちらかというと後者です。
その為、話しかけられたくない側の気持ちがわかります。一人でゆっくり見ていたい、特に目的
がない為話しかけられても困るなどが思いつきます。このような人に対して、会話を弾ませよう
と前のめりに話しかけても、場合によっては不愉快にさせてしまいます。実際に、店内を見て回
っているお客さまにスタッフが話しかけると、嫌そうな顔をしてそそくさと立ち去ってしまう方
もいました。それとは逆にある時は、レジ業務をしていると、親しげに呼びかけられ、世間話を
しながら商品のご案内をしたこともあります。
この問題を解決するために、私が考えたことは 3 つあります。それはセルフレジ導入、AI 搭載
端末、状況別接客研修です。
セルフメディケーションとは、コミュニケーションを通しての活動です。そこを踏まえて、私
はまずお客様が特に何を望んでいるかに注目することにしました。例えば急いでいるのか否か、
買いたいものが決まっているのか、否かなどです。話しかけてほしいと思っている人でも、なか
なかそれを伝えられない人もいると思います。これだけでもお客様の気持ちが様々な方向を向い
ていて、反対の気持ちを持つ人がいることもわかります。よくわからない、説明をしてほしいと
いう人に丁寧にご案内をするのは、お客様に合った接客と言えますが、分かっている、急いでい
るという人に長々と説明してしまうのは合っていないばかりか、苛立たせる原因にもなってしま
います。
これを解決するために、セルフレジ導入を提案します。セルフレジを導入するといっても全て
をそれに任せてしまうわけではありません。1、2 箇所のみの一部導入です。例としてはコンビニ
エンスストアのセルフレジのように隅に 1 つ置
き、お急ぎの方や買う物が少ない方をターゲッ
トにします。空箱に付けたバーコードで、第一
類医薬品や要指導医薬品を打った際には薬剤師
呼び出し画面が自動的に表示され、呼び出し音
が鳴らされます。ここのレジには下図のように
お薬を買う人に向けて資格者呼び出しボタンを
設置します。これにより、薬に関して質問など
がある場合に相談するという選択肢をつくりま
す。
図 1 第一類医薬品購入時の呼び出し画面の例
次に AI 搭載端末を提案します。この端末は店舗内の全商品を網羅したもので、お取り寄せをし
ている店舗などではその商品もわかるように表示します。
図 2 の三角形の 4 択から選んでいただく様式で、図書館にあるような検索をすると場所を教え
てくれるシステムです。
ここでのポイントは、目薬や塗り薬などのお客さまが薬だと認識しづらいものに、絵などを入
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れて分かりやすく明記することです。一部のお客様は薬に詳しいものの、大半の方は何が薬かを
わかっていない場合が多いです。その為、何か薬かを知っていただけるように視覚的に分かりや
すい絵で表記します。サプリメントや栄養ドリンクなど同じく絵を入れて分類します。

図2

検索画面の例

図 3 お薬選択後の検索画面の例

端末の画面の右上には、常に店員呼び出しボタンを設置し、その下に言語選択ボタンを用意し
ます。前者は検索の途中でも分からないことがあった場合、直ぐに知りたいことがある場合に店
員を呼び出せるように設置します。後者は、どの国の方にも必要としている品物を的確に提供す
るために必要です。海外からいらっしゃったお客様に、商品について尋ねられたときに、自分達
がその方の国の言葉を話せずとも、しっかりとした接客が出来るようにしたいと考えました。も
し検索の途中で呼び出しがあっても、常に右に言語変更が出来るボタンがあり、何を調べていた
かがわかるため、探しているものを提供出来ます。また図 2 の写真検索とは、QR コードを読み取
り、端末に表示されたページに写真をアップロードすることで、写真から商品を探せる検索方法
です。AI が写真から情報を読み取り、ネット上などのビッグデータで検索をかけ、商品を特定し
店舗にあるかどうかを確認することで商品を探します。お客様、特に外国から来られた方は写真
を持って商品を探しに来るため、この機能があると便利だと感じました。実際に大手検索サイト
やネットショッピングではこの機能を搭載しているところもあります。また図 2 の名前検索は、
主に誰かに頼まれている品を買いに来られた方に便利なものとして入れました。お客様の中には、
名前だけで頼まれて商品自体が何であるのかを知らずに探していらっしゃる場合もあるため、ど
このコーナーを探せばいいのかも分からない場合に便利です。またこの機能は、キーワード検索
も可能な仕様にすることで、あやふやな記憶でも調べやすくし、類似商品を表示出来るようにし
ます。それにより、より多くの方に欲しい商品を提供し、また様々な商品があることを知ってい
ただけると思います。この端末により、どの様なものが薬なのかという知識をお客様に持っても
らい、忙しい資格者が本当に必要な人の為に動くことが出来ます。
最後に、従業員の接客研修です。一般的に接客研修と言えば、挨拶などの一通りの内容を指す
ものですが、それとは別に、状況別のシミュレーションでお客様の状態に合わせた接客をするも
のです。そのシミュレーションは、ただ買物に来たお客様のシチュエーションではなく、急いで
いるのか否か、話しかけられたいのか否かを態度や声音から判断するというものです。ただ事務
的にマニュアル通りに対応するのでは無く、人それぞれ違う事情に合わせた柔軟な対応を学びま
す。また、働いていて思ったのは、やはりただ学んだだけでは実践では使えず、より多く実際に
経験をすることによって接客が出来るようになるということです。その為、座学のような学習形
態ではなく、話し、動くことで実際の雰囲気を体感出来る研修が良いと思います。
セルフレジ、AI 搭載端末、研修の 3 つ共に用意するためには費用が掛かり、内容作成が難しく、
そうそう簡単にできることではないと思います。しかし、AI などで社会が凄まじいスピードで進
化を遂げていく中、ドラッグストアもその流れに取り残されないように新たな仕組みを取り入れ
ていくべきだと思いました。これらの仕組みをひとつの会社で取り組むのは難しいため、ドラッ
グストア協会全体で協力して同じシステムを導入することで、一社一社の負担を減らせるのでは
ないかと思います。もしこのような取り組みができれば、お客様にも従業員にも便利な一人一人
に合ったセルフメディケーションを行うことができるのではないかと思います。
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-受付番号(20111)
-部門名(薬業専門学校)
タイトル：世界中の人々の健康を一番近くで守り続ける場所になる為に
所属：東京医療秘書福祉専門学校
氏名：水上 竜
ドラッグストアには、医薬品、化粧品、食品や日用品を求めて来店される以外にも、ウィンド
ウショッピングや、心開けるスタッフに会いにいらっしゃる方等、様々なニーズを持ったお客様
がいらっしゃいます。またお客様は、日本人だけでなく外国人もおり、幅広いニーズに対応して
いるのがドラッグストアの特徴です。それだけ現在ドラッグストアで取り扱っている商品が私達
の日常生活に欠かせないものとなっているのです。2020 年の東京オリンピックでは、外国人観光
客によるドラッグストアの利用に急激な増加が考えられます。日本人だけでなく外国人もドラッ
グストアを利用しやすい環境にしていく為に出来る事がないか私は考えていこうと思います。
初めに、セルフメディケーションが発達しているアメリカと日本とのセルフメディケーション
の違いについて見ていこうと思います。私がその事に興味を持った理由として、業務を行なって
いる際にアメリカ人のお客様に次の質問を頂きました。
「Excuse me. I have a runny nose. Where is “Antihistamine”??」
日本語訳すると「すみません。鼻水が辛いので、
“抗ヒスタミン薬”下さい」となります。症状だ
けでなく、成分名からお薬を訪ねた事に私はとても驚きました。私は、現在通っている専門学校
に通い、登録販売者の勉強をするまで「抗ヒスタミン薬」という単語すら知りませんでした。こ
のようなアルバイト中の経験から、日本とアメリカでは、セルフメディケーションに対するお客
様の知識に差があるのではないかと考えました。
アメリカでは、医療費の負担や保険適応の面で日本の仕組みとは全く異なっており、病院で治
療を受けた際も、日本と比較して医療費が図１の通りとても高く、自分の健康により責任を持た
なければなりません。

図１

個人負担医療費の対 GDP 比（％）
留学マスター 日本と海外の医療制度を比較！医療制度は日本かアメリカかどっちがいい

の？
https://knowledge-plus.com/medical-system-japan-overseas/
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No

項目

内容

日本（参考）

1

救急車の料金

①公営：123,000 円
②民営：123,000 円

①無料
②通常利用しない

2

初診料

15,400 円～16,400 円

2,820 円

3

病院部屋代
（1 日当たり）

①個室：204,900 円
②ICU：1,024,700 円

①個室：30,000 円～100,000 円
②ICU：80,000 円～100,000 円

4

虫垂炎手術の治療費

①総費用：②平均入院日数：2 日

①600,000 円
②4 日間

5

骨折時の治療費
（橈骨末端閉鎖性骨 折）

20,000 円

6

ファミリー
ドクター制度

あり
＊緊急時を除き、（歯科等一部を
除き）全科診察可能な医師の診察
を受け、その後必要に応じ専門医
へ紹介

7

乳児死亡率
（1,000 人当たり）

6人

2人

8

平均寿命

79 歳

84 歳

表１

なし
＊初診から専門医の受診が可能
（ただし、総合病院等で紹介状
が必要な場合あり）

アメリカ合衆国（ロサンゼルス）の医療費
価格.com アメリカ合衆国の医療費 － 海外旅行保険の必要性
https://hoken.kakaku.com/insurance/travel/select/cost/usa/

表１より、私達日本人は、アメリカに比べ医療を容易に受ける事ができ、それがセルフメディ
ケーションを行うための関心を持ちにくくしているのではないかと考えました。実際に、様々な
成分名を全て把握することは困難です。しかし、手に取ったお薬からその成分について興味を持
って頂くことは可能であると考えます。そこで私は、一般の方に成分についての興味を持つ機会
として以下の 2 点を提案します。
まず初めに、アプリ配信（LINE）等で、医薬品の成分名のクイズを添付して正解した方へのク
ーポン配布を行います。また、このクイズは成分名の名前の数だけブランクにし、
（例としてアセ
トアミノフェンの場合：ア〇〇〇〇〇〇〇ン）回答を記入式にし、分野（解熱鎮痛薬）とヒント
を提示します。選択式ではなく、記入式にする事により、その成分名が何なのかを、インターネ
ット等で調べて回答するといった手順を踏んでもらいます。その様にすると、検索履歴にも成分
名が残り再び目にする機会が増え、思い出す為に再度検索を行う等を繰り返すと、記憶に定着し
やすくなると考えます。また、記入式にする事により、医薬従事者にも成分の復習のきっかけに
もなります。
次に、ドラッグストアを訪れた際に、成分名を目にする機会を増やします。例えば、レジの前
に成分と効能を記載したボードを設置し、週に一度変えます。ボード設置を行う事で、お客様だ
けでなく、一般従事者も成分名を目にする機会がより増えます。そして薬剤師や登録販売者がボ
ード作成する際に改めて、成分名を復習する機会になります。また、１週間の短い周期で変える
ことによって、薬剤師や登録販売者同士での成分に関する話が増え、知識力の向上にも繋がりま
す。例えばカフェインは、コーヒーやエナジードリンクなどにも入っており、
「目が覚める（中枢
刺激作用）
」
「トイレが近くなる（利尿作用）
」という事は、生活の中で見たり聞いたりする機会が
多く、一般的にも認知されています。興味があまりなかったとしても、成分名に触れる事で自然
と頭の片隅に残ります。以上 2 点により成分名が一般的なものとなれば、消費者側の選択の幅が
増え、セルフメディケーションの推進に繋がります。
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次に、外国人のドラッグストアの利用が増加していく中で、商品棚の記載は漢字が主になって
います。しかし、バスや駅には図２の様な表示があります。

図２

東京メトロ案内図
Antipyretic analgesics

そこで、全てのドラッグストアが漢字の上や下に「 解 熱 鎮 痛 薬 」のように英語表記があるだけ
で、外国人の方々の困惑等を避ける事ができ、その分野から成分について疑問があった際に、現
場にいる薬剤師や登録販売者に質問を行う事が容易になります。またこのような表記を行う事で、
現場にいる薬剤師、登録販売者、一般従事者も普段の業務から英語名を目にする事ができ、突然
「Do you have “Antipyretic analgesics”?」と尋ねられた際にも、案内が容易に行えます。こ
のような小さな取り組みが、外国人にもドラッグストアを利用して頂きやすくなります。以上 3
点から日本のセルフメディケーションの推進に繋がり、外国人にも利用しやすい環境作りをして
いくことで、より安心感を持って頂ける場所になると考えます。
現在、OTC のパッケージには「辛い鼻水に！」
「咳や痰に効く！」と言ったキャッチコピーから消
費者の選択が容易です。その様な視覚的なキャッチコピーによる選択以外に、お客様が医薬品の
成分に興味や関心を持つ事で、自分の健康を自分で守ろうという個人の意識がより高まって欲し
いと考えます。また、薬剤師や登録販売者などの医薬関係者は、知識の向上や医薬関係者の質を
上げていくことで、お客様一人一人の症状に合った、最適なお薬を選択していく事に繋がるので
はないかと私は考えます。最初にも記述をした通り、2020 年のオリンピックの影響により外国人
のドラッグストアの利用数の増加が著しく見られると予想します。日本人だけでなく、外国人を
意識した店舗が増えていく事により、日本のドラッグストアの質が向上し、ドラッグストアが「世
界中の人々の健康を一番近くで守り続ける場所」になって欲しいと私は願っています。
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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

