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　　33 月月 1212 日日((金金))～～ 33 月月 1414 日日((日日))幕張メッセにて、幕張メッセにて、日本チェーンドラッグ日本チェーンドラッグ

ストア協会主催による第ストア協会主催による第 1010 回回 JAPANJAPAN ドラッグストアショーが開催されまドラッグストアショーが開催されま

した。した。

　テーマは　テーマは「ドラッグストア新時代！生活提案でセルフメディケーション「ドラッグストア新時代！生活提案でセルフメディケーション

推進、推進、健康で美しいあなたに」健康で美しいあなたに」
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第１０回第１０回

ＪＡＰＡＮドラッグストアショー開催速報ＪＡＰＡＮドラッグストアショー開催速報

開催中の来場者数は開催中の来場者数は

33 月月 1212 日日 （バイヤーズデイ）（バイヤーズデイ） 　　　　　　 晴　晴　37,47537,475 人人

33 月月 1313 日日 （バイヤーズデイ／一般）　（バイヤーズデイ／一般）　 晴　晴　43,25943,259 人人

33 月月1414 日日 （一般）（一般） 晴　晴　48,17748,177 人人

期間中総数期間中総数 128 ,911128 ,911 人の来場となりました。人の来場となりました。

　今回は、　今回は、昨年同様昨年同様 1 21 2 万人以上の来場がありました。万人以上の来場がありました。

　なお、　なお、ショーの実施概要並びに同時開催されましたショーの実施概要並びに同時開催されました「「EDIEDI 特別セミナー」特別セミナー」

「ＪＡＣＤＳカテゴリーマネジメント導入事例発表会」、「ＪＡＣＤＳカテゴリーマネジメント導入事例発表会」、「ＪＡＣＤＳ勤務「ＪＡＣＤＳ勤務

薬剤師会特別セミナー」、薬剤師会特別セミナー」、「第「第 55 回セルフメディケーションアワード」回セルフメディケーションアワード」の開の開

催状況並びに結果につきましては後頁をご覧下さい。催状況並びに結果につきましては後頁をご覧下さい。

　今後とも、　今後とも、ご協力、ご協力、ご支援の程、ご支援の程、よろしくお願い致します。よろしくお願い致します。

日本チェーンドラッグストア協会日本チェーンドラッグストア協会

第第 1010 回回 JAPANJAPAN ドラッグストアショー実行委員長ドラッグストアショー実行委員長

亀ヶ谷　邦博亀ヶ谷　邦博

※昨年実績※昨年実績

11 日目　日目　37,65237,652 人人　曇　曇

22日目　日目　42,23142,231 人人　　雨雨・・強風強風

33 日目　日目　46,53446,534 人人　晴　晴

合計　合計　126,417126,417 人人



【第【第 8 68 6 号－号－ 22】】

第第 1 01 0 回ＪＡＰＡＮドラッグストアショー　実施概要回ＪＡＰＡＮドラッグストアショー　実施概要

　　33 月月 1212 日日((金金))～～ 33 月月 1414 日日((日日))のの 33 日間、日間、千葉千葉・・幕張メッセ幕張メッセ 44・・55・・66・・77・・88 ホールにおいて開ホールにおいて開

催し、催し、1212 万万 88 千人以上の来場者がありました。千人以上の来場者がありました。

　　33 日間通して天候に恵まれたこともあり、日間通して天候に恵まれたこともあり、趣向を凝らした出展ブースやセミナー、趣向を凝らした出展ブースやセミナー、そしてテーそしてテー

マブースに、マブースに、来場者が殺到。来場者が殺到。広くとった通路も満足に通れない状態でした。広くとった通路も満足に通れない状態でした。また、また、今回の出展者今回の出展者

317317 社参加のブースコンテスト並びに社参加のブースコンテスト並びに 314314 品が出品された新商品コレクションは、品が出品された新商品コレクションは、次のような表次のような表

彰となりました。彰となりました。

　また、　また、イベントステージではヘルスケアアドバイザーでもある生島ヒロシさんの司会と、イベントステージではヘルスケアアドバイザーでもある生島ヒロシさんの司会と、豪華豪華

ゲストで行われた健康バラエティゲストで行われた健康バラエティ・・クイズショーをはじめ、クイズショーをはじめ、エクササイズエクササイズ・・バラエティーバラエティー

ショー、ショー、イリュージョンショー、イリュージョンショー、ミュージックショーで来場者を楽しませました。ミュージックショーで来場者を楽しませました。また、また、お子さお子さ

ま向けには天装戦隊ゴセイジャーショーが行われ、ま向けには天装戦隊ゴセイジャーショーが行われ、ご来場者は家族で楽しいひとときを過ごされご来場者は家族で楽しいひとときを過ごされ

ました。ました。

　テーマイベント　テーマイベント 20102010 では、では、「「1010 兆円産業への取り組みゾーン」兆円産業への取り組みゾーン」とと「ＪＡＣＤＳ活動紹介ゾー「ＪＡＣＤＳ活動紹介ゾー

ン」ン」を設置。を設置。特に特に「「1010 兆円産業への取り組みゾーン」兆円産業への取り組みゾーン」では、では、これからドラッグストア業界がこれからドラッグストア業界が 101 0

兆円産業に成長するため、兆円産業に成長するため、業界一丸となって取り組まなければならない業界一丸となって取り組まなければならない 77 つの課題が提起されまつの課題が提起されま

した。した。業界関係者が熱心にメモを取る姿が目立ち、業界関係者が熱心にメモを取る姿が目立ち、これからのドラッグストア業界に大きなインこれからのドラッグストア業界に大きなイン

パクトを与えることとなりました。パクトを与えることとなりました。

【【ブースコンテストブースコンテスト】】

　　　　

【新商品コレクション】【新商品コレクション】

総合の部総合の部 最優秀大賞最優秀大賞 花王花王・・カネボウ化粧品カネボウ化粧品
大賞大賞 株式会社ジャパンゲートウェイ株式会社ジャパンゲートウェイ
準大賞準大賞 株式会社資生堂株式会社資生堂
準大賞準大賞 株式会社　井田両国堂株式会社　井田両国堂
準大賞準大賞 SHO-BISHO-BI 株式会社株式会社
優秀賞優秀賞 サンスター株式会社サンスター株式会社
優秀賞優秀賞 エステー株式会社エステー株式会社
優秀賞優秀賞 ユニリーバユニリーバ・・ジャパンジャパン・・ホールディングス株式会社ホールディングス株式会社
優秀賞優秀賞 第一三共ヘルスケア株式会社第一三共ヘルスケア株式会社
優秀賞優秀賞 日本酒類販売株式会社日本酒類販売株式会社
優秀賞優秀賞 株式会社太田胃散株式会社太田胃散
優秀賞優秀賞 ホーユー株式会社ホーユー株式会社
優秀賞優秀賞 株式会社ダリヤ株式会社ダリヤ
優秀賞優秀賞 ユニユニ・・チャームグループチャームグループ

優秀賞優秀賞 株式会社マンダム株式会社マンダム

特別賞の部特別賞の部 協会会長特別賞協会会長特別賞 ライオン株式会社ライオン株式会社
協会会長特別賞協会会長特別賞 プロクタープロクター・・アンドアンド・・ギャンブルギャンブル・・ジャパン株式会社ジャパン株式会社
協会会長特別賞協会会長特別賞 DD ｒ．ｒ．JartJart
実行委員長特別賞実行委員長特別賞 ゼリア新薬工業株式会社ゼリア新薬工業株式会社
実行委員長特別賞実行委員長特別賞 株式会社菱食株式会社菱食
実行委員長特別賞実行委員長特別賞 コカコカ・・コーライーストジャパンチェーンストアセールスコーライーストジャパンチェーンストアセールス
審査委員会特別賞審査委員会特別賞 ((株株))コーセーコーセー// コーセー化粧品販売コーセー化粧品販売((株株)/)/ コーセーコスメポートコーセーコスメポート((株株))
審査委員会特別賞審査委員会特別賞 摩耶堂製薬株式会社摩耶堂製薬株式会社
審査委員会特別賞審査委員会特別賞 日本製紙クレシア株式会社日本製紙クレシア株式会社
特別企画賞特別企画賞 カメヤマ株式会社カメヤマ株式会社
特別企画賞特別企画賞 明治製菓株式会社明治製菓株式会社
特別企画賞特別企画賞 大幸薬品株式会社大幸薬品株式会社
デザイン賞デザイン賞 クラシエホールディングスクラシエホールディングス
デザイン賞デザイン賞 株式会社大山株式会社大山

デザイン賞デザイン賞 エスエス製薬株式会社エスエス製薬株式会社

会長賞 実行委員長賞 協会特別賞

業界関係者投票部門 ホーユー（株） 大塚製薬（株）
コカ・コーライーストジャパン
チェーンストアセールス （株）資生堂 小岩井乳業（株）

一般来場者投票部門 花王（株） 小林製薬（株） （株）カネボウ化粧品 エビス（株） キリンビール（株）

10周年記念特別賞
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【ＪＡＣＤＳカテゴリーマネージメント導入事例発表会】【ＪＡＣＤＳカテゴリーマネージメント導入事例発表会】

　「ヘルスケア」　「ヘルスケア」のカテゴリーマネジメント導入事例が会員企業３社によって発表されまのカテゴリーマネジメント導入事例が会員企業３社によって発表されま

した。した。また、また、昨年末に発表されたテンプレート昨年末に発表されたテンプレート「分析シート」「分析シート」による活用事例も報告されによる活用事例も報告され

ました。ました。会場は立見がでるほど盛況で、会場は立見がでるほど盛況で、約約530530名が参加、名が参加、製製・・配配・・販の協働による具体的販の協働による具体的

事例に熱心に耳を傾けていました。事例に熱心に耳を傾けていました。

　　　　　　　　　　　　　　　ＪＡＣＤＳカテゴリーマネジメント委員長　櫻井　清　　　　　　　　　　　　　　　ＪＡＣＤＳカテゴリーマネジメント委員長　櫻井　清

　＜開催概要＞　＜開催概要＞

　　　日時　　　日時：：20102010年年33月月1212日日（金）　（金）　1313：：3030～～1414：：4040

　　　場所　　　場所：：千葉千葉・・幕張メッセ　国際会議場２階　国際会議室幕張メッセ　国際会議場２階　国際会議室

　　　参加者数　　　参加者数：：約約530530名名

【標準ＥＤＩ【標準ＥＤＩ（流通ＢＭＳ）（流通ＢＭＳ）推進特別セミナー】推進特別セミナー】

　標準ＥＤＩの導入　標準ＥＤＩの導入「標準ＥＤＩ「標準ＥＤＩ（流通ＢＭＳ）（流通ＢＭＳ）ガイドライン」ガイドライン」の発表後、の発表後、製製・・配配・・販が販が

それぞれの立場で実運用についての報告を行い、それぞれの立場で実運用についての報告を行い、パネルディスカッションを行いました。パネルディスカッションを行いました。

参加者はこれからのＥＤＩ推進のポイントと内容について熱心に聴いていました。参加者はこれからのＥＤＩ推進のポイントと内容について熱心に聴いていました。

　今後は標準ＥＤＩの普及に向けた活動を進めてまいります。　今後は標準ＥＤＩの普及に向けた活動を進めてまいります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＥＤＩ推進委員長　江黒　純一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＥＤＩ推進委員長　江黒　純一

　＜同時開催＞　＜同時開催＞

　　　日時　　　日時：：20102010年年33月月1212日日((金金)14)14：：4040～～1616：：0000

　　　場所　　　場所：：千葉　幕張メッセ　国際会議場２階　国際会議室千葉　幕張メッセ　国際会議場２階　国際会議室

　　　参加者数　　　参加者数：：約約180180名名

【【JACDSJACDS 勤務薬剤師会特別セミナー】勤務薬剤師会特別セミナー】

「変革が迫られる薬剤師の役割について」「変革が迫られる薬剤師の役割について」のテーマで、のテーマで、勤務薬剤師会窓口担当者のほか、勤務薬剤師会窓口担当者のほか、

企業の教育担当者、企業の教育担当者、勤務薬剤師といった方々を対象にセミナーが行われました。勤務薬剤師といった方々を対象にセミナーが行われました。勤務薬剤師勤務薬剤師

会の活動方針の説明の後、会の活動方針の説明の後、厚生労働省医薬食品局総務課の山本薬事企画官より最近の薬事行厚生労働省医薬食品局総務課の山本薬事企画官より最近の薬事行

政について解説が行われ、政について解説が行われ、次いで、次いで、日本薬業研修センター医薬研究所の堀美智子所長より講日本薬業研修センター医薬研究所の堀美智子所長より講

演いただき、演いただき、今後の薬剤師における役割を果たすための資質向上の重要性が強調されまし今後の薬剤師における役割を果たすための資質向上の重要性が強調されまし

た。た。そして、そして、勤務薬剤師会の運営委員から、勤務薬剤師会の運営委員から、新しい薬剤師の役割や期待に応えていくため、新しい薬剤師の役割や期待に応えていくため、

勤務薬剤師会勤務薬剤師会・・会員企業会員企業・・薬剤師個人が連携し、薬剤師個人が連携し、薬剤師の資質向上のほか、薬剤師の資質向上のほか、各種サポートを各種サポートを

行っていくことが説明されました。行っていくことが説明されました。

今後、今後、勤務薬剤師会は、勤務薬剤師会は、更なる勤務薬剤師の資質向上と会員企業の発展のため活動して更なる勤務薬剤師の資質向上と会員企業の発展のため活動して

いきます。いきます。

ＪＡＣＤＳ勤務薬剤師会会長　小田　兵馬ＪＡＣＤＳ勤務薬剤師会会長　小田　兵馬

　＜開催概要＞　＜開催概要＞

日時日時：：20102010年年33月月1212日日（金）　（金）　1414：：3030～～1616：：4545

場所場所：：千葉　幕張メッセ　展示ホール内特設セミナールーム千葉　幕張メッセ　展示ホール内特設セミナールーム

参加者数参加者数：：約約140140名名



【第【第 8 68 6 号－号－ 44】】

【第【第 55 回セルフメディケーションアワード】回セルフメディケーションアワード】

　　ＪＡＣＤＳ正会員企業に勤める薬剤師、ＪＡＣＤＳ正会員企業に勤める薬剤師、登録販売者、登録販売者、栄養士栄養士・・管理栄養士、管理栄養士、ＪＡＣＤＳＪＡＣＤＳ

認定の各種アドバイザー認定の各種アドバイザー（（HCAHCA・・BCABCA・・BBABBA・・KPAKPA））らを対象にセルフメディケーション推進らを対象にセルフメディケーション推進

のためののための“実践に基づく論文”“実践に基づく論文”を募集。を募集。また薬学生また薬学生・・薬業専門学校生からは薬業専門学校生からは“期待される“期待される

薬剤師像とは”薬剤師像とは”などをテーマとした論文を募集いたしました。などをテーマとした論文を募集いたしました。今回は登録販売者からの今回は登録販売者からの

126126作品を含む最多の作品を含む最多の320320作品の応募があり、作品の応募があり、３回の審査を行い３回の審査を行い33月月1212日グランプリ候補日グランプリ候補

77名が論文を発表。名が論文を発表。最終審査の結果、最終審査の結果、栄えあるグランプリ、栄えあるグランプリ、準グランプリ、準グランプリ、各賞が次のと各賞が次のと

おり決定し、おり決定し、表彰されました。表彰されました。表彰者並びに概要は以下のとおりです。表彰者並びに概要は以下のとおりです。

　これからも専門知識を活かし、　これからも専門知識を活かし、地域社会に貢献するドラッグストアに勤める専門家のレ地域社会に貢献するドラッグストアに勤める専門家のレ

ベルアップをアワード等を通じて図っていきます。ベルアップをアワード等を通じて図っていきます。

セルフメディケーションアワード実行委員長セルフメディケーションアワード実行委員長

羽生　富雄羽生　富雄

　＜開催概要＞　グランプリ候補作品発表並びにグランプリ等表彰　＜開催概要＞　グランプリ候補作品発表並びにグランプリ等表彰

　　　日時　　　日時：：20102010 年年 33 月月 1212 日日((金金))　　1212：：3030 ～～ 1414：：3030

　　　場所　　　場所：：千葉千葉・・幕張メッセ　国際展示場　４ホール　イベントステージ幕張メッセ　国際展示場　４ホール　イベントステージ

　　　参加者数　　　参加者数：：約約 1 2 01 2 0 名名

　　　アワード募集期間　　　アワード募集期間：：20092009 年年 1010 月１日～月１日～ 20102010 年年 11 月月 1515 日日

　　　応募総数　　　応募総数：：3 2 03 2 0 作品　　作品　　

　内訳　内訳：：薬剤師薬剤師111111　登録販売者　登録販売者126126　栄養士　栄養士・・管理栄養士管理栄養士3535　ＨＣＡ　ＨＣＡ1212　ＢＣＡ　ＢＣＡ1919　　

　　ＢＢＡ　　ＢＢＡ11　漢方Ａ　漢方Ａ33 その他の薬業従事者その他の薬業従事者 66 　薬学生　薬学生・・専門学校生専門学校生 77

＜セルフメディケーションアワード表彰結果＞＜セルフメディケーションアワード表彰結果＞

■グランプリ■グランプリ

　野々下　重則　野々下　重則（株）（株）キリン堂キリン堂（登録販売者）（登録販売者）

テーマテーマ「薬剤師「薬剤師・・登録販売者協同プロジェクト」登録販売者協同プロジェクト」

■準グランプリ■準グランプリ

　澤田　麻依子　澤田　麻依子（株）（株）ユタカファーマシーユタカファーマシー（管理栄養士）（管理栄養士）

テーマテーマ「ドラッグストアの管理栄養士における職域拡大に向けて」「ドラッグストアの管理栄養士における職域拡大に向けて」

■会長賞■会長賞

　真崎　薫令　真崎　薫令 （株）（株）マツモトキヨシマツモトキヨシ（薬剤師）（薬剤師）

テーマテーマ「調剤を通して生み出すセルフメディケーション」「調剤を通して生み出すセルフメディケーション」

■実行委員長賞■実行委員長賞

　牧　浩義　牧　浩義 （株）（株）ライフォートライフォート（ビューティケアアドバイザー）（ビューティケアアドバイザー）

テーマテーマ「ビューティケアアドバイザーとして」「ビューティケアアドバイザーとして」

■審査委員長賞■審査委員長賞

　木下　恵介　木下　恵介 （株）（株）ドラッグストアバイゴードラッグストアバイゴー（薬剤師）（薬剤師）

テーマテーマ「セルフメディケーションにおけるシップ剤の使用状況について」「セルフメディケーションにおけるシップ剤の使用状況について」

■審査委員特別賞■審査委員特別賞

　安藤　悟　安藤　悟 （株）（株）ユタカファーマシー　（登録販売者）ユタカファーマシー　（登録販売者）

テーマテーマ「高血圧症のお客様へのセルフメディケーションのお手伝い」「高血圧症のお客様へのセルフメディケーションのお手伝い」

■審査委員特別賞■審査委員特別賞

　根岸　直希　根岸　直希 （株）（株）カメガヤカメガヤ（ヘルスケアアドバイザー）（ヘルスケアアドバイザー）

テーマテーマ「お客様のリスク区分に対するとらえ方とご案内の手法について」「お客様のリスク区分に対するとらえ方とご案内の手法について」
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＜各カテゴリー賞受賞者＞＜各カテゴリー賞受賞者＞

■薬剤師の部■薬剤師の部

大　賞大　賞 原田　真臣原田　真臣 （株）（株）マツモトキヨシマツモトキヨシ

準大賞準大賞 鷲見　朋子鷲見　朋子 （株）（株）ユタカファーマシーユタカファーマシー

優秀賞優秀賞 北村　真北村　真 （株）（株）いわいいわい

益子　道子益子　道子 （株）（株）キリン堂キリン堂

野間　臨太郎野間　臨太郎 （株）（株）サンドラッグサンドラッグ

平島　涼平平島　涼平 （株）（株）ぱぱすぱぱす

川口　正晃川口　正晃 （株）（株）マツモトキヨシ　マツモトキヨシ　

武弓　友美武弓　友美 （株）（株）マツモトキヨシ　マツモトキヨシ　

荻島　有貴荻島　有貴 （株）（株）マツモトキヨシマツモトキヨシ

■登録販売者の部■登録販売者の部

大　賞大　賞 丸川　文子丸川　文子 （株）（株）キリン堂　キリン堂　

準大賞準大賞 森居　諭史森居　諭史 （株）（株）カメガヤ　カメガヤ　

小玉　和彦小玉　和彦 （株）（株）サッポロドラッグストアーサッポロドラッグストアー

畑　幸成畑　幸成 （株）（株）ジップドラッグ　ジップドラッグ　

早川　静早川　静 （株）（株）ライフォートライフォート

優秀賞優秀賞 広長　幹生広長　幹生 （株）（株）サッポロドラッグストアーサッポロドラッグストアー

水野　悠花水野　悠花 （株）（株）ジップドラッグジップドラッグ

松岡　晃規松岡　晃規 （株）（株）ユタカファーマシーユタカファーマシー

■栄養士■栄養士・・管理栄養士の部管理栄養士の部

大　賞大　賞 北條　美奈子北條　美奈子 （株）（株）マツモトキヨシマツモトキヨシ

優秀賞優秀賞 松井　沙矢加松井　沙矢加 （株）（株）ユタカファーマシーユタカファーマシー

■ヘルスケアアドバイザーの部■ヘルスケアアドバイザーの部

大　賞大　賞 竹田　宏太竹田　宏太 （株）（株）キリン堂キリン堂

準大賞準大賞 石田　敦子石田　敦子 （株）（株）キリン堂キリン堂

■ビューティケアアドバイザーの部■ビューティケアアドバイザーの部

準大賞準大賞 川瀬　直子川瀬　直子 （株）（株）ドラッグストアバイゴードラッグストアバイゴー

優秀賞優秀賞 櫻井　瞳櫻井　瞳 （株）（株）ドラッグストアバイゴードラッグストアバイゴー

■ベビーケアアドバイザーの部■ベビーケアアドバイザーの部

優秀賞優秀賞 大木　優子大木　優子 （株）（株）マツモトキヨシマツモトキヨシ

■漢方アドバイザーの部■漢方アドバイザーの部

大　賞大　賞 秋山　宏則秋山　宏則 （株）（株）ドラッグストアバイゴードラッグストアバイゴー

■その他の薬業従事者の部■その他の薬業従事者の部

優秀賞優秀賞 江口　真里子江口　真里子 （株）（株）ユタカファーマシー　ユタカファーマシー　

■薬学生の部■薬学生の部

優秀賞優秀賞 岩井　まりな岩井　まりな   金城学院大学薬学部金城学院大学薬学部


