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「 第 12 回 日本セルフメディケーション学会 」の開催に際して
認定 NPO 法人セルフメディケーション推進協議会
会長 池田義雄
専務理事 村田正弘
セルフメディケーション推進協議会 (SMAC) は 2002 年に国民、生活者が自ら健康
で活力ある生活をすることを支援しようと、医療、介護、運動、食生活等に関わる専門
職を含む有志によって結成された団体です。その後 2003 年に特定非営利活動 (NPO)
法人としての認証を取得して、特定の業界、団体の利益に偏らない、純粋に国民のため
の社会活動の実践を行ってきました。2012 年国税庁より認定を取得して新しい公共と
しての責任ある活動を目指しています。
ご承知のように少子高齢化の加速もあり、日本の社会保障制度の維持継続は深刻な危
機に直面しています。医療、介護においては疾病治療、要介護者への支援施策の充足と
ともに、健康管理の啓発による発症の予防、重症化回避が医療資源の有効活用、社会保
障経費軽減に必需なのです。平均寿命と健康寿命の差をいかに縮めるかはセルフメディ
ケーションの推進にかかっています。
SMAC は事業活動の主体として「セルフメディケーションを科学する」を標榜して
「日本セルフメディケーション学会」を毎年開催してきました。本年は第 12 回にあた
り、石井文由理事(明治薬科大学教授)を年会長に池袋サンシャインシティ文化会館で 11
月 1, 2 日に行います。特別講演、シンポジウム、一般演題などを通じて実践現場での
実証を各地域に広げるための機会となるでしょう。会場を大学外に移すことで、参加者
の増えることを期待し、青栁幸利先生(東京都健康長寿医療センター研究所)による市民
公開講座「病気にならない生活法」へ一般生活者が参加しやすくなるよう配慮しました。
(協賛企業による展示は一般市民へ公開します。) さらに、翌 3 日に城北中央公園にお
いてポールウォーキング市民集会を開催し、講座内容の実例として体験して頂きます。
セルフメディケーションは国民に浸透したのでしょうか。複数のイベントにおける調
査では、一般市民へは言葉で 2～3 割、真に理解されているのは 10%程度に止まってい
ます。これでは地域包括医療、健康産業育成、雇用促進などの政策は根付きません。最
近実施した地域自治体の健康推進担当者へのアンケート調査から、地域住民への健康維
持を啓発する具体的企画はほとんど進んでいない状況がわかりました。学会における討
論、情報交換を通じてセルフメディケーションの効用を検証し、実践可能な具体的提言
の基盤が成就することを期待します。

4

年会長挨拶
第 12 回 日本セルフメディケーション学会 年学会長
明治薬科大学 石井文由
認定 NPO セルフメディケーション推進協議会（以下 SMAC）は、安心できる健康の維持と
安定した医療費の確保を両立する「セルフメディケーション」によって「健康で活気あふ
れる 21 世紀の生活環境を作る」ことをスローガンとして活動しています。目的を同じくす
る本学会では、生活者のためのセルフメディケーションの推進を、学術的な側面から検討
していくことを本会の目的として、毎年学会を開催していますが、本年も 11 月 1 日(土)、
2 日(日)に「第 12 回日本セルフメディケーション学会」を、サンシャインシティ文化会館
特別ホールで開催する運びとなりました。
今回は「いますぐ実践できる！セルフメディケーション支援」をメインテーマとしまし
た。セルフメディケーション支援を行う薬局、ドラッグストアには多くの生活者の皆様が
いらっしゃいます。この中には、すぐに医療が必要な方や、一般用医薬品を使用して様子
をみたほうがよい方、生活習慣の見直しで様子をみる方など様々な生活者の方がいらっし
ゃいます。これらの方々をセルフメディケーションの視点から支援するためには、幅広い
知識や観察力、話を聴くコミュニケーション能力はもとより、かすかな兆候や、傾向、習
慣を見逃さずに発見する高い専門性に裏付けられた能力を磨くことが必要です。セルフメ
ディケーション支援として、一人ひとりに合った最適なプログラムを提案するためには、
医師、薬剤師、看護師、登録販売士、栄養士等による協働が、これまで以上に重要である
と考え、広く職種を超えたシンポジウムや教育講演を、用意いたしました。また、一般演
題発表に加え、本学会初となる口頭発表を導入することで、さらに活発な討議を期待して
おります。
なお、同じく本学会初の試みとして、協賛企業によるブース展示および体験ブースを設
置致しました。各企業様よりご提供頂く最新の情報と実物を、見て、聞いて、触れる事に
より深く理解して頂きます事を期待しております。さらに、SMAC のスローガンである社会
におけるセルフメディケーション推進を目的として、展示および体験ブースは一般市民に
無料公開する事といたしました。学会 2 日目の市民公開講座の受講者に加え、豊島区、板
橋区、練馬区を中心とする多くの一般市民の方々にブース展示を訪れて頂くよう企画して
おります。
学術面において、関係各位の活発な意見交換によるセルフメディケーションの発展を期
待するとともに、一般市民の皆様へ情報提供および機会提供を実施することによる実践面
でのセルフメディケーション推進に寄与すべく、本学会を開催させて頂きます。
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最寄り駅よりサンシャインシティまでの案内図
◎ 池袋駅
池袋駅東口よりグリーン大通りを直進し、サンシャイン60通りを左折して直進し、
右手に見えるサンシャインシティ地下道入口よりお入り下さい。（約8分）

サンシャインシティ

地下道入口
地
下
入
口

◎ 東池袋駅（東京メトロ有楽町線）
西改札を出て、6・7番出口のエスカレーターを上がって右へ進み、サンシャインシティ方面の看板にした
がって進み、サンシャインシティ地下入口をお入り下さい。（約3分）

6

サンシャインシティ内 地下案内図
池袋駅から
サンシャインシティ

地下道入口
案内スタッフ

エレベーターで5階へ

案内スタッフ

地下入口

東池袋駅から
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会場内案内図
サンシャインシティ 文化会館 5階 特別ホール501、502号室

ポスター会場

特別講演演者

502号室

シンポジスト
控室

ブース展示
市民健康フェア
体験コーナー

501号室
講演会場

学会受付
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交流会 会場案内図
サンシャインシティ ワールドインポートマートビル コンファレンスルーム ROOM 14

文化会館 4階

学会会場(5階)会場を
出て右手に進み、
エスカレーターに乗り、
4階へお降り下さい。

サンシャイン劇場

右手に見える連絡通路を
お渡りください。

案内スタッフ

ワールドインポートマートビル
への連絡通路

中央の階段は降りずに
左側通路を直進します。

案内スタッフ

ワールドインポート
マートビル
Room14
会場入り口のスタッフが、
名札の懇親会参加欄を
確認いたしますので、
ご提示のご協力をお願い
申し上げます。

喫煙室
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参加者へのご案内
１．事前参加登録済みの方
あらかじめお送りしたネームカード（参加証明書 兼 領収書）を必ずご持参の上、
ご着用ください。ネームカードのない方のご入場はお断りいたします。
２．当日参加登録の方
学会当日、参加登録をされる方は、受付にてご登録ください。お支払はすべて現
金でお願いいたします。参加費と引き換えにネームカード（参加証明書 兼 領収書）
、
講演要旨集をお渡しいたします。会場内では、必ずネームカードをご着用ください。

３．クローク
5 階ロビー内にクロークを設けますのでご利用ください。なお、貴重品はお預か
りできませんのであらかじめご了承ください。
４．講演およびポスター撮影
発表中の会場内での写真、ビデオ撮影、録音はご遠慮ください。また、発表者の
許可なくポスターを撮影することもご遠慮ください。
５．喫煙
会場内は禁煙です。指定の喫煙場所以外での喫煙は禁止いたします。
６．携帯電話・PHS 等の音を発する電子機器
講演会場内では、携帯電話、PHS 等、音を発する電子機器の電源をお切り頂く
か、マナーモードに切り替えてください。
７．日本薬剤師研修センター認定シールの交付
本学会は、認定薬剤師の更新時に必要な単位として認定されます。参加証明書（ネ
ームカード）は更新時に必要になりますので、大切に保管してください。11 月 1
日（土）終日ご参加の場合、最大 4 単位、11 月 2 日（日）午前中ご参加の場合 2
単位、受付にて認定シールをお渡し致します。なお、11 月 2 日に 2 日分（6 単位）
分の認定シールはお渡しできませんので、各日講演終了後に必ず申請してください。
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交流会参加者へのご案内
１． 交流会会場のご案内
交流会会場は、サンシャインシティ内、ワールドインポートマートビル（学会会
場のある文化会館の隣のビル）内のコンファレンスルーム Room14 になります。
学会会場を出て右に進み、エスカレーターに乗り 4 階へ降りますと、連絡通路か
ら、ワールドインポートマートビルに繋がっています。詳しくは 9 ページ懇親会会
場案内をご参考ください、

２．交流会の当日申込
交流会会場には受付を設けておりません。当日申込の受付は、学会会場受付にて
承りますので、必ずお申込および参加費のお支払をお済ませの上、交流会会場へお
進み下さいますようお願い申し上げます。お支払はすべて現金でお願いいたします。
尚、当日受付は混雑が予想されます為、事前登録へのご協力お願い申し上げます。

３．交流会中のクロークのご利用
交流会会場にクロークをご用意致しますので、大きなお手荷物はお預け頂けます。
学会会場ロビーのクロークは、交流会終了後（20:00 を予定）のお受取りができま
せん。あらかじめ（交流会開始前に）クロークにてお手荷物をお受取りの上、交流
会会場にお持ち頂きますようお願い申し上げます。
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特別講演・教育講演・シンポジウム・市民公開講座
一般演題（口頭）発表者へのご案内
１．発表機材
特別講演、教育講演、シンポジウムおよび一般口頭発表で使用するスライドは、
プロジェクターを使用して映写します。原則として学会実行委員会で準備したパソ
コン（Windows PowerPoint 2010）を使用し、操作は講演される先生方で行って
いただきます。当日の上映チェックはできませんので、Windows 以外の PC で作
成された場合には、必ずデータの変換、動作確認の上、お持ちください。
２．データ受付
事前に発表データの提出をお願いしておりますが、当日、データをお持ちになる
ご発表者は、一般演題発表は当日（11 月 1 日）13:00 までに、その他ご発表の先生
方は、発表の 30 分前までに受付にてデータ受付をお済ませください。
３．発表時間
・特別講演

1 演題 60 分（発表 50 分、質疑応答 10 分）

・教育講演

1 演題 60 分（発表 50 分、質疑応答 10 分）

・シンポジウム 1

1 演題 15 分（質疑応答および討議 30 分）

・シンポジウム 2

1 演題 50 分（質疑応答および討議 30 分）

・市民公開講座

1 演題 90 分（発表 80 分、質疑応答 10 分）

・一般演題口頭発表

1 演題 12 分（発表 8 分、質疑応答 4 分）

４．その他
お預かりしたデータは、本学会プレゼンテーション以外の目的で使用することは
ありません。事務局で責任を持って消去いたします。

座長の先生方へのご案内
１． 座長受付
座長の方は、セッション開始 30 分前までに受付にて座長受付をお済ませ下さい
ますようお願い申し上げます。
２． 時間管理
発表時間、質疑応答時間を厳守し、円滑な運営にご協力をお願いいたします。
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ポスター発表者へのご案内
１．発表場所
ポスター会場は、502 号室です。下図のとおり、ポスター掲示板にはポスター番
号を提示します。発表者は、要旨集記載のポスター番号（例：P-1）に従って、ポ
スターを掲示してください。
２．ポスターのサイズ
ポスター掲示サイズは幅 100cm×高さ 110 cm（演題帯を含む高さ）です。パネ
ル上部に、演題名、発表者名（演者に○印）、所属施設名を記載したものを掲示し
てください。なお、演題番号は事務局で用意いたします。

３．ポスター掲示及び撤去時間
説明時間帯には、必ずポスター前で説明できるように準備してください。
貼付時間： 11 月 1 日（土）10:00～10:45
示説時間： 11 月 1 日（土）
奇数番号

14:20～14:50

偶数番号

14:50～15:20

撤去時間： 11 月 2 日（日）12:40～13:20
※ 撤去時間を過ぎて掲示されているポスターに関しては、実行委員会にて撤去
させて頂きます。
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第 12 回 日本セルフメディケーション学会
年会長

石井文由（明治薬科大学 教授）

池袋サンシャインシティ文化会館 5 階 特別ホール 501、502 号室

開催プログラム
11 月 1 日（土）
10:00

受付開始・開場

10:45

ポスター掲示（10:45 までに掲示） 【 502 室 】

10:45-11:00

開会の辞 【 501 室 】

11:00-12:00

総合司会

下川健一（明治薬科大学 准教授）

会長挨拶

池田義雄（セルフメディケーション推進協議会会長）

年会長挨拶

石井文由（明治薬科大学 教授）

特別講演 【 501 室 】
座長：加藤哲太（東京薬科大学薬学部 教授）
『 スイッチ OTC の現状と我国の将来戦略 』
井上隆弘（厚生労働省審査管理課）

12:00-12:50

ランチョンセミナー

【 501 室 】

『 タニタ式セルフメディケーション支援
～はかる・わかる・きづく・かわる～ 』
西澤美幸（株式会社タニタ）
※ タニタ食堂特製のお弁当は先着 100 名様分ご用意致しております。
当日 10:00～5 階ロビー受付にて先着順にて受付させて頂きます。
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13:00-14:15

シンポジウム 1

【 501 室 】

座長：土橋 朗（東京薬科大学 教授）
『 薬剤師による生活習慣病予防支援(健康相談会)と効果検証 』
「骨の健康」維持に対する薬剤師による生活指導の効果
中島正登（明治薬科大学 付属薬局）
「骨の健康」維持に対する薬剤師による生活指導の効果 –研究から実践へ円入智子（ウエルシア薬局株式会社）
HbA1c、血中脂質測定と糖尿病、脂質異常症予防支援
小泉茉莉江（(株)コージーファーマシー）
14:20-15:20

ポスター発表 【 502 室 】

15:30-17:18

口頭発表 【 501 室 】

17:30-18:30

演題 1～3

座長：安川 憲（日本大学薬学部 教授）

演題 4～6

座長：下川健一（明治薬科大学 准教授）

演題 7～9

座長：吉岡ゆうこ（ネオフィスト研究所 所長）

教育講演 【 501 室 】
座長：渡辺謹三（東京薬科大学 教授）
『 セルフケア・セルフチェックを支援する医療提供体制と薬剤師の役割 』
望月眞弓（慶応義塾大学薬学部 教授）

18:30

次回年会長挨拶

18:45-20:00

交流会

【 ワールドインポートマートビル コンファレンスルーム ROOM 14 】

（19:30 SMAC 賞発表）
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11 月 2 日（日）
9:00

受付開始・開場

9:30-12:30

シンポジウム 2

【 501 室 】

座長：山村重雄（城西国際大学薬学部 教授）
『 いますぐ実践できる！セルフメディケーション支援 』
在宅医療における薬剤師の活躍 ～究極のセルフメディケーション支援～
鈴木順子 (北里大学薬学部 教授)
トリアージ業務で高まる薬局・薬剤師への信頼
堀美智子 (株式会社エス・アイ・シー 取締役)
行動変容をもたらす生活習慣改善指導のコツ
石橋幸滋（石橋クリニック院長、東久留米市医師会 会長)
12:30-12:40

閉会の辞

13:30-15:00

市民公開講座 【 501 室 】

【 501 室 】

座長：村田正弘（セルフメディケーション推進協議会理事）
『 奇跡の研究～中之条研究により解明された“病気にならない生活法”
』
青栁幸利（東京都健康長寿医療センター研究所
老化制御研究チーム副部長
運動科学研究室長）
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特別講演
11 月 1 日（土）11:00 ― 12:00

『 スイッチ OTC の現状と我国の将来戦略 』

井上隆弘
厚生労働省 審査管理課

座長

加藤哲太（東京薬科大学薬学部教授）
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Honor Lecture

特別講演

スイッチ OTC の現状と我が国の将来戦略
井上隆弘
厚生労働省審査管理課

１

最近の医薬行政の動き

（１） 薬事法改正について
平成２５年の臨時国会において２つの薬事法改正案が審議され可決成立した。
○

薬事法等の一部を改正する法律（平成２５年法律第８４号）

・ 医薬品、医療機器等に係る安全対策の強化
・ 医療機器の特性を踏まえた規制の構築
・ 再生医療等製品の特性を踏まえた規制の構築
・ その他
薬事法の題名を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等
に関する法律」に改める。
○

薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律（平成２５年法律第１０３号）

・ 医薬品の販売業等に関する規制の見直し
・

一般用医薬品の販売方法に関するルールの整備

・

劇薬及びスイッチ直後品目の販売に関する安全確保のための仕組みの整備

・ 指定薬物の所持、使用等の禁止
（２） その他関連の動き
○ 承認基準の改正
一般用医薬品及び医薬部外品の承認基準の改正作業の概要。
○ 成分規格の改正
日本薬局方の１７局改正作業の概要。
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Honor Lecture
２

特別講演

要指導医薬品制度について
医療用医薬品に準じた新たなカテゴリーとして「要指導医薬品」を創設。

３

スイッチ OTC の現状と今後
海外の制度等の概要や我が国おける使用実態試験等の導入の検討。
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ランチョンセミナー
11 月 1 日（土）12:00 ― 12:50

『タニタ式・セルフメディケーション支援
～はかる・わかる・きづく・かわる～』

西澤美幸
株式会社 タニタ
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Luncheon Seminar

ランチョンセミナー

タニタ式 セルフメディケーション支援
～はかる・わかる・きづく・かわる～
西澤 美幸
株式会社タニタ
WHO が「健康的に生きる寿命」すなわち生活の質（QOL）を損なわず生きていくこと
ができる期間の指標として「健康寿命」の概念を発表して以来、我が国でも具体的な推
計値を公表するようになり、単なる一過性の「健康指標」ではない「生涯に渡る QOL」
の維持について、国の施策としても様々な場面で論議や発表・提言が実施されてきてい
る。健康的に生活の質を保ち豊かに年を重ねて行きたいという希望は誰もが抱く本質的
な人生の望みであり、自分の健康を自身で適正に管理しより良い人生を送ろうとする広
義の「セルフメディケーション」の考えは、健康寿命を伸長させようとする我が国の施
策と合致するだけでなく、多くの人々の共感を呼ぶものである。
しかし、この考えに共感し知識を得たとしても、それを「自分ごと」として受け止め、
自身の生涯にわたる QOL を高めるためには、これを適切に実践できことが求められる。
そこで肝要なのは、食生活、運動など日常活動において、まず「自身のからだを知るこ
と」（チェック）と「専門家の助言を自分にとって合致する有益な内容へと応用するこ
と」（ケア）である。
ここでは、日々の QOL を高める手助けとなるチェックに的を絞って、
「健康をはかる」
を社是としているタニタの機器開発やこれに付随した各種のサービスについて紹介す
る。そしてこれを提供する企業の立場として、主に「自己の客観化」や「楽しく継続」
することの支援について、これまでに得られている様々なデータ…「はかる」ことから
始まる良いサイクルを回すことの実現事例やデータの統計解析結果をいくつか提示し
てご参考に供したい。
以上、本日のお話がセルフメディケーションの推進に当たられている多くの皆様の広
義のセルフメディケーション活動における、より良い支援を実現する上での一助として
ご活用いただければ幸いである。
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シンポジウム１
11 月 1 日（土）13:00 ― 14:15

『 薬剤師による生活習慣病予防支援と効果の検証 』

------シンポジスト-----中島正登
明治薬科大学附属薬局

円入智子
ウエルシア薬局株式会社

小泉茉莉江
株式会社コージーファーマシー

座長

土橋 朗（東京薬科大学 教授）
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S1-1 シンポジウム 1 『薬剤師による生活習慣病予防支援(健康相談会)と効果検証』
「骨の健康」維持に対する薬剤師による生活指導の効果
中島 正登
明治薬科大学附属薬局
【 目 的 】
健康日本 21（第 2 次）の中心課題は「健康寿命の延伸」である。厚生労働省による
と、2010 年時点で平均寿命と健康寿命の差は男性で 9.13 年、女性で 12.68 年となって
いる。少しでも長く QOL の高い生活を送るためには、今後も延伸すると言われる平均
寿命に併せて健康寿命を延ばし、更にその差を縮めることが不可欠であり、セルフメ
ディケーションの推進を求められている薬剤師にとって重要な課題のひとつである。
また、平成25年6月に閣議決定された日本再興戦略では、「薬局を地域に密着した健
康情報の拠点として、セルフメディケーションの推進のために薬剤師の活用を促進す
る。」とされ、これを受けて平成26年1月に示された「薬局の求められる機能とあるべ
き姿」においても、薬局が地域の健康ステーションとなることが強く求められている。
そこで今回、地域住民の健康維持や介護予防において、薬局薬剤師が一役を担うこ
とを目的として、介護が必要となる主な原因として上位に挙げられる「骨折・転倒」を
引き起こす骨粗鬆症に主眼をおき、疾患に関する正しい情報提供ができる資料を作成
し、その資料を用いて薬剤師が生活指導を行い、その効果をアンケート調査および骨
密度測定により検証した。

【 方 法 】
製薬会社が作成した骨粗鬆症関連資料や薬局薬剤師の意見等を参考に骨粗鬆症に関
する説明資料「大切な骨の話」を作成した。明治薬科大学主催の市民講座にて 50 歳以
上の男女からモニターを募集し、作成した説明資料と取組みへの実施状況を記入するカ
レンダーを配布し、薬剤師による個別相談・指導を行った。その際に無作為に選んだ 76
名に対して、モニターの行動変容に及ぼす説明資料の効果をアンケートにより調査した。
説明資料配布前、配布 6 週後、12 週後及び 24 週後の計 4 回骨密度測定を行い、全 4 回
の測定すべてに参加した 41 名の結果について解析した。

【 結果および考察 】
行動変容に関するアンケートの結果より、骨密度測定経験の有無と骨粗鬆症予防に対
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S1-1 シンポジウム 1 『薬剤師による生活習慣病予防支援(健康相談会)と効果検証』
する意識は有意に(p=0.0026)相関した。しかしながら、予防意識があると答えた 46 名
(61％)の方のうち、具体例を挙げられたのは 7 名に止まることから、定期的な骨密度測
定の推進とともに骨粗鬆症予防の啓発も必要であることが明らかである。作成した説明
資料を用いた個別相談・指導の実施後、それまでの骨粗鬆症予防意識別に行動変容を決
心した人数を集計すると、どの群も半数を超えた。これは、説明資料を用いた生活指導
が幅広い対象に行動変容を引き起こす効果があることを示唆している。
骨密度(YAM(%))測定結果より、説明資料配布前は 66.8％であった YAM(%)の平均値が
24 週後には 74.6％となり、有意な改善 (p=9.12E-12<0.001) が見られた（図 1）。また
各個人毎の YAM(%)変化においても、全体の 8 割以上のモニターに改善が見られた。更
に、薬剤師による介入終了後 24 週目（全体として 48 週後）の YAM(%)平均値は 70.2％
と減少した（図 2）
。

図1

骨密度平均値の変化（24 週 n=41）

図2

各個人の骨密度の変化（48 週 n=25）

【 結 論 】
本研究結果より、薬剤師による説明資料および実施カレンダーを用いた生活指導は
「骨の健康」維持あるいは改善に大きく寄与し、骨粗鬆症予防に効果があることが明ら
かとなった。同時に、薬剤師による介入がセルフメディケーションの推進に大きく貢献
できることを明らかにできた。

【キーワード】 セルフメディケーション・薬局薬剤師・骨粗鬆症・骨密度
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S1-2 シンポジウム 1 『薬剤師による生活習慣病予防支援(健康相談会)と効果検証』
「骨の健康」維持に対する薬剤師による生活指導の効果
―研究から実践へ―
円入 智子
ウエルシア薬局株式会社
【 目 的 】 平成 25 年に公表された健康日本 21（第 2 次）や同年に閣議決定された
日本再興戦略にも明記されるなど、ここ数年で「セルフメディケーション」という言葉
の認知度は上昇してきている。しかしながら、セルフメディケーションに対する地域ご
との取り組みが全国各地で進められている一方で、全国に普及するような総合的・継続
的な健康支援モデルに乏しいのが現状である。
そこで今回、薬局の総合的な健康支援機能の強化・促進と個々の薬剤師のセルフメデ
ィケーションに対する取り組みの具現化を目的とし、明治薬科大学の『「骨の健康」維
持に対する薬剤師による生活指導の効果』研究を参考に「実践モデル」を作成し、その
健康支援機能を検証した。
【 方 法 】 ウエルシア薬局の折り込み広告や店頭ポスター（図 1）及び手配りチラシ
を使用したイベント告知を行い、ウエルシア薬局東久留米本町店および東久留米滝山店
において「骨の健康チェック」と称した骨密度測定と測定結果の説明（図 2）を行った。
イベントは調剤待合室を会場に、処方箋受付をしていない日曜日に実施した。測定機器
はエルクコーポレーション社製超音波式骨密度計 CM-200 を用い、踵骨の骨密度（YAM％）
を測定した。
その後、希望者には、生活状況を確認するアンケートに回答頂き、回答内容を中心に
薬剤師がパンフレット（大切な骨の話）を用いて相談応需しながら、一緒に改善点を生
活状況から検討し、実践可能な範囲で日々の目標を立案した。実施状況を記入するため
のカレンダー（図 3）を渡し、3 か月後の同イベントの日時を案内した。初日と 3 か月
後の両日に健康チェックを受けた方に対して、測定値の変化を評価した。

図 1 告知に使用した広告・ポスター

図 2 測定結果貼付用紙

図 3 配布カレンダー（表紙・記録・指導内容）
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S1-2 シンポジウム 1 『薬剤師による生活習慣病予防支援(健康相談会)と効果検証』
【 結果および考察 】 「骨の健康チェック」
（骨密度測定）には、4 月は 54 人、6 月
は 31 人（新規 23 人、継続 8 人）の計 77 人（男性 22 人、女性 55 人、平均年齢 58.1 歳）
の参加があった。骨密度(YAM(%))を図 4 に、測定結果がもたらした意識および行動の変
化に関する回答結果を図 5 にそれぞれ示す。測定値が低い方だけでなく高い方でも測定
経験によって半数を超える方の意識または行動が変化したことが分かる。測定後、28 人
の方から相談の希望があり実施した。カレンダーを用いた生活改善を行った 8 人の骨密
度(YAM(%))測定結果について、各個人の測定結果を図 6 に、平均値の変化を図 7 にそれ
ぞれ示す。図 7 より、初回は 72.4％であった骨密度 YAM(%)の平均値は 12 週後には 77.8％
となり、有意な改善 (p=0.029<0.05) が見られた。これは、研究を基にした「実践モデ
ル」によって実際に骨密度が改善したことを示している。

図 4 参加者の骨密度（77 人）

図 5 測定後の意識および行動の変化

図 7 骨密度平均値の変化（継続のみ）

図 6 各個人の骨密度の変化（継続のみ）

【 結 論 】 本研究結果より、薬剤師によるパンフレットおよび実施カレンダーを用い
た生活指導を行う「実践モデル」は、実際の薬局にて実施した場合においても「骨の健
康」維持あるいは改善をもたらし、骨粗鬆症予防に効果があることを明確に出来た。今
後、この「実践モデル」を全国的に普及させ、薬剤師による健康支援を行っていく予定
である。
【キーワード】 骨粗鬆症・生活指導・健康支援・薬局薬剤師
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S1-3 シンポジウム 1 『薬剤師による生活習慣病予防支援(健康相談会)と効果検証』

HbA1c、血中脂質測定と糖尿病、脂質異常症予防支援
小泉 茉莉江
コージーファーマシー株式会社
【目的・背景】 平成 25 年 6 月に閣議決定された日本再興戦略に「薬局を地域に密着し
た健康情報の拠点として、一般用医薬品等の適正な使用に関する助言や健康に関する相
談、情報提供を行う等、セルフメディケーションの推進のために薬局・薬剤師の活用を
促進する」と記載されている。薬局・薬剤師に求められる役割は医薬品情報の提供のみ
に止まらず、幅広くセルフメディケーションに関する情報を提供する地域の健康情報の
拠点へと変化している。また、これまで法的根拠が不足していた薬局における血液測定
が、2014 年 3 月 31 日臨床検査技師法に基づく公示改正の交付により、自己穿刺という
形で正式に可能になった。自己血液測定サービスを提供する薬局は、今後ますます増加
していくと予想される。血液検査結果の提供に加えて、測定をきっかけに個々に応じた
セルフメディケーションに関する情報も地域の薬局が提供することで、さらなる健康支
援に貢献することを目的とした。
【方法】 「糖尿病危険度チェック」および「糖尿病予防のための相談会」または、
「脂
質異常症危険度チェック」および「脂質異常症予防のための相談会」をそれぞれ同時開
催した。開催場所は休日の薬局調剤室を利用し、3 ヶ月の間隔をあけて実施した。現在
までに、両チェック＆相談会共に開催場所 2～3 ヶ所、それぞれの場所につき 1～2 回行
い、現在も継続中である。血液測定には、ロシュ・ダイアグノスティックス社製コバス
b101 を用い、
「検体測定室に関するガイドライン」に従い参加者自身が血液採取する方
法で、HbA1c（
「糖尿病危険度チェック」）
、LDL コレステロール、HDL コレステロール、
TG（「脂質異常症危険度チェック」）の測定を行った。また、「予防のための相談会」で
は、参加者の生活状況を知るアンケートに回答頂き、回答内容を中心に薬剤師が相談応
需しながら、相談者に合わせた運動、食事に関する情報を提供、改善目標を設定した。
その目標達成度を記入するための生活改善カレンダーをお渡し、3 ヶ月後の同イベント
日時を案内した。
【結果】「糖尿病危険度チェック」に参加された 32 名の HbA1c の結果を Fig.1 に示す。
また、糖尿病で通院しているか、定期的な健診の有無を Table 1 に示した。測定結果に
関わらず、生活改善カレンダーを利用された方の内、3 ヶ月後に再来店したのは 1 名で
あった。食事改善目標を選択し、カレンダーに達成度を記入したが、HbA1c 値改善はし
なかった。しかし、相談会以前より食生活は改善したとの回答を得られた。「脂質異常
症チェック」に参加された 36 名の検査結果を、基準値を超えた項目ごとにまとめて
Fig.2 に示す。また脂質異常症で通院しているか、定期的な健診の有無を Table 2 に示
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した。測定結果に関わらず、生活改善カレンダーに参加された方の内 3 ヶ月後に再来店
したのは 1 名だった。初回の測定会後、定期的に運動を開始し、運動指標であるメッツ
値が向上した。3 ヶ月後の検査値は、初回と比較して TG、HDL 値は低下、LDL 値は上昇
していた。しかし、初回は朝食後に測定し、3 ヶ月後の二回目は朝食を抜いた状態で測
定をしているため、初回の測定値は食事の影響を受けている可能性がある。そこで、食
事の影響を受けないとされる non-HDL 値を比較したところ、3 ヶ月後に改善していた。

Fig.2 血中脂質検査結果

Fig.1 HbA1c 検査結果
Table 1 HbA1c 検査値別
通院または健診の有無

Table 2 血中脂質の基準値超項目別
通院または健診の有無

HbA1c 検査値
[％]

5.5
以下

5.6～
6.4

6.5
以上

基準値を
超えている項目

全て
基準値
以内

TG

LDL

TG
LDL

TG
LDL
HDL

総人数

23

6

3

総人数

28

1

4

1

2

22

3

1

27

1

3

1

2

8

1

1

8

0

1

0

0

糖尿病で
通院していない
通院しておらず
定期的な健康診断
も受けていない

脂質異常症で
通院していない
通院しておらず
定期的な健康診断
も受けていない

【考察・結語】「糖尿病または脂質異常症チェック」を行うことで、検査結果に関わら
ず、通院していない方、また、定期的に健診を受けていない方に病院での健診を受けて
頂く動機づけをすることができ、また、生活習慣を見直し、改善するきっかけとしても
機能することができた。「糖尿病、または脂質異常症予防相談会」において薬剤師が生
活状況を確認しながら具体的な目標を設定しカレンダーを付けて頂くことで、生活習慣、
検査結果の改善につながった。カレンダーを 3 ヶ月後まで継続し、再来店して頂く人数
が少ないため、3 ヶ月の間に、介入を増やしていく等、今後対応が必要であると考察す
る。また、脂質検査の項目は TG 値、間接的に LDL 値が食事の影響をうけるため、現在
ガイドラインには測定項目として記載がない non-HDL を項目として検討する必要があ
ると思われる。地域の健康情報の拠点としての役割をはたしていくためには、血液測定
の結果をお渡しして終えるのではなく、血液測定の機会を利用し、また、記録カレンダ
ー等を媒体として、継続して参加者とコミュニケーションを図っていく必要がある。
【キーワード】自己血液測定、脂質異常症、糖尿病、HbA1c、生活カレンダー
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奇数番号発表
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偶数番号発表

31

P-1

① 介入研究

禁煙支援へ向けた取り組み ～薬局薬剤師による禁煙指導ＣＤＴＭへ～
○上野仁嗣、赤井康翁、野澤 充
トライアドウエスト株式会社かもめ薬局
【目的・背景】当薬局は、禁煙外来を標榜する医師の指導の下、禁煙指導に取り組ん
できた。その禁煙外来での短期禁煙成功率(3 カ月禁煙治療終了後、1 ヶ月以上禁煙成
功)は 56.3％で全国平均を大きく上回っている。また、治療後 1 年以上経過した患者
263 名を分析すると、ブリクマン指数 400 以上で、受診回数 4 回以上、年令 40 代以上
の男性が禁煙に成功しやすいという結果が出た。これらは禁煙補助薬の処方と一般的
な禁煙指導を用いた結果である。本研究では、当薬局の禁煙支援への取り組みと成果
を分析し、禁煙指導における薬局薬剤師の役割を更に発展させることを目的とした。
【方法】平成 26 年 1 月から 9 月の期間で、当薬局で新たに禁煙治療薬を調剤した患者
24 名において患者の訴えを聞き取り、薬剤師の観点から患者の状態を推察し、禁煙指
導医に積極的に処方変更を依頼する、処方提案を行う等の取り組みを開始した。具体
的には、患者にとって意味のある禁煙開始日を薬局で設定し、禁煙への動機づけをし
っかりと行う。次に、患者の生活背景から最も適した使用薬剤を提案し、禁煙指導医
に情報提供を行う。そして、保険適用期間での禁煙を成功させるために患者の状態を
随時把握し、禁煙指導医に使用薬剤の容量や使用延長を提案すること等である。
【結果】 使用薬剤による短期禁煙成功率は、内服錠 54.5％、パッチ 75.0％、内服錠
からパッチへ変更者 100％、トータルでは 66.7％であった。禁煙開始日は、基本的に
は禁煙外来を受診した日から行えるよう計画した。それは禁煙外来に来た日が最も禁
煙の意思が強いからである。次に副作用の発現について、基本的に副作用で薬剤を中
止した症例はなく、主に対症療法薬の処方提案をした。例えば、内服錠による吐き気
では消化剤や消化管機能調整薬の処方、パッチによる皮膚疾患ではステロイド含有外
用薬処方等である。
【考察】薬剤師は薬の適正使用を促すことに比重をおくべきであり、患者の負担を軽
減しつつ禁煙を継続させる指導が必須である。薬局薬剤師が禁煙指導に深く関わるこ
とで、患者個々の不安解消や悩みの相談相手となることができ、禁煙成功の一助と成
り得た。
【結語】禁煙成功には、医師だけでなく薬剤師・看護師・栄養士等を含めた周辺スタ
ッフの支援が最も大切である。それら専門職が禁煙治療において統一の認識と方針を
持ち、明確な役割分担をする。そして、薬剤師がその範囲内で主体的に薬物療法を担
うことにより、禁煙指導の分野におけるＣＤＴＭを確立していくものである。
【キーワード】禁煙支援 薬局薬剤師 ＣＤＴＭ
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② 評価研究

『模擬口腔内崩壊錠を用いた服用感の意識調査』
○頃末敏文、大西孝宣、中島郁枝、川島勇人、小川重行、本橋 勝
高田智生、池野隆光
ウエルシア薬局株式会社（WELCIA YAKKYOKU CO.,LTD.）
【目的・背景】調剤薬局で取り扱う OTC を始め、医薬品において最近、様々な剤形の医
薬品が増えている。患者様のコンプライアンス確保の為服用時の利便性を追求した剤
形の中に、水分摂取を必要としないものがある。今回は唾液のみで服用できる口腔内
崩壊錠（以下 OD 錠）に着目した。普段、ドラッグストアに買い物に来られる方を想定
し、模擬口腔内崩壊錠（ｄ－OD 錠）を用い、服用感等をアンケート調査し検討した。
【方法】同意を得た被験者に唾液のみで、食品扱いであるｄ－OD 錠の服用感お試し見
本を服用させた。その直後、OD 錠の服用感を以下の設問により記入してもらい意識調
査を行った。
【結果】１、大半の方に服用してもらうことができた。
２、錠剤の大きさは、ちょうどよいと感じる人が大半だった。
３、口腔内崩壊錠の早さで、違いがあることを大半は知らなかった。
４、崩壊スピードは、ほとんどの人が早く溶けたと答えた。
５、OD 錠へ変更において、変えたいと、どちらとも言えないは、あまり大差
がなかった。
【考察】１、OD 錠に対して抵抗感は少ないことが分かった。
２、口腔内において、錠剤大きさは意外と鈍感であったと思われる。
３、OD 錠の服薬経験者が、少ないと思われる。
４、口腔内乾燥症でなければ、崩壊スピードに問題ないことが分かった
５、OD 錠の必要性がないと感じている人は、非常に多いと痛感した。
【結語】身体的・精神的に拒否する患者に対してアドヒアランスを向上させるために
OD 錠をもっと有効に使用する必要がありそのため薬剤師のみならず処方する医師や患
者に、どんな剤型や特徴があるかを知ってもらうことが重要である。
【キーワード】
口腔内崩壊錠（OD 錠） 服薬コンプライアンス 服用感
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② 評価研究

模擬経口投与医薬品の剤形違いによる嚥下フィジカルアセスメント TM
○大西孝宣 1)、中島郁枝 1)、頃末敏文 1)、須賀 肇 1)、川島勇人 1)、小川重行 1)、
本橋 勝 1)、鈴木 大 2)、西村弘美男 1)、高田智生 1)、池野隆光 1)
1) ウエルシア薬局株式会社、2) 医療法人社団親孝会
【目的】近年、種々な経口投与の医薬品が開発・発売されているが、嚥下に適した剤形
であるというエビデンスを示しているものは少ない。そこで我々は剤形の違いによる喉
頭部の嚥下の検証を行ったので、ここに報告する。
【方法】嚥下障害がない成人健常者を被験者とし、経口投与医薬品の剤形を模した食品
を各タイプ、服薬時と同様に服用してもらい、嚥下フィジカルアセスメント TM を用いて
評価した。さらに服用感、剤形が有する特性や服用方法等も合わせ検証した。剤形タイ
プは一般用医薬品等に用いられる小型粒錠、糖衣錠、口腔内崩壊（以下、OD）錠、小型
フィルムコーティング錠、カプセル剤、OD フィルム錠、ゼリー剤である。
【結果】全ての剤形において誤嚥なく、服用できた。サイズが大きい糖衣錠とカプセル
剤は、追加の水分摂取を必要とした。小型フィルムコーティング錠タイプは、喉頭部で
滞留するような違和感があったが、直ぐに消失した。OD 錠、OD フィルム錠、ゼリー剤
の３タイプは、スムーズに服用できた。
【考察】被験者は嚥下反射等の機能障害も無いため、誤嚥を引き起こさなかった。錠剤
のサイズによっては、嚥下時、喉頭部での流動に負荷があるため、多少違和感を残し、
水分摂取を要したと考えられる。小型フィルムコーティング錠は、喉頭部に滞留しても、
十数秒でジェル状になる特性を有するので、変性後、スムーズに嚥下されたと考えられ
る。OD 錠、OD フィルム錠、ゼリー剤は、唾液のみで服用でき、易溶解性を有するため、
咽頭部を通過時、唾液に溶解しており、負荷なくスムーズに嚥下できたと推察された。
【結語】嚥下困難な方への一般用医薬品は、服薬時に喉頭を通過する際、唾液に溶解し
ている剤形が望ましい。
【キーワード】一般用医薬品、剤形、嚥下フィジカルアセスメント TM
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② 評価研究

口腔内崩壊錠の嚥下に及ぼす影響について
○中島郁枝 1)、大西孝宣 1)、本橋 勝 1)、古川恵美 1)、守山聖美 2)、後藤詩織 2)、
増田伴史 2)、鈴木 大 3)、小川重行 1)、高田智生 1)、池野隆光 1)
1) ウエルシア薬局株式会社、2) 社会福祉法人ウエルガーデン、
3) 医療法人社団親孝会
【目的・背景】超高齢社会を迎え、医療提供の場が多様化したことから、薬局薬剤師
は高齢者施設や在宅医療の処方箋を調剤する機会が増えている。しかし、実際に患者
が服薬するのを確認している薬剤師は少なく、患者が安全で確実に服用できる剤形を
検証した報告は乏しい。我々は嚥下機能が低下した患者でも服用し易いと言われてい
る口腔内崩壊錠（以下：OD 錠）の嚥下に及ぼす影響を観察し、嚥下障害のある高齢
者の服薬支援につながるかを検証した。
【方法】飲食時に誤嚥の既往がある認知症高齢者を対象とし、湿製錠型 OD 錠の服薬感
お試し見本（以下：ｄ－OD 錠）を用いて、嚥下に及ぼす影響を観察した。調査は介護
老人福祉施設にて、あらかじめ同意を得た高齢者に歯科医師同行の下、聴診器で嚥下・
呼吸音を聴取する嚥下フィジカルアセスメント

TM

を用い判定した。ｄ－OD 錠の喉頭部

における形態は、成人嚥下健常者の経鼻嚥下内視鏡画像を参考にした。
【結果】ｄ－OD 錠を口腔内で溶かした後の嚥下音は、飲食時のような喉頭蓋が翻転す
る明らかな嚥下音が聴こえた高齢者は少なく、多くの患者から安静時の唾液流入と同様
の音が聴取された。その際、安静時に唾液のみで誤嚥がある高齢者を除き、ほとんどの
患者で誤嚥と思われる異常音は聴取されなかった。
【考察・結語】嚥下機能が低下している患者が OD 錠を服用すると、安静時の唾液流入
と同様になるため安全に服用できることが示唆された。しかし、嚥下機能低下の重症度
によって OD 錠の有用性は異なるので、嚥下フィジカルアセスメント

TM

を活用して誤嚥

の有無を確認することが確実な服薬につながる。また、認知症高齢者によく見られる拒
薬や吐き出し行為には、服薬方法に工夫が必要だが、OD 錠は砕く、懸濁する作業にお
いて普通錠より安易であると予想され、介護者にとって扱い易い剤形であると推測でき
る。これらのことから、OD 錠は嚥下障害のある高齢者の服薬支援に有用と言える。
【キーワード】口腔内崩壊錠、嚥下障害、嚥下フィジカルアセスメント TM
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② 評価研究

角層水分保持状態の測定条件の確立と保湿剤の科学的評価
◯藤井美佳，和田侑子，下川健一，石井文由
明治薬科大学
【目的・背景】 ヒト皮膚は周辺環境によってその状態が変化することが知られている。
本研究では皮膚測定装置 Corage+Khazaka CutometerMPA580（株式会社インテグラル）
を用い、種々の条件に設定した環境下で前腕屈側部の皮膚における表皮角層水分量（以
下、水分量）や経表皮水分喪失（以下 TEWL）の変化を測定し、皮膚の状態を科学的に
評価するための測定に最も適した環境と測定部位の設定を目的とした。また、その環境
下で各種保湿剤を塗布した際の皮膚の水分量・蒸散量を示し、その保湿効果を評価した。
【方法】 恒湿恒温室において温度 20～30℃、湿度 25％～75％の環境下で皮膚の水分
量、TEWL について MPA580 を用いて入室後 15、30、60 分後の皮膚を測定した。なお、
測定部位は被験者 9 人（男性 3 名女性 6 名）の前腕屈側部とした。次に、保湿剤として
尿素 10％および 20％含有製剤（クリーム、軟膏、ローション）
、ワセリン、ヘパリン類
似物質（ソフト軟膏、クリーム、ローション）を試料とした。前腕屈側部の関節の間の
皮膚（2cm 四方）に各試料 0.5ml を均一に塗布し、塗布前および塗布 30、60、および
120 分後の水分量および TEWL を測定した。
【結果および考察】 皮膚の水分量および TEWL は、温度・湿度に大きく影響を受けた
ことから、再現性を得る為には一定の条件下で行うことが適切であった。また測定部位
としての前腕屈側部において、関節付近は TEWL が高い傾向を示し、関節周辺を除いた
部分が適切であることが判明した。したがって、以降の測定は定温定湿度下、上腕屈側
部の関節周辺以外の皮膚を用いて行う事とした。次に、各保湿剤の保湿効果を評価した
結果より、各保湿剤とも塗布 30 分後に最も高い水分量と低い TEWL を示したが、尿素含
有製剤は 60 分を経過した時点から水分量が低下した。これは尿素の角質溶解剥離作用
によるものと考えられた。また、剤形では軟膏剤が最も保湿力が高く、持続時間も長か
った。ワセリンは通常の使い方（薄くのばして塗布する）では TEWL を増加させる結果
となり、ワセリンの油性成分と塗り拡げる際の摩擦により、水分蒸散を防ぐ役割をもつ
皮脂の状態を変化させてしまう為だと考えられた。
【結語】 本研究により皮膚の水分量および TEWL を測定する方法を確立することがで
き、保湿剤の保湿効果を評価できることを確認する事ができた。
【キーワード】 Cutometer 表皮角層水分量 TEWL
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② 評価研究

医療用医薬品と比較した OTC および化粧品の保湿効果と
薬局店頭におけるスキンケア支援
◯和田迪子 2）,和田侑子 1），石井文由 1）
1) 明治薬科大学
2) 株式会社田無薬品
【目的・背景】 薬局にて 20 代-60 代、122 人に行った皮膚の悩みに関するアンケート
によると、
「肌に何らかの悩みを抱えている」と回答したのは全体の 89％であった。そ
の内、その悩みを「皮膚科に相談した」のは僅か 9％であった。つまり皮膚に悩みを抱
える人の 9 割は、皮膚科に相談せず、悩みを解決できない状態でいると推測される。本
研究では、薬局店頭にて実施するアンケートにより、スキンケアに関する意識と対処方
法、薬局に求めるスキンケア支援や情報について明らかにした。また、医療用医薬品と
比較した OTC および化粧品の保湿効果を評価し、薬局でのスキンケア支援を行う際に有
用な情報としてまとめる事を目的とした。
【方法】 アンケート調査は 10 代〜80 代の男女に面談により行った。また、保湿効果
の評価対象として、医療用医薬品、一般用医薬品、医薬部外品、化粧品の各種を試料と
した。皮膚測定装置 Corage+Khazaka CutometerMPA580（株式会社インテグラル）を用
いて、恒湿恒温室（温度 20～30℃、湿度 25％～75％）において、被験者 9 人（男性 3
名、女性 6 名）の前腕屈側部の皮膚（2cm 四方）に各試料 0.5ml を均一に塗布し、塗布
前および塗布 30、60、および 120 分後の水分量および TEWL を測定した。
【結果および考察】 アンケート結果より、肌にトラブルが生じたとき相談する相手と
して、薬剤師と回答した割合は僅か 4％であったが、薬剤師にスキンケアについて相談
したいか？との問いに対し 67％が相談したいと回答した。本結果より、薬剤師に対し
て相談したい希望はあるが、実際にはできていない現状が明らかとなった。薬局と薬剤
師には、肌トラブルを含め多種多様な相談を応需する体制や姿勢が求められていると考
えられた。次に保湿剤の評価結果より、保湿を目的に使用される医薬品の中に、保湿効
果が低いあるいは皮膚を乾燥させる製品があった。また一方で化粧品の中でも、医薬品
より高い保湿効果を示す製品が存在した。さらに、薬剤師により製剤学に基づき開発さ
れたことを特徴とする「ヒーラル・インファーマ」は最も高い保湿効果を示した。本研
究結果は、皮膚の乾燥性トラブルに対し、薬剤師が適切なアドバイスおよび適切な製品
を推奨する為に有用な情報であると考えられる。
【キーワード】 Cutometer 皮膚水分量 TEWL 保湿剤
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市販シャンプーの使用感特性における物理化学的評価研究
○柳井理沙、藤井美佳、和田侑子、下川健一、石井文由
明治薬科大学
【目的・背景】 市場には、様々なシャンプー製品が販売されており、そのパッケージ
や広告から各々の特性や訴求点を知ることができる。しかし、市販の複数製品を公平か
つ科学的に比較した情報や研究、また、毛髪や頭皮の健康状態に着目した洗髪や洗髪後
のケア方法については詳細な報告が成されてない。そこで本研究では、マイナビ
（ http://news.mynavi.jp/news/2013/08/05/026/ ）が調査した市販シャンプーの売り
上げ上位のものから無作為に 4 社 5 製品を選出し、シャンプーおよびその容器に訴求さ
れる使用感特性を、物理化学的特性として比較評価した。また、毛髪の健康状態を良好
に保つ為に最適な洗髪後のケア方法についても検討し、消費者に提供できる情報とする
ことを目的とした。
【方法】 各シャンプー製品について、ボトルポンプを押すのに要する力（スクイズ力）、
1 回吐出量と予測される総回数、起泡力、消泡力、洗浄力および pH を測定した。また、
シャンプー製品による洗髪、さらに洗髪後に各乾燥方法（自然乾燥、タオルドライ、ド
ライヤー）により乾燥した毛髪における、損傷率、引っ張り強度および耐性力を測定し
た。
【結果・考察】 各シャンプー製品の起泡力、消泡力、洗浄力に関しては製品により物
理化学的特性が大きく異なり、使用感に差を生じる事が予測された。起泡力測定結果に
おいて、泡立ちが良い製品は、洗髪時の摩擦を軽減し、毛髪へのダメージが少ないと考
えられた。洗浄力が高い製品は、汚れが酷いときや整髪剤を使用している場合に好まれ
るが、敏感肌や頭皮の乾燥がある方では洗浄力の低い製品が適していると考えられる。
以上のように、人それぞれの使用状況や好みにより、適切な製品は異なると考えられ、
各製品の特性差を明らかにした本研究成果により、各々のニーズに合った製品の選択が
可能になると考える。また、シャンプーを用いた洗髪により人毛は損傷を受ける傾向が
見られ、更に、洗髪後の乾燥方法の違いにより損傷の度合いに差が見られた。損傷を受
けにくいケア方法として、摩擦を避けたタオルドライの方法やドライヤーの使用を推奨
し提案することで、毛髪の健康を維持することが可能になると考えられ、製品の使用満
足度を向上することが期待できる。
本研究より得られた情報を用いて、人それぞれのニーズに合った製品選択や、その製
品を使う際に適切なケア方法を提案することにより、毛髪及び頭皮の健康維持に貢献で
きることが示唆された。
【キーワード】 シャンプー 物理化学的特性 洗髪 乾燥 毛髪損傷
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紫雲膏の使用感に対する物理化学的特性
○安藤菜津子、和田侑子、北原嘉泰、日野文男、下川健一、石井文由
明治薬科大学
【目的・背景】紫雲膏は肌の乾燥、荒れ、潰瘍、増殖性の皮膚異常の改善を目的に使用さ
れる。しかしながらその色や臭い、使用感に特徴があり使用者によっては受け入れられ難
い面（例えば、紫根の紫色が現代人に馴染みにくくまた衣服に付着すると落ちない、特有
のゴマ油臭が気になる、展延性が低く創傷面への塗布時に痛みを生じる等）があり、その
程度は各社製品によって異なっている。そこで本研究では各製品の使用感を物理化学的特
性として比較検討することにより、患者や医療関係者へ提供できる情報とする事を目的と
した。
【方法】紫雲膏製品のうち医療用医薬品(ツムラ紫雲膏：以下ツムラ、紫雲膏「マルイシ」：
以下丸石)および一般用医薬品(紫雲膏：以下松浦)の計 3 製品を用いた。また、
『改訂 4 版 漢
方業務指針』を参考に調製した紫雲膏を含む計 4 製剤について以下に示す測定を行った。
1) 展延性：23±2℃の条件化にて、スプレッドメーター(離合社)を用いて測定した。
2) 降伏値：1)の測定結果を用いて降伏値を算出した。
3) 有効成分含量：HPLC を用いて総シコニン含量を測定した。
【結果・考察】各製品のスプレッドメーターによる測定結果より、製品により展延性に差
が見られた。松浦が最も低い降伏値を示し、のびが良いと考えられた。火傷等の創傷面に
対して比較的痛みを与えにくい事が推測される。他 3 製剤は、松浦と比較して 2.6～4.2 倍
高い降伏値を示した。降伏値の高い製剤は、患部に製剤を厚めに塗布し絆創膏等で覆う場
合に、使いやすいと考えられる。また各製品に、軟膏板および軟膏ベラあるいはなんこう
練太郎(シンキー)を用いて混合撹拌（練り）エネルギーを加えると、降伏値は約 3～42 分
の 1 に減少し、2 週間低い値を維持することが判明した。したがって、患者からのびが悪く
塗布しづらいと相談を受けた場合、薬剤師が軟膏壺への充填の前に撹拌エネルギーを加え
ることで、のびを改善し、使用感が向上する事が考えられる。さらに HPLC による測定より、
有効成分であるシコニンの含量は製品間に大きな差がある事が判明し、丸石＞松浦＞ツム
ラの順で丸石とツムラには 3 倍以上の差があった。特にシコニンの効果を期待する場合に
は、本結果は貴重な情報であると考えられた。
【結語】

患者の好みや患部の状況、期待する効果によって適切な製品、適切な調剤（容

器への充填）方法は異なると考えられ、本研究成果により、各々の患者ニーズにあった製
品の選択および調剤時の工夫が可能になり、効果的な服薬支援の実践、アドヒアランスの
向上に貢献できると考えられる。
【キーワード】紫雲膏 降伏値 シコニン 撹拌エネルギー
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特殊電解還元水の殺菌作用に関する研究
横田淳 1）、和田侑子 1）、岡島眞裕 2）、下川健一 1）、石井文由 1）
1) 明治薬科大学 2) 株式会社エー・アイ・システムプロダクト
【目的・背景】 特殊電解還元水(S-100 エー・アイ・システムプロダクト社製)は高い
pH 及び制菌作用を有する一方で皮膚刺激性は弱く、安全性が高いことが知られており、
歯周病治療、感染症予防などの分野へ応用が期待されている。そこで本研究では特殊電
解還元水の歯周病菌、大腸菌および黄色ブドウ球菌に対する殺菌効果を調べ、臨床応用
の可能性について検討した。
【方法】 菌株としてE.coli IFO 3972 および S.aureus IFO 13276、培地としてミュー
ラー・ヒントン培地を使用した。被検菌をS-100に常温下、0.5、1、2あるいは4時間接
触した後、35℃で24時間培養し、最小殺菌濃度（以下MBCと略す）を測定した。菌株は P.
gingivalis JCM8525 および A. actinomycetemcomitans JCM12985 を使用し、GAM 培地
を用いたガスパック法による嫌気培養を行った。被検水は、1.0％のカルボキシメチル
セルロースナトリウム（CMC-Na）を含むS-100（S-100-1.0）及び1.2％のCMC-Na を含む
S-100（S-100-1.2）を用いた。歯周病菌に対する殺菌作用は、コロニー算定法により解
析した。また、S-100に塩酸を加えたものと0.3％塩化ナトリウム溶液に水酸化ナトリウ
ム溶液を加えたものによる各種pHに対する殺菌効果を比較した。また、S-100および対
照として同じpHに調整した水酸化ナトリウム水溶液、さらにこれに対し塩酸を加え各pH
に調整した溶液を用意し、各pHに対する殺菌効果を比較した。
【結果および考察】 E.coli,S.aureus に S-100を作用させ、殺菌作用を調べた結果、
S-100の殺菌効果が確認され、黄色ブドウ球菌に比べ大腸菌により強い殺菌効果を示し
た。 P. gingivalis、A. actinomycetemcomitans に S-100を作用させ、経時的に殺菌
作用を調べた結果、暴露後15secで99％以上、30secでは100％殺菌された。また、
S-100-1.0やS-100-1.2でも殺菌効力が認められ、添加剤としてのメチルセルロースが
S-100の殺菌作用に影響しないことが確認された。また、対照としたアルカリ水溶液
（pH11.5）では、pHの低下とともに生菌数が急激に増加したのに対し、S-100では、pH
低下による生菌数の増加速度は非常に遅かったことから、S-100はアルカリよりも、pH
の影響を受けにくく、高い殺菌効力を維持できると考えられた。以上の結果から、特殊
電解還元水は歯周病治療および感染症予防手段として極めて有用である可能性が示唆
された。
【キーワード】 電解還元水 殺菌効果 歯周病菌 大腸菌 黄色ブドウ球菌
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一般用医薬品(スイッチ OTC)および医療用医薬品の患者負担費用比較研究 Ⅰ
―フマル酸ケトチフェン含有点鼻薬―
○高田智生 1)2)、小泉茉莉江 1)、和田侑子 1)2)、山崎紀子 1)、
下川健一 1)、石井文由 1)
1) 明治薬科大学 2) ウエルシア薬局株式会社
【目的】 平成 23 年度薬事工業生産動態統計年報によると、全医薬品市場における一般
用医薬品（以下 OTC と略す）の市場規模は 6,172 億円（8.8％）となっており、国民皆
保険制度の下、セルフメディケーションの意識が低く、処方薬中心の医療体系が依然と
して優勢である。しかし近年、医療用と同じ主成分を配合したスイッチ OTC 薬が急速に
拡大し、軽度の症状であれば医療機関に受診せずに、地域薬局での購入が可能となって
いる。セルフメディケーションの更なる発展と普及には、患者に対する地域薬局の相談
応需体制および情報提供機能の充実が不可欠である。そこで本研究では、フマル酸ケト
チフェン含有点鼻薬を例にとり、医療機関を受診して医療用医薬品を処方される場合と、
自ら OTC を購入する場合とで生じる費用負担の差異に着目し、比較検討した。
【方法】 医療用医薬品の先発品および後発品 8 種について、医療機関に受診し院外処
方で調剤した場合に、患者が実際に負担する費用を計算した。OTC 6 種についてそれぞ
れの販売価格およびインターネット最安値（平成 25 年 9 月 30 日現在）を調査した。
【結果および考察】 3 割負担の患者が医療機関初診時にザジデン点鼻薬(8mL)1 本を処
方された場合、患者負担額 1,610 円、健康保険（以下健保と略す）負担額は 3,780 円で
あり、最も安価な後発品に変更することにより、上記の金額から患者負担 160 円、健保
負担 390 円が減額となる。スイッチ OTC の中で最も安価なタイヨー鼻炎スプレーを用い
ると患者負担は 1,344 円（定価）あるいは 598 円（インターネット価格）となり、健保
の負担は 0 円となる。つまり、OTC のほうが患者、健保共に負担を抑えることができる
事が明らかとなった。また、1.5 ヶ月間分の医療費積算額は、ザジデン点鼻薬を用いた
場合、患者負担額 2,780 円、健保負担額 6,510 円であり、最も安価な後発品に変更する
ことにより、上記の金額から患者負担 320 円、健保負担 780 円が減額となる。一方、ス
イッチ OTC の中で最も安価なタイヨー鼻炎スプレーを用いると患者負担は 2,008 円（定
価）あるいは 898 円（インターネット価格）となり、健保の負担は 0 円となる。毎シー
ズン毎に繰り返す花粉症症状であれば、OTC 薬を使用し慎重に予後経過を観察する事で、
時間的、労力的にも患者負担を軽減でき、国民医療費抑制に貢献できると考えられた。
【キーワード】 フマル酸ケトチフェン含有点鼻薬
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③ 調査研究

一般用医薬品(スイッチ OTC)および医療用医薬品の患者負担費用比較研究 Ⅱ
―フェルビナク含有貼付剤―
○川島勇人 1)2)、高田智生 1)2)、小泉茉莉江 1)、和田侑子 1)2)、
山崎紀子 1)、下川健一 1)、石井文由 1)
1) 明治薬科大学 2) ウエルシア薬局株式会社
【目的】 現在、国民医療費の高騰が問題視されており、医療用医薬品と同等の主薬配
合量を持つスイッチ OTC 薬の利用、つまりセルフメディケーションの促進による医療費
抑制効果が期待されている。しかしその為には、薬剤師が医療用医薬品と OTC の違いに
ついて各製品の製剤特性に加え費用面を含めた両面から理解し、患者に提供できる情報
の充実を図る必要がある。そこで本研究では、フェルビナク含有貼付剤を例に取り、医
療用医薬品と OTC との負担医療費の比較調査を行った。
【方法】 フェルビナク含有貼付剤の医療用医薬品のうち先発品、後発品 5 種について、
医療機関に受診し医療用医薬品を院外処方された場合に、被保険者あるいは保険者が負
担する費用をそれぞれ算出した。OTC 3 種について各製品 7 枚入 1 袋（1 日 2 回の使用
で 3～4 日）のメーカー小売希望価格、またインターネット販売最安価格（2013 年 9 月
現在）を調査した。また、医療用の長期処方を想定し、初診から 12 ヶ月後の患者およ
び健康保険負担費用の積算額を調べた。
【結果および考察】

3 割負担の患者が医療機関初診時に先発あるいは後発品 7 枚入 1

袋を処方された場合と比較して、同枚数の OTC 購入のほうが患者負担額は小さかった。
OTC には 5～6 日使用して効果が無い場合は受診勧奨するようにとの注意書がある事か
ら、急性期の 3～4 日で緩和する軽度の症状であれば OTC を利用でき、この場合には費
用面でも負担を軽減できると推察された。一方、長期処方の場合には、OTC よりも医療
用医薬品の院外処方の方が患者負担は小さいが、健康保険の負担は非常に大きいことが
明らかとなった。
【結語】 薬剤師が薬局において相談に応じ、症状に応じた適切な治療方法（受診勧奨
あるいは OTC 利用）をアドバイスすることで、患者の費用負担を抑えることができるだ
けでなく、健康保険の負担を軽減し、国民医療費の削減に貢献できると考えられた。
【キーワード】

フェルビナク含有貼付剤
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③ 調査研究

一般用医薬品(スイッチ OTC)および医療用医薬品の患者負担費用比較研究 Ⅲ
―テルビナフィン塩酸塩含有クリーム剤―
○小川重行 1)2)、高田智生 1)2)、小泉茉莉江 1)、和田侑子 1)2)、
山崎紀子 1)、下川健一 1)、石井文由 1)
1) 明治薬科大学 2）ウエルシア薬局株式会社
【目的・背景】 平成 26 年 6 月より、多種類のスイッチ OTC を含む一般用医薬品のネッ
ト販売が可能となり、消費者はスイッチ OTC を薬局店頭のみならずネットにより手軽に
入手できるようになった。本研究では、足白癬の患者を想定し、テルビナフィン塩酸塩
含有クリーム剤を用いた治療に掛かる費用を比較検討し、医療費削減に貢献するために、
薬剤師がスイッチ OTC を患者に推進していく為の考察を行った。
【方法】

症状発現時に、「①医療機関を受診して保険薬局より購入」または「②薬局

店頭でスイッチ OTC を購入」する場合の費用を比較した。そして、同剤にて効果が認め
られ継続治療する場合、前記①、②の他に「③ネット販売でスイッチ OTC 薬を購入」す
る場合の 3 通りの方法で費用を比較した。比較する製剤は、医療用医薬品（先発医薬品
1 種、後発医薬品 13 種類、およびスイッチ OTC 薬 8 種類とした。なお、1 日の両足裏へ
の塗布量は 1ｇとし、①の医療機関は診療所、保険薬局は最も一般的な算定を行ってい
る施設から 3 割負担で 14 日毎に入手した場合とした。②のスイッチ OTC 薬はメーカー
小売希望価格、③のネット販売価格は、楽天市場、価格ドットコム、ウエルシア、マツ
モトキヨシ通販サイトの 4 社を比較し最安値（東京までの送料を含む）の価格とした。
【結果】 初めて症状が出現した際の①および②に掛かる費用を比較したところ、1 本
あたりの容量は異なるが、製剤 1 本を購入する費用は①の方が安価であった。次に、継
続治療する場合には、②は他の入手方法より高値であった。①と③による費用は、一部
の製品を除けば①の医療機関を再受診した方が安価であるが、継続期間が 30 日を越え
ると③のネット販売で購入した方が安価となる傾向がみられた。
【 結語 】 薬剤師がスイッチ OTC 利用を推進するためには、保険医療のみに頼る患者
に対し、自己負担額だけに注目せず保険者負担 7 割にも意識を持たせる患者教育が重要
である。また、スイッチ OTC の中には医療用薬に配合されていない有効成分や特徴を持
つ製剤が存在し、消費者の希望に合った製品を推奨できる能力を身に付けることが今後
のスイッチ OTC を利用した医療費削減に大きく寄与するものと考える。
【キーワード】 テルビナフィン塩酸塩含有クリーム剤 スイッチ OTC 費用 健保
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西洋ハーブ

ブラックコホッシュ

○茂木章浩、野伏康仁、安川 憲
日本大・薬
【目的・背景】西洋ハーブは、臨床データのしっかりした Well-establish medicinal use
(WU)と伝統的な使用法に基づく Traditional herbal medicinal use (TU)の２通りがあ
る。本邦においては、その多くがサプリメントとして使用されており、不適切な使用法
による有害事象が問題となっている。イチョウ葉やセントジョーンズワート等が、その
代表的なものである。昨年発売されたアンチスタックス（赤ブドウ葉）に続いて、本年
４月に西洋ニンジンボクであるプレフェミンが新たに承認された。European Medicines
Agency (EMA)に収載されている西洋ハーブの中で、本邦でダイレクト OTC として可能性
のあるブラックコホッシュについてその可能性を検討した。
【方法】EMA のサイトからブラックコホッシュ（Cimicifugae rhizome; Rhizome of

Cimicifuga racemosa (L.) Nutt., Ranunculaceae）の臨床研究を抽出して、その内容
を検討すると共に現在の本邦で使用している OTC 医薬品と比較した。
【結果】各地で行われた７つの臨床研究は、更年期障害に対して有効性が報告されてい
る。臨床研究では、その指標としてクッパーマンインデックス、顔面紅潮指標、更年期
評価尺度、自己評価抑うつ尺度、夜汗スコア、The Greene Climacteric Scale、不安抑
うつ症状評価テスト、Beck’s Depression Scale scores 各種コレステロール値検査、
RAND36 Quality of Life scores、膣表層細胞検査、The bone turnover index、エスト
ロゲン受容体モジュレーター等を利用していた。用いられた指標は様々であったが、7
件すべての臨床データで改善効果を示したことがわかる。プラセボとの比較では全てブ
ラックコホシュ群が優位性を示し、現在更年期障害の治療薬として承認されている医薬
品との群間比較試験でも、イタリアパヴィアとモデナの大学産婦人科で行われた臨床試
験以外のすべてで同等性もしくは優位性を示している。本邦で使用されている OTC 医薬
品の多くは漢方薬であり、大規模な臨床研究は行われていない。本邦で承認を受けるに
は、有効性と安全性の臨床研究の必要がある。
【考察】EMA では WU として 10 種、TU として 98 種、その両方として 11 種が承認されて
いる。本邦でダイレクト OTC 医薬品として、導入可能なものはこれらの中から 5 種であ
る。ブラックコホッシュはセントジョーンズワートやエキナセアと共に、早急にダイレ
クト OTC 医薬品としての承認を期待したい。
【キーワード】西洋ハーブ医薬品、ダイレクト OTC 医薬品、ブラックコホッシュ
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がん化学療法時に併発する口内炎発症と栄養状態
○ 深町伸子 1)、寒河江照美 2)、田崎政則 2)、佐藤孝行 2)、鈴木順子 1)
1) 北里大・薬、2) 一般財団法人慈山会医学研究所附属坪井病院
【目的・背景】がん化学療法受療時に高率に併発する口内炎は、抗がん剤による免疫力
低下などに加えて摂食不良から栄養・全身状態悪化を招き、本来の治療や QOL 確保の障
害となるため、その発症予防や早期治療は化学療法管理上重要な命題の一つである。一
昨年の本大会において食道がん化学療法受療者の調査より口内炎発症と低栄養状態の
関連性を示唆した。今回はがん種として胃がん患者を選択して比較検討し、関連性の確
認を行った。また口内炎発症例を新たに選択し、レジメン内容による発症の比較、口内
炎の重症例の発症、アズレン含嗽予防効果、栄養状態との関連などについて、診療録を
指標にレトロスペクティブな解析を行い、口内炎の予防に繋げる探索を試みた。
【方法】①胃がん化学療法受療症例 10 例について、口内炎発症の有無、TP、Alb、PLT、
Lym を精査した。 ②新規口内炎発症例 34 例について、レジメンの種類、アズレン含嗽、
口内炎重症例、栄養状態（TP、Alb、PLT、Lym）を比較検討した。
【結果】①食道がん化学療法受療者例と同様に、口内炎発症者では栄養状態（TP、Alb、
PLT、Lym）値の低値傾向が認められた。②口内炎発症例にはタキサン系、プラチナ系レ
ジメンの適用頻度が高かった。アズレン含嗽は口内炎発症までの期間を延長させる効果
があり、非プラチナ系にその予防効果が高く認められたのに対し、プラチナ系適用者で
は殆ど効果は認められなかった。重症例口内炎患者では、栄養状態（TP、Alb、PLT、Lym）
値の急激な低値傾向が軽症例より更に強く認められた。
【考察】胃がん化学療法受療者においても口内炎発症・進展と低栄養状態・低栄養傾向
の関連性が示唆された。これは食道がんの場合と併せた結果から、一般的な傾向と考え
られる。口内炎発症例には少なからずレジメンの影響が認められ、また重症例では初期
の検査値の如何に拘らず特に血小板の急激な低下傾向が認められた今回の調査結果か
ら、患者の栄養状態・生理的特性、レジメン、更には抗がん剤投与方法・剤型など複雑
な多要素が影響を及ぼしている可能性が示唆された。
【結語】化学療法受療者では生理機能に係る諸検査値の低下が知られているが、口内炎
発症・重症化予防には、レジメン選択や患者の生理機能変化など多要素に関して注視す
る必要があると考える。
【キーワード】口内炎、抗がん剤治療、栄養管理

45

P-15

③ 調査研究

地域薬局分布と年齢別人口構成に関する小学校区レベルでの GIS 解析
◯倉田香織、土橋 朗
東京薬科大学
【目的】日本には 5 万軒をこえる地域薬局が存在し、その役割は近年急速に拡大し、セ
ルフメディケーション（SelfMed）支援における試みも増加している。薬局での SelfMed
支援先進国である英国では 89.2%の人が地域薬局に徒歩 20 分(約 1.6Km)でアクセスでき
ることが地理情報システム（GIS)により算出されている（Todd A, et.al. BMJ Open
2014;4:e005764)。地域薬局分布を考える際の懸念の１つに Hart J.T.が提唱する「The
Inverse Care Law：ヘルスケアを最も必要とする人が最も利用できない」がある。Todd
らは薬局が公衆衛生の向上に寄与すべき地域と資源が豊富な地域との間には地域薬局
分布の差が大きくないことも示し、
SelfMed 支援拠点としての存在意義を明確に示した。
地域薬局の Inverse care Law の可能性に関する体系的な解析はわが国では報告されて
いない。そこで、本研究では徒歩 20 分に匹敵する広さを有する小学校区を単位として
薬局が不足している地域を特定し、SelfMed 支援をはじめとする地域医療の推進におけ
る問題点を GIS を用いて明らかにすることを目的とする。
【方法】東京都町田市および隣接する神奈川県相模原市を調査対象とした。東京都およ
び神奈川県の保険医療機関を関東信越厚生局の Web サイトより取得し、ESRI Business
Analyst 10 を用いてジオコーディングした。次に、国土交通省 GIS ホームページより
取得した小学校区レイヤに対して国勢調査の統計データを属性結合し、65 歳以上の高
齢者割合の高さと薬局数との相関に関する解析を行った。
【結果】町田市：薬局数は 152 軒、人口 10 万人あたり 36.1 軒、2.1 軒/km2 であった。
42 小学校区の平均面積は 1.7 km2、小学校区内に薬局が存在しないのは 4 学校区（9.5％）
であった。1 学区あたりの平均薬局数は 65 歳以上人口の割合が 15％未満では 1.3 軒、
15〜19％では 4.7 軒、20〜24％では 2.7 軒、25〜29％では 3.3 軒、30〜34％では 4.0 軒
であった。相模原市：薬局数は 263 軒、人口 10 万人あたり 37.5 軒、0.8 軒/km2 であっ
た。72 小学校区の平均面積は 4.5 km2、小学校区内に薬局が存在しないのは 16 学校区
（22.2％）であった。1 学区あたりの平均薬局数は 65 歳以上人口の割合が 15％未満で
は 6.0 軒、15〜19％では 3.9 軒、20〜24％では 3.8 軒、25〜29％では 0.9 軒、30〜34％
では 1.0 軒、35〜39％では 0.0 軒であった。
【考察】町田市では高齢化の進んでいる学区ほど薬局が多く存在しているのに対し、相
模原市では反対に薬局が少なく Inverse Care Law が発生している可能性が示唆された。
【キーワード】地域薬局、アクセシビリティ、GIS、Inverse Care Law、高齢化社会
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保険薬局における一般用医薬品および健康食品等に関連する
プレアボイド事例について
阿部浩子 1)、四百刈敦子 1)、藤枝正輝 1)、大石美也 1)、佐藤宏樹 2)、澤田康文 2)
1) (株)アインファーマシーズ 、2) 東京大学大学院薬学系研究科
【目的・背景】近年セルフメディケーションが推進される中、一般用医薬品（OTC）の
インターネット販売解禁などに伴い、その適正使用に保険薬剤師が担う役割が極めて大
きくなってきている。OTC による治療に医師は介在しないことが多いため、薬剤師が OTC
使用者から直接相談を受け、チェックを行い、その適正使用および副作用発現の確認、
さらには受診勧奨の必要性を判断しなければならない。必要な受診勧奨や不適正使用を
見落とすと重大な健康被害につながる可能性が高い。そこで本研究では、当社グループ
で収集した薬局プレアボイド事例の中から OTC および健康食品等に着目し、どのような
事例が存在するかについて実態を明らかにすることで、OTC 使用者に対して保険薬剤師
が果たすべき役割を抽出することを目的とした。
【方法】当社グループ全店舗を対象にイントラネットを使用した投稿形式にて収集した
プレアボイド事例のうち、平成 25 年 9 月 2 日～平成 26 年 8 月 19 日に収集した全事例
の中から OTC および健康食品等に関連した事例を抽出し、その内容について解析を行っ
た。
【結果】調査期間中に収集したプレアボイド事例 1,666 件のうち、医療用医薬品服用患
者における OTC および健康食品等に関連する事例は 8 件であり、投稿件数全体の約 0.5%
であった。そのうちの 5 件は疑義照会で処方変更に至り、処方変更とならなかった 3 件
についても、薬剤師の適正な介入により患者の不利益を回避した事例であった。プレア
ボイド実施の端緒としては、薬歴からが 2 件、服薬指導時の情報からが 6 件であった。
【考察】以前より医療用医薬品の適正使用や医療用医薬品同士の相互作用確認に関して
はお薬手帳が活用され、保険薬剤師の注意も払われてきた。しかしながら、本結果から
も示されるように、医療用医薬品と比べて件数は少ないが、医療用医薬品使用者の OTC
および健康食品等の適正使用に関して疑義照会から処方変更に至る事例も確認された。
これらについても保険薬剤師は細心の注意を払う必要があり、口頭による確認が大変重
要な位置づけにあることを認識する必要がある。
【結語】セルフメディケーション支援において、使用者の安心・安全を確保する上で保
険薬剤師が果たす役割は非常に大きく、薬局プレアボイド事例の共有によって保険薬剤
師の資質向上をさらにはかっていきたい。
【キーワード(3～5 単語)】プレアボイド、一般用医薬品、OTC、健康食品
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④ アンケート調査

1）一般用医薬品関連

スイッチ OTC 医薬品の使用に関する生活習慣病患者の意識調査
○石川あゆみ 1)、小原安希子 1)、鈴木悠希 2)、
岡本有史 3)、富澤 崇 3)、成井浩二 1)、望月眞弓 4)、渡辺謹三 1)
1) 東京薬科大学薬学部一般用医薬品学教室（佐藤幸吉記念教室）、
2) ファーコスひかり薬局、3) (株)ファーコス、
4) 慶應義塾大学薬学部医薬品情報学講座
【背景・目的】国民が求める健康などの新たな指向に応えるために、政府は医療用医薬
品のスイッチ OTC 医薬品への転換や開発への期待を示している。そこで、スイッチ OTC
医薬品の普及の一助となるデータを集めるため、そして、より患者目線で実用的な意識
とニーズを把握するために、高血圧症、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病患者を対
象として、アンケート調査を行った。
【方法】アンケートは都内の保険薬局で、2013 年 2 月 26 日～3 月 25 日のうちの 15 日
間行った。調査方法は、患者様が薬を待っている間、アンケート調査に同意を頂けた方
に対して、対面対応の形式で行った。
【結果】アンケート回答者 199 名のうち、生活習慣病患者 156 名について解析した。そ
の結果、現在使用している薬のスイッチ OTC 医薬品が発売された場合、23.7％がスイッ
チ OTC 医薬品に『変更する』
、75.6％が『変更しない』と回答した。スイッチ OTC 医薬
品を使用したい理由として、
『病院にかかるより手軽だから（待ち時間がない）』が 68.4％、
『毎回同じ薬をもらっているから』が 29.8％だった。一方で、スイッチ OTC 医薬品を
使用したくない理由は『病院で診察してもらいたいから』が 78.4％だった。
このことから、使用したいと回答した方は「時間」を重視しており、使用したくない
と回答した方は「医療機関への受診」を重視していることが明らかとなった。また、通
院期間が 1 年～5 年の群（N=43）は 37.2％が、6 年以上の群（N=71）は 15.5％がスイッ
チ OTC 医薬品に変更したいと回答し、1 年～5 年と比較的通院期間の短い群の方が変更
意欲が有意に高かった。なお、疾患ごとの変更意欲に有意な差は見られなかった。
【考察】生活習慣病改善薬をスイッチしたものが今後発売された場合、通院期間の短い
郡で一定のニーズがあると考えられた。今回は個人情報保護を考慮し、処方内容に関係
なく調査を行ったが、疾患の重症度によってニーズが変わってくることも考えられる。
スイッチ OTC 医薬品のニーズを更に詳しく調査するため、今後の調査方法について検討
していく必要がある。
【キーワード】スイッチ OTC 医薬品、生活習慣病患者、セルフメディケーション
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④ アンケート調査

1）一般用医薬品関連

レギュラトリーサイエンス研究 －スイッチ OTC 薬に係る意識調査（第２報）－
○林舞衣子 1)、廣田侑真 1)、香月正明 2)、湯川栄二 2)、小野俊介 3)、児玉庸夫 1)
1) 城西国際大学薬学部、2) 第一薬科大学、3) 東京大学大学院薬学研究科
【目的】セルフケア意識の高まりから、スイッチ OTC 薬（改正法では、一部が要指導医
薬品に分類）が注目されている。昨年の学会で、地域薬剤師会を対象にスイッチ OTC 薬
の範囲拡大や候補成分に係る報告を行い、範囲拡大について必ずしも積極的でないこと
が判明した。今回、他地区薬剤師を対象に同一アンケートを実施し再現性を確認した。
【方法】東ファーマシー（佐世保市）及び総合メディカル（福岡市）に勤務する薬剤師
を対象に、
「スイッチ OTC 薬アンケート」を配布した。また、アンケート回答で挙げら
れたスイッチ OTC 薬候補成分について、厚労省が示すスイッチ OTC 薬の要件への適合性
を評価した。さらに、昨年報告の一部と今回アンケート結果の対応項目を比較した。
【結果】アンケート回答の薬剤師は、アンケート用紙配布を受けた東ファーマシー８名
及び総合メディカル 38 名で、回収率は 100％であった。勤務先は、薬局（調剤のみ）
13 名（28％）
、薬局（調剤+OTC 薬販売）32 名（72％）
、店舗販売業０名、及びその他０
名であり、今回報告は昨年報告と比べて薬局（調剤+OTC 薬販売）勤務の割合が高かっ
た。スイッチ OTC 薬の拡大については「必要」33 名（72％）、
「必要でない」11 名（24％）
及び「回答なし」１名（２％）であり、今回報告（72％）は昨年報告（51％）と比べて
「必要」の割合が高かった。「必要」の理由は「医療費削減に一定の効果がある」が最
も多く、昨年報告と同様であった。一方、
「必要でない」の理由は「スイッチ OTC 薬を
拡大すると購入者に対する安全性上の問題が発生する」が最も多く、昨年報告と同様で
あった。スイッチ OTC 薬候補として６成分及び７つの薬効領域（抗アレルギー薬等）が
挙げられ、厚労省が示すすべての要件へ適合する候補成分は 1 成分であった。
【考察】今回のアンケート結果では、スイッチ OTC 薬の拡大について、「必要」が昨年
報告を上回ったことから、対象とした薬剤師の所属により結果がかなり異なった。また、
スイッチ OTC 薬の拡大は医療費削減に一定の効果がある一方で、購入者に対する安全性
上の問題が発生するとの懸念等があることが判明した。さらに、厚労省が示すすべての
スイッチ OTC 薬要件へ適合する候補成分は 1 成分だったため、地域薬剤師が考える候補
成分に係る要件との違いが明確になった。
【結語】今後は他地区を対象にアンケート調査を行い、再現性を確認したい。
【キーワード】スイッチ OTC 薬、地域薬剤師、医療費削減、安全性
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④ アンケート調査

1）一般用医薬品関連

一般用医薬品のインターネット等販売に対する消費者意識に関する研究
○名倉広樹、成井浩二、渡辺謹三
東京薬科大学 薬学部 一般用医薬品学教室(佐藤幸吉記念教室)
【背景・目的】インターネットを利用した通信販売で健康に関連する商品を購入する人
が多くなる中、平成 26 年 6 月 12 日、平成 25 年 12 月に改正された薬事法が施行され、
全ての一般用医薬品が郵便等販売(以下 ネット販売)可能になった。一般消費者がネッ
ト販売や薬剤師に求める役割を明らかにすることを目的に下記の研究を行った。
【方法】平成 25 年 2 月 2 日、東京都内のスポーツクラブで対面によるアンケート調査
を実施した。アンケート回収数は 172 枚、有効回答数は 170 枚であった。
【結果】一般用医薬品のネット販売に対する意識は「良いことだと思う」が 51.2％、
「良
いことだと思わない」が 7.6％、
「どちらとも言えない」が 40.0％であった。ネット販
売の利用意識は「利用したい」が 47.0％、
「利用したくない」が 51.8％であった。ネッ
ト販売を「利用したい」理由は「買い物時間の短縮」が 61.3％、
「インターネットは情
報をゆっくり読める」が 48.8%だったのに対し、「薬剤師・登録販売者の説明が不要」
は 12.5％にとどまった。一方、「利用したくない」理由は、「薬剤師・登録販売に相談
したい」が 44.3%、
「違法業者に対する不安」が 37.5％であった。今後、ネット販売に
求めるサービスは、
「薬剤師・登録販売者にいつでも電話で相談できるサービス」が 53.3%
で最も多かった。また、ネット販売普及後の薬局・ドラッグストア店舗数については「今
と変わらないでほしい」が 78.8％であった。副作用発生時の相談相手としては「病院・
診療所の医師」が 81.3%で、32.5％が「薬を購入したインターネット販売業者の相談対
応サイト」と回答した
【考察】今回の調査結果から、一般消費者は薬の疑問や違法業者の不安を解消するため
に、メールの交換を介した対面販売と同様な密接な情報提供を求めていると推察された。
約 3 割が副作用の相談相手として「薬を購入したインターネット販売業者の相談対応サ
イト」を回答したことから、販売サイトが責任を持って相談に応じる姿勢が求められて
いると考えられた。また、ネット販売普及後も薬局などの店舗数の減少を望んでいない
ことから、一般消費者はネット販売と対面販売の両方を使い分けていきたいのだと考え
られた。本年 6 月より一般用医薬品のネット販売が可能となったが、消費者はネット販
売においても丁寧な情報提供と相談対応を求めていることが明らかになった。さらに、
薬剤師に求められる役割として、ホームページに掲載する情報の監修、インターネット
や電話などを利用した丁寧な相談応需などであると考えられた。
【キーワード】ネット販売、アンケート、セルフメディケーション
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④ アンケート調査

1）一般用医薬品関連

一般用医薬品の購入・販売についての一般消費者及び
登録販売者に対する意識調査
池田真弓 1)、○成井浩二 1)、渡邉捷英 2)、渡辺謹三 1)
1) 東京薬科大学薬学部 一般用医薬品学教室(佐藤幸吉記念教室)
2) (公社)東京都医薬品登録販売者協会
【目的・背景】一般用医薬品(以下、一般薬)は、需要者の選択により購入され、専門家
からの情報に基づいて使用される。そこで、一般薬販売の現状とその改善点を明らかに
する目的で、消費者と登録販売者の双方に購入・販売に対する意識調査を行った。
【方法】消費者を対象とした調査は、2012 年 9 月 4 日、5 日に新宿駅西口イベント広場
で行われたイベント「よく知って、正しく使おう OTC 医薬品」の参加者を対象に、登録
販売者を対象とした調査は、2013 年 3 月 17 日に東京都医薬品登録販売者協会が行った
「登録販売者生涯研修会」の受講者を対象に、いずれもアンケート調査を行った。
【結果・考察】薬や健康に関する相談について、消費者の 69％が「積極的に相談して
薬や健康について知りたい」と回答し、登録販売者の 55％が「消費者が一般薬につい
て相談したいと思っていることを感じる」と回答した。このことから、半数以上の登録
販売者は消費者の要望を感じていることが分かった。しかし、実際には 1 日の来客数の
うち 8％の来客者にしか相談対応出来ていないことが分かった。次に、消費者のニーズ
に対してどの程度登録販売者が応えられているか調査した。
「A:法律の遵守」、
「B：店側
の対応・環境」
、
「C：消費者に対する接客・配慮」、
「D: 医薬品を販売する際の確認事項
と適切な医薬品選択」に関する 23 項目について、それらの達成度を調査した。その結
果「A：法律の遵守」の各項目についての達成度は比較的高かったが、消費者が求めて
いる項目を含む B～D の各項目についての達成度は A の各項目に比べて低かった。
また、
消費者からの相談対応の多い薬局・ドラッグストア(以下、店舗)は、相談対応の少ない
店舗に比べ、B～D の達成度が有意に高いことが明らかとなった。すなわち、消費者が
求めている項目の達成度が、消費者からの相談対応が多くなる一つの要因であることが
示唆された。
本研究から、相談したい消費者の要望に応えるためには、薬剤師・登録販売者が、消
費者のニーズに合った環境設備・接客・配慮を整えることが重要であることが分かった。
こうした消費者のニーズに応えることにより、消費者の相談件数は増加し、薬剤師・登
録販売者には、より適切な医薬品選択が可能となり、消費者には正しい知識と使用によ
るセルフメディケーションの質の向上になると考えた。

【キーワード】一般用医薬品

登録販売者 一般消費者
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④ アンケート調査

1）一般用医薬品関連

日本人と外国人の OTC 医薬品購入に関する意識調査
井上幹雄 1)、宮本菜摘 1)、瀧 裕子 1)、吉野 翠 1)、福田喜彦 1)、小林範博 2)
1) 株式会社アインファーマシーズ、2) 株式会社ダイチク
【背景】セルフメディケーションが推進されるなかで、保険薬剤師が OTC 医薬品の対面
販売を行う機会が増えているが、問診等が全てに義務付けられていないため、購入患者
情報に不明な点も多い。特に、外国人は OTC に対する考え方や購入経緯なども日本人と
異なる可能性があり、その差異を知ることは対面販売時の服薬指導に役立つ。
【目的】日本人と外国人の OTC 医薬品購入者について、患者背景や OTC 購入に関する意
識を調査した。
【方法】平成 26 年 7 月 1 日～8 月 29 日の間、当社薬局大手町店の OTC 購入者に 8 項目
（①年代②性別③症状④購入医薬品⑤アレルギー歴⑤副作用歴⑥併用薬⑦併用サプリ
メント⑧購入時の相談内容）のアンケート調査を行った。結果は Fisher's exact test
にて統計解析し、有意水準を 0.05 とした。
【結果】68 名（日本人群：50 名、外国人群：18 名）から回答が得られた。回答者は 30
代が多く、日本人群の 58.0％と外国人群の 88.9％は男性であった。両群ともに風邪症
状が最も多く、次いで日本人群では腹痛、外国人群では頭痛が多かった。アレルギー歴
は日本人群のみ 3 名にあり、併用薬は日本人群に 4 名、外国人群では 1 名にあった。副
作用歴とサプリメント使用歴は両群ともになかった。日本人群の 84％と外国人群の
77.8％は購入時に薬剤師に相談を行い、用法用量に関する内容が最も多かった。日本人
群では 5 名から医薬品選択に関する相談があったが、自分で候補を選んで費用対効果な
どを薬剤師に尋ねるケースが多かった。外国人群では症状などを薬剤師に申し出てカウ
ンセリングを受けながら医薬品を選択する傾向があり、医薬品選択に関する相談がなか
った。
【考察】両群の患者背景に大きな差はなく、約 8 割が薬剤師に相談を求めた。しかし、
まずは自分で医薬品の候補を選択しようとする日本人群に対し、外国人群は医薬品の選
択を薬剤師に委ねる傾向があり、相談内容に差異がみられた。この行動パターンの違い
についてはさらに調査する必要があるが、日本では医薬品情報が容易に手に入ることや、
薬剤師や OTC 医薬品に対する考え方が国によって違うことなどの種々の要因が考えら
えた。これらの結果を踏まえて、保険薬剤師は OTC 医薬品使用者の安全性も担保できる
ように努めていかなくてはならない。また、容易に医薬品情報が手に入らない外国患者
には、より適正に情報提供する必要がある。
【キーワード】OTC、外国人、問診

52

P-22

④ アンケート調査

1）一般用医薬品関連

漢方薬についての一般消費者に対する意識調査
○安井崇人 1)、成井浩二 1)、末次 作 2)、渡辺謹三 1)
1) 東京薬科大学薬学部一般用医薬品学教室（佐藤幸吉記念教室）
2) (公社) 東京生薬協会
【目的・背景】漢方薬は、一般用医薬品として重要な位置にあり、西洋薬にはない効果
を現す場合があることから、多くの人に賞用されている。最近では、一般用漢方製剤の
処方が追加されて 294 処方となり、選択肢の幅も広がっている。そのため、一般用医薬
品の漢方薬の活用により、セルフメディケーションの普及推進につながると考えられた。
本研究では、一般消費者の漢方薬に対する意識を明らかにするとともに、セルフメディ
ケーションにおける漢方薬の更なる普及に必要な点を明らかにする目的で、下記の調査
を行った。
【方法】2012 年 9 月 4 日～5 日、新宿駅西口広場イベントコーナーで開催した OTC 医薬
品普及啓発イベント「よく知って、正しく使おう OTC 医薬品」にて、アンケート調査を
実施した。287 名の回答者が得られ、そのうち 278 件が有効回答であった。
【結果・考察】「今後漢方薬や生薬を使ってみたいと思いますか？」、「病気の治療に医
療の場でもっと漢方薬を取り入れるべきだと思いますか？」
、
「より健康を増進するため
に日常生活でもっと漢方薬を取り入れるべきだと思いますか？」にはそれぞれ 68%、77%、
71%が「思う」との肯定的回答であった。漢方薬にも副作用があることを知っていた回
答者は 50％、漢方薬にも即効性の薬があることを知っていた回答者は 45％で、それぞ
れ半数程度にとどまった。漢方薬の使用意欲と、副作用や即効性などの知識との相関を
求めたところ、使用意欲のある人ほど、漢方薬にも副作用があること、即効性の薬があ
ることを知っている割合が有意に高かった。このことから、漢方薬の使用に対して肯定
的な人が、より正しい知識を持っていると考えられた。漢方薬や生薬に対するイメージ
は、即効性がない・時間がかかるというマイナスイメージが最も多く 37 名これをあげ
た。漢方薬を用いて治療したいと思う病気や症状を聞いたところ、高血圧 11 名、風邪
9 名、糖尿病 8 名などとなり、長期療養を要す疾病が比較的多かった。これは、漢方薬
は長期間服用するというイメージの現れだと考えられた。
セルフメディケーションにおいて、漢方薬を更に普及させるためには、漢方薬へのマ
イナスイメージや誤った知識などを払拭する必要があると考えられた。そのためには、
漢方薬についての正しい知識を得る場の提供、相談しやすい環境づくり、販売者側の知
識の充実などが必要であると考えられた。
【キーワード】漢方薬、一般用医薬品、セルフメディケーション
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④ アンケート調査

1）一般用医薬品関連

足のむくみに対する赤ブドウ葉乾燥エキス製剤の有用性検討
○福岡勝志、木野貴晴
日本調剤（株）
【目的】足のむくみは日常生活においてよく経験するが、2013 年 6 月に本症状に対し
て効果を示すダイレクト OTC である『赤ブドウ葉乾燥エキス』製剤が発売され、その効
果が期待されている。そこで今回、足のむくみに対する本製剤の有用性について検討を
行った。
【方法】足のむくみを訴える日本調剤の職員およびその家族を対象とした。本調査に文
書にて同意した被験者は、むくみに関する症状の程度や罹患期間、対策の有無などに関
するアンケートに回答した後、2014.1.30～2.28 の 1 ヵ月間に赤ブドウ葉乾燥エキスを
1 回 2 カプセル 1 日 1 回毎朝服用した。服用期間中には、むくみに対する新たな療法を
開始することは禁止とし、服用終了後、本剤の安全性および有効性に関するアンケート
に回答した。
【結果】対象は 158 例（男 7/女 151）で、平均年齢は 35.0±9.2 歳であった。このうち、
副作用が疑われる症状を経験したのは 30 例（19.0％）で、便秘、吐き気/胃もたれなど
軽微な消化器系の症状が多かった。有効性の解析については、アドヒアランス不良例（服
薬終了時の残薬が 11 カプセル以上）を除いた 129 例を対象とした。むくみの症状（10
段階評価）は投与前が 5.9 であったのに対して投与後は 4.3 に有意に減少しており
（p<0.01:paired t-test）、投与後改善が 78 例、不変 51 例で、投与後の悪化例は 0 で
あった。改善が認められた群と認められなかった群間において、背景因子の比較を行っ
たところ、罹病期間や併用療法においては同様の傾向を示していた。本剤の効果に対す
る印象は、
「期待以上」が 11 例（8.5％）
、「期待通り」が 11 例（8.5％）
、
「期待以下」
が 49 例（38.0％）
、
「効果無し」が 58 例（45.0％）であった。同様に満足度は「極めて
満足」が 5 例（3.9％）、
「満足」が 11 例（8.5％）
、
「やや満足」が 34 例（26.4％）、
「ど
ちらともいえない」が 53 例（41.1％）
、
「不満」が 26 例（20.2％）であった。
【考察】赤ブドウ葉乾燥エキス製剤の 1 ヵ月間の継続服用によりむくみの症状は有意に
改善したものの、被験者の満足度はあまり高くなかった。その理由として、軽微なもの
が多いものの副作用が疑われる症状が 19.0％に発現したことや、本剤の効果に過剰な
期待を抱いていたために予想を下回る効果しか得られなかったことが想定された。
【結語】赤ブドウ葉乾燥エキス製剤の有用性は認められたものの、被験者の満足度は決
して高いものでは無かった。
【キーワード】足のむくみ、赤ブドウ葉乾燥エキス製剤
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④ アンケート調査

1）一般用医薬品関連

「うっかりドーピング」の認知度調査とスポーツファーマシストの今後の課題
○高野詩織里 1)、渡邊大輔 2)、宮沢伸介 1)、足立 茂 1)
1) 明治薬科大学・地域医療コース、2) 薬樹株式会社・薬樹薬局元町
【目的】 ドーピング検査の対象となるのは、オリンピックなどの世界的な大会だけで
はない。日本では２００３年から国民体育大会でのドーピング検査が導入されたことに
よりトップクラスの選手のみならず、高校生などドーピングの知識が乏しい競技者であ
っても検査の対象となった。よって、地域住民に対するうっかりドーピングやスポーツ
ファーマシストの認知度を調査することで、今後のアンチドーピング活動における課題
を探った。
【方法】 アンケート調査は薬樹薬局元町の来局患者を対象に、投薬待ちの間に実施し
た。調査実施期間は３週間（２０１３年１０月１５日～１１月２日）とし、１２０名か
ら有効回答が得られた。アンケートは、性別、年齢、認知度などは選択方式、今後期待
することについては記入方式で行った。また、アンケート協力者に自作で、一般用医薬
品を例にしたドーピングに関するパンフレットを作成し配布した。
【結果】 来局患者の７７％が「うっかりドーピングという言葉を知らない」、９３％が
「ドーピングの相談ができる薬剤師がいることを知らない」と回答した。またドーピン
グ検査違反となる可能性がある風邪薬や栄養ドリンク剤をはじめとする身近な薬に関
しては、ほとんど知られていなかった。
「どんな薬がひっかかるのか教えてほしい。
」
「こ
れからスポーツで活躍する若い子供たちに知識を広めてほしい。」という声も多く寄せ
られた。
【考察】 来局患者におけるうっかりドーピングの調査結果から、うっかりドーピング
とスポーツファーマシストの認知度は共に低く、ドーピングになる薬も知られていない
ことが分かった。うっかりドーピング防止活動は、広く認知されなければいけない。使
用できる薬をスポーツ選手に伝え、体調をサポートするのは薬剤師にしかできない仕事
である。アンケート結果で「これからスポーツで活躍する若い子供たちに知識を広めて
ほしい。」という声があがったように、学校薬剤師と連携しながら、教育現場で薬の知
識の教育・啓発活動の一環としてドーピング防止活動も積極的に行うことも重要である
と考える。
【結語】 スポーツ選手相手だけではなく、一般の人にも運動による心臓・血管系機能
活性化からもたらされる薬の作用や副作用に対する説明や食事や栄養面でのアドバイ
スなどに関して、薬剤師がスポーツを通じて介入していくことも重要な役割のひとつで
あると考えた。
【キーワード】スポーツ、うっかりドーピング、スポーツファーマシスト
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④ アンケート調査

1）一般用医薬品関連

健康支援の場としての薬局・ドラッグストアの活用状況と阻害要因
小島翔太、〇岸本桂子、福島紀子
慶應義塾大学薬学部 社会薬学講座
【目的】健康支援の場としての薬局、ドラッグストア（以下、DgS）の活用率を向上さ
せるために、
「健康支援」を「健康管理」
「疾病予防（生活習慣病予防）」
「セルフメディ
ケーション」に分割した上で両施設がそれぞれの目的で十分に消費者に活用されている
か、また活用されていない場合はどのような要因が妨げになっているのか明らかにする。
【方法】2014 年 9 月 10・11 日に JR 新宿駅西口イベント広場で開催された OTC 医薬品
に関する普及イベントにてアンケート調査を行った。回答にバイアスが生じる恐れがあ
るため、分析対象から過去に同イベントに参加した人を除外した。
【結果】分析対象者は 198 人。薬剤師が健康を支援する役割を担うことを知らないと回
答したのが 173 人中 22 人(12.7%)であった。健康相談をしたことのある人の中で、その
際薬局、DgS の薬剤師に相談したのがそれぞれ 117 人中 29 人（24.8%）
、16 人(13.7%）
、
疾病予防に関して相談したのは 144 人中 18 人（12.5%）
、6 人（4.2%）
、OTC 薬選択に関
して相談したのは 106 人中 68 人（64.2%）
、54 人（50.9%）であり、自己測定機器を用
いた測定に薬局、DgS を活用したのがそれぞれ 100 人中 26 人（26.0%）
、14 人（14.0%）
であった。DgS の相談場所に音を遮るものがなく、周りの人に聞かれてしまうため相談
できなかった経験がある人は、疾病予防の相談、健康相談のいずれに関しても DgS の薬
剤師を活用しない傾向にあり(OR=8.063[95%CI=1.279-50.841],OR=7.917[2.044-30.658
])、また、DgS の薬剤師への疾病予防の相談に関して他にも、来店者が多いため、薬剤
師 が 不在 また は忙 しそう に して いた ため 相談で き なか った 経験 も影響 し てい た
(OR=7.133[1.246-40.845],OR=6.059[1.062-34.557])。同様に、薬局の薬剤師に疾病予
防の相談をしなかった人は、薬剤師に相談したが、納得のいくアドバイスが得られなか
った経験が関係していた(OR＝7.467[2.476-22.520]）
。
【考察】OTC 薬選択に薬剤師を活用しなかった人が多く、また、薬剤師が薬だけでなく
健康を支援する役割も担うことを知らない人が少なからずおり、健康支援の活用率を向
上させていくためには、消費者に薬剤師の役割を十分に周知させる必要がある。また、
今回の調査から特に「疾病予防」に関して薬局・DgS の薬剤師が活用されていないこと
がわかり、その解決策としては、十分な人員確保、情報提供・相談場所の常設、消費者
が相談しやすいような空間的・設備的な工夫に加え、個々の薬剤師の技術力を向上させ
ることが必要であると考えられる。
【キーワード】健康支援、健康管理、疾病予防、セルフメディケーション
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④ アンケート調査

1)一般用医薬品関連

OTC 医薬品普及啓発イベントの有用性に関する意識調査
○山本智久 1)、成井浩二 1)、末次大作 2)、渡辺謹三 1)
1) 東京薬科大学薬学部一般用医薬品学教室(佐藤幸吉記念教室)
2)（公社)東京生薬協会
【背景・目的】身近な医薬品である OTC 医薬品の適正使用とセルフメディケーションの
普及啓発のため、東京都内の薬業団体は 2008 年から OTC 医薬品普及啓発イベント「よ
く知って、正しく使おう OTC 医薬品」(以下、イベント)を、毎年 1 回、新宿駅西口広場
イベントコーナー(東京都)で開催してきた。そこで、このイベントのセルフメディケー
ション推進に対する効果を調査するため、2012 年 9 月に行ったイベント会場でアンケ
ートを実施した。アンケートは 320 枚配布して全て回収し、有効回答は 304 件(有効回
答率 95.6％)であった。
【結果・考察】イベントの参加経験については、初回参加が 78.8％で、参加経験があ
る人は 20.3％であった。イベントに参加したきっかけとして、86.6％が通りがかりと
回答した。セルフメディケーションの認知度について、セルフメディケーションを認知
しているのは 42.2％であった。これについて、イベントの参加経験の有無では、参加
経験がある人の認知度は 61.3％で、初回参加の人の認知度 37.7％よりも有意に高かっ
た。このことから、イベントがセルフメディケーションの認知に有効であることが明ら
かとなった。この理由として、このイベントでは各製薬企業の展示やパンフレットなど
の配布に加え、一般用医薬品の試供品(第一類医薬品を除く)配布を模擬薬局の薬剤師、
登録販売者を介して行っている点が考えられた。さらにパネル展示、お薬相談コーナー、
クイズラリーなど一般用医薬品に関する多角的な展示を行ったことも効果があったと
考えられた。軽度の傷病の時にセルフメディケーションを実施する人は 63.1％であっ
た。イベントの参加経験の有無と軽度の傷病の時のセルフメディケーションの実施率に
有意な差が見られなかったが、セルフメディケーションの認知度とセルフメディケーシ
ョンの実施率については、認知群の実施率が 76.4％、非認知群の実施率が 56.1％で、
セルフメディケーション認知群が有意に高かった。このことから、イベントの実施によ
りセルフメディケーションの認知度を上げることは、同時に軽度の傷病の時のセルフメ
ディケーション実施率を上げると考えられた。
【キーワード】OTC 医薬品、OTC 医薬品普及啓発イベント、セルフメディケーション
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④ アンケート調査

1）一般用医薬品関連

副作用認識の現状と認識向上のための対策
～万が一の対処法を伝えるために～
〇杉山新芽 1)、阿部真也 2)、橋本義人 2)、吉町昌子 2)、後藤輝明 2)
1) ツルハドラッグ帯広北店、2)（株）ツルハ調剤運営本部
【目的】薬剤服用の指導として、副作用の指導・確認は薬剤師の義務である。しかしな
がら、薬剤師自身が薬剤服用の指導や副作用の初期症状の説明を行ったと思っていても、
患者様・お客様に伝わっていなければ意味を持たないと考える。そこで、患者様・お客
様の副作用に対する認識の調査から、副作用の伝え方を考えることを目的とした。
【方法】2011 年 9 月 1 日～2011 年 11 月 28 日にツルハドラッグ帯広北店に来局した患
者様・お客様に対し、アンケート形式で調査した（回答 156 名）
。内容に関しては、
「副
作用の説明の有無」
「副作用の説明を聞きたいか、聞きたくないか」
「薬情文・ＯＴＣ医
薬品添付文書を読むか、読まないか」などである。
【結果】薬剤師からの副作用の説明を聞いていないという回答は 52％（81/156）と約
半数であり、副作用の説明を聞きたいという回答は 55％（86/156）と前者とほぼ同数
だった。副作用の説明を聞きたいか、聞きたくないかの年代別データでは聞きたいと答
えた方の 27％（23/86）が 40 代であり、聞きたくないと答えた方の 26％（18/70）が
70 代と年代による特徴が見られた。また、ＯＴＣ医薬品添付文書を読み、副作用を確
認しようとしている割合は 68％（107/156）と比較的高かった。
【考察】以上の結果より、副作用の説明を聞いたという方が約半数であったが、副作用
の説明を聞いていないと答えた方も多かったことから、説明を聞いてはいても、記憶に
残っていないことが考えられた。このことからも、副作用の説明は、分かりやすく簡便
に伝える必要性が求められる。そこで、簡単に分かりやすく伝えるための方法として副
作用をチャートとした。視覚による情報提供は印象に残る率も高く、「薬剤師側の伝え
たつもり」を少なくすることができると考える。また、チャートを用いることは業務効
率のアップにつながり、補足説明などの副作用の認識を深めていただく情報が伝えやす
くなると考える。
【キーワード】副作用 薬情文 ＯＴＣ医薬品添付文書 理解力 チャート
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④ アンケート調査

2）健康支援実践関連

患者や地域が求めるセルフメディケーション・地域貢献への探求
渡邊知里、佐倉真由美、雨宮淑子
株式会社フォーラル のぞみ薬局
【目的】少子高齢化による医療費増大に対し、薬剤師は職能を活かし他職種や地域・患
者と密接な関係づくりでセルフメディケーションの推進が求められている。弊社では処
方箋受取時以外でも地域の方や患者に「健康相談所」として様々な質問や相談に応じつ
つ、健康情報の提供やセミナー、栄養相談等を積極的に取り組んできた。これらの取り
組みが患者・地域にどこまで認知され、地域に貢献できているかを調査し、今後更に発
展するための対策を検討した。
【方法】①薬局で実施しているセミナーや栄養相談の認知度や期待（期間：2013 年 3
月 27 日から 2 週間）②薬剤師への相談質問経験の有無、内容（期間：2014 年 2 月の内
の 1 週間）各々患者 150 名にアンケート調査を行った。
【結果】①〈セミナー〉全社で直近３年間に 87 回実施。知っている 28.0％（内、参加
4％）、知らない 70.7％。また、今後参加を希望する 39.3％。要望が多かったテーマは
栄養や疾病。
〈管理栄養士による無料栄養相談〉全社で月平均 177 件実施。管理栄養士
の存在を知っている 26.7％、知らない 62.7％。栄養相談を知っている 21.3％（内、利
用有 4％）
、知らない 67.3％。なお、栄養相談を良いと思う 71.3％、不要 7.3％。②薬
剤師への相談質問経験あり 58％、内、半数以上が月 1 回利用する人や女性や 30・40・
70 代で多かった。また質問したタイミングは処方箋持参時 62％、来局・電話 28％。質
問内容は多い順に、薬の飲み合わせ・薬の作用・副作用・食事や栄養・病気の治療や予
防。
【考察】①セミナー・栄養相談を未実施の店舗も含まれており利用度と認知度は低いが、
期待度および潜在ニーズは高いことが推察された。現段階では十分地域に貢献している
とは言い難く、ポスターや声かけの強化等認知度アップ対策が必要である。また、情報
提供やセミナーでは内容をより興味深いテーマへと検討し、栄養指導では薬剤師の服薬
指導との連携強化の必要がある。②質問のタイミングは予想より電話・来局時が少なか
った。質問内容や薬剤師に求める情報の結果から投薬時の情報提供が患者の求めるもの
まで行き届いていない状況も窺えた。実際の相談内容ではアロマや栄養なども多かった
ため、患者の健康意識も高いことが分かる。引き続き「健康相談所」としてアピールを
し、処方箋がなくても相談したくなるような環境にしていく必要がある。
【キーワード】セルフメディケーション、地域貢献、健康相談所
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④ アンケート調査

2）健康支援実践関連

保険薬局における食事および運動指導に関する研究
○平原優紀 1)、水谷義治 2)、守屋理沙 2)、高井智子 3)、宮沢伸介 1)、足立 茂 1)
1) 明治薬科大学・地域医療コース、
2) 総合メディカル株式会社・そうごう薬局上野原店、
3) 総合メディカル株式会社
【目的】保険薬局では慢性疾患の患者のみならず、急性期の患者も来局するため、薬の
定期薬の有無に関わらず、地域住民の健康管理に介入できる可能性があると考えられる。
そこで食事や運動の指導ならびに検査値の確認が生活習慣病予防、重症化予防につなが
ると考え、薬剤師による指導へのニーズとその現状と効果を知ることを目的とした。
【方法】そうごう薬局上野原店に来局された患者、ならびに大月市健やかスポーツクラ
ブ所属者を対象とした記入式アンケート調査をおこなった。薬剤師を対象としたアンケ
ートではそうごう薬局上野原店を含むエリアと大月市、都留市、上野原市の薬剤師を対
象にアンケート調査をおこなった。地域住民を対象としたアンケートでは定期薬の有無、
年齢、対象者の所属と意識や行動との間の関連性を調べた。いずれの統計解析にも、
χ２検定やクラスカルワーリス検定を用いた。
【結果】地域住民の 93.5％が「検査値確認に抵抗がない」、70.1%が「食事や運動指導
を利用したい」と回答し、薬剤師による検査値確認ならびに食事や運動の指導により患
者の食事、運動への行動が有意に増えていた。薬剤師によって食事指導を受けた人では
83.3%、受けていない人では 61.2%の人が食事や運動に気をつけていると答えた。また、
運動指導、検査値確認も同様に食事や運動の行動を増やしていた。薬剤師対象アンケー
トでは食事、
運動の知識に不安がまあまああると答えた人が 73.7％と大多数を占めた。
【考察】薬剤師による検査値確認ならびに食事や運動の指導により患者の食事、運動へ
の行動が有意に増えていたことから、薬剤師による指導は生活習慣病予防および重症化
予防につながるのではないかと期待できる。しかし、糖尿病以外の疾患では指導が十分
でないことも判明し、指導の際にできるだけ具体的な数値を用いて説明することが患者
個人の感覚に頼らない、より効果的な行動につながるのではないかと考えられる。また
地域での活動に参加することは健康増進だけでなく、相談できる人も増やす可能性も考
えられる。
【結語】本研究より、薬剤師による検査値確認ならびに食事や運動の指導は、生活習慣
病予防および重症化抑制につながるのではないかと期待できるため、薬剤師は運動や食
事に関する知識をさらに習得し、指導に対しより積極的に関わっていくことが望まれる。
【キーワード】生活習慣病予防、検査値確認、食事指導、運動指導、生活指導
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2）健康支援実践関連

東京都台東区における一般生活者を対象としたお薬講座の試み
小原安希子 1）、成井浩二 1）、○坂口真弓 2）、
秦千津子 2）、高橋恭子 2）、渡辺謹三 1）
1) 東京薬科大学薬学部、2)（一社）浅草薬剤師会
【背景・目的】平成 25 年 6 月に閣議決定された日本再興戦略で、
「国民の健康寿命の増
進」がテーマとしてあげられ、その実現のために「薬局・薬剤師の活用」と「セルフメ
ディケーションの推進」があげられた。そこで、自分自身の健康状態を判断し、医薬品
に関する正しい知識を身に付けてもらうことを目的として下記の「お薬講座」を行った。
【方法】浅草薬剤師会の後援のもと、60 分程度で全 3 回、東京都台東区の高齢者を対
象に行った。また、以後の講座の改善のために講座前後でアンケートを行った。受講者
は全 3 回で 110 名であった。講座内容は、
「薬の体内での動き」「薬の形と特徴」「薬を
飲む上での注意」
「お薬手帳について」の 4 項目で構成し、講義中には、実験やクイズ
などを交えて聴講者の参加も求めた。
【結果・考察】聴講者の男女比は、7:3 で女性の方が多かった。年齢は 70 歳代が全体
の 4 割を占め、これに 50 歳代および 60 歳代を合わせると 8 割を占め、比較的年齢層は
高かった。
講座の感想として、「お薬講座にまた参加したい」という回答が全体の９割を占め、
「勉強になった」
「楽しかった」という意見が多くみられた。
さらにアンケートでは、医薬品に使用期限があることはほぼ全員の方が知っていた。
また、7 割の回答者が残薬をその後も保管している事がわかった。また、お薬手帳を使
用している人は全体の 7 割だったが、４割がお薬手帳を自分で記載してよいことを知ら
なかった。「薬は水やぬるま湯で服用する」「噛み砕かない」「食間の服用時期」などに
ついては講座の前から理解されていることがわかったが、
「薬の使用期限」
「飲み忘れた
時の対処法」「お薬手帳の使用方法」などについてはまだあまり理解を得られていない
ことがわかった。
今回は高齢者を対象に行ったが、今後は対象者の年代を広げていき、その年代にあっ
た講座内容にしていきたい。また、講座を行ってみて、「薬剤師」の業務内容について
の理解が進んでいないと考えられたので、今後、「薬剤師の職能理解」も課題として講
座を行っていきたい。
【キーワード】セルフメディケーション、医薬品の適正使用、お薬講座
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2）健康支援実践関連

薬局における「健康フェア」の役割
○ 永井美紀子、高倉裕美、吉川知佳、松坂知代、石塚梨恵、
大久保翔平、安田茉里、長田早織、西村弘樹
株式会社スマイルドラッグ
【目的・背景】薬局の地域密着・貢献が叫ばれて久しい。現在その一環として「健康フ
ェア」なるものを実施する薬局は少なくない。当薬局では、薬剤師以外の医療事務・Ｏ
ＴＣ専属スタッフも医療機関所属の一員として積極的に地域医療に貢献する活動を行
っており、健康フェアを多数の店舗で毎年実施している。最近実施した 2 回の取り組み
と結果について紹介する。
地域住民に対する健康増進サービスの一環として、回毎のテーマに沿って健康フェアを
開催する。同時に処方箋以外、様々な相談業務・健康関連情報の提供について地域住民
に理解を深めてもらう。
【方法】2013 年 5 月の（日）及び 7 月の（土）に当薬局新高円寺店（杉並区）にて、
「栄
養相談」及び「脱水症・熱中症」をテーマとして行なった。各ブースでは、健康食品の
試食・試飲、健康・栄養相談、湿布貼り方講座、ハンドマッサージ等を行なった。必要
なブースには薬剤師も対応に当たった。会場にて来場者にアンケート調査も行なった。
【結果】来場者数は平均 30 名で反応は好評であった。健康相談では、虫刺されの対処
等があった。また、COPD、脂質異常症、クモ膜下出血・水頭症の方々から栄養相談があ
った。脱水症・熱中症関連では、情報提供の外に希望者には実際に経口補水液の調合を
してもらった。
【考察】アンケート結果に、自己血糖・骨量の測定、「小児の健康」についての相談会
開催等の要望があった。今後のフェアに生かしたい。会場では登録販売者、栄養士の資
格を持つスタッフと薬剤師との連携により、回を追う毎にフェアの内容が良くなってき
ていると実感した。また、「脱水症・熱中症の予防」のテーマで講演して欲しいとの依
頼も来場した某施設の方からいただいた。本活動を契機に、更なる地域医療への貢献へ
引き続き努力を重ねていきたい。
【結語】高齢化社会が進む中、地域の方々の健康維持と疾病予防に積極的に取り組むこ
とが薬局の果たす大きな役割である。情報の発信を継続していくことが重要と考える。
【キーワード】地域、相談、情報の提供
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2）健康支援実践関連

調剤薬局における食事、健康の情報発信
～管理栄養士ができること～

クオール株式会社

佐野英理子
関東第一薬局事業本部

関東第一事業部

【目的】 クオール薬局の管理栄養士の活動の一つとして、食事や健康に関連したイベ
ントの企画・実施がある。これは管理栄養士の存在の認知とともに、調剤薬局が薬の受
け渡しだけではなく、食事や健康についての情報発信の場でもあり、地域住民にとって
身近な相談場所として認識、利用されることを目的とする。
【方法】 今回は、全 3 回シリーズで行った「元気に歳を重ねよう」、「親子で楽しめる
食育」の 2 つのイベントの例をご紹介する。実施店舗の患者層を考慮し、成人向けと小
児向けのイベントを企画。より多くの方に楽しんでいただけるよう体験型のイベントと
し、レシピやサンプルを用意。約 1 カ月前よりポスターやチラシ配布による告知を開始
した。イベント終了後には参加者にアンケートを依頼し、満足度を評価した。
【結果・考察】 成人向けのイベントでは、食材カードを使用したカロリー計算や塩分
測定、運動等の体験型学習が好評であり、参加されたすべての方からイベント内容は役
に立つとの意見をいただいた。今後、管理栄養士に質問したいという意見も多くいただ
いた。小児向けイベントでは、工作による野菜作り、恵方巻き作り体験等の親子で一緒
に学べる参加型学習や、管理栄養士作成レシピの配布が好評であった。
アンケートの回答や参加者の感想から、イベント活動が地域住民と管理栄養士の貴重な
交流の場となっていると考えられる。また今回ご紹介したような管理栄養士によるイベ
ントは、現在も行われている。今後も、イベント実施の継続、さらなる集客率アップを
目指すとともに、地域住民の健康増進に貢献していきたい。

【キーワード】 調剤薬局

管理栄養士 食事 健康イベント
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クオール薬局における来客数及び OTC 売上向上への取組み
～管理栄養士が行う健康イベント～
○太田香澄、齋藤育代、谷山一美、野澤泰子、平島知美、森 妙子、山下香菜
クオール薬局 関東第五事業部
【目的】「新形態の薬局ローソンクオール薬局白山店（以下、白山店とする）のコンセ
プトと合致した栄養士のイベントにより、来客数および OTC 売上を上げる事ができる」
を実証する。
「新形態の薬局」
・・・ローソンクオール薬局。高齢者や要介護者・その家族の QOL の
維持・改善を支援する為の商品やサービスを提供する場。高齢者や生活習慣病に対する
セルフメディケーションを支援する場。
【方法】 平成 25 年 5 月に白山店にて 2 日間連続の健康イベントを開催。
「骨密度測定イベント」
開催場所：ローソンクオール薬局白山店
開催日：H25 年 5 月 28 日、29 日
集客方法：チラシ配布、ポスター設置、近隣ドクターへの挨拶
内容：骨密度測定、PB の試食、栄養相談の実施、骨粗鬆症資料・管理栄養士レシピ・
サンプル配布
イベント参加者全員にアンケート調査を実施
【結果】 アンケート調査での「この薬局を知っていましたか？」という質問に対し、
参加者の 22％が「このイベントで知った」又は「知っていたがこれまで利用したこと
はなかった」と回答。
来場者の約 4 人に 1 人が、イベントをきっかけに薬局を利用したという事実から、イベ
ント開催により薬局の認知度は上がるという事が実証された。
骨粗鬆症予防をテーマに関連させ、効果的に PB 商品の健康カルシウムを紹介し、11 個
の売上に繋がった。栄養士による商品紹介により OTC 売上は上がるという事も実証され
た。
【考察】 白山店では測定機器を利用した栄養士イベントを今回初めて開催したが、97％
の方が「また参加したい」と回答した。患者様に大変満足していただけた事が分かる。
患者様の日常の不安を解消する手助けができる相談窓口として認識していただけ、「新
形態の薬局」としての存在価値を見出したと言える。
60 代以上が 82％である事をふまえ、患者様の QOL 向上に繋がる試飲会・試食会を兼ね
た栄養士健康イベントを今後も計画検討。地域社会の健康を担う一員として貢献活動す
る。
【キーワード】 栄養士 骨密度 健康イベント
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自己血糖測定器を用いた薬局での普及活動について
〇橋原美由紀 1)、畳谷高明 1)、阿部真也 2)、
橋本義人 2)、吉町昌子 2)、後藤輝明 2)
1) ツルハドラッグ帯広北店、２）（株）ツルハ 調剤運営本部
【目的】40 歳以上の日本人の３人に１人が糖尿病及び糖尿病予備軍といわれている。
薬局において自己血糖測定器に関する普及活動を行うことは、糖尿病予備軍の早期発見
と生活習慣病の改善へのきっかけにつながると考える。そこで、薬局内に自己血糖測定
コーナーを設け、
血糖値が気になっている利用者の方を対象に、自己血糖測定を体験していただいた。
【方法】
「世界糖尿病デー」にあわせて、薬局店内に自己血糖測定コーナーを設置した。
血糖値が気になっている利用者の方を対象に糖尿病に関する意識調査アンケートを実
施し、自己血糖の測定を体験してもらい、平成 23 年 11 月 14 日から平成 24 年 5 月末ま
での普及活動を行った。測定結果で異常値がでた際には、医療機関への受診を勧めた。
【結果】平成 23 年 11 月から平成 24 年 5 月末までの６ヶ月間に、血糖値の気になる利
用者の方 54 名が自己血糖測定を実施した。また、アンケートの結果から、
「身内に糖尿
病がいる方（59.3％）
」「運動をしない（59％）」「食事に気を使っていない（56％）」と
いうことがわかり、糖尿病が気になる一方、生活習慣による健康管理を怠る傾向が見ら
れた。さらに、年齢とともに高血糖を示す割合が多く 50 歳代以上では 33.3％と高かっ
た。自己血糖測定を行った 54 名中異常値を示したのは、11 名（20％）であった。その
うち 1 名が空腹時血糖 168mg/dL と高かったため自己血糖測定器購入と受診勧奨を行っ
たところ医療機関を受診した。また、アンケートによると穿刺時の痛みは「あまり痛く
なかった」との感想が全体の 71％あり、見た目とのギャップがあることがわかった。
【考察】自己血糖測定器使用の必要性を説き、高値の場合には医療機関への受診勧奨を
することはかかりつけ薬局としてトリアージとなる。正確な自己血糖値を知ることは、
糖尿病への関心を高め生活習慣の改善や糖尿病の予防・早期発見につながると考えられ
る。穿刺時の痛みは少ないとの結果をふまえ自己血糖測定の薬局での継続的な普及活動
は糖尿病及び糖尿病予備軍の早期発見へつながるものと考えられる。
【キーワード】自己血糖測定

早期発見 受診勧奨 普及活動
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地域健康増進へのドラッグストアによる先進的な取り組み
～健康寿命日本一、静岡県での指先生化学検査の実施～
○廣田誠也 1)、渥美文昭 1)、青田英行 1)、橋本健次 1)、前嶋克幸 1)、近藤憲昭 1)、
木下裕貴 2)、中元智子 2)、横山雄太 2)、猪川和朗 2)、森川則文 2)、
1) 株式会社杏林堂薬局、2) 広島大学薬学部臨床薬物治療学
【目的】 我国では超高齢化社会を迎えるにあたり、セルフ・メディケーションの気運
が高まってきた。そこで、浜松市の生活習慣病の実態調査並びに健康意識向上を目的と
して、昨年に引き続き第 2 回の指先生化学検査を実施した。
【方法】 平成 26 年 6 月 29 日、アクトシティ浜松コングレスセンターにて、
「美と健康
の体験フェスタ」を実施した。希望者を対象に、指先自己穿刺により採取された血液を
用い、HbA1c、血糖、総コレステロール、中性脂肪、尿酸、電解質（Na・K）を測定した。
使用機器として cobas b 101、メディセーフ フィット、レフロトロン プラス、フィン
グラフを用いた。血液採取後 10 分以内に各測定値を文書にて報告した。また、待ち時
間にアストリム フィットを用いてヘモグロビンの測定も行った。被験者には測定前後
にアンケートを実施し、今後ドラッグストアで検査したいかどうかの希望有無も確認し
た。
【結果】 延来場者数は約 3000 人、指先生化学検査の被験者数は 410 人（男女比は約 1：
3）であった。
各項目の被験者と基準値を超えた人数は、HbA1c で 376 人中 35 人
（9.3％）
、
血糖で 301 人中 75 人（24.9％）
、総コレステロールで 263 人中 90 人（34.2％）、中性脂
肪で 237 人中 104 人（43.9％）
、尿酸で 86 人中 6 人（7.0％）であった。410 人の被験
者の内、67％が指先自己穿刺による指先生化学検査が役に立ったと答え、72％が今後も
ドラッグストアで検査を希望したいと回答した。また、基準値から外れた方 383 人の内、
102 人が生活習慣を見直そうと思うと答え、74 人がしばらく様子を見ようと思うと回答
した。
【考察】昨年に引き続きの試みであったが、女性の健康意識が高いこと並びにドラッグ
ストアでの指先生化学検査のニーズが高いことが示唆された。また、指先自己穿刺によ
る生化学検査が生活習慣病への啓発並びに、健康意識の向上に寄与することが示された。

【キーワード】ドラッグストア 健康寿命 指先自己穿刺 生化学検査
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⑤ 取り組み報告

薬局で「健康フェア」を実施する意義を考える
○佐藤幸栄、野澤 充
トライアドジャパン株式会社
【目的・背景】医薬分業の進展にともない、処方せん調剤を中心とする薬局が急増した。
しかし、調剤に特化した薬局では、地域の中で十分に役割を果たせないのではないか。
そのような考えから、トライアドジャパン（かもめ薬局）では疾病予防や健康増進をサ
ポートする機能を持ち、地域の健康を守る存在となることを目指して、2000 年から「健
康館」と名付けた薬局を展開し、OTC 薬やサプリメント、アロマなどの代替医療を用い
て、人々のセルフメディケーションをサポートしてきた。
しかし、地域の人々の「薬局は、処方せんを持って行く場所」という認識は根強く、疾
患を持たない人が相談に訪れることは少なかった。そこで、薬局が健康維持や疾病予防
にも活用できる場であり、気軽に相談できる場所であることを知ってもらうために、
2001 年ごろから定期的に「健康フェア」を開催してきた。本発表では、薬局がセルフ
メディケーションに活用できる場であると、地域住民に認知してもらうための一方法と
しての「健康フェア」について考察する。
【方法】トライアドジャパンでは、10 年以上にわたって地域の住民を対象として定期
的に「健康フェア」実施し、内容の検討を繰り返してきた。「健康フェア」では、予防
や疾患啓発のための測定コーナーや健康講座、試食会を交えた健康レシピの紹介、健康
相談などを実施している。相談コーナーでは、測定結果も含めて、薬剤師が健康や疾病
予防に関する相談に乗る。また講座では、当社の薬剤師はもとより、管理栄養士が薬や
栄養の話をする以外に、近隣の医療機関の医師や管理栄養士などによる講義も行ってい
る。ここ数年は、若いファミリー層にも気軽に薬局を利用してほしいとの考えから、休
日に家族で遊びに来られるようなイベントを用意し、薬局に足を運んでもらう工夫を施
している。現在では、準備から当日の運営、開催後の参加者のフォローまでの流れがで
きている。
【結果・考察】定期的な開催によって、地域住民から「かもめ薬局の健康フェア」とし
て認知されるようになり、毎回、一定以上の参加者数を確保できている。定期的に参加
し、健康の指標にする人も少なからずいる。また、自己採血による血糖測定を実施した
際には、高値を示した未受診者が受診に至ったケースも見られ、疾患を持たない人たち
に自分の体や健康について考えてもらう機会を提供できているといえる。発表では、
「健
康フェア」の効果も含めて紹介する。

【キーワード】健康ステーション、健康フェア、薬局の機能充実

67

P-37

⑤ 取り組み報告

セルフメディケーション推進のための啓発活動
～多種のセルフチェック体験を通して～
〇阿部真也、吉町昌子、後藤輝明
株式会社ツルハ 調剤運営本部
【目的】セルフメディケーションを推進する 1 つの手段として、セルフチェックを利用
者自らが行うことによる意識の変化が考えられる。そこで、地域住民が参加する健康イ
ベントにおいて、イベント会場内にブースを設け、様々なセルフチェック体験を通して、
セルフメディケーションに対する啓発活動を行った。
【方法】2014 年 5 月 17 日（土）
、18 日（日）に実施されたツルハフェスタ会場内にお
いてブースを設け、薬局申請を行った。各ブースでは、ツルハで実施している店頭自己
採血セルフチェック、尿糖試験紙の配布、遠隔地健康相談を実施し、さらに平成 26 年
4 月 9 日に厚生労働省医政局より通知があった検体測定室ガイドラインに基づいた検体
測定室を申請し、自己血糖測定、ＨｂＡ１ｃの測定を行った。また、店舗では実施して
いないが体組成計についても測定を実施した。
【結果】健康イベント参加者ということもあり、健康に対する意識は高く、体組成計を
利用する方は、両日で 457 名、ウリエースによる尿糖試験紙利用者は両日で 620 名であ
った。13 項目の検査項目が調べられる自己採血セルフチェックについては、両日で 142
名の利用者であった。自己血糖測定器による血糖測定は、両日で 157 名、ＨｂＡ１ｃ測
定は、81 名の利用者であった。
【考察】利用者から、「セルフチェックは、自分の検査したい時に気兼ねなく測ること
ができ、治療においてはその目標をもつことができる」という声があった。これらの様々
なセルフチェックが浸透することにより、気軽にセルフチェックを行う利用者が増え、
セルフメディケーションに対する意識の向上につながり、国民の健康増進と未病への対
応に寄与することができると考える。また、様々なセルフチェックに対し、薬剤師が、
詳細な説明を行うことにより、セルフメディケーションにおける新たな薬剤師の職能の
確立に寄与するものと考える。
【キーワード】
セルフメディケーション、啓発活動、セルフチェック
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⑤ 取り組み報告

アメリカ合衆国におけるセルフメディケーション
―カリフォルニア州一大学と各市の取り組み―
板垣悦子
慶応義塾大学 体育研究所
【目的・背景】年々医療費が増大する中で予防医学や代替医療が見直されてきており、
病気に罹らない身体作りの為の健康促進プログラムに重きが置かれるようになってき
ている。今回、2 年間のカリフォルニア州立サンノゼ大学運動学部への留学の機会を得、
アメリカ合衆国の一大学における学生への健康促進の実態を身近に調査できる環境に
あり調査した結果概要について報告するとともにカリフォルニア州各市のコミュニテ
ィーセンターにおける健康促進への取り組みも合わせて調査した。
【方法】学生の健康促進に関わる部署の職員へのインタビューやホームページの読み解
きから取り組みを調査する。市についてはコミュニティーセンターでのインタビューに
て調査する。
【調査結果】学生の健康維持の支えになっていると思われるのは、主に運動学部による
体育実技の 2 単位履修が必修になっていることと学生健康センターが学生の健康促進
のために様々な健康情報を発信していることが大きいと思われる。
以下は健康促進に関わる部署である。A 学生健康センター（Student Health Center）
B スポーツクラブフィットネスセンター(Sport Club Fitness Center)C 運動学部
（Department of Kinesiology）これらの連携は普段は見られないが、年に 1 回学生健
康センターを中心に、スポーツクラブフィットネスセンター、運動学部、学生クラブが
連携をし、ウェルネスフェスティバルを開催している
【まとめ】サンノゼ州立大学は体育実技を必修にしていることをはじめとして、スポー
ツ施設を開放していることや各種運動イベントを通年で開催していることからも日常
的に「運動すること」が学生生活を過ごす上で重要視しており、自由に運動が出来ると
いう環境作りの面から学生の健康促進への取り組みが熱心であったと言えるだろう。健
康診断を義務化していない分、自分の健康は自分で維持管理するというアメリカ人の個
人尊重の精神が表れていると考えられた。健康に関する必要な情報は学生健康センター
のホームページから簡単に入手できるようにしていることからも一端が伺える。
また各市の公共機関であるコミュニティーセンターで安価な料金で多くの運動講座が
開かれていることも疾病予防に一役買っているのであろう。講座の全てがボランティア
で賄われていることは驚くべき事であったが、高齢者人口が増大している現代の日本社
会においては運動に限らず全てのヘルスプロモーションを展開する上でボランティア
の存在が必要不可欠になってくるだろうと感じた。
【キーワード】健康促進・ヘルスプロモーション・大学・市
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⑤ 取り組み報告

ポプリ薬局グループにおけるセルフメディケーション支援活動報告
辻川明子、磯山 厚、村上敬夫、岡野真理、高塚一枝、舘野美香、○金澤幸江
ポプリ薬局グループ
【背景】超高齢社会で医療費が高騰しその削減が急務である中、「自分自身の健康に責
任を持ち、軽度の身体の不調は自分で手当てする」セルフメディケーションの仕組み作
りが推進されている。セルフメディケーション支援として、薬局業務では一般用医薬品
の適正使用、受診勧奨等のトリアージ、生活習慣病の発症防止・予防管理、簡易検査と
アドバイス等の日常健康管理支援が挙げられている。
【方法】当薬局グループは平成８年から地域医療の中で医薬品の適正使用を通して地域
の人々の健康をサポートする様々な取り組みを行ってきた。これまでの取り組みの中で
セルフメディケーション支援に係わる市民啓発活動について検証した。
【結果】１）調剤業務：処方せん応需する中で、疾病の治癒促進・重症化防止、副作用
の発見・発現防止のために来局者と十分コミュニケーションをとった。付随する健康相
談にも積極的に傾聴し、一般用医薬品の選定、生活習慣改善の提案を行う等の情報提供
を行った。２）在宅医療：地域チーム医療の一員として、薬剤師の職能を活かした。介
護者の負担軽減のため服用方法の検討や服用状況・残薬チェックを行い、担当医・訪問
看護師・ケアマネージャー・ヘルパー等と連携・情報交換した。３）教育活動：学校薬
剤師として学校内の環境衛生検査を行った。中学生職場体験学習・薬学部学生受け入れ、
大学・高校・中学校で講義を行った。４）地域活動：地域住民へ健康に関する情報提供
（講演活動等）を行った。地域薬剤師会による健康食品・サプリメント服用状況調査に
参加した。５）大学（薬学部）との連携：薬学部長期実務実習を受け入れ、共同研究に
参加した。６）災害時対応：地域薬剤師会の災害時協力薬局に参加、東日本大震災時避
難所対応で支援、市の防災訓練に参加した。７）薬局店頭での対応：ＯＴＣ医薬品・衛
生材料供給、血圧計設置、健康に関する情報提供、ジェネリック医薬品使用を推進した。
【考察】処方せんを介して生活者にセルフメディケーション支援を実践できる場面は多
い。ＯＴＣ医薬品のネット販売も始まった中で、かかりつけ薬局として信頼を得るため
に、薬局薬剤師として知識、観察力、コミュニケーション能力、専門性に裏付けられた
能力を磨く必要がある。
【結語】お薬手帳の活用、地域薬剤師会・多職種との協働を進め、セルフメディケーシ
ョン支援を強化していくことが今後の課題である。
【キーワード】
お薬手帳、地域薬剤師会、多職種協働
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⑤ 取り組み報告

タブレット端末を用いた一般用医薬品のお薬選択支援ツールの開発
○河内翔馬、成井浩二、渡辺謹三
東京薬科大学 薬学部 一般用医薬品学教室(佐藤幸吉記念教室)
【目的・背景】薬剤師などの専門家は一般用医薬品(以下、「OTC 薬」)の相談対応で、
消費者から症状などについて情報を収集し、OTC 薬によるセルフメディケーションの対
象であれば適切な OTC 薬等を選択して推奨、情報提供を行なう。その際必要であれば受
診勧奨を行う。
当教室では、これを補完、支援するためのツール開発を行なってきた。本研究では、
１．ツール媒体の再検討、２．これまでに未作成であったビタミン含有保健薬やビタミ
ン、ミネラル、アミノ酸を含有したサプリメント、禁煙補助薬、育毛・発毛剤の医薬品
選択ページの作成、３．適切なセルフメディケーションのための学習ページの作成、４．
お薬選択支援ツールのデータ管理、５．ページ印刷方法の作成を行なった。今回は２、
３を中心に発表する。
【結果・考察】２のビタミン含有保健薬やサプリメントでは各成分の説明や過剰症、禁
煙補助薬では離脱症状や剤形ごとの特徴について記載した。育毛・発毛剤については、
使用者の年齢制限なども加味してページを作成した。また薄毛・脱毛症状の改善につな
がる日常の生活習慣改善についてのアドバイスページも作成した。これらの項目を作成
したことで各薬効群の医薬品選択ページを完成した。
３には、学習ページとして OTC 薬の分類、薬剤師と登録販売者、薬の服用方法・時間、
飲み忘れ時の対処法、医薬品の剤形とその特徴などを盛り込んだ。
今回２、３を作成したことにより、医薬品選択ページが完成したほか、学習ページを
追加したことにより利便性が高く、かつ広範囲に使用できるツールとなった。
さらに登録販売者向けの内容を付加することで登録販売者などの販売担当者向けの
教育ツールとすることも考えられる。
【結語】今回作成した医薬品選択ページによって各薬効群の医薬品選択ページが完成し
た。本ツールは現場での運用実績がないため、今後は本ツールが実際の現場のニーズに
適したものかどうか薬局などの店頭で販売者、消費者双方に試用していただいて、その
機能、有用性、利便性などを確認したい。次いで試用者から得られた意見を取り入れる
ことでツールの有用性、利便性の更なる向上を目指したい。学習ページに関しては今後
内容の充実を図ることで、消費者のセルフメディケーションへの普及、医薬品に関する
知識の向上に資するものとしたい。
【キーワード】一般用医薬品、セルフメディケーション、お薬選択支援ツール
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⑤ 取り組み報告

一般用医薬品のセルフメディケーション推進への取り組み
小西圭樹
㈱マスカット薬局
【目的・背景】マスカット薬局総社店では、セルフメディケーションのさらなる推進を
目的に薬剤師や登録販売者を対象に一般用（OTC）医薬品の知識、お客様とのコミュ
ニケーションおよびマネジメントに関する勉強会を 3 年間に渡り実施してきた。しか
し、近隣には、大型ドラッグストアが乱立し、当店舗は調剤中心の店舗であることも
あり、OTC 関連商品の売り場に対するスタッフの意識は高いとはいえず、セルフメデ
ィケーションを提案する売り場とはほど遠い状態であった。今回、我々が行ったセル
フメディケーションを提案できる OTC 関連商品の売り場作りを目指した取り組みに
ついて報告する。
【方法】店舗スタッフは、薬剤師 2 名、登録販売者 2 名。H23.10 月より定番商品の品
揃えの見直しや季節商品の継続した展開など、お客様の生活状況を考えた計画性のあ
る販促を行うことにより、セルフメディケーションの推進を目指した。セルフメディ
ケーション推進評価方法は、価格訴求に頼らない相談客の増加が目安になると考え、
「売り上げ」と「粗利率」に項目を絞り数値を追った。
【結果】今回の取り組みで、OTC 医薬品についての問い合わせや相談が増え、そのこと
により、血糖測定器やパルスオキシメーターの高度医療器の販売にもつながった。OTC
薬の相談目的で来局するお客様も徐々に増えてきた。お客様から喜びや感謝の声を聞
くこともあり、スタッフがセルフメディケーションの重要性を実感し、お客様への声
かけや売り場づくりを自主的に行うようになった。当初は取り組みの経過を把握する
目的での数値管理であったが、結果的に、売り上げ 8000 円/日⇒14000 円/日・粗利
率 19.0％⇒23.9％に上昇し、売り上げは現在も伸びている。
【考察】セルフメディケーション推進の評価は難しいが、今回の取り組みでは、管理し
ていた数値の上昇とスタッフがお客様と関わる頻度の増加が同調していたので、数値
管理はセルフメディケーション推進の評価のひとつとなると考える。
【結語】数値管理の情報を店舗スタッフ全員で共有できる環境を作ることで、スタッフ
のモチベーションが上がり、スタッフ間の協力する意識も生まれ、店舗全体でセルフ
メディケーション推進を目指すことができると考える。
【キーワード】セルフメディケーション 数値管理
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モチベーション

P-42

⑤ 取り組み報告

６年制薬剤師への教育
～セルフメディケーションに関する知識の現状と今後の課題～
新治 厚
株式会社トモズ 薬剤部
【目的・背景】当社は、欧米型調剤併設ドラッグストアとして、調剤と並びＯＴＣの販
売比率も高いのが特徴であり、セルフメディケーションの社内研修にも力を入れている。
一方で、薬学教育が４年制課程から６年制課程に変更になり、大学におけるセルフメデ
ィケーションに関する教育も変化している。今回、現在のセルフメディケーションに関
する薬剤師への教育の問題点を把握し、今後の研修制度・研修内容等の検討を行った。
【方法】当社所属の６年制課程を卒業した薬剤師（２０１２年卒～２０１４年卒）に対
してセルフメディケーションに関するアンケート調査を実施した。
【結果】薬剤師１０３名より回答を得た。大学の教育課程でもう少し習得するべきだっ
たと感じている商品群としては、漢方薬が３５．０％と最も多く、特定保健用食品が３
０．１％と続いた。当社に入社後、社内研修等で習得できた商品群としては、かぜ薬が
７７．７％ともっとも多く、胃腸薬が７５．７％と続いた。また、リスク区分では、要
指導・第１類医薬品が８５．４％と、第２類・第３類医薬品の１２．６％と比較して高
かった。現時点で知識が不足していると感じる商品群としては、漢方薬が４２．７％と
もっとも多く、特定保健用食品が２９．１％と続いた。知識不足の要因としては、接客
頻度が少ないが８２．５％ともっとも多く、メーカー研修を受けられないが２６．２％
と続いた。今後、商品知識・販売技術の向上で必要と思われるものとしては、集合研修
（メーカー研修）が６８．０％と最も多く、接客補助としての自社オリジナルハンドブ
ックの作成・活用が５５．３％と続いた。
【考察】今回の調査結果により、当社は調剤併設型であるため、現状、薬剤師の調剤業
務への比率が高く、要指導・第１類医薬品以外の商品に対する接客頻度が低いため、商
品知識・販売技術が高くないと思われた。今後の６年制課程を修了した薬剤師に対する
セルフメディケーション関連の研修に関しては、大学の教育課程での習得度も低く、知
識が不足している漢方薬、特定保健用食品、皮膚治療薬に対する研修を強化し、薬剤師
の知識向上・販売技術の向上を図る必要があり、対策として、必要と思われるメーカー
研修を増やし商品に関する深い知識を高め、接客時に活用できる自社オリジナルハンド
ブックの作成・活用を今後検討していく必要があると考察する。
【キーワード】研修、セルフメディケーション、商品知識
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P-43

⑤ 取り組み報告

薬剤師がかかわる、生体センサーを用いた睡眠のセルフケアサポートの可能性
○栗田幹基、峯岸優志、高木真理子、井手口直子
帝京平成大学薬学部
【目的・背景】昨今生活者のヘルスケア意識は高まりつつある。保険薬局は地域の健康
拠点としての役割を担うことが求められており、その中に生活習慣の改善や健康相談へ
の対応もふくまれる。今回開発された生体センサーは、装着して睡眠することで、生活
者の睡眠の質がモニターできる。自動血圧計のように生活者が自宅で日常のセルフケア
に用いることを目的としているので、薬局で適切な使用方法の説明を行うことが求めら
れる。
病気の診断や治療のモニターを目的としないので、目的と使用方法を医療従事者である
薬剤師が説明することで、適正使用、および生活者のヘルスケア意識が向上すると予想
される。また機器の使い勝手等のモニタリングによって改良され、より広範な生活者の
ニーズに応えられると考える。今回はまずユーザビリティとセルフケアへの意識の変化
について、学生を対象に調査した。
【方法】生体センサーの使い心地と、データを見ての感想を調査した。対象者はセンサ
ーの説明を受けたあと持ちかえり、専用のゲルパッドに張り付けたセンサーを胸部に貼
付して睡眠し、センサーからタブレット端末にデータを抽出、睡眠の状況を把握した。
【結果】ユーザビリティについては、専用ゲルパッドの装着性に問題があり、睡眠中に
落下することが多々あった。自らの睡眠のデータについて自己分析することは、今後の
生活の改善意欲など、セルフケアへの意識向上となった
【考察】今回は薬学生が対象であり、多少の睡眠についての知識はあったものの、自分
の睡眠の状態を実際にデータで見ることで、イメージがつかめ、継続することでより「あ
るべき睡眠」のためには何が必要なのか考えるヒントになった
【結語】生体センサーの適切な使用は生活者のセルフケア意識と行動に影響を与える

【キーワード】生体センサー、睡眠状況、セルフケア
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口頭発表

11 月 1 日（土）15:30 ― 17:18

O-1～O-3

座長

安川 憲(日本大学薬学部 教授)

O-4～O-6

座長

下川健一（明治薬科大学

O-7～O-9

座長

吉岡ゆうこ（ネオフィスト研究所所長）
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准教授）

O-1
ライフセービング日本代表選手におけるアンチドーピング教育について
○錦織功延 1）2）、砂川憲彦 2）、入谷拓哉 2）、川原貴 1）
1）国立スポーツ科学センターメディカルセンター、
2）日本ライフセービング協会
【目的】 2014 年 9 月フランスで開催されたライフセービング国際大会 Rescue2014 に
向けて、2013 年 11 月に日本代表選手選抜への強化選手チームと強化スタッフが編成さ
れた。その活動の中で、フェアプレイの精神、セルフメディケーションへの意識と選手
自身の自立を目指し、日本ライフセービング協会、アンチドーピング委員会のスポーツ
ファーマシストとして日本代表選手へ行ったアンチドーピング教育を報告する。
【方法】 強化合宿に帯同しアンチドーピングに関する講義を行った。強化選手からの
ドーピング防止ホットライン（以下ホットライン）を開設し、医薬品、サプリメントの
問い合わせに対応した。強化選手、監督、コーチ等を含むスタッフへアンチドーピング
に関連した情報を定期的に情報提供した。ライフセービング界へ広くアンチドーピング
の意識を広める為、日本アンチドーピング機構共催のアウトリーチプログラムを行った。
【結果】 2013 年 11 月から 2014 年 9 月までに強化合宿は 12 回行われ、うち 3 回アン
チドーピング講義を行った。講義内容はドーピング禁止リストの説明、ホットラインの
活用方法、使用可能な薬の調べ方、ドーピング検査の種類と手順等を、通年を通して教
育した。ホットラインでの問い合わせは合計 12 件、質問者数 10 人、医療用医薬品 41
品、OTC 医薬品 1 品、サプリメント 1 品であった。アンチドーピングの情報提供は約 1
ヶ月間隔で行った、内容としてドーピング陽性事例、身近に含まれる禁止薬物の説明等
をした。全日本選手権は 2 日間開催され、選手 176 人、その他（監督、コーチ、競技関
係者）47 人、合計で 223 人へアウトリーチプログラムを行った。
【考察】 アンチドーピング講義を通年通して行う際は、翌年以降、強化選手チームへ
新規選出される選手と既に選出経歴をもつ選手もいる。毎年同じ講義内容では、選手に
よっては既知の情報提供になってしまう。競技力や年齢に対応させた基礎的知識と発展
的知識の提供できる教育システムの構築が必須となる。使用可能な薬の調べ方やドーピ
ング陽性事例のケーススタディの情報提供は、実践的かつ選手へのセルフメディケーシ
ョンの意識と自立を効果的に促すと考える。今後、アンチドーピング教育を受けた選手
に対しての知識到達の評価項目等を考える必要性が出てくる。
【キーワード】ライフセービング、スポーツファーマシスト、アンチドーピング、教育

76

O-2
セルフメディケーションにおける「うっかりドーピング」防止
對崎 利香子
株式会社ファーコス ファーコスひかり薬局
【目的・背景】昨年９月、２０２０年に東京でオリンピック・パラリンピックが開催す
ることが決まった。その東京への招致の理由の一つとして、日本のオリンピックでのド
ーピング違反「ゼロ」があげられている。また、日本独自の「スポーツファーマシスト」
（以下ＳＰ）が、薬剤師の立場からもアスリートを支えるということも評価されている。
ドーピングとは、スポーツの価値を下げると同時に大変危険な行為である。日本ではオ
リンピックでのドーピング違反はゼロだが、残念ながら毎年数件の違反事例が報告され
ている。そのほとんどが不注意によるものであるが、たとえそのような「うっかりドー
ピング」であっても、資格停止や成績取消等の罰則は避けることができない。このよう
な悲劇を起こさないためにも選手はもとより、家族・チームスタッフなどすべての関係
者がアンチ・ドーピングの意識を高め、注意を払っていくことが必要となってくる。
【方法】現在、日本アンチ・ドーピング機構（ＪＡＤＡ）、各県薬剤師会、各競技団体
等「ドーピング違反」をなくすために様々な活動を行なっている。その活動の一部に参
加し、実際の薬の相談対応、選手への啓発活動、チームスタッフとの話し合い等アンチ・
ドーピング活動を行なった。
【結果・考察】ＪＡＤＡが実施するアウトリーチでは多くの選手・スタッフが参加した
が、アンチ・ドーピングの意識にはかなりの差があると思われた。確認せずに薬やサプ
リメントを購入したり、逆にドーピング違反が心配のため「薬は飲まない」と決めてい
る選手も多く見受けられた。禁止物質は毎年更新される。インターネット上には、禁止
物質か否かを検索できるサイト等、調べるツールがいくつか存在するため、選手や関係
者が自分で禁止物質か確認することは可能である。しかしながら、全てを自らで対処す
ることはとても難しく、実際にうまく検索できずに違反になったケースも過去にあった。
また、禁止物質でなくても、選手のパフォーマンスに影響するような副作用がある薬も
存在する。常日頃から、アンチ・ドーピングの意識を持つことはとても大切なことだが、
誤った情報で違反となる事や、実力を発揮できない状態になる事は避けなければならな
い。今後はＳＰが正しい情報提供や意識付け等の啓発活動を行なうと共に、服用薬の相
談・提案など常にアドバイスできるような位置にいて、選手の力になれるような状況が
望ましい。ドーピングクリーンを続けるためにも、今後のＳＰの活動が期待される。
【キーワード】スポーツファーマシスト、うっかりドーピング
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O-3
地域包括ケアとセルフメディケーション
大山邦之
株式会社 ヘルスアップ
地域密着の医療モールを企画し薬局を併設するモデル展開の弊社において、地域包括
ケアの一端を担えるよう現在一路邁進中である。
「薬局の求められる機能とあるべき姿」にもあるように、セルフメディケーションの
推進は、地域包括ケアにおいて中核的コンテンツを成す。薬剤師にとって OTC 相談は問
題ないが、漢方薬・健康食品・サプリの知識に乏しいのが現状である。特に健康食品・
サプリは次々新しい成分が出て、知識が追いつかない状況である。また、お客様が海外
で購入したサプリについての相談もあり、対応に苦慮することも多々ある。
セルフメディケーションの形態をとるのは安易な事だが、スタッフ養成の課題が大き
い。さらに、健康相談おいては、医療機関の診療への不信感から漢方薬・サプリメント
へ活路を満たす為にいらっしゃる方があるので、多岐にわたっての理論武装をしなくて
はならない。
「薬局の求められる機能とあるべき姿」には「薬局を地域に密着した健康情報の拠点
として、一般用医薬品等の適正な使用に関する助言や健康に関する相談、情報提供を行
う等、セルフメディケーションの推進のために薬局・薬剤師の活用を促進する。」とあ
るが、私の30年の経験から今後の課題を考察してみたい。

【キーワード】 地域包括ケア セルフメディケーション

78

O-4
成功率１００％ 社員メタボ０への挑戦
～管理栄養士によるダイエットプログラムの構築～

クオール株式会社

山岸由佳
関東第一薬局事業本部

関東第一事業部

【目 的】 ～まずは社内から～社員全員の健康管理の為、BMI25 以上の社員のダイエッ
ト対策を実践。「健康体を手に入れるには、管理栄養士の関与が非常に有効である」事
を実証する。患者さまに以前から行っていた栄養相談では、症状別に様々な成功事例が
出ていた。これらの成功事例をもとに、社員の健康に貢献しメタボ０をめざす。また、
管理栄養士が関与し、定期的にアドバイスを受ける事が大変重要である事も同時に実証
する。
【方 法】
対象：社内ダイエット希望者（BMI25 以上）
内容：担当管理栄養士により面談やメールによる食事・生活アドバイスを
マンツーマンで行う
提案方法：・食事記録による栄養バランス分析・体重記録チェック・運動療法提案
水分摂取アドバイス等、各個人に合わせた無理のないダイエットプログラム
の提供で経過を追う。
【結 果】 管理栄養士が関与し、定期的に各個人に合わせた改善策を提案した事により
健康的に無理のない体の変化が見られた。1 ヵ月 1～3Kg の改善がみられ、健診の数値
にも改善が見られた。また、管理栄養士が経過を追い続ける事で、ダイエット意欲を下
げる事なくよりなりたい自分を目指してもらい、目標の体型に変わっていく事が出来た。
【考 察】

単独で行うダイエット方法には、自身では気がつかない肉体的・精神的理

が生じ、例え成功してもその後のリバウンドもしやすい。食事は本来楽しむものである。
一般的にダイエットとは、厳しい食事制限が強いられ辛いものと捕らわれがちだが、食
のプロである管理栄養士が関与する事で、専門的でかつ個人に合った無理のない正しい
食事改善プログラムや運動方法を提供する事ができた。また、実践者単独の目標から、
提案者管理栄養士との共同の目標になった事がダイエット意欲の強化につながり、大き
な変化が見られた。まだ始まったばかりではあるが、今後も社員の健康管理に積極的に
関わっていき、クオール社員メタボ０を実現したい。
【キーワード】 社員 メタボ 管理栄養士 ダイエット
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O-5
「薬局の求められる機能とあるべき姿」を求めて社内研修と今後の取組み
○長富範子、前田玲子、世古涼子、武田直子、溝部啓子
株式会社 ファーコス
【目的・背景】 厚生労働省は「薬局の求められる機能とあるべき姿」
（平成 26 年 1 月）
で薬局・薬剤師の求められる機能として、
（1）最適な薬物療法を提供する医療の担い手
としての役割の期待、・チーム医療への参加、（2）在宅医療において地域における医薬
品等の供給、服薬支援の体制確保、・医療提供施設としての医薬品、医療。衛生材料の
供給拠点に留まらず後発品使用促進・残薬解消など社会保障費の適正化への積極的関与
と地域に密着した健康情報拠点としてのセルフメディケーションの推進の役割、などを
掲げている。当社は、保険薬局事業を全国 190 薬局で展開しているが、在宅医療につい
ても創設当初から取り組んでいる。その一環として、平成 24 年から質の高い在宅医療
に対応できる薬剤師育成のための在宅医療研修を行ってきた。研修では、介護保険制度
とケアマネジメントの理解、ケアマネジャーの仕事を理解しケアプランに沿った訪問計
画書作成、在宅輸液療法の手技、簡易懸濁法、高齢者疑似体験を通じた適切なサポート
などの他、特に昨年からは｢患者の情報から病状を理解できるようになること｣を目的と
したセルフメディケーションの項目を加えている。以下ではその研修内容と、受講者の
理解度や反応を分析したので報告する
【方法】 各研修内容と、参加者の受講記録を調査し、研修の有用性と今後の課題を検
討した。 なお、研修の概要は以下のとおりである。
参加対象：社内の有志者延べ数

約 260 名

研修内容：① バイタルサインの測定、正常値、異常値の理解、② フジィカルアセスメ
ント、事例を基にしたグループワーク、③ 薬剤師のための臨床検査値の読み方入門～
血液一般検査を中心に～、④ HbA1c 分析装置のデモンストレーション、⑤ 臨床判断と
薬剤師～症候学とトリアージ～、⑥ 救命講習（AED の使用を含めた一時救命）、⑦ バ
イタルサインと不整脈の知識～AED 効果の理解～および症例検討とグループワーク
【結果及び考察】 研修直後のアンケート調査の結果、｢良かった｣｢充実していた｣｢明日
からの業務に役立つ｣などの良好な評価が多く、内容の難易度が高すぎたという感想も
若干はあったが、総じて受講者にとって満足がいく結果が得られたと思われる。
今後も｢薬局の求められる機能とあるべき姿｣を求めて薬局薬剤師の質の向上における
研修を行って行きたい。
【キーワード】 在宅医療、セルフメディケーション研修、保険薬局
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O-6
「健康チェックの日」の設置 ～ドイツ薬局研修に参加して～
木の実薬局での取り組み そして新堀店へ
松葉真弓
株式会社かくの木 かくの木薬局新堀店
私の勤務する薬局では、5 年勤続時に海外研修制度があり、2 年前私はドイツ薬局の
視察ツアーに参加することができた。ドイツでは薬剤師の在り方や薬局での仕事が日本
とは異なる点が多いと感じた。特に日本では処方せん調剤業務が中心だが、ドイツでは
プライマリーケアが薬局業務の中心にあった。その象徴が、年に 1 回、全土で行われる
｢薬局の日｣と言われるイベントである。店の前にテントを広げ、血糖値、コレステロー
ル値、血圧の無料測定会を行う。｢薬局の日｣は、地域の方々に健康への関心を持っても
らう意識づけに繋がっていると感銘を受けた。また、この会に参加すると保険料が減額
されるという話も興味深かった。
研修直前、木の実薬局では、地域の皆さんの健康管理のお手伝いをしたいと、血圧計・
血糖測定器に加え骨密度計・血管年齢計・体組成計を置きこれから推進しようという矢
先でもあった。この視察旅行は偶然とは思えず｢健康チェックの日｣を是非催したいと思
い準備を進めた。健康コーナーを利用する事で、自分の健康に意識を持って頂きたいと、
測定結果を管理するための「わたしの健康手帳」というノートを作成。 ノートに表を
加える事で継続的に自分の変化を見る事が出来るようにした。 また、結果を次につな
げる支援としてパンフレットを作成し、指導に役立てている。 これら指導の中で、生
活状況についてより詳しく伺えることも大きな利点であった。健康チェックコーナは患
者さんと薬剤師とのコミュニケーションツールにもなっている。 何よりも継続させる
ことが重要と考え、現在は第 3 土曜日と固定し毎月開催し、40 名前後の方が足を運ん
で下さっている。
ドイツでは季節ごとのディスプレイに力を入れ、視覚的に工夫する努力の必要性も学
んだ。そこで自身の薬局を居心地の良い空間にしたいと薬局環境の改善も始めた。待ち
時間に健康に興味を持って頂くために健康に関する DVD を流し、健康茶を置いた。健康
関連商品・OTC の見直しも行い種類を増やした。風邪で薬局に来た際、体調がよくなっ
たら健康チェックをしに来たいと思える薬局。薬局は健康管理の場として理解いただけ
たらと思う。
「健康チェックの日」「健康コーナー」の設置と、薬局環境の改善で患者様はどう感じ
ているか、顧客満足度調査も行い、良いご意見もいただけたので、経過も含め報告する。

【キーワード】 健康チェック 健康手帳 ドイツ
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O-7
自己血糖測定の測定方法により血糖値が異なる原因の検証と
適正使用への取り組み
鈴木翔平
クオール薬局並木町店
【目的】 患者さまに正しく自己血糖測定を行ってもらうため、血糖測定が上手くいか
ないケースを検証し、注意喚起に繋げる。また部位による測定誤差や痛みを検討し、自
己血糖測定の指導に役立てる。
【方法】 今回は血糖自己測定器フリースタイルフリーダムTMライトを使用し、店舗ス
タッフが血糖の自己測定（10 件）を行った。検証に先立ち左右の指先間で測定値に誤
差が無いか確認した。次に指先で不適切な測定法と適正法を比較した。不適切な測定法
として①果物を触ってそのまま測定②果物＋アルコール消毒③果物＋手洗い④果物＋
アルコール＋手洗い⑤ハンドクリームの使用、を行った。また指先が使えないときを想
定し、指先以外の部位よる違いがあるか調べた。部位は、手の平（親指付け根周辺）、
手の甲、前腕内側、上腕、耳たぶで実施した。実施者にはいずれが好ましい穿刺部位で
あったか調査した。
【結果】 左右の指先での誤差は認められなかった。不適切な測定法では③④で適正法
と同等の値、①②⑤で高値が示された。また指先と他部位での有意差は認められなかっ
た。痛みに関しては指先以外痛みをほぼ感じないとの結果となった。採血のしやすさに
関しては手の甲、前腕内側、上腕が困難であり、指先、手の平、耳たぶが容易であった。
【考察】 血糖測定は手洗い、アルコール消毒が原則だが手間や煩雑さで正しく行われ
ないことがあり、日常生活での使用が測定値に影響を起こすことが分かった。また今回
の実験から、物と接触しやすい指先を避け、測定誤差が少なく、より痛みのない部位で
採血する提案が可能であることが明らかとなった。
自己血糖測定器は非常に操作が簡便で利便性が高い半面、誤った測定値によりインスリ
ン単位の増量などの事故になりかねない。自己血糖測定器を安全かつ継続して使用する
ためには薬局薬剤師によるきめ細やかなサポートが必要である。

【キーワード】 血糖自己測定 痛み アルコール消毒 測定誤差
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O-8
薬局における運動支援(スロージョギング)の健康効果
○中川夏実 1)、高田智生 2)、川島勇人 2)、円入智子 1)、小泉茉莉江 1)、
和田佳子 1)、村田美由貴 1)、阿美翔子 1)、横田淳 1)、後閑裕介 1)、小林真理 1)、
和田侑子 1)、下川健一 1)、石井文由 1)
1)明治薬科大学 2)ウエルシア薬局株式会社
【目的】 健康日本 21 では、国民の健康寿命の延伸を図る目的でターゲットとすべき
重要疾患として、脂質異常症、糖尿病合併症等を挙げ、薬剤師等の医療従事者に、生活
習慣病に関する保健指導の知識・技術の向上を図ることを求めている。
生活習慣病発症の前段階であるメタボリックシンドロームを改善するためには運動
強度の高い有酸素運動、例えばジョギング等が有効であるが、強度が高いと、実行、継
続が容易ではない。しかし、福岡大学スポーツ科学部教授、田中宏暁先生が提唱するス
ロージョギングであれば、体への負担は小さいにもかかわらず、十分な運動強度を維持
することが可能である（田中宏暁著、「健康力を上げるスロージョギング」株式会社カ
ンゼン(2012)）。本研究では、スロージョギングの有効性を実証し、運動支援として薬
局にて取り入れることで国民の健康寿命の延伸に寄与することを目的とした。
【方法】

65 歳以下の健常な男女から被験者を募集した。なお、本研究への参加を希

望する被験者には文書を用いて研究内容の説明を行い、同意書による研究参加への承諾
を得た。被験者は、毎日 30 分間のスロージョギングを 24 週間実施し、後半の 12 週間
は、スロージョギングに加え、リーフレットを用いた食事改善を行った。被験者はスロ
ージョギングの実施時間及び食事改善の実施状況を毎日カレンダーに記入した。効果判
定として、身長、ウエスト、高精度型体組成 DF-851 による体重、全身の筋肉量、筋肉
率、BMI、Cobasb101 を用いた HbA1c および血中脂質濃度（総 CHOL、TG、HDL、LDL）の
測定、血圧計 FT-1100/d による血圧測定を行った。測定は開始直前および開始 6, 12 お
よび 24 週後に行い、計 4 回の測定を行った 11 名の結果について解析し、考察した。
【結果および考察】 スロージョギングの実施により、HbA1c 値、血中脂質濃度（総 CHOL
値、HDL 値、LDL 値、non-HDL CHOL）、ウエスト、体重、BMI、体脂肪率、筋肉率におい
て改善が見られた。しかし本研究では、食事改善の実施による相乗効果は見られなかっ
た。スロージョギングを毎日 30 分実施する方法は、メタボリックシンドローム、さら
には高血糖や高脂血症における予防、改善に有効な方法であり、運動療法として薬局で
紹介し指導を行うことで国民の健康寿命の延伸に貢献できる可能性が示唆された。
【キーワード】 スロージョギング、HbA1c 値、血中脂質濃度、BMI
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O-9
一般用医薬品（スイッチ OTC）と医療用医薬品の製剤特性の比較研究 Ⅳ
―テルビナフィン塩酸塩配合外用剤―
○後閑裕介 1)、和田侑子 1)、高田智生 2)、野澤充 3)、
山崎紀子 1)、下川健一 1)、石井文由 1)
1)明治薬科大学 2)ウエルシア薬局株式会社 3)トライアドジャパン株式会社
【目的】 スイッチ OTC 薬（以下 OTC 薬）の積極的な利用が、医療費の削減に大きく寄
与し、利用状況により患者負担も軽減できることが明らかとなっている。各 OTC 薬の特
徴、医療用医薬品との同等性および製剤特性を十分に理解して、適切な OTC 薬を推奨す
ることにより、社会的な医療費問題の解決に寄与することは薬剤師の義務である。そこ
で本研究では、抗真菌剤であるテルビナフィン塩酸塩配合外用剤を例にとり、医療用医
薬品および OTC 薬の製剤学的特性を比較検討し、患者ニーズに応じた適切な製剤選択を
行う為の情報としてまとめることを目的とした。
【方法】 クリーム剤の pH は、各製剤 1.0g を取り、精製水 10mL を加えて加温、懸濁
し、冷却させた後、pH メーターにより測定した。各液剤およびスプレー剤の pH は、容
器より取り出した内容液の pH を測定した。また、各液剤およびスプレー剤の容器より
薬剤を吐出させるのに必要な力（スクイズ力）を、イマダ社製デジタルフォースゲージ
を用いて測定した。さらに、各スプレー剤における 1 回吐出量［g］を測定した。各ク
リーム剤ののびは、スプレッドメーターを用いて 23±2℃条件下において測定した。
【結果および考察】 クリーム剤ののび測定結果より、製剤間に顕著な差があり、患者
使用感に大きく影響を及ぼすと考えられた。医療用の「タイヨー」と、OTC 薬「テルバ
イン EX クリーム」は近い特性を示し、のびやすいほぼ同様の使用感が得られるものと
考えられる。また、医療用の「ビラス」
、OTC 薬の「ダマリングランデ X」、
「バリアクト
HI」、あるいは「メンソレータムエクシブディープ 10 クリーム」は、いずれものびが小
さく、似た使用感を示すと考えられる。一方、添付文書より配合成分を調査した結果、
OTC 薬には医療用に無い特徴を持つ製剤が多く、広い患者ニーズに応えらえると推測さ
れる。例えば、かゆみや赤みが強い場合、鎮痒剤や抗炎症剤が含まれた製剤を選択する
ことで、患者の悩み、不快感を除くことができる可能性がある。また敏感肌の方には肌
に優しい pH の製剤を選択することができる。その結果、患者使用満足度が向上し、ア
ドヒアランスの向上につながると考えられる。
【キーワード】 OTC 比較

製剤特性 テルビナフィン塩酸塩 外用剤
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教育講演
11 月 1 日（土）17:30 ― 18:30

『 セルフケア・セルフチェックを
支援する医療提供体制と薬剤師の役割 』

望月眞弓
慶応義塾大学薬学部

座長

渡辺謹三（東京薬科大学教授）

85

Educational Lecture

教育講演

セルフケア・セルフチェックを支援する医療提供体制と薬剤師の役割
望月 眞弓
慶應義塾大学薬学部
【目的・背景】
生活者がセルフチェックにて正常域になかった場合、その解釈やその後の行動を支援
する体制が不可欠であり、医師、薬剤師、保健師、栄養士等医療関係者の適切な関わり
が重要である。患者予備群又は潜在患者を掘り起こし、セルフケアや受療に導くには対
象者とこれらの医療関係者間の連携がとれていなければならない。
本研究では、地域におけるセルフケア・セルフチェックを支援する医療提供体制の構
築に向けて、必要な人材、インフラ、教育、物などをまとめ提案することを目的とする。
【方法】
初年度（平成 23 年度）はセルフチェックからセルフケア、受療の段階へと有機的に
連携させる仕組みについて、関わる人、物、機関等について、日本プライマリ・ケア学
会所属医師および薬剤師、日本薬剤師会サポート薬局薬剤師を対象に調査した。平成
24 年度は、連携が機能する複数の地域をモデル地域として 5 地区（北海道・東北、神
奈川県、長野県、福井県、高知県）を選定し、さらに 1 地区（東京都・徳島県）を追加
し、それらの実態を分析した。さらに欧州（フィンランド、デンマーク、ドイツ、フラ
ンスの各国薬剤師会）およびニュージーランド（オークランド大学薬学部の Natalie
Gauld 氏）における地域薬局のセルフケア・セルフチェックに関する活動の調査を行っ
た。最終年度（平成 25 年度）は、セルフケア・セルフチェックを支援する新しい医療
提供体制について、平成 24 年度の地区（北海道・東北、神奈川県、福井県、高知県、
東京都・徳島県）から長野県を除き千葉県を加えて実証的研究を行い、その結果を踏ま
えて、必要な人材、インフラ、教育、物などをまとめた。
【結果・考察】
今回の研究全般から、各地域で薬局が健康管理のゲートキーパーとしてその役割を果
たすために、薬局店頭での検体測定を提供することは、潜在患者の掘り起こし、健康に
対する意識を高めるために一定の役割を果たせると考えられた。欧州を中心とした諸外
国でも同様のサービス提供は行われており、処方せん調剤だけでなく、地域の健康管理
の重要な役割を薬局が担っていた。今後への課題としては、このような活動を展開する
に際し、保健所の許可を得られるかどうかが地域ごとにまちまちであった点が挙げられ
る。この点に関しては、内閣府の規制改革会議ならびに産業競争力会議と厚生労働省・
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経済産業省との間で規制緩和について検討が進められ、平成 26 年 3 月に臨床検査技師
法の一部改正が行われ、「検体測定室」のあり方が明確化された。これにより今後は届
出により実施が可能となる。また、実際の実施体制の構築においては、地域医療の現状・
現在のしくみとの整合性を保つために、地域の医師会や薬剤師会との綿密な連携が望ま
れる。またその上にさらに自治体や健康保険組合などの公的機関の積極的な支援も得ら
れれば理想的と考える。そして、何よりも薬剤師がその役割を自覚し、健康管理に関す
る知識等について研鑽を積むことも重要である。
【結語】
●セルフケア・セルフチェックを支援する医療提供体制が具備すべき要件
＜必要な人材＞地域薬局薬剤師、地域医師、栄養士など
＜インフラ＞薬局店頭での各種測定器の設置場所の確保、プライバシー確保の設備（パー
テーション等）
、保健所・自治体・健康保険組合による支援、医療連携体制（基幹病院と関
連病院・クリニックおよび薬局）の構築など
＜教育＞臨床検査値の意義等に関する医師から薬剤師への研修の提供、測定器の取扱いや
精度管理についての教育、受診勧奨のためのカウンセリング技術の教育など
＜物＞血圧計、体脂肪計、自己採血による検体測定器、自己採血器具、自己検査のための
検査薬、検査結果の理解を促す資材、受診勧奨のための紹介状と返書など

＊本研究は、平成 23〜25 年度厚生労働科学研究費補助金事業として実施した。

【キーワード】セルフケア、セルフチェック、薬剤師、検体測定室
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シンポジウム２
11 月 2 日（日）9:30 ― 12:30

『 いますぐ実践できる！
セルフメディケーション支援 』
------シンポジスト-----鈴木順子
北里大学 薬学部

堀美智子
株式会社

エス・アイ・シー

石橋幸滋
石橋クリニック、東久留米市医師会

座長

山村重雄（城西国際大学 教授）
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在宅医療における薬剤師の活躍

～究極のセルフメディケーション支援～

鈴木順子
北里大学 薬学部 薬学教育研究センター社会薬学部門
【在宅医療推進の背景】
わが国の医療体制は、高齢多死社会を背景に、あたかもジェットコースターのような変
転を余儀なくされる可能性が高く、このような未来予測の中で、持続可能な医療の在り
方を探るのは容易ではない。しかし、これを放置すれば、医療崩壊どころか、容易に経
済と社会の崩壊に至ることさえ想定される。近過去、現在、近未来を繋ぐ社会的矛盾の
渦の中心に医療があり、逆に言えば、医療に突き付けられた諸問題に対して、叡智を持
って取り組むことが持続可能な活性ある社会を展望する大きな足がかりとなる、ともい
えるであろう。第 29 回社会保障審議会医療部会資料（平成 25 年 6 月 20 日）では、医
療サービス機能、人材確保、医療安全、臨床研究の 4 部面における課題を抽出し、法制
の整備及び制度改革の道筋を示した。特に医療サービス機能の面では、病院機能の再編
とそれに対応する在宅医療の推進が焦点化され、以前から各所で言われてきた「在宅医
療」が今後の医療体系の主軸となるべきことが明示された。
【検討：在宅医療の「質」
】
さまざまな事情を背負って進められる在宅医療ではあるが、この切迫感がともすれば、
在宅医療を「やむを得ざる選択」に落とし込む可能性がある。そもそも在宅医療には医
療としての倫理的あるいは法理的合理性があるのだろうか？医療法において、現代医療
は「患者中心」
「患者参加」の医療であるべきことが謳われ、いわゆる QOL 重視型の医
療にシフトしているのは周知の事実である。医療のダイナミズムから見た場合、医療拠
点に患者が集約され、管理を受けるいわゆる入院加療と、患者のもとに医療チームが動
員される在宅医療とのいずれが「QOL 重視の個別型医療」であるかは医療倫理的には明
らかである。その一方で、60％超の国民が「在宅における療養と死を望む」（厚生労働
省調査）と言いつつも、根強く「入院加療における安心」
「急変時の対応」
「家族の負担」
等を理由として在宅での療養を選択しない・選択し得ない層が 40％程度も存在する。
特に震災以降、在宅医療に不安を覚える層が若干ながら増えている（港区によるアンケ
ート調査）点は注目に値する。
さて、我々は「在宅医療」という言葉自体で何を連想するだろうか。入院加療に対応
する言葉としての在宅医療は、ほとんど医療実施側の目線における言葉であって、そこ
における患者のありようを表現するものではない。患者からいう「在宅医療」は生活の
場を舞台とした医療、すなわちある医療的規律に支えられた継続的な「療養生活」に他
ならないのである。ここで必要とされるのは、断続的な Cure と継続的生活包囲的 Care
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であり、療養はその相互関係の上に成立する患者を主体とした営みである。先述した「在
宅医療に不安を覚える層」は、まさにこの Care の部分に不安を感じていると考えられ
る。そして我々医療従事者もともすれば「医療」というイメージが先行するために、な
んらかの医療措置が伴わなければ在宅医療にコミットできないかのように感じている
ことも多い。しかし、多々述べてきたように、実際に在宅医療の質を担保するのは、継
続的生活包囲的 Care であり、医療従事者がこれをやりきるか否かによって、在宅医療
が「やむを得ざる選択」に落ち込むかどうかが決まるであろう。
【在宅医療における薬剤師の活躍】
現在の在宅医療体制における陥穽は「放散性」である。一般に在宅療養は長期に渡る
過程であるため、ある種のマンネリズムが支配する傾向にある。また、患者に関わる医
療チーム構成者も常に行動を共にするわけではないので、医療措置の連結性に齟齬があ
ったり、Care にもある種の行き違いや隙間を生じてしまうことがある。
こうした在宅医療の罠に対して薬剤師はどう立ち向かえるのだろうか。薬剤師は、地
域の医療提供施設である薬局をバックに持ち、「国民の健康な生活の確保」という任務
を担う立場である。近時、次々に行われる法改正や指導は、結局のところ、非常に薬剤
師の職権職能に期待を寄せているように思われる。例えば医療法・介護保険法における
「地域包括ケア」の概念は、有形無形に地域の医療提供施設である薬局の機能に期待す
るところが大きいし、また、医薬品医療機器等法（旧薬事法）では、要指導医薬品や一
般用医薬品の供給に係る薬剤師の権限・義務を強化し、同時に薬剤師法においては調剤
（医療用医薬品の交付）に係る薬剤師の権限・義務を同様に強化した。更に、薬剤師が
調剤に関して患者居宅で行うことのできる業務を拡大し、個別薬物治療の適正化に寄与
することを求めた。そして平成 26 年度保険改定にあっては、主治医機能の評価に呼応
する薬局機能の高度化が求められ、かつ在宅医療に関わる薬剤師の資質向上の義務化、
特定医療材料取扱いの拡大など、薬物治療に対する積極的かつ高度な関わりのみならず、
在宅療養者に対するこまやかな目配りや、1 人の療養者の物的人的療養環境・療養条件
の整備及び積極的支援をも求めるものとなっている。
多くの在宅医療に関わる薬剤師たちが、これまで、先見的あるいは薬剤師の本能に導
かれて患者支援に取り組んできたのであるが、今後更に多岐的な療養生活全般に渡る支
援が求められるようになるであろう。
在宅医療こそは、
「医薬分業」の本来的主旨、
「同等の権限に基づき、多角的視点によ
って当該患者の療養を評価し、異なる手段をもって、かつ連携的に当該患者の個別的医
療を成功に導く」場として薬剤師に委任されたあらゆる力をふるう場である。在宅療養
者は自らの療養の主体であって、その支援を主要に担い得るのは地域の薬剤師である。
療養と呼ばれる究極のセルフメディケーションの全方位的支援は、間違いなく薬剤師の
叡智に拠るところが大きく、自信をもって取り組むことが期待されている。
【キーワード】地域包括ケア、ADL・QOL、医薬品販売制度、残薬確認、医薬分業
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トリアージ業務で高まる薬局・薬剤師への信頼
堀美智子
医薬情報研究所/㈱エス・アイ・シー（公園前薬局）
【目的・背景】 平成 23 年度の国民医療費は、前年度比 3.3%（1 兆 1,648 億円）増の
38 兆 5,850 億円。ざっと、我が国の国民医療費は、約 40 兆円。毎年 1 兆円ずつ増加。
これに約 10 兆円の介護費が加わるのが現状である。このままの状態で医療・介護費が
増加していくと団塊の世代が後期高齢者になる 2025 年には、
73 兆円になると推測され、
ますます深刻な問題となる。2025 年に向けて、国が大きく動き始めた。2013 年 6 月、
安倍政権は第 3 の矢、日本再興戦略について閣議決定した。そこには、「予防・健康管
理の推進に関する新たな仕組みづくり」として、「薬局を地域に密着した健康情報の拠
点として、一般用医薬品等の適正な使用に関する助言や健康に関する相談、情報提供を
行う等、セルフメディケーションの推進のために薬局・薬剤師の活用を促進する。」と
の記載がある。しかし翌年閣議決定された、
「日本再興戦略

改訂 2014」年には、薬局

について記載されておらず、地域の多機能情報拠点として、コンビニがあげられるなど、
今、薬局・薬剤師がどのようなことができるかを示さなければ、取り残されてしまうの
ではとの危機感を覚える。
このような時代の流れの中で、個々の薬剤師は何をすべきか。その一つに薬局でのト
リアージがある。緊急災害時で負傷者を緊急性・重傷度に応じて分類し、治療の優先 順
位を決定するという意味で使われるトリアージ。その語源は、フランス語のトリアージ
ュだとされ、本来の意味は選別である。本日は、このトリアージという言葉を治療の位
置づけを決めるための選別として捉えることにする。
今、疾病の治療は大きく保険医療に依存している。しかし、皆保険制度以前は軽度の
疾病障害は、自己治療で対応していた。自分で健康を守るセルフメディケーションを行
うためには、ヘルス・リテラシー（「健康に関する情報にアクセスし、理解し、利用で
きる個人的な能力」1998 年 WHO（Don Nutbeam）が重要となる。薬剤師の役割は、薬
に関して単なる情報提供者としてではなく、患者や生活者のヘルス・リテラシーを向上
させることにある。薬剤師法の改正により、薬剤師は法的にも単なる薬に関する情報提
供者ではなく、薬学的知見に基づいた指導を行わなければならない。また、本年１１月
から施行される「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」
には、第一条として法の目的以外に、国の責務から国民の役割等が追記されている。薬
物療法にあたって、生活者一人一人の正しい知識が重要となることが法律にも明記され
たことになる。
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【方法】 疾病の予防のために生活習慣の改善をする、その中にはサプリメントも含ま
れるはずである。軽度な疾病には OTC 薬を使用し、セルフメディケーションの限界を超
えた時に受診をする。そんな患者の流れが、国が想定している流れである。この流れを
作り出すために、様々な制度が動き始めている。「健康寿命延伸産業の育成」として、
セルフメディケーションの推進、食品の持つ機能表示の容認。検査薬の OTC 薬へのスイ
ッチ化の推進や、「健康寿命延伸産業分野における新事業活動のガイドライン」（2013
年 3 月 31 日厚生労働省・経済産業省）で示された、簡易な検査（測定）を可能するな
ど、国は確実に、平均寿命（生命）の延長施策から、自分で健康を守る健康寿命の延伸
というセルフメディケーション推進へと医療政策の転換を図ったといえる。もちろん、
現在でもこの流れで行動される生活者も存在しているが、実際は、「時間がないので本
来は受診すべきなのに、OTC 薬のみで対応」「医療不信からサプリメントや怪しげな代
替医療に頼る患者」あるいは「どんな時にも病院を受診」等問題である。
薬剤師は、病院、薬局、ドラッグストアなどで患者や生活者に接している。この薬剤
師が、薬局やドラッグストアでゲートキーパーやプライマリケアを担う医療人として果
たす役割は大きい。この役割を果たすためには、今まで薬という物を中心に活動してき
た薬剤師が、疾病や人を対象とし、これらに関する知識が必要となってくる。しかし、
現在の薬局は、生活者からも見ればいわゆる調剤専門と、あるいは物販業と認識される
ドラッグストアに二極化している。薬剤師も、調剤のみを主体としているところで仕事
をしていると、サプリメントや OTC 薬に関する知識も不足している現状がある。
薬剤師は、薬や疾病に関する正しい知識を得る方法を知っていて、それらの情報をき
ちんと評価できることが必要である。もちろん医療用医薬品に関する知識だけなく、サ
プリメント、OTC 薬についての知識もあり、これらを一人一人個別的存在である患者に
的確に伝え指導ができることが必要である。これは、薬剤師の養成において薬科大学が
目指すべきことであり、既卒の薬剤師も日々努力すべきことである。ただし、これらは
すぐに完璧に実行に移せるものではない。
そこで大切なのは、今、すべきことは、何かということである。ドラッグストアに務
める薬剤師であれば、腹痛を訴える顧客から何を確認しどう対応すべきか。来局者に的
確な対応が出来るように積極的なトリアージの知識を得るように務めることである。ま
た、調剤しか行っていない薬局では、お薬手帳に、併用を避けるべきサプリメントや
OTC 薬の情報を記載するという、物を扱っていなくても、それらに関する情報を積極的
に提供すべきである。さらに、トリアージの知識は、持参された処方せんに記載された
薬の対応でよいのかといった評価にもつながり、これがリフィル処方実現へとつながっ
ていくはずである。
【考察】 時代がどのような流れにあるのか。日本の医療の方向性を捉え、その流れに
身をゆだねながら、薬剤師としての根をしっかり張り、薬剤師としての使命を果たすこ
とが大切である。
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行動変容をもたらす生活習慣改善指導のコツ
石橋幸滋
石橋クリニック
【内容】
薬局に訪れる人に対する生活習慣改善は薬剤師とって一見必要のないことに思える
が、患者さんの病気や処方薬だけを見るのではなく、患者さんを人として見て対応する
ためには、その人の生活を見ることが重要である。特に生活習慣病を持つ患者さんに対
して医療者として向き合う場合は、患者さんの生活習慣にまで踏み込まなければならな
いことは少なくない。もちろん多くの薬剤師がこのような場合患者さんにアドバイスを
しているであろうが、よくあるアドバイスは「食べ過ぎに注意しましょう」、
「間食は止
めましょう」
、
「運動しましょう」など一方的で、かつ具体性のない指導のために、患者
さんの生活習慣を変えるまでに至らない指導であることが多い。
日常生活習慣を変えるためには、患者さん自身が、
１．変えようという意志を持つこと
２．なぜ変えなければならないかをしっかり認識していること
３．変えただけの代償があること
４．変えた習慣を維持していく援助があること
の４つが必要である。
そのために医療者として先ず必要なことは、患者さんが自分の病気をどう思ってい
るかを知ることである。誰でも病気は怖いと思っているし、病気になりたくないと思
っている。しかし、その思いの強さや病気に対する考え方は個人個人違う。
ベッカーによれば、人は
１）健康に対する関心の高さや健康維持への意欲
２）病気のかかりやすさや病気に対する抵抗力、病気によって起る影響に対する恐れ
３）治療法、予防法の安全性や効果に対する認知
の３つによって成り立つ保健信念を持ち、行動に伴う負担や治療者との関係、過去の経
験などを考慮して保健行動を起すと述べている。このような患者自身の健康や病気に対
する考え方や行動を知ることがまず必要である。その思いを知るためには病気解釈モデ
ルと病気の原型を知る質問が大変役に立つ。
そのうえで、効果的な生活習慣改善指導を行うためには、患者さんの思い（段階）に
応じた指導をおこなうことが重要であるが、そのためには、まず重要性と自信を評価す
ると良い。もし重要性と自信が低ければそれを高めてから指導をすることが、指導を成
功させるコツである。特に重要性が低い場合には、生活習慣を改善することで得られる
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効果をしっかり伝えることが重要性を高めることにつながるし、自信が低い場合は、
日々の生活の中で取り入れられる具体的な方法を提案することで自分もできるのでは
ないかという思い、つまり自信を高めることができる。その上で準備ができている人に
応じた実行方法を指導したり、実行している人が継続していくためのコツを伝授し、挫
折した人に対しても再チャレンジの方法を具体的に指導することが行動変容につなが
る。
具体的には、
１）重要性と自信の評価及びその改善
①重要性と自信を、10 段階スケールを用いてチェックする
②重要性が６点以下の人の重要性を高める
③自信が４点以下の人の自信を高める
２）生活習慣改善に向けて、準備や実行の方法を話し合う
①準備の方法をアドバイスする
②生活習慣を改善しやすい環境を作る
③実行し、その経過を記録してもらう
３）生活習慣改善を続けている人に対して、継続するための方法を一緒に考える
①実行してみて良かったことを尋ねる
②継続の秘訣について尋ねる
４）改善に失敗した人に対して、再チャレンジのため方法を一緒に考える
①失敗した理由について尋ねる
②再チャレンジに向けて、気持ちを確認し、新たな目標と開始日を決定する
以上のような方法について例を挙げながら紹介するとともに、具体的な指導用資料につ
いても紹介する。

【キーワード】行動変容 生活習慣改善 食事指導 運動指導 重要性と自信
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公開市民講座
11 月 2 日（日）13:30 ― 15:00

『奇跡の研究～
中之条研究により解明された
”病気にならない生活法”』

青栁幸利
東京都健康長寿医療センター研究所
老化制御研究チーム副部長、運動科学研究室長

座長

村田正弘（認定 NPO 法人セルフメディケーション推進協議会専務理事）
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奇跡の研究～中之条研究により解明された“病気にならない生活法”
青栁幸利
東京都健康長寿医療センター研究所
【背景】
健康長寿を実現するためには、生活習慣の改善が何より大切である。従来の健康づく
りでは、少人数の人しか参加も継続もできないような、特殊な運動を中心としたプログ
ラムが実行されている。しかし、これでは人口の高齢化に伴って増大する医療費などの
諸問題を効率よく解決することはできない。そこで、国際的な展望に立って新しいガイ
ドラインを作成するため、2000 年より群馬県中之条町において、高齢者の日常的な身
体活動と心身の健康に関する学際的研究（中之条研究）を行っている。
【目的】
本講座では、この広範な研究経験に基づいて、高齢者における日常身体活動パターン
と身体的・心理社会的・精神的・代謝的健康要素との関係を概説する。また、歩数と軽
度および適度な身体活動の量との相互関係や、身体活動の強度や総量を変える心理学
的・社会学的・気象学的因子について述べる。さらに、身体活動パターンと食事・栄養
補助食品（サプリメント）の相互作用に言及する。最後に、これらの証拠に基づいて、
医療費削減シミュレーションの理論モデルを提案する。
【方法】
中之条研究における潜在的な対象者は、重篤な認知症や寝たきりの人を除いた 65 歳
以上の全地域住民（約 5,000 名の参加者）であった。全参加者（母集団）は、年１回、
従来型の身体活動質問票に記入し、さらに任意に選ばれた約１割の対象者（下位集団）
については、身体活動を 10 年以上、１日につき 24 時間、連続して評価した。なお、こ
の下位集団は、母集団と年齢も性分布も違わなかった。客観的な測定は、特注の１軸加
速度センサー内蔵の身体活動計（以下、体動計：スズケン社製ライフコーダ修正版）を
用いて行った。この体動計は、信頼性と妥当性に関して他の歩数計や加速度計に比べて
勝り、統制と自由生活の両状況下で歩数（型内信頼性 0.998；絶対精度±＜３％）と歩
行活動の強度の両方を一貫して精確に見積もる。これまでの中之条研究の主な目的は、
高齢者の健康と最も緊密な関係がある身体活動の総合的パターンを明らかにすること
であった。
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【結果・考察】
現下の中之条研究データによると、高齢者の健康全般は、日常身体活動の量（１日の
歩数の年平均）と質（１日の中強度[安静時代謝量の３倍以上]活動時間の年平均）の両
方と関係がある。男性では、健康の度合いは１日の中強度活動時間のほうが１日の歩数
よりも密接に関連するが、対照的に女性では、歩数のほうが中強度活動時間よりも関係
は緊密である。また、男女とも、より良好な健康状態に関連する身体活動閾値は、「か
らだ」か「こころ」かどちらの要素に重きを置くかによって異なる：それぞれ歩数＞8,000
対＞4,000 歩/日かつ/または中強度活動時間＞20 対＞５分/日。換言すれば、からだの
健康は、1 日の合計で少なくとも 20 分の適度な（時速約５km 相当での）活動と少なく
とも 60 分の軽度な活動を行う人においてより良好であるが、対照的に比較的良好なこ
ころの健康は、ずっと少ない量の緩やかな身体活動と関係がある。
ただし、日常身体活動の強度も総量も気象要素、特に降水量と平均気温の影響を受け
る。降水量が増加するにつれて、身体活動は約 4,000 歩/日まで指数関数的に減少する。
そして降雨の影響を除くと、１日の歩数は平均気温 17℃前後をピークに、これより気
温が高くても低くても（特に後者の場合）二次関数的に減少する。したがって、丸１年
を通して高齢者の日常身体活動を増やすための介入を計画する際は、微小気候の季節変
化を考慮に入れる必要がある。
【結語】
筆者らは最近、これらの研究成果に基づいてオーダーメイドの予防医学システムを開
発した。その結果、我が国の高齢者をはじめとして国民全体の健康増進や疾病予防、介
護予防に、ひいては膨大化する医療費の削減に寄与するものと確信している。

【キーワード】日常身体活動 健康 気象条件 予防医学システム 医療費削減
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企業展示
11 月 1 日（土）― 2 日（日）

株式会社 ウエルアップ
株式会社 インテグラル
株式会社 佐塚工業所
大鵬薬品工業 株式会社
ニプロ 株式会社
ロシュ・ダイアグノスティックス 株式会社
株式会社

田無薬品
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超音波骨密度測定器

CM-200

・超音波法による、踵とでの測定なので安心です。
・測定時間は約 10 秒！
・スピーディーかつ簡単に測定でいます。
・詳細な結果をプリントアウト。
・骨密度レベルが一目でわかります。
・パソコンとの接続でデータ管理が可能。（オプション）

肌年齢測定器 ウエルビューティー
・皮膚インピーダンス測定により推定肌年齢・健康度を判定。
・肌の状態・生活習慣に関する質問から基礎代謝量・肌タイプ
・肌のトラブルリスク・美肌アドバイスなど詳細な結果を印刷。
・タッチパネルモニターで簡単操作。
・コマーシャル機能を使って効果的な販促策が可能。
・コイン使用も可能です。（オプション）

ヘモグロビン測定装置 ASTRIM FIT
・指を乗せるだけで簡単測定。
・採血せずに、約 40 秒でヘモグロビン推定値が測定可能。
・バッテリー充電式なので本体のみで測定ができ持ち運びが便利。
・容易に栄養状態が把握でき、食生活やサプリメントアドバイスが可能です。

〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸 2-1-22
ナガオカビル 5Ｆ

株式会社ウエルアップ
TEL 045-317-7908 FAX 045-317-7909
URL: http://wellup.jp/
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「健口」 のための

口腔ケア商品

■洗口液「バクレスカット」

【仕様】 50ml入りオーバーキャップ付
ポンプタイプ
【一般販売価格 950円（税込）】
「バクレスカット」は、マイナスイオン洗浄力に優れるマイルドな
超還元性水を利用した洗口液です。
外出先など歯みがきが簡単にできない場所でシュシュッとプッシュ
して簡単に濯ぐだけ。歯や歯ぐきが刺激に敏感な方、ブラッシングが
出来ない方など、お子様からお年寄りまで幅広くご使用になれます。
口内を浄化し、口臭を防ぎますので会話の前、食事の前後に
簡単にご使用頂けます。

お口のネバネバや雑菌を落とし、口臭を防ぎます。

■歯みがき用ｹﾞﾙ「デバークノン」

【仕様】 30g入りオーバーキャップ付
界面活性剤、研磨剤、防腐剤を含まない歯磨き剤です。
ポンプタイプ
【一般販売価格 1,960円（税込）】
「デバークノン」は、マイナス洗浄力に優れた超還元性水を利用
した歯みがき用ｹﾞﾙです。
食後のブラッシングにより歯垢を取り除き、歯垢沈降を防ぎ、虫歯
を予防します。ご家庭のみならず職場や支援学級、介護現場でも
ご使用頂いています。
「少量の水でできる口腔ケア！！」
【連絡先】

株式会社 佐塚工業所 化粧品事業部
TEL：0547-38-2511 FAX：0547-38-2529
E-mail：cosme@ksazuka.co.jp
URL：http：//www.ksazuka.co.jp
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肝臓機能障害、肝臓肥大、
急・慢性肝炎、黄疸、胆のう炎

脂肪過多症

11種類の生薬が脂肪過多症に効く。

肝臓の機能を正常に近づけます。肝臓が気になる方に。

体力の低下、下半身の衰え、手足の冷えを伴う次の症状の緩和
軽い尿漏れ、頻尿、残尿感、尿の出渋り

Pico

8種類の生薬から抽出・濃縮し、更にエタノールを加え
澱粉等を分離除去して制したエキスを含有する生薬製剤です。
平均５日以内に自覚症状を改善します。

A5モノクロ

14.10.16

＜SMBG＞

スティックタイプのゼリー剤。
黒糖風味で苦みも少なく、お薬の味が苦手な方にも
おすすめです。

あ な た の「 い つ も 」を 快 適 に 。
単回使用自動ランセット

自己検査用グルコース測定器
トゥルーピコ

トゥルー

ニプロTRUE pico ®

ピンク

ニプロLSランセット

自己検査用グルコースキット

ニプロTRUEセンサー®

ブラック

ブルー

特長

ボトルに装着可能

25 G

28 G

1.0mm

● 必要血液量：0.5μL、
測定時間：約4秒 ● 測定範囲：20〜600mg/dL
● 小型・軽量（17g）
● 初期設定不要（時刻合わせや環境設定がありません）

30 G

1.0mm

1.0mm
ガンマ線滅菌済

■医療機器認証番号：224AABZX00195000 管理医療機器
■ニプロTRUEpico®
医療機器承認番号：22500BZX00118000 高度管理医療機器 特定保守管理医療機器
®
■ニプロTRUEセンサー
承認番号：22500AMX00894000

製造販売

◎ 使用上の注意等につきましては、
添付文書をご参照ください

や

製品に関する
お問い合せ先
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さ

しい

ニ

プ

ロ

0120 - 834 - 226

9:00〜17:30（土・日・祝祭日を除く）
※電話番号をよくお確かめの上、
おかけ頂きますようお願い致します。

2014年10月作成

cobas® b 101

<機器展示のご案内>

生活習慣病の検査はコバスb101を用いることで様々な場所において簡単・迅速に実施可能です
n 扱いやすい6㎝試薬ディスク

n HbA1c、脂質項目を全血で6分測定
【省スペース】
長3封筒並の
省スペース
【軽量】
重さは2㎏
【信頼性】
大型分析装置と同等

HbA1c測定試薬ディスク

脂質測定用ディスク

●指先からの全血使用可能。
特別な器具は不要!
検体は指先から直接、試薬ディスクの
吸引ポイントに充填するだけです。

●校正不要。冷蔵保存不要。

分類 : 医療機器
製造販売届出番号13B1X00201000060

「cobas b 101」は校正の必要がなく、特別なメンテナンスも不要
です。試薬ディスクは2〜30℃で保存ができ、取り扱いも簡単で
す。直径6㎝のコンパクトサイズですから保管場所も取りません。

n 簡単! 3ステップ操作
Step3

Step1

Step2

指先を穿刺し
ます

HbA1c測定試薬
ディスクに血液を
充填します

ただちに(60秒以
内)HbA1c測定試
薬ディスクを装置
にセットします

6分以内に
HbA1cの
結果が表示
されます

●シングル測定、デュアル測定、2種類の測定モードを搭載

お問合せ先
ﾛｼｭ･ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸｽ株式会社
http://www.roche-diagnostics.jp/
ｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ:
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-642-906

ヒ-ラル・インファ-マ それは‥
薬局にしか無い 唯一のお客様本位スキンケア

ピンクの
しっとりタイプ

¥700 (税込)

グリーンの
さらさらタイプ

¥700 (税込)

ヒーラル・インファーマ
ハンド＆スキン保湿クリーム(各30g)

ブルーの
アロマタイプ

¥800 (税込)
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Tel : 042-466-3050
mail： info-healer@e-okusuri.co.jp
販売元 株式会社田無薬品
〒188-0011東京都西東京市田無町4-25-5

辞

謝

第 12 回日本セルフメディケーション学会の開催にあたりまして、ご参加頂きました
各位をはじめ、多くの方々にご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
また、御協賛と展示、広告掲載により多大なご支援を賜りましたので、併せて御礼申
し上げます。下記にご記載させて頂き、御礼に代えさせて頂きます。
2014 年 11 月 2 日
第 12 回セルフメディケーション学会年会長

石井文由

認定 NPO 法人セルフメディケーション推進協議会会長

池田義雄

協賛企業
----- 展示 ----株式会社 インテグラル

大鵬薬品工業 株式会社

株式会社 ウエルアップ

ニプロ 株式会社

株式会社 佐塚工業所

ロシュ・ダイアグノスティックス 株式会社

----- 広告 -----

株式会社 アインファーマシーズ

武田薬品工業 株式会社

ウエルシア薬局 株式会社

株式会社 タニタ

株式会社 クリエイト

株式会社 ツルハホールディングス

エス・ディー

佐藤製薬 株式会社

トライアドジャパン 株式会社

株式会社 CFS コーポレーション

株式会社 ドラッグマガジン

スギホールディングス 株式会社

株式会社 南江堂

株式会社 スマイルドラッグ

日本調剤 株式会社

ゼリア新薬工業 株式会社

ファーマライズホールディングス 株式会社

全薬工業 株式会社

方術信和会

大正製薬 株式会社

以上 24 企業・団体（五十音順）
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が展開する

調剤併設ドラッグストアです。
■お問い合わせ

株式会社CFSコーポレーション

人事部

T E L :0088-22-8922（携帯からでも可） MAIL:saiyo@cfs-corp.jp
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採用担当
http://www.cfs-corp.jp

健 康の悩 みについて

ま ず は 相 談 に行 こ う と

思われる場所になりたい︒

は
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購読申込書

ドラッグマガジン営業局 行 ［FAX：03-3525-8164］

ドラッグマガジングループの定期刊行物・単行本
2014年ポケット版
最新医薬品産業ランキング

８月８日発行

製薬業、
卸業、
ドラッグストア、
調剤チェーン100傑

好評のドラッグマガジン７月号企画「最新医薬品産業ランキング」
、
８月号「データ＆分析編」の内容をコンパクトに集約、薬業人必携の
データ集

冊

年間購読、
７、
８月号をセットでお申し込みの方には贈呈いたします。
B6判 100頁 800円（税・送料別）

ドラッグマガジン

9

2014
SEPTEMBER

医薬品産業ランキングⅢ

本誌独自調査
ブロック別調剤チェーンシェア
ブロック別調剤市場規模／全国ブロック別有力調剤チェーン市場占有率

特

［巻頭企画］

・インターネットで独自調査
DgS・薬局薬店での OTC 医薬品購入者と
処方箋調剤の経験者1,000人に聞く
・OTC 医薬品のネット販売解禁で求められる
薬業界への期待とニーズ
・実店舗での購入希望が46％
ネット中心はわずか４％

月号

毎月１日発行
別冊含み13冊＋付録ポケット版

主要ドラッグストア・調剤チェーン
５年間の企業業績トレンド

から

集

進む調剤薬局・ドラッグストアの臨床検査と薬剤師に求められる役割
指先自己採血検査から見えてくる
「薬局ラボ」の本質と可能性 広島大学大学院教授 森川則文氏
レポート ヒト遺伝子検査で開く新市場「ファルコバイオシステムズ」
ケーススタディ
「駅クオール薬局JR大阪店」

調剤チェーンインタビュー

医療の需要急増・高度化に
ローコスト運営で応える
アイセイ薬局 代表取締役社長

特

集

岡村幸彦氏

（年間購読料
税別・送料共）

岡村幸彦氏

卸企業による薬局向けカスタマーサポートサービス

機能の多様化・高度化求められる
薬局ニーズを反映してサービス向上

A4変型判 82〜120頁 20,600円

A4変型判 114頁 1,900円
（税別・送料共）

冊

平成26年版

健康生活情報誌 最新号見本誌贈呈

製薬企業222社、卸業64社の詳
細データの決定版！
卸再編成の推移も一目瞭然！

疾病の対処法、専門医の
アドバイスをわかりやすく紹介、
各種健康法、家庭情報が満載！

日本医薬品企業要覧

6

好評発売中

2014最新 薬業・医療・医薬品・健康食品企業オールデータ＆ランキング
薬業人必携のデータ集

オール薬業人必読！

毎月1回1日発行

特別企画

ドラッグマガジン別冊

薬業界経済・経営情報月刊誌

2014年9月1日発行（毎月1回1日発行）第57巻第10号
1958年12月25日第3種郵便物認可

冊

月刊ことぶき

B5判ケース付デラックス上製本２巻セット
（上巻 製薬業 下巻 卸業）716頁 49,000円（税別・送料共）

（年間購読料
税別・送料共）

AB 判 76頁 6,600円

冊

ヘルスケア総合情報週刊紙

キリトリ線

キリトリ線

毎月１回発行１ヵ年12冊

月号
から

冊

臨床医向け総合情報月刊誌

ドラッグトピックス

クリニックマガジン

月

ヘルスケア市場を対象とした
ダイナミックな誌面づくり

中小病院・開業医を中心読者層
に、医大・基幹病院・国公私立病
院の主要医局・MR まで幅広く
購読 薬剤師必読！

日号

毎週月曜日発行

から

（年間購読料
税別・送料共）

タブロイド判 12〜40頁 18,730円

月号
から

毎月１回発行１ヵ年12冊

（年間購読料
税別・送料共）

A4変型判 72頁 22,590円

部

冊

（ふりがな）

お名前
ご住所

年齢
〒

−

TEL

（自宅・勤務先）

ご職業
メール
アドレス

歳

（
−

メーカー ・ 卸売業 ・ 薬局薬店 ・ ドラッグストア ・ 調剤薬局 ・ その他（

＠

）
）

（ 自宅 ・ 勤務先 ）
お役職名

お勤め先

D140901

※ホームページでは、バックナンバーの主な内容もご覧いただけます。
ご記入いただいた内容は、読者管理以外の目的に使用することはありません

神田石川ビル
共同ビル
〒
〒101–0021
東京都中央区日本橋本町
4–9–8
103–0023 東京都千代田区外神田
2–3–15

TEL
TEL 03-3525-8160
03-3241-4661 FAX
FAX 03-3525-8164
03-3241-4669 URL
URL http://www.drugmagazine.co.jp/
http://www.drugmagazine.co.jp/
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セルフメディ
ケーション

在宅医療

調剤

http://www.create-sd.co.jp

〒225-0014 神奈川県横浜市青葉区荏田西2-3-2
113
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※ジキニンＩＰシリーズは「使用上の注意」をよく読んでお使いください。アレルギー体質の方は、必ず薬剤師、登録販売者にご相談ください。

すべての笑顔のために
スギ薬局グループ
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方術信和会主催

漢方特別講座

朴庵塾セミナー
漢方薬を知る上で大切なことは、漢方薬の原典である傷寒論金匱要略論を読み解釈することから
はじまります。朴庵塾セミナーでは初めての方にも慣れ親しんでいただくために初級コース・中級

コースに分かれており、漢方の基礎である“陰陽虚実寒熱”そして生薬の性質や働きを優しく楽し
く勉強します。漢方的な病理と薬理、季節や気候風土との関係を知れば、日常も生活において病気
の予防や健康管理に役立つことが多く有ります。
朴庵塾セミナーでは、この漢方薬の素晴らしさに出会えます。
方術信和会は荒木性次先生門下生一門で組織され、広く漢方を勉強したい方々のために漢方講座
として“朴庵塾セミナー“を開催しております。
荒木性次先生は薬剤師の資格を得て後、 漢方医学を志し、湯本求真先生に師事、同門に大塚敬
節先生、佐藤省吾先生、清水藤太郎先生がおられます。
朴庵塾セミナー、詳しくはホームページをご覧ください。
朴庵塾セミナー事務局

（土・日・祭休日）

〒116-0003 東京都荒川区南千住５－１７－８
電

話０３（３８０１）１４８１ ＦＡＸ０３（６４５８）３７２６

http://bokuan.iinaa.net/

E-mail : bokuanjuku@gmail.com

117

第 12 回 日本セルフメディケーション学会 実行委員会
実行委員長

石井文由（明治薬科大学 教授）

実行委員

加藤哲太（東京薬科大学薬学部 教授）

(五十音順)

下川健一（明治薬科大学 准教授）
土橋

朗（東京薬科大学薬学部 教授）

安川

憲（日本大学薬学部 教授）

山村重雄（城西国際大学薬学部 教授）
吉岡ゆうこ（ネオフィスト研究所 所長）
渡辺謹三（東京薬科大学薬学部 教授）

村田正弘（セルフメディケーション推進協議会 理事）

担当理事

佐藤

聖（セルフメディケーション推進協議会 理事）

大嶋耐之（セルフメディケーション推進協議会 理事、
金城学院大学教授）

今中（和田）侑子（明治薬科大学 研究員）

事務局

小泉茉莉江（明治薬科大学 研究員）
和田佳子（明治薬科大学 研究員）
円入智子（明治薬科大学 研究員）
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042-495-8646

selfmed@my-pharm.ac.jp
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