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                 調査・研究報告書 

   

調査・研究課題： 

   真のセルフメディケーション支援薬剤師の養成と新しい薬局モデル構築のための研究 

                                    

       特定非営利活動法人ふぁるま・ねっと・みやぎ 調査・研究者氏名  戸田紘子 

                   共同研究者氏名 佐々木孝雄、富永敦子、鈴木洋子、本良やす子、金田早苗、 

                   今野勇、井上昭吾、及川雪子、伊藤みどり、坂本尚夫 

                       （981-8002 仙台市泉区南光台南３－６－２１ Tel.022-251-0767） 

 

【要旨】 

２００９年６月１日より、４６年ぶりに改正された薬事法が完全施行となり、OTC 医薬品の販売制

度が大きく変わった。従来の薬事法の中では、OTC 医薬品を扱かう者は薬剤師のみであった。 

しかし、医薬分業推進一辺倒で進んできたこの１０余年の間に、薬剤師といえば薬局薬剤師（保険

薬剤師）という表現が当たり前になるほど薬剤師の医薬品への関わり方が変わってしまった。このこ

とは、改正薬事法 のもとでの登録販売者の誕生と無縁ではない。 

 一方、国においては膨張する医療費抑制のために、国民に対して「セルフメディケーション」によ

る健康管理を提唱している。自己の責任で健康管理を行い、軽度の不調は OTC 医薬品等を用いて手当

をするようにということである。そして国民のセルフメディケーションを支援することは薬剤師の役

目だといわれている。これを受けて今、薬剤師の大多数を占める薬局薬剤師も OTC 薬や健康食品を扱

わなければならないと思い始めている。しかし、真のセルフメディケーション支援は、現在の保険薬

局のスタイルでは難しいであろう。同様に、バラエティショップ化したドラッグストアにおいても期

待はできない。 

 それではどうするか？ 現在の姿を見つめ直し、新しいビジョンを持って、全薬剤師および施設の

開設者が、真のセルフメディケーション支援のための努力をすることこそ、新しい販売制度の下で自

らを活かす道であると考える。本研究は、その糸口を探る一助として４つの関連項目について実施さ

れたものである。 

  

 

１．調査・研究目的 

  調剤偏重の昨今、OTC 薬販売の経験がない薬剤師が大多数を占めている。国民のセルフメディケー

ション（以後 SM と略す）支援のために、新しい視点を持った OTC 薬剤師を養成する。また、薬剤師、

薬局開設者および一般生活者の意識や問題点を明らかにし、真の SM 支援の場としての薬局の新しい

姿を提案するために４つの調査・事業をおこなう。 

 

２．調査・研究方法 

２－１ アンケート調査：管理薬剤師、薬局開設者および一般生活者の意識調査から問題点を明らか

にする 

① 一般生活者：ＳＭの認知度、OTC 薬購入行動、薬剤師への認知・期待などについて、健康イベン

ト参加者を対象として直接アンケートを実施する（宮城県薬剤師会および仙台市薬剤師会の後

援）。   
② 管理薬剤師：ＳＭの認知度、OTC 薬販売の意義・経験、今後の取り組みなどについて  

③ 薬局開設者：ＳＭの認知度、OTC 薬販売の意義、今後の取り組みなどについて 
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④ 薬局開設者かつ管理薬剤師：ＳＭの認知度、OTC薬販売の意義・経験、今後の取り組みなどにつ

いて 

②、③、④は封書郵送によるアンケートとする。 

 

 

２－２ シンポジウム： 真のセルフメディケーション支援のための薬局と薬剤師のあり方を探る 

    宮城県薬剤師会との共催で実施する  

２－３ セミナー： 薬剤師および登録販売者を対象とした「実践的 OTC 薬学セミナー」 

宮城県薬剤師会との共催で実施する。 受講者固定６回シリーズ  

  ① セミナー開催（６回）  ２３年１月、２月、３月 （後半は２３年度５月、６月、７月） 

 ② テキスト作成：前半は毎回テキスト資料を配布し手様子を見る。３月中に製本化する  

 

２－４ 新しい薬局モデルの提案： アンケート調査を踏まえた新しい薬局モデルの研究と提案  

①アンケート調査の解析と考察 

②真のセルフメディケーション支援に必要な理念とその実践プラン     

 ・店作りのコンセプト、開設者と薬剤師の意識・視点、OTC 薬の特徴を捉えた品揃え 

      ・ＳＭ支援スキルなどを踏まえた実践プラン作成と薬局モデル提案  

 

３．調査・研究成果 

３－１ アンケート調査： 

ＳＭについての意識調査は４つの対照群に対して実施した。 

①一般生活者に対してのアンケート（薬と健康のつどいに参加した108名） 

②管理薬剤師に対してのアンケート（仙台市青葉区99店舗） 

③薬局開設者に対してのアンケート（仙台市青葉区99店舗（②と同じ）） 

④薬局開設者でかつ管理薬剤師に対してのアンケート（仙台市青葉区および太白区40店舗） 

 

①一般生活者向けの調査は、宮城県薬剤師会の健康イベント「薬と健康のつどい」への参加者に対

してアンケート用紙を渡して記入してもらい回収箱に回収した。108名から回答があった。 

②③④の店舗は、みやぎ薬局検索により抽出した。②③は仙台市青葉区の店舗のうち、開設者と管

理薬剤師が異なる99店舗に対して実施した。④は青葉区および太白区に店舗を持つ開局薬剤師（薬

局開設者でかつ管理薬剤師）を対象とし、いずれも郵送により回答を回収した。 

 

それぞれのアンケート内容を、別紙１～４に示す。 

 

１）一般生活者向けの調査： 対象者となったのは、健康イベントに参加する意志を持って来場し

た方およ 

び通りすがりに入場した方であり、一定のバイアスがかかっていることにはなるが、「比較的健康

や薬に 

関心がある層の傾向」と捉えることはできると考える。 

 

年代別では、５０代がやや多いが、２０代から７０代までほぼ均等であった。４６％の人が何らか

の処方薬を服用していた。OTC薬を購入したことがある人は、よく購入する、時々購入するを合わせ

て８４％であった。購入先については、約７０％がドラッグストア、３０％が薬局と答えているが

、薬局の中には店舗販売業も含まれていると思われる。かかりつけ薬局で購入と答えた人は８％に



- 3 - 

止まった。本アンケートの重点設問として「問２．軽度の不調や傷などは、ＯＴＣ薬などを適切

に使用して健康を保つことをセルフメディケーションといい、国も推奨しています。上手に健

康管理をするために、薬局や薬剤師に何を期待しますか？」に対する回答では、薬局に対して

：相談しやすい雰囲気67％、信頼できる薬剤師がいる49％、豊富な品揃え24％、価格29％、休

日・夜間対応15％、薬剤師に対して：薬の効果や副作用73％、食品や健康法などの適切なアド

バイス33％、OTC薬選択アドバイス39％、人柄（親切である）14％、簡単な健康チェック12％で

あった。 

OTC薬を購入した際に薬剤師の説明や助言が欲しいと思ったことはあるか？という問に対し

ては、あると答えた人は７０％、必要ないと答えた人は１１％であった。OTC薬を使用する際に

添付文書を読んでいると答えた人は７０％であった。集計結果を別紙５に示す。 

 

考察 

健康により関心のある生活者が集まるイベントでの調査ではあったが、回答者の約半数が何らか

の処方薬を服用中であった。OTC薬もよく購入する、時々購入するを合わせると８４％であり、高齢

者にこの傾向が強く、飲み合わせなどのチェックガ必要である。購入先については、約７０％がド

ラッグストアであり、かかりつけ薬局で購入と答えた人は８％に止まっていた。「セルフメディケ

ーションにより上手に健康管理をするために、薬局や薬剤師に何を期待しますか？」に対する

回答では、薬局に対しては、相談しやすい雰囲気67％、信頼できる薬剤師がいる49％、豊富な

品揃え24％、価格29％、休日・夜間対応15％であり、薬局の雰囲気と薬剤師がキーポイントで

あることが分かった。薬剤師に対しては、薬の効果や副作用73％、食品や健康法などの適切な

アドバイス33％、OTC薬選択アドバイス39％、人柄（親切である）14％、簡単な健康チェック1

2％であり、より専門性を期待していることが明らかであった。OTC薬を購入した際に薬剤師の

説明や助言が欲しいと思ったことはあるか？という問に対しては、あると答えた人は７０％で

あり、その理由では、副作用や相互作用についての説明が欲しい、種類が沢山あるので選択の

ときにアドバイスが欲しい、健康や薬に不安があるので聞きたいなどが多かった。OTC薬の購入

先を考え合わせると、薬剤師の専門性が十分に生活者に届いていないことがうかがわれた。SM

支援を推進する上で喫緊に解決すべき問題だと考えられる。 

 

２）管理薬剤師、開設者、開設者かつ管理薬剤師に対する調査： 「薬剤師がＳＭに関わることにつ

いてどう思うか？」の設問は管理薬剤師及び開設者の全員に、「ＳＭを行っていますか」の設問は薬

剤師に、「ＳＭがすすまない理由はなんですか」の設問は管理薬剤師と薬局開設者に対して行った。

集計結果を別紙６に示す。 

 

（１）回答率と内訳 

アンケートの回答率は、管理薬剤師では５０％で（４９店舗／９９店舗）、開設者では、３６％で（

３６店舗／９９店舗）、開設者かつ管理薬剤師では４５％（１８店舗／４０店舗）であった。 

店舗の形態について、管理薬剤師の回答では、調剤中心の店舗が４６（９４％）、そのうちＯＴＣ薬

の取り扱いがある店舗が２６（57％）であった。ＯＴＣ薬のみの店舗は１店舗で、両方と答えたのは

３店舗だった。また、開設者かつ管理薬剤師では、調剤中心が８店舗、ＯＴＣ薬中心が８店舗、ドラ

ッグストアが2店舗であった。 

 

（２）薬剤師がＳＭに関わることについて 

〔管理薬剤師〕 

調剤中心の管理薬剤師からの回答では、ＯＴＣ薬の取り扱いがあるなしに関わらず約８０％の薬剤師

が「薬剤師の職能である」と答え、もっと積極的に関わった方がいいと答えた薬剤師は約２０％であ
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った。同時に約２０％の薬剤師が「自信がない」と答えていた。 

〔開設者〕 

一方、薬剤師でない開設者の回答では、「薬剤師の職能である」と答えた方が８０％であったが、特

に必要がない、一部の薬剤師でよいと答えた方もいた。 

ＯＴＣ薬の取り扱いがあるなしで、ＳＭに対する意識に違いがあるかどうかを分析してみたが、開設

者を含めた薬剤師全体では、その傾向に違いはなかった。 

 
（３）薬剤師のＳＭへの自覚について 

〔管理薬剤師〕 

管理薬剤師の回答では、ＯＴＣ薬の取り扱いの有無に関係なく、ＳＭを心がけていると答えた薬剤師

は６０％前後であった。 

〔開設者かつ管理薬剤師〕 

回答した18名のうち、ＯＴＣ薬の取扱いのあるのは16名であり、ほとんどがSMをおこなっているか或

いは心がけていると答えていた。 

薬剤師全体でみると、ＯＴＣ薬の取り扱いがある薬剤師のほうが、ＳＭをおこなっている、心がけて

いるという答えが多いという結果になった。 

 

（４）薬剤師のＯＴＣ薬への関心について 

管理薬剤師の回答では、ＯＴＣ薬取扱の有無に関係なく、知識があると答えた方が４３％であった。

一方、知識不足と答えた方も４７％であった。関心がないと答えた薬剤師は８％であり、薬剤師のＯ

ＴＣ薬への関心が高いことがわかった。 

 

（５）研修への意欲について 

管理薬剤師のみに設問したが、約６０％が研修をうけたみたいと答え、思わないと答えたのは４０％

であった。 

 
（６）ＯＴＣ薬の取扱がすすまない理由について 

〔管理薬剤師〕 

管理薬剤師には自由記載方式としたので複数回答もあり、回答は多岐にわたっていた。 

会社に貢献しない（２５％利益が出ない、在庫）、調剤で忙しい（２３％）、スペースがない（１８

％）、価格（１３％）などであった。 

〔開設者〕 

開設者の８１％が在庫と価格と答えていた。スペースも５０％近くあげていた。その他、人員の確保

、薬事行政の煩雑化、卸値などの問題点があげられた。 

全体としては、薬剤師、開設者共に在庫と価格の問題を挙げている。また多くの店舗では、店舗設計

、薬剤師配置が調剤向けになされていることがうかがえた。薬剤師が挙げた理由の中に、近隣の医師

・診療機関への気遣いがあることやOTC薬への不信感などがあったことは、ＳＭへの理解不足ガあるよ

うである。 

 

（７）モデル薬局への関心について 

〔開設者〕 

開設者が薬剤師であるかどうかにかかわらず、約半数の開設者が、モデル薬局を参考にしたいと考え

ていることがわかった。一方、３０％は興味がないと答えていた。 

 
（８）考察 
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薬剤師がＳＭに関わることについて、調剤中心の管理薬剤師も、ＯＴＣ薬を取り扱わない薬剤師も8

割が職能であると認識していることが分かった。もっと積極的に関わるべきという意見も2割程度あっ

た。 

調剤中心の薬局、ＯＴＣ薬の取扱のない管理薬剤師は、2 割が関わるべきと思うが自信がないと答え

ていた。一方、薬剤師でない開設者の約 8 割が「薬剤師の職能である」と答えていたことは､薬剤師の

あり方を考える上で重要であろう。薬剤師は特に関わる必要はない、一部の薬局で関わればよいとい

う意見も 2 割以上あった。薬剤師のＳＭへの自覚に関しては、ＯＴＣ薬の取扱の有無にかかわらず、

ＳＭを心がけていると答えた薬剤師が６割であった。ＳＭがなんだかわからないと答えた薬剤師も 1

割だった。開設者で薬剤師は、ほとんどがＯＴＣ薬の取扱があることから、行っている、心がけてい

るという回答であった。 

９割の薬剤師はＯＴＣ薬への関心もあるが、約半数が知識が不足していると自覚していて、６割の薬

剤師が研修を希望していた。 

ＯＴＣ薬の取扱がすすまない理由は、8割は在庫と価格をあげていて、スペース、販売方法その他人員

の確保、薬事行政の煩雑化や卸値などもあげられた。 

また、モデル薬局を参考にしていきたいと考えている開設者は、半数にのぼった。 

以上の結果からＳＭの推進には、まず、薬剤師がＯＴＣ薬の知識を学ぶ研修を受講し、ＯＴＣ薬の知

識をもち、自信をもってＳＭに関わることであると考える。 

また、在庫や価格をはじめ、スペースや販売方法、人員の配置などを含めたモデル薬局を提案するこ

とで、開設者との共通認識を持つことができ、ＳＭの推進につながっていくと考えられる。在庫管理

と仕入れ値や販売価格に関しては、厳しい現実があるが、今後はモデル薬局の構築にむけて努力して

いきたい。 

 

         

３－２ シンポジウム 

 現在、OTC 薬等を用いたセルフメディケーション支援は、薬剤師の日常業務としておこなわれてい

るとはいいがたい。薬剤師の職能のひとつと位置づけられながら進まない原因として、現在の薬局と

薬剤師の意識やあり方ガ問われていると考える。宮城県薬剤師会との共催により「真のセルフメディ

ケーション支援のための薬局と薬剤師のあり方」をテーマにシンポジウムを開催した（プログラムを

別紙７に示す）。 

内容と当日の概要を記す（概要は、宮城県薬剤師会広報誌「県薬ニュース」に掲載された）。 

 

２２年１２月５日（日）、県薬会館セミナーホールにおいて標記シンポジウムが開催された。本シン

ポジウムは、NPO 法人ふぁるま・ねっと・みやぎが「公益財団法人一般用医薬品セルフメディケーシ

ョン振興財団」の助成を受けておこなう「真のセルフメディケーション支援薬剤師の養成と新しい薬

局モデル構築のための研究」の一環として実施されたものであるが、テーマの重要性と対象が薬剤師

であることから、共催：（社）宮城県薬剤師会（生涯学習委員会）、後援：（社）仙台市薬剤師会と

なった。シンポジウムは、生出県薬会長の開会挨拶で始まり、最初にメイン講演者として東和薬局（花

巻市）の武政文彦氏が発表した。 

「 新たなセルフメディケーション支援のかたち～自己検査値を活用したトリアージ業務の可能性～」

と題した話しの中で、まず冒頭に「薬剤師の置かれた立場は、明治維新で失職した幕末の武士達と同

じではないか」と危機感を述べ、それに立ち向かうこれからの薬剤師のあり方を提案した。武政氏は、

日薬一般用医薬品委員会委員の他、国の薬事行政にも関わっておられる立場からスイッチ OTC 薬推進

の見通しなどに触れたのち、薬剤師のＳＭ支援には「生活習慣病」に重点を置き、未治療者や予備軍

を健康食品やにせ薬から引き戻すための方策が必要と説き、ひとつの提案として、簡易自己血糖測定
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器などによるスクリーニングなど、自己検査値を活用した薬剤師の支援のあり方を示した。 

続いて、「あたらしい薬局のかたち」と題して、一桝新生薬局（宮城県薬剤師会副会長）佐々木孝

雄氏が発表。医薬分業の進展にともなって、薬局のＳＭ支援機能は弱まってきている。一方では、も

はや調剤業務だけでは「かかりつけ薬局」の存在意義を訴求することができなくなっている現状があ

り、薬事法改正に伴う薬業界の変化に対応できる新たな戦略が必要であると危機感を表明した。多く

の生活者が利用しているドラッグストアに関する調査データを示した上で、これからの薬局に求めら

れる２つの側面を、「医療提供施設としての薬局」と「小売業としての薬局」と捉え、そのためには

「店舗形態の見直し」が必要であると提起した。専門性の強化、利便性の強化、店内の雰囲気、多様

なサービス、ニーズにあった営業時間をキーワードとしたモデル薬局を、自らの実践例として示した。 

最後は NPO 法人ふぁるま・ねっと・みやぎ理事長戸田紘子氏が、「気がつけばセルフメディケーシ

ョン支援３０年 ～これからの薬剤師の支援のあり方～」と題して発表。まず、ＳＭの定義とその推

進のために重要とされる「OTC 薬」と「薬剤師」の現状と新しい OTC 薬販売制度の中での役割につい

て述べ、ついで、調剤偏重と言われる時世にあって一貫して OTC 薬販売の現場に立ち続けた経験から、

実際のセルフメディケーション支援の姿を知ってもらい、真の（新しい）ＳＭを担う若い薬剤師の方

々へのアドバイスとエールを送った。 

シンポジウム終了後、「真のセルフメディケーション支援のために」と題した総合討論がおこなわれ

た。コメンテーターとして加わった生出会長から、国や日薬の方針や問題点などのコメントがあり、改

めて問題点の確認や今後に向けた取り組みに対する意見が交換され、３時間におよぶシンポジウムを終

了した。参加者からはこのようなシンポジウムははじめてで、大いに刺激されたという声も聞かれたが、

参加者数は４０名弱に止まった。 

  

３－３ 薬剤師および登録販売者を対象とした実践的 OTC 薬学の研修  

 ３－２－２）のアンケート結果にも表れているように、ＳＭは薬剤師の職能と考えるが、OTC 薬の知

識・経験がないので研修を受けたいという要望もあることから、実践的 OTC 薬学セミナーを企画した。

プログラムを別紙８に示す。 

 ・セミナー開催： ６回シリーズとし、２２年度は、２３年１月、２月、３月、 

２３年度は、２３年５月、６月、７月 を予定したが、 

        震災のために、２２年度分が完了できなかった。残る４回を５月､６月、７月、８月に繰り延べる 

ことになった。  

・テキスト作成：当初薬剤師向けに作成していたが、受講者の１／３ガ登録販売者であったため、  

                       編集し直して３月に製本化する予定であった。しかし、震災の影響で諸作業が遅れ、 

１２月初めの完成となった。 

 
３－４ アンケート調査を踏まえた新しい薬局モデルの研究と提案  

アンケート調査の解析と考察をおこない、シンポジウムでの討論をふまえて、真のＳＭ支援に 

必要な理念とその実践プランをまとめ、薬局モデル提案をしてみたい。

 

１）真のセルフメディケーション支援とは 

本来ＳＭは健康な人が健康管理を行うための理念といえるが、現代においては、検査

値異常等を指摘されたが、治療にまでは至らない半健康人（未病という人もいる）が急

増しているといわれている。また、病気になっても薬物治療などを受けながら健康を保
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って、普通に生活している人も多い。したがって、薬剤師や登録販売者が行う支援の基

本は次のように考えられる。 

    

①  対象者は、健康な人、半健康（未病）といわれる人、治療薬でコントロールしなが

ら普通の生活をしている人など、すべての人である 

②  確実な薬学的・医学的知識にもとづいた適切な情報提供をおこなう    

③  医薬品についての情報提供のみならず、生活に関わる総合的知識とＱＯＬ（生活の

質）を支える奉仕の精神が基本となる 

   

真のＳＭ支援には、処方薬、ＯＴＣ薬、健康食品のほか、生活全般にわたる総合的薬

剤師力が必要である。図に表すと以下のようになる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）OTC 薬利用の現状 

薬剤師に対するアンケートでは、回答数の９０％以上が保険薬局であった。約８０％

の薬剤師が、「セルフメディケーションに関わることは、薬剤師の職能の一つである」

と認識していたが、OTC 薬を扱っている薬局は約半数であった。 

一方、一般生活者へのアンケートでは、OTC 薬をよく購入する、時々購入するを合わせ

ると８４％であったが、その購入先の約７０％がドラッグストアであった。約７０％の人が、

OTC 薬を購入した際に薬剤師の説明や助言が欲しいと思ったことがあると答えていた。この結

果は、SM への意識が高い薬剤師が常在する保険薬局には OTC 薬の十分な品揃えがなく、一般生

活者は、薬剤師の専門性を求めつつも、薬剤師のいないことが多いドラッグストア等で購入し

ていることを示している。 

 

３）生活者が望む薬局の姿は？ 
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 同アンケートでは、SM により上手に健康管理をするために、薬局や薬剤師に期待すること

として、相談しやすい雰囲気67％、信頼できる薬剤師がいる49％、豊富な品揃え24％、価格29

％などであり、薬局の雰囲気と薬剤師がキーポイントであることが分かった。しかし現実には

価格が安くて品揃えの豊富なドラッグストアに流れており、この辺りをどのように解決してい

くかが問われている。 

 

４）新しい薬局のかたち 

前出のシンポジウムにおいて、一桝新生薬局（宮城県薬剤師会副会長）佐々木孝雄氏が、

薬局のＳＭ支援機能は弱まってきていることを指摘した上で、これからの薬局に求められる２

つの側面を、「医療提供施設としての薬局」と「小売業としての薬局」と捉え、そのためには

「店舗形態の見直し」が必要であると提起した。 

 本研究・調査の成果として、具体的なモデル薬局のレイアウト図等を示すことはでき

なかったが、今回の一般生活者へのアンケート結果から読み取れる「望ましい薬局の姿」

には、「店舗の形態」と「薬局の機能」についてのヒントが秘められており、「新しい

薬局のかたち」を描く一助になると考える。 

 市中においても、さまざまな試みがなされており、理想の店舗形態に近いところも散

見されるが、薬局の機能の面では、SM 支援の体制が具現化されているようには見えない。 

 

５）こんな薬局あったらいいかな？（アンケート結果に応えて） 

① �  信頼できる薬剤師がいる：薬の効果や副作用、食品や健康法、 OTC 薬選択など

専門的なアドバイスをしてくれる 

② �  相談しやすい雰囲気である：何気なく寄りたくなる。ゆったりと安心感がある。

良い情報が得られる  

③ �  豊富な品揃えがあり、価格も納得できる  

④  休日・夜間も対応してくれる  

 

薬剤師は、セルフメディケーション（上手な健康管理）を応援したいと思っているこ

とを、一般生活者に伝える努力も必要であろう。  

 

 

 

別紙（別紙５を除く）につきましては平成22年度 一般用医薬品セルフメディケーシ

ョン 調査研究・啓発事業等 報告書（NO.5）をご参照ください。 








