
薬剤師体験型ボードゲームの開発及びセルフメディケーションの
早期教育への活用

　
東北大学大学院  薬学研究科　助教

　

小野寺　亮
おのでら　　りょう



197

薬剤師体験型ボードゲームの開発及びセルフメディケーションの
早期教育への活用

東北大学大学院薬学研究科　社会薬学マネジメント寄附講座
助教　小野寺　亮

【要旨】

１、啓発事業等実施目的

国は、急速に進む高齢化や医療費の増大といった社会問題に対処すべく、地域全体で高齢者
を支える“地域包括ケアシステム”の構築や、軽度の体調不良は自分自身で対処する“セルフメディ
ケーション ” の推進に力を入れている。特にセルフメディケーションを推進していく上では、住民
各々がセルフメディケーションが何なのかを理解することが必要である。さらに、薬剤師自身も
住民の健康生活を身近な場所でサポートしているという意識を持つことも必要であるため、薬学
部に興味がある高校生や、薬学部に所属する大学１‐２年生に、薬局薬剤師の仕事及びセルフ
メディケーションにおける薬局薬剤師の役割・重要性を、早期の段階から教育していくことが必
要であると考えている。そこで、 面白さ・楽しさを持つ、“ ボードゲーム”という要素を織り交ぜた
新しい教材を開発することとした。ゲーム要素を取り入れた教材を活用して薬局薬剤師の活動に
ついて啓発することで、より効率的にその役割・重要性を理解させることができ、さらに興味を
持つようになることも期待される。

２、啓発事業等実施方法および内容

２‐１　薬剤師体験型ボードゲームの開発
ボードゲームの開発にあたり、地域住民のセルフメディケーション支援に最も関わりのある薬

局薬剤師にフォーカスを当てた。今回は、薬局薬剤師の仕事全般について簡単に学ぶことの
できる、“ 薬局薬剤師すごろく”と、ＯＴＣ薬販売における薬局薬剤師の役割を疑似体験しな
がら学ぶことができる“ ＯＴＣ薬販売ロールプレイングボードゲーム” の２種類を開発すること
とした。ゲームのコンセプトやルールについては、実施者と実施者の所属する研究室の教員３
名で検討を行った。本ゲームで使用したイラストは実施者が独自に考案・作製したものを用いた。
作製した試作品を薬学部に所属する学生数名にテストプレイとして体験していただき、改善に
向けたフィードバックを得て、完成度を高めた（図１）。
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２‐２　ボードゲーム体験会及びアンケート調査の実施
２‐１で開発したボードゲーム２種類について、参加者を募集し、体験会を開催した（資料１）。

また、体験会前後には、参加者を対象に、ボードゲームの内容や薬局薬剤師に対する意識に
ついてのアンケート調査をその場で実施した。

３、啓発事業等成果

３‐１　開発した薬剤師体験型ボードゲーム（２種類）の概要
今回開発した２種類のボードゲーム（①、②）の概要を以下に示す。

①薬局薬剤師すごろく「ふぁるま ふぁんたじあ」
薬局薬剤師の業務を疑似体験・学習できるすごろくである（図２）。プレイヤーは薬局薬剤師

として、主に処方箋に基づく調剤業務を行うが、他にもＯＴＣ薬や健康食品の販売等、健康
サポート業務も簡単に体験できるシステムとした。また、クイズに答えるマスを数ヶ所に用意し、
薬局薬剤師にまつわる事柄について学習できるようにした。本すごろくは宮城県が舞台となっ
ており、ゲームの進行に応じて宮城県内の特産品を獲得でき、地域の魅力を発信する要素も
含んでいる。

②ＯＴＣ薬販売ロールプレイイングゲーム「ふぁるま ふぁんたじあ‐セルフメディケーション外伝！！‐」
ＯＴＣ薬販売における薬局薬剤師の対応を疑似体験できるロールプレイイングゲームである

（図３）。プレイヤーは新米薬局薬剤師として、体調不良を訴えて薬局にやってきたお客さんに
インタビューを行い、最適なＯＴＣ薬を選択し、さらに生活上のアドバイスも提供する。薬局
を訪れるお客さんの中には、外国人や宇宙人などが含まれており、柔軟な対応が試されるとい
うゲーム要素も取り入れた。

３‐２　ボードゲーム体験会の開催概要
今回開発した２種類のボードゲームの体験会を開催した（図４）。開催にあたり、新型コロ

ナウイルス感染防止対策として、関係者は全員不織布マスクを着用し、適宜手指の消毒・換気
を実施した。

〈開催概要〉
開催日時：２０２２年３月９日（水）　１３時３０～１６時００
開催会場：宮城県仙台市泉区八乙女３‐３‐１　株式会社医療経営研究所内会議室
参 加 者：薬局実務実習中の４年次学生４名（男子学生２名、女子学生２名）
開催内容：ボードゲームの体験及びアンケート調査の実施
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３‐３　アンケート調査結果
本体験会の参加者４名を対象に、薬局薬剤師に対する意識、ボードゲームに対する感想・

改善点等についてその場でアンケート調査を実施した（図５）。

４、考察

今回、薬局薬剤師の業務や、セルフメディケーションにおける薬局薬剤師の重要性を啓発する
目的として、これらを楽しく学ぶことができる、薬剤師体験型ボードゲーム教材を開発し、体験
会を開催した。事前アンケート結果から、参加者は薬局薬剤師やＯＴＣ薬販売にすでにある程
度の興味があることが示されていたが、ゲームを体験したことで薬局薬剤師やＯＴＣ薬販売サ
ポートにさらに興味を示す傾向が見られた。また、本ボードゲームを通して薬局薬剤師の役割に
対する印象の変化も見られ、例えば、「薬剤師の役割が多岐にわたる」こと、「ＯＴＣ薬の選択
に薬剤師が関わる事で安心して最適な薬を選ぶことができるようになる」、などが挙げられ、セ
ルフメディケーションにおける薬局薬剤師の役割について理解が促進されていた。

本ボードゲーム中では、用意されたアクションに応じて盛り上がる場面がいくつか見られた。コ
ミュニケーションが促進されることはボードゲームの基本的特徴ではあるが、特に低学年次に本
ボードゲームを活用することで、薬局薬剤師の役割を啓発できることに加え、友達作り等、交流
を深めるツールにもなることが期待される。

５、まとめ
これからの薬局は、処方箋が無くても気軽に立ち寄れる場所になっていくことが将来ビジョン

として掲げられている。薬剤師体験型ボードゲームという、これまでに無かった教材を活用する
ことで、薬局薬剤師の業務・セルフメディケーションにおける役割を、“ 楽しく・面白く” 理解する
ことができる。さらに、本ゲームを学校の授業等で活用することで、薬剤師を志す若者の増加に
つながることも期待される。

最後に、薬剤師体験型ボードゲームの開発にあたり、大変貴重なご助言を賜りました、　前 宮
城県薬剤師会会長・前 日本薬剤師会副会長 生出 泉太郎 先生に心から御礼申し上げます。また、
貴重なフィードバックをしていただきました学生の皆様に、心から御礼申し上げます。

【薬剤師体験型ボードゲームに関するお問合せ先】
東北大学大学院薬学研究科 社会薬学マネジメント寄附講座　小野寺　亮
Ｅ‐ｍａｉｌ： ryo.onodera.d3@tohoku.ac.jp
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６、資料、表、図及び写真など

資料１　ボードゲーム体験会開催案内
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図１　薬剤師体験型ボードゲーム開発（テストプレイ）の様子

図２　薬局薬剤師すごろく「ふぁるま ふぁんたじあ」
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図３　ＯＴＣ薬販売ロールプレイイングゲーム
　　　「ふぁるま ふぁんたじあ‐セルフメディケーション外伝！！‐」
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図４　ボードゲーム体験会本番当日の様子

図５　アンケート結果
　体験会「前」アンケート結果（回答者数：４名）

 

 

図４ ボードゲーム体験会本番当日の様子 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図５ アンケート結果 
体験会「前」アンケート結果（回答者数：４名） 

 
 
 
 
 
 
 

質問 興興味味ががああるる やややや興興味味ががああるる 興興味味はは無無いい どどちちららととももいいええなないい

薬局薬剤師の仕事に興味はありますか？ 3 1 0 0

質問 興興味味ががああるる やややや興興味味ががああるる 興興味味はは無無いい どどちちららととももいいええなないい

ＯＴＣ薬販売における薬局薬剤師の役割
への興味はありますか？

4 0 0 0

質問 理理解解ししてていいるる やややや理理解解ししてていいるる いいいいええ どどちちららととももいいええなないい

身体の軽度な不調に対して、ＯＴＣ薬等を
使って自分で手当を行うことを「セルフメ
ディケーション」といいます。「セルフメディ
ケーション」における薬局薬剤師の役割を
理解していますか？

0 4 0 0
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体験会「後」アンケート結果（回答者数：４名）

①薬局薬剤師すごろく「ふぁるま ふぁんたじあ」について

②ＯＴＣ薬販売ロールプレイイングゲーム
　「ふぁるま ふぁんたじあ‐セルフメディケーション外伝！！‐」について
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①薬局薬剤師すごろく「ふぁるま ふぁんたじあ」について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②ＯＴＣ薬販売ロールプレイイングゲーム「ふぁるま ふぁんたじあ 
‐セルフメディケーション外伝！！‐」について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

質問 ははいい いいいいええ どどちちららととももいいええなないい

本すごろくを通して薬局薬剤師の仕事に
対する印象の変化はありましたか？

2 1 1

質問 ははいい ややややそそうう思思っったた そそううはは思思わわななかかっったた どどちちららととももいいええなないい

本すごろくを通して薬局薬剤師に
なりたいと思いましたか？

0 3 1 0

質問 ははいい いいいいええ どどちちららととももいいええなないい

本ロールプレイゲームを通してＯＴＣ薬
販売における薬局薬剤師の役割に対する

印象の変化はありましたか？
4 0 0

質問 ははいい ややややそそうう思思っったた そそううはは思思わわななかかっったた どどちちららととももいいええなないい

本ロールプレイゲームを通してＯＴＣ薬
販売における薬局薬剤師の仕事への

興味がわきましたか？
3 1 0 0

質問 理理解解ででききたた やややや理理解解ででききたた いいいいええ どどちちららととももいいええなないい

身体の軽度な不調に対して、ＯＴＣ薬等を
使って自分で手当を行うことを「セルフメ
ディケーション」といいます。本ロールプレ
イゲームを通して「セルフメディケーション」
における薬局薬剤師の役割を理解するこ

とができましたか？

3 1 0 0

かかりつけ薬剤師としての役割
や、在宅医療についても関わっ
ていることが分かり、理解が深
まりました。薬剤師の役割が多
岐にわたることが分かりました。

・調剤のすごろくに、調剤だけで
なく、卸や調剤過誤のマスがあ
り、医薬品の在庫管理の大切さ
や調剤過誤の重大さ（‐５０点と
失点が大きい）が少し実感でき
た。・調剤だけでなく在宅医療
やＯＴＣ、健康食品の販売も

薬剤師の大切な業務であること
が「青い星カード」の獲得から

実感できた。

印象の変化について

患者さんの症状やアレルギー
などをよく聞き、患者さんの状
態に最適な薬剤を選択する必

要があると分かりました。

患者の希望に添うように薬を
選択することの重要性について

理解できた。

聞き取り方や、得られる情報の
重要性を感じた。

同じ症状でも他に現れている
症状や患者のアレルギー・
副作用歴により選ぶＯＴＣが
変わる。薬剤師がＯＴＣに介入
することで副作用・アレルギー
歴のある患者が安心してＯＴＣ
を選べるように手助けできるの

だと改めて思いました。

印象の変化について
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