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【要旨】
改正薬機法において、薬剤師が、薬剤の服薬期間を通じて必要な服薬状況の把握や薬学的
知見に基づく指導を行う義務が明確化されたことにより、調剤した薬剤の使用期間中のフォロー
アップに関する運用手順が検討され実施されており、患者への連絡方法、確認事項、記録等に
関する手順が確立されてきている。しかしながら、一般用医薬品に関する販売後のフォローアッ
プについては省令の規定はなく、体系的な運用手順は確立されていない。
今回、多くの薬局がかかりつけ薬局として機能しており、一般用医薬品等の販売に関する技能
の研鑽を継続的に行ってきた上田地域において、一般用医薬品の販売後のフォローアップの運用
手順を確立し、さらに得られた情報を医療機関に提供する手順を確立することを目的とし、研究
を行った。
上田薬剤師会会員参加 24 薬局において、顧客に本事業の主旨を説明した 55 件中 39 件
（70.9%）
から一般用医薬品購入後にフォローアップすることに同意を頂くことができた。
フォローアップ後の症状の経過においては、1 回目のフォローアップ時の症状改善の割合が約
66% だったのに対し、2 回目のフォローアップ時には約 94% に症状の改善が認められ、販売後
のフォローアップが、一般用医薬品の使用による症状の改善に大きく寄与する可能性があること
が示唆された。さらに、症状の改善以外にも、使用方法の適正化、適切な受診勧奨、副作用
の回避などにつながった事例も見受けられた。
これらのことから、販売後のフォローアップが、症状の改善をはじめとした一般用医薬品の適
正使用に大きく寄与する可能性があることが示された。
今後は、フォローアップの手順の確立及び内容の詳細な把握を行うことで、症状の改善だけで
はなく、アドヒアランス・服薬（又は使用）状況の確認、副作用・有害事象の発現の確認、服薬（ま
たは使用）に関する不安の解消、受診勧奨等など様々な有効性を明確化していくことを考える。
今回の取り組みは、販売後のフォローアップの重要性を明らかにするものであり、フォローアッ
プが、一般用医薬品の適正使用の向上および適切な受診勧奨につながり、地域住民の健康増
進に寄与することを示唆している。
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１、調査研究目的
団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地
域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・
生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築がすすめられている。薬局は、消
費者に対する処方せん調剤や一時的な医薬品の販売など限定的な関わりだけでなく、地域のか
かりつけ薬剤師、薬局による継続的な関与による健康管理や生活支援が求められている。
薬剤師がセルフメディケーションに関わり、質の高いサービスを提供するためには、薬剤師への
継続的な教育とともに、薬局、ドラッグストアの現場で、正しいサービスを提供しているかをモニタ
リングする必要がある。上田薬剤師会（以下「当会」という。
）では、これまでオーストラリア薬剤
師会との共同事業で、覆面調査のための研修も実施してきた。
「WHAT-STOP-GO」の項目を用い
た覆面調査により薬剤師技能を評価することで、薬剤師自身の足りなかった点を明確にすることが
可能であり、技能向上を図る上では非常に有効な手段であることがわかった。一方で、販売・相談
後の症状の経過、受診の状況等のその後の経過については、十分に把握できないケースもあった。
2019 年に成立した改正薬機法において、薬剤師が、薬剤の服薬期間を通じて必要な服薬状況の
把握や薬学的知見に基づく指導を行う義務が明確化されたことにより、調剤した薬剤の使用期間中
のフォローアップに関する運用手順が検討され実施されている。しかしながら、一般用医薬品に関
する販売後のフォローアップについては省令の規定はなく、体系的な運用手順は確立されていない。
当会が管轄する上小地域は、面分業の先進地として知られており、住民のかかりつけ薬剤師・
薬局に対する意識は他地域に比べて高い。さらに、当会は、調剤偏重型薬局ではなく、一般用
医薬品を取り揃えファーストアクセスとしての薬局を標榜してきた。そこで今回、多くの薬局がか
かりつけ薬局として機能している上田地域において、一般用医薬品の販売後のフォローアップの
運用手順を確立し、さらに得られた情報を医療機関に提供する手順を確立することを目的とし、
以下のような研究を行った。
顧客への趣旨説明と承諾の方法、顧客への連絡方法等の運用方法及び、顧客に関する情報
や情報提供の内容、モニタリングすべき事項等を記録するための販売記録の様式について検討
した上で、協力薬局において試行し事例を収集した。収集した事例を解析、問題点を抽出し、
改善策について考察した。
今後、確立した運用手順を会員薬局に提示し、一般用医薬品の服薬期間中のフォローアップ
に関する取り組みを会員薬局全体で実施できるようにする。さらに、得られた事例を収集し、フィー
ドバックすることにより、一般用医薬品に関する服薬期間中のフォローアップ運用手順を構築して
いく。また、昨年度行った「情報共有システムを利用した薬局の連携体制向上による一般用医薬
品適正使用推進に関する研究」において会員薬局への導入を進めた Dr.JOY の活用や、Line を
使用したシステムの活用などにより、患者とのコミュニケーション手段の質の向上を目指す。
これらの取り組みは、一般用医薬品の適正使用の向上および適切な受診勧奨につながるもので
あり、セルフメディケーション対応能力とともに、地域住民の健康増進に寄与するものと考えられる。
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2、調査研究方法
（1）事前調査（会員薬局アンケート調査）
1. アンケート用紙作成
現在の対応状況を把握するために、事前に当会会員薬局実態調査を実施した。
2. 調査方法
当会会員薬局 86 薬局に対して、アンケート調査を行った。回答は、FAX にて回収した。
3. 集計結果
回答数は 56 薬局、回答率は 65.1% だった。
（2）販売後フォローアップに関する調査
1. 事業内容案内文書、同意書、OTC 医薬品相談記録書の作成
事業開始に先立ち、当会の取り組みを地域住民に広く周知することを目的として、図 1
に示すポスター及びバッチを作成した。さらに薬局マップを刷新し、当会ホームページに
掲載した。
また、顧客への趣旨説明のための「事業内容案内文書」、顧客の承諾を得るための「薬
局における OTC 医薬品販売相談後のフォローアップ実証事業に関する同意書」、顧客
に関する情報や情報提供の方法及び内容、モニタリングすべき事項等を記録するための
「OTC 医薬品相談記録書」を作成した。
2. 調査期間
令和 3 年 12 月 27 日から令和 4 年 3 月 15 日
3. 調査対象者
予め募集した当会会員の協力薬局 20 薬局の店頭に、OTC 医薬品を購入または健康
相談に訪れた顧客の中で、その後の経過を電話等により薬剤師がフォローアップすること
に同意してもらえる患者またはその家族
4. 調査方法
●顧客来局
表 1. に示す「WHAT-STOP-GO」の項目について、顧客から聞き取りを行い、聞き出
した症状等から、その原因を分析・評価した上で、経過観察か、OTC 医薬品の販売で
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の対応か、受診勧奨かを判断。
●顧客からの同意取得
薬局を利用する顧客に対し、本人または家族に事業説明を行い、その後の経過を電話
等により薬剤師がフォローアップすることの同意を取得。フォローアップに関する日時、連
絡手段について顧客と相談し決定。
●記録
顧客に関する情報や情報提供の方法及び内容、モニタリングすべき事項等を OTC 医
薬品相談記録書に記録。
●フォローアップ
予め決定した日時、手段により、薬剤の使用状況、症状の変化、副作用の有無等につ
いて聞き取り。聞き出した症状等から、その原因を分析・評価した上で、経過観察か、
OTC 医薬品の販売での対応か、受診勧奨かを判断。必要に応じて、さらなるフォローアッ
プを行い、OTC 医薬品相談記録書に記録。
●集計
調査期間終了後、OTC 医薬品相談記録書を当会に送ってもらい、集計。回答数は 20
薬局、症例数は 39 例だった。

３、調査研究成果
（1）事前調査（会員薬局アンケート調査）
1. 薬局属性
調剤主体：53 薬局、ドラッグストア：3 薬局
表 2 に示すように、処方箋集中率は約 70％の薬局が 30% 未満であり、全国平均 75% 程度
に比べ著しく低く、
当会会員薬局の多くは門前ではない “ かかりつけ薬局 ” であることがわかる。
2. 品揃え
アンケート調査において明らかとなった各薬局の品揃えの平均値は表 2 のとおりであった。
要指導医薬品を含む一般用医薬品、健康食品、衛生材料、介護用品等について、利用者
自らが適切に選択できるような供給機能を有していることが示された。
（2）販売後フォローアップに関する調査
1. 参加薬局及び同意取得数
当会会員薬局 85 薬局のうち、24 薬局（28.1％）にご協力いただいた。参加 24 薬局
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において顧客に本事業の趣旨を説明した件数は 55 件であった。
全 55 件中、OTC 医薬品購入後にフォローアップすることに同意頂いた件数は 39 件、
70.9％であった。
2. 顧客背景
［年齢構成］
同意いただいた 39 例の顧客の年齢構成を図 2 に示した。50 才以上が約 70％を占めて
いた。
［性別］
年齢構成は、男性 51.1％、女性 48.9％であった。
［対応者］
フォローアップ実施に携わったのは、39 例すべての事例において薬剤師であった。
［かかりつけ医の有無］
66.7％の顧客がかかりつけの医療機関を持っていた。
3. 対象疾患
相談内容における主な疾患について、図 3 に示した。熱発、喉の違和感、鼻炎などの
感冒症状、頭痛、歯痛、股関節痛などの疼痛に関する相談、胃痛・胃もたれ、便秘、下
痢などの胃腸症状に関する相談についてのフォローアップが多く見受けられた。
4. 販売した医薬品の種類
フォローアップに際し販売した医薬品のリスク分類毎及び種類の品目数を各々図 4 及び
図 5 に、販売した医薬品の一覧を表 4 に示した。
販売した医薬品は、胃腸薬が最も多く、その他、解熱鎮痛剤、整腸・止瀉・瀉下薬な
どであり、湿疹・皮膚炎用薬や点眼薬などの外用剤も多く、多岐に渡っていた。
5. フォローアップの回数
フォローアップの同意を取得した 39 例中、フォローアップに至ったのは 35 例（89.7％）
であった。4 例は電話にでなかったなどの理由で、フォローアップ不能であった。
フォローアップ回数について図 6 に示した。1 回のみで終了となったのは 25 例（64％）
、
2 回が 9 例（23％）、3 回のフォローアップ実施に至った事例も見受けられた。
6. 症状の経過とフォローアップ後の対応
図 7 に示すように、フォローアップに至った 35 例のうち、1 回目のフォローアップ時に改
善が認められた事例は 23 例（65.7％）、症状に変化がなかったまたはほとんど変化がな
かった事例は 12 例（34.3％）であった。症状が悪化した事例や副作用の発現は認めら
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れなかった。対象疾患の内容またはフォローアップまでの期間等に起因する要因もある
と考えられるが、約 65% に改善が認められたことは、初回来店時の販売方法が適切な
事例が多かったことを示唆している。
さらに、図 8 に示すように、症状に変化が認められなかった 12 例におけるフォローアッ
プ時の対応としては、9 例が OTC 医薬品継続、2 例が再来局による相談、受診勧奨が
1 例であった。OTC 医薬品継続または再来局による相談にて対応した 11 例のうち、10
例は 2 回目あるいは 3 回目のフォローアップ時に症状の改善が認められた。
最終的に、フォローアップ後も含めた症状変化の結果は、症状に改善が認められなかっ
た 2 例を除き、図 9 に示すように、94.2％に症状の改善が認められた。これらの結果は、
フォローアップ時の聞き取り、アドバイスなどの対応が適切だったことを示唆しており、フォ
ローアップにより、OTC 医薬品の適正使用につながることを示している。
7. 販売からフォローアップまでの期間
図 10 に示すように、販売から 1 回目のフォローアップまでの日数は、販売当日から 26
日後まで広範囲であり、2 日後または 7 日後にフォローする事例が多く見受けられ、平均
日数は 6.9 日であった。日数と販売した医薬品の種類、対象疾患、症状の程度等に相関
は認められなかった。
8. フォローアップの内容
すべての事例で症状改善の有無をフォローアップしていたが、併行して、使用方法の確
認も含めたアドヒアランス、副作用などの確認も行われていた。
9. 主な事例
【空腹時の胃の痛み】エキセドリンを常用しており、空腹時でも服用してしまう。スクラー
ト胃腸薬を販売。空腹時の痛みはなくなり、再発するようであれば医療機関を受診するよ
う勧めた。
【頭痛】頭痛があり風邪薬パブロンを常用。改善しないため心配になり脳外科を受診した
際、医師より頭痛時に風邪薬は服用しないようにと注意があった。イブ A 錠を販売。イブ
A 錠服用で頭痛は改善したとのことだったが、風邪薬を使用する可能性を考え受診勧奨。
【下痢】普段は便秘気味であるが、前日、生ものを食べ当日の朝から下痢と胃部不快感
あり。整腸剤新コンチーム錠を販売。2 日後下痢と胃部不快感は改善。便秘解消の為
しばらく続けるよう説明。
【皮膚疾患】
手指の先の荒れ、
一部皮が剥けてしまっていて痛みがある。
ヒルマイルドクリー
ムをこまめに塗るよう説明し販売。7 日後の 1 回目のフォローアップにおいてほとんど改善
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が認められなかったため、就寝前にヒビケア軟膏を塗布し綿手袋をはめるよう説明。2 週
間後に改善した。

４、考察
改正薬機法において、薬剤師が、薬剤の服薬期間を通じて必要な服薬状況の把握や薬学的
知見に基づく指導を行う義務が明確化されたことにより、調剤した薬剤の使用期間中のフォロー
アップに関する運用手順が検討され実施されており、患者への連絡方法、確認事項、記録等に
関する手順が確立されてきている。
当会では、これまでオーストラリア薬剤師会との共同事業で、覆面調査のための研修も実施し
てきた。また、
「WHAT-STOP-GO」の項目を用いた覆面調査により薬剤師技能を評価すること
で、薬剤師自身の足りなかった点を明確にし、OTC 医薬品販売・健康相談に関する薬剤師の能
力は向上した。一方で、販売・相談後の症状の経過、受診の状況等のその後の経過については、
十分に把握できないケースもあり、責任をもって顧客の健康増進に寄与するためには、販売・相
談後のフォローアップが必要であると考えられた。
そこで今回、多くの薬局がかかりつけ薬局として機能しており、一般用医薬品等の品揃えが豊
富な上田地域において、一般用医薬品の販売後のフォローアップの運用手順を確立し、さらに得
られた情報を医療機関に提供する手順を確立することを目的とし、研究を行った。
今回初めての試みであるにもかかわらず、本事業の主旨を説明した 55 件中、39 件（約 70%）
の同意を得ることができた。このことは、当会が管轄する地域住民の多くが、かかりつけとして
薬局を利用しているという背景に加え、一般用医薬品についてもフォローアップのニーズが高いこ
とを反映していると考えられる。
フォローアップ後の症状の経過においては、1 回目のフォローアップ時の症状改善の割合が約
66%だったのに対し、
2 回目のフォローアップ時には約 94%に症状の改善が認められた。
つまり、
フォ
ローアップの回数を重ねるにつれ、症状改善の割合が高くなることが示され、販売後のフォローアッ
プが、一般用医薬品の使用による症状の改善に大きく寄与する可能性があることが示唆された。
さらに、症状の改善のみならず、使用方法の適正化、適切な受診勧奨、副作用の回避などに
つながった事例も見受けられた。
これらの結果は、フォローアップが一般用医薬品の適正使用に効果的であることを反映したも
のであると考えられた。
一方で、販売からフォローアップまでの期間は様々であり、フォローアップまでの日数と、販売し
た医薬品の種類、対象疾患または症状の程度などに相関関係は認められず、フォローアップの手
順の確立には至らなかった。今回の研究は初めての試みであり、対象疾患や医薬品の種類等を
限定することなく行ったことから、焦点を絞ることが出来なかったことが一因であると考えられた。
また、販売後のフォローアップの内容については、収集した相談記録書の記載から得られる情
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報からは、症状の経過に関する内容に偏向していた。フォローアップすべき内容としては、症状
の経過に加え、アドヒアランス・服薬（又は使用）状況の確認、副作用・有害事象の発現の確認、
服薬（または使用）に関する不安の解消等が考えられることから、今後は、これらの項目の確
認に関する結果を収集できるような方法で検討する必要があると考えられる。

５、まとめ
今回、住民のかかりつけ薬剤師・薬局に対する意識が他地域に比べて高く、これまで継続的
に一般用医薬品販売の技能を研磨してきた当会管轄地域において、初めて一般用医薬品販売後
のフォローアップに関する研究を試みた。
本研究結果は、販売後のフォローアップが、症状の改善をはじめとした一般用医薬品の適正
使用に大きく寄与する可能性があることを示している。
今回の研究では、フォローアップまでの期間や、フォローアップの手段を体系づけることはでき
なかった。今後は、対象疾患あるいは医薬品の種類を限定してフォローアップを行うことで、問
題点を抽出し、手順の確立につなげていきたいと考える。また、フォローアップの内容についても、
症状の改善だけではなく、アドヒアランス・服薬（又は使用）状況の確認、副作用・有害事象の
発現の確認、服薬（または使用）に関する不安の解消、受診勧奨等の必要な視点が明確となる
ような記録様式を作成し、研究を行う。
フォローアップの手段については、昨年度行った「情報共有システムを利用した薬局の連携体
制向上による一般用医薬品適正使用推進に関する研究」において会員薬局への導入を進めた
Dr.JOY の活用や、Line を使用したシステムの活用などにより、患者とのコミュニケーション手段
の質の向上を目指したいと考える。
今回の取り組みは、販売後のフォローアップの重要性を明らかにするものであり、フォローアッ
プが、一般用医薬品の適正使用の向上および適切な受診勧奨につながり、地域住民の健康増
進に寄与することを示唆している。

６、調査研究発表（口頭叉は誌上発表）
該当なし

７、引用文献
該当なし

22

⾲ࠊᅗཬࡧ┿
表、図及び写真
表、図及び写真
表、図及び写真

図及び写真
表、図及び写真
表、図及び写真

2
⸆ရ
せᣦᑟ་

14
ရ
➨୍㢮་⸆

317

38

⏝་⸆ရ
ࡑࡢࡢ୍⯡

ㆤ㣗ရ
ᗣ㣗ရ࣭

3

102

ᰝ⸆
୍⯡⏝᳨

ᩱ
⾨⏕ᮦ

11

28

ᮦᩱࢆྵࡴ㸧
་⒪ᶵჾ㸦་⒪

ရ
ㆤ⏝

ᅗ
⾲ 1.ᅇసᡂࡋࡓ࣏ࢫࢱ࣮ࠊࣂࢵࢳࠊ⸆ᒁ࣐ࢵࣉ
3. ⸆ᒁࡢရᥞ࠼㸦ရ┠ᩘ㸧
図 1.今回作成したポスター、バッチ、薬局マップ
図 1.今回作成したポスター、バッチ、薬局マップ

図 1.今回作成したポスター、バッチ、薬局マップ
1. 今回作成したポスター、バッチ、薬局マップ
図 1.今回作成したポスター、バッチ、薬局マップ
図 1.今回作成したポスター、バッチ、薬局マップ
図

⾲ 1.

WHAT-STOP-GO
表 1.
表
WHAT-STOP-GO
表 1.
1.WHAT-STOP-GO
WHAT-STOP-GO

9

㉁ၥࡀ⤊ࡋࡓⅬ࡛⸆ᖌࡣุ᩿͇࡛͆ࡁࡿᮦᩱࡀࡍ࡚㞟࡛ࡁ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
¾
་ᖌࡢ↷ࡀᚲせ࡞࠸ุ᩿͇͆ࡍࡿ㉁ၥ
¾
་ᖌࡢ↷ࡀᚲせ࡛࠶ࡿุ᩿͇͆ࡍࡿ㉁ၥ
ุ᩿͇͆ࡍࡿࠋ
9
ヰࢆ⪺ࡃࡔࡅ࡛ࡼ࠸ࡢࠊOTC ་⸆ရ࡛ᑐᛂࡍࡿࡢࠊ་ᖌࡢ↷ࡀᚲせ࡞≧࡞ࡢࢆ
ࣉ࣓ࣜࣥࢺ࡞ࠋ
WHAT
Who is the patient? ᝈ⪅ࡣㄡ㸽
9
ᝈ⪅㉁ၥࡋ࡚≧ࢆ⪺ࡁฟࡋࠊࡑࡢཎᅉࢆ͆ホ౯͇ࡍࡿ࣭࣭⏕ά⎔ቃࠊ㣗ࠊᝈࠊ⸆ࠊࢧ
≧ࡣࢀࡃࡽ࠸⥆࠸࡚࠸ࡿ㸽
9
How long have ࡢ㐣⛬
they had
WHAT-STOP-GO
WHthe
ATsymptoms㸽
WHAT
ᐇ㝿ࡢ≧ࡣ㸽
Actual
symptoms㸽
9
CMI
(Consumer
Medication

WInformation)
hois the
patient?
患者は誰か？
Who
isࡀᚲせ࡞ᝈ⪅ࡣ⸆ࡢ⏝᪉ἲࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ
the patient?
患者は誰か？
Treatment㸽⌧ᅾࡢ≧ࡸࡑࡢ≧ࡢ⒪≧ἣ㸽
9
ᝈ⪅ࡓࡎࡡࡿࡇ࣭࣭▱ࡾࡓ࠸ࡇࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ㸽

HowlongHhave
they
hadthey
the symptoms？
症状はどれくらい続いているか？
ow long have
had the symptoms？
症状はどれくらい続いているか？
WHAT
WHAT
STOP
9
⸆ࡀ㐺ษ࡛࠶ࢀࡤᝈ⪅Ώࡋࠊሗᥦ౪ࠋ
実際の症状は？

Actual
symptoms？
 patient?
Actual symptoms？
he patient?
 患者は誰か？
Who is the patient?
 患者は誰か？
Who is the
患者は誰か？ 実際の症状は？
9
Symptoms or side effects
caused
by
other
conditions
and/or
medicines?
Ẽ௨እࡢ᮲௳ࡸ
GO

T
reatment？現在の症状やそのほか症状の治療状況？
 have
Treatment？現在の症状やそのほか症状の治療状況？
症状はどれくらい続いているか？
g have they
 had
Hthe
ow long
symptoms？
have they
 症状はどれくらい続いているか？
had
How
thelong
symptoms？
they had
the symptoms？ 症状はどれくらい続いているか？
⸆ࡀཎᅉࡢ≧࡛ࡍ㸽
9  Pharmacist
only㸽 ⸆ᖌࡼࡿ⸆ᖌ⸆ࡢ᭹⏝ࡀᚲせ࡛ࡍ㸽
S実際の症状は？
T
P symptoms？
実際の症状は？
実際の症状は？
ymptoms？
Actual symptoms？
AO
ctual
STOP
Totally
sure㸽 యࡋ࡚⪃࠼ࡲࡋࡓ㸽ᝈ⪅≉ู࡞せồ࡞ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ㸽
9  Overuse/abuse㸽
ࡢࡃࡽ࠸ࡢ㢖ᗘ࡛⮬ᕫุ᩿࡛⸆ࢆ᭹⏝ࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸽
Treatment？現在の症状やそのほか症状の治療状況？
Symptoms
or side effects
caused
other by
conditions
and/or medicines?
病気以外の条件や
nt？現在の症状やそのほか症状の治療状況？
Treatment？現在の症状やそのほか症状の治療状況？


Symptoms
or side
effectsby
caused
other conditions
and/or medicines?
病気以外の条件や
Overuse/abuse㸽
9 STTotally
sure㸽 యࡋ࡚⪃࠼ࡲࡋࡓ㸽ᝈ⪅≉ู࡞せồ࡞ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ㸽
OP
Sࡢࡃࡽ࠸ࡢ㢖ᗘ࡛⮬ᕫุ᩿࡛⸆ࢆ᭹⏝ࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸽
TOP 薬が原因の症状ですか？
薬が原因の症状ですか？
⸆ᖌࡼࡿ⸆ᖌ⸆ࡢ᭹⏝ࡀᚲせ࡛ࡍ㸽
9 
Pharmacist
only㸽
⸆ࡀཎᅉࡢ≧࡛ࡍ㸽
Symptoms
Totally
sure？
全体として考えましたか？患者に特別な要求などはありませんか？
ms or side
effects
Symptoms
caused by
orother
sideeffects
conditions
caused
and/or
by
or
other
medicines?
side
effects
conditions
caused
病気以外の条件や
and/or
by
other
medicines?
conditions
病気以外の条件や
and/or
medicines?
病気以外の条件や
Totally sure？ 全体として考えましたか？患者に特別な要求などはありませんか？

GO
の症状ですか？
薬が原因の症状ですか？
薬が原因の症状ですか？
Overuse/abuse？
どのくらいの頻度で自己判断で薬を服用していますか？
9
Symptoms
or side effects
caused
other
conditions
and/or
medicines? Ẽ௨እࡢ᮲௳ࡸ
 by O
veruse/abuse？
どのくらいの頻度で自己判断で薬を服用していますか？
9全体として考えましたか？患者に特別な要求などはありませんか？
sure？ STOP
 ⸆ࡀ㐺ษ࡛࠶ࢀࡤᝈ⪅Ώࡋࠊሗᥦ౪ࠋ
Totally sure？ 全体として考えましたか？患者に特別な要求などはありませんか？
 Totally
sure？
全体として考えましたか？患者に特別な要求などはありませんか？
Pharmacist
only？ 薬剤師による薬剤師薬の服用が必要ですか？

Pharmacist
only？ 薬剤師による薬剤師薬の服用が必要ですか？
/abuse？
Overuse/abuse？ どのくらいの頻度で自己判断で薬を服用していますか？
どのくらいの頻度で自己判断で薬を服用していますか？
ᝈ⪅ࡓࡎࡡࡿࡇ࣭࣭▱ࡾࡓ࠸ࡇࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ㸽
9 どのくらいの頻度で自己判断で薬を服用していますか？
Treatment㸽⌧ᅾࡢ≧ࡸࡑࡢ≧ࡢ⒪≧ἣ㸽
GO
Overuse/abuse？
GO
薬剤師による薬剤師薬の服用が必要ですか？
薬剤師による薬剤師薬の服用が必要ですか？
cist only？
Pharmacist
only？
 薬剤師による薬剤師薬の服用が必要ですか？
Pharmacist
only？ ࡀᚲせ࡞ᝈ⪅ࡣ⸆ࡢ⏝᪉ἲࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ
CMI
(Consumer
Medication
Information)
9  Actual
symptoms㸽
ᐇ㝿ࡢ≧ࡣ㸽

薬が適切であれば患者に渡し、情報提供。

薬が適切であれば患者に渡し、情報提供。
GO
WHAT-STOP-GO
9 GOHow long have ࡢ㐣⛬
they
had
symptoms㸽
≧ࡣࢀࡃࡽ࠸⥆࠸࡚࠸ࡿ㸽
 the
患者にたずねること・・他に知りたいことはありませんか？

患者にたずねること・・他に知りたいことはありませんか？
であれば患者に渡し、情報提供。
薬が適切であれば患者に渡し、情報提供。
ᝈ⪅㉁ၥࡋ࡚≧ࢆ⪺ࡁฟࡋࠊࡑࡢཎᅉࢆ͆ホ౯͇ࡍࡿ࣭࣭⏕ά⎔ቃࠊ㣗ࠊᝈࠊ⸆ࠊࢧ
9  Who
is the patient? ᝈ⪅ࡣㄡ㸽
薬が適切であれば患者に渡し、情報提供。
CMI(Consumer
Medication
Information)
が必要な患者には薬の使用方法を説明する。
CMI (Consumer
Medication
Information)
が必要な患者には薬の使用方法を説明する。
ずねること・・他に知りたいことはありませんか？

患者にたずねること・・他に知りたいことはありませんか？

患者にたずねること・・他に知りたいことはありませんか？
WHAT
ࣉ࣓ࣜࣥࢺ࡞ࠋ
G
O
の
程O Information)
W
H
A
T
S
T
O
P
-G
の過程
W
H
A
T
S
T
O
P過
nsumer Medication

CMI (Consumer
Information)
Medication
が必要な患者には薬の使用方法を説明する。
CMI (Consumer
Information)
Medication
が必要な患者には薬の使用方法を説明する。
が必要な患者には薬の使用方法を説明する。
9
ヰࢆ⪺ࡃࡔࡅ࡛ࡼ࠸ࡢࠊOTC
་⸆ရ࡛ᑐᛂࡍࡿࡢࠊ་ᖌࡢ↷ࡀᚲせ࡞≧࡞ࡢࢆ

患者に質問して症状を聞き出し、その原因を“評価”する・・生活環境、食事、疾患、薬、サ
患者に質問して症状を聞き出し、その原因を“評価”する・・生活環境、食事、疾患、薬、サ
の過程
P-GO の過
W程
HAT-STOP-GO の過
W程
HAT-STO
P-GO
ุ᩿͇͆ࡍࡿࠋ
プリメントなど。
プリメントなど。
問して症状を聞き出し、その原因を“評価”する・・生活環境、食事、疾患、薬、サ

患者に質問して症状を聞き出し、その原因を“評価”する・・生活環境、食事、疾患、薬、サ

患者に質問して症状を聞き出し、その原因を“評価”する・・生活環境、食事、疾患、薬、サ
¾
་ᖌࡢ↷ࡀᚲせ࡛࠶ࡿุ᩿͇͆ࡍࡿ㉁ၥ
プリメントなど。
話を聞くだけでよいのか、OTC
医薬品で対応するのか、医師への照会が必要な症状なのかを

話を聞くだけでよいのか、OTC
医薬品で対応するのか、医師への照会が必要な症状なのかを
トなど。
プリメントなど。
་ᖌࡢ↷ࡀᚲせ࡞࠸ุ᩿͇͆ࡍࡿ㉁ၥ
“判断”する。
だけでよいのか、OTC
 ¾ 話を聞くだけでよいのか、OTC
医薬品で対応するのか、医師への照会が必要な症状なのかを

話を聞くだけでよいのか、OTC
医薬品で対応するのか、医師への照会が必要な症状なのかを
“判断”する。 医薬品で対応するのか、医師への照会が必要な症状なのかを
9
㉁ၥࡀ⤊ࡋࡓⅬ࡛⸆ᖌࡣุ᩿͇࡛͆ࡁࡿᮦᩱࡀࡍ࡚㞟࡛ࡁ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

医師への照会が必要であると“判断”する質問
する。
“判断”する。
“判断”する。

医師への照会が必要であると“判断”する質問
医師への照会が必要ないと“判断”する質問
師への照会が必要であると“判断”する質問

医師への照会が必要であると“判断”する質問
 医師への照会が必要であると“判断”する質問

医師への照会が必要ないと“判断”する質問
 質問が終了した時点で薬剤師は“判断”できる材料がすべて収集できていなければならない。
師への照会が必要ないと“判断”する質問

医師への照会が必要ないと“判断”する質問
医師への照会が必要ないと“判断”する質問
 質問が終了した時点で薬剤師は“判断”できる材料がすべて収集できていなければならない。
了した時点で薬剤師は“判断”できる材料がすべて収集できていなければならない。
 質問が終了した時点で薬剤師は“判断”できる材料がすべて収集できていなければならない。
 質問が終了した時点で薬剤師は“判断”できる材料がすべて収集できていなければならない。

WHAT-STOP-GO
表 1. WHAT-STOP-GO
表 1. WHAT-STOP-GO

⾲ 1.

⾲ 2. ᙜဨ⸆ᒁࡢฎ᪉⟢㞟୰⋡
表 2.
当会会員薬局の処方箋集中率
表 2.
当会会員薬局の処方箋集中率
表 2. 当会会員薬局の処方箋集中率

表 2. 当会会員薬局の処方箋集中率
表 2.ᮍᅇ⟅
当会会員薬局の処方箋集中率
表 2. 当会会員薬局の処方箋集中率
0.0%
70㸣௨ୖ
7.1%
30㸣ᮍ‶
67.9%
70％以上
70％以上
70㸣ᮍ‶ 50㸣௨ୖ
12.5%
70％以上 70％以上
70％以上
7.1%
7.1%50％以上
7.1%
50㸣ᮍ‶
30㸣௨ୖ
12.5%
70％未満
70％未満
50％以上
50㸣ᮍ‶ 30㸣௨ୖ
12.5%
70％未満 50％以上
70％未満
50％以上
70％未満
12.5%
50％以上
12.5%12.5%12.5%
70㸣ᮍ‶
50㸣௨ୖ
50％未満
30％以上
50％未満
30％以上
30㸣ᮍ‶
67.9%
50％未満 30％以上
50％未満
30％以上
50％未満
12.5%
30％以上
12.5%
70㸣௨ୖ
7.1% 12.5%
30％未満
30％未満
ᮍᅇ⟅
0.0%

WHAT-STOP-GO

30％未満

30％未満 30％未満
67.9%

67.9%

67.9%

未回答

未回答

0.0%

0.0%

未回答
0.0%

未回答
未回答

7.1%7.1%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
67.9%
67.9%
0.0%0.0%

⾲ 2. ᙜဨ⸆ᒁࡢฎ᪉⟢㞟୰⋡

⾲ 1.ᅇసᡂࡋࡓ࣏ࢫࢱ࣮ࠊࣂࢵࢳࠊ⸆ᒁ࣐ࢵࣉ
3. ⸆ᒁࡢရᥞ࠼㸦ရ┠ᩘ㸧
ᅗ
表3.
薬局の品揃え（品目数）
表
3. 3.
薬局の品揃え
（品目数）
表
3.
薬局の品揃え（品目数）
表 3. 薬局の品揃え（品目数）
表 3. 薬局の品揃え（品目数）
表
薬局の品揃え（品目数）
せᣦᑟ་
➨୍㢮་⸆
ࡑࡢࡢ୍⯡
ᗣ㣗ရ࣭
୍⯡⏝᳨ ⾨⏕ᮦ ་⒪ᶵჾ㸦་⒪

指導医
品

2

⸆ရ

第一類医薬
要指導医
品薬品2

142

ㆤ⏝
ရ 要指導医 ⏝་⸆ရ
ㆤ㣗ရ
ᰝ⸆
ᩱ
ᮦᩱࢆྵࡴ㸧
ရ
第一類医薬
その他の一般
健康食品・
一般用検
衛生材
医療機器（医療
介護用介護用
第一類医薬
健康食品・
一般用検
衛生材 医療機器（医療
第一類医薬
その他の一般
要指導医 要指導医
第一類医薬
その他の一般
健康食品・
その他の一般
健康食品・
一般用検その他の一般
衛生材
健康食品・
一般用検
医療機器（医療
衛生材
一般用検
医療機器（医療
介護用
衛生材
医療機器（医療
介護用
介護用
薬品
品 317
用医薬品
査薬
料材料を含む）
品
14 薬品品
38
3 料
102材料を含む）
28材料を含む）
品
用医薬品
薬品
用医薬品
介護食品
介護食品
査薬
料 介護食品
査薬 介護食品
材料を含む）
査薬
品料査薬 11
品
品
品 用医薬品
用医薬品
介護食品
料 材料を含む）
品

14
317
2 2

2

14
317
3814

338 317 102
14 317
317 338

3811
102 383

328
102
11 3 102 102
28
11

11 28
11

28

28

⾲ࠊᅗཬࡧ┿

図 2. 顧客の年齢構成
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図 3. フォローアップの対象疾患
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図 4. 販売した医薬品のリスク分類

図 5. 販売した医薬品の種類

表4.4.
販売した医薬品の一覧
表
販売した医薬品の一覧
第1類医薬品
解熱鎮痛剤

第2類医薬品

ロキソニンSプラス、ロキソプロフェンNa
ｲﾌﾞA錠
錠(3)、ナロンLOXY

第3類医薬品
タイレノール

胃腸薬

第一三共胃腸薬錠剤、キャベジン
コーワａ、ストレージタイプI、スクラート
胃腸薬S、パンシロンG、スクラート胃
腸薬

整腸・止瀉・瀉下薬

イチジク浣腸30、ビオフェルミン、ジェン
新コンチーム錠（2）
トスルー、大草丸（2）

鼻炎薬

ストナリ二サット小児用

湿疹・皮膚炎用薬

ヒルマイルドクリーム、スミスリンLシャン
デスパコーワ
プー、ボラギノールA注入軟膏

点眼薬

サンテ抗菌目薬、アインゴールド
当帰芍薬散、加味逍遙散（コタ
ロー）、アスゲン長城冠丹元顆粒、
クラシエ小青竜湯、補中益気湯

その他

図 6. フォローアップの回数

パープルショットうがい薬

図 7. 1 回目のフォローアップ時における
症状の変化
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図 7. 1 回目のフォローアップ
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症状の変化

図 8. 1 回目のフォローアップ時に
おける症状の変化

図 9. フォローアップの過程も含めた最終
的な症状の変化

図 10. 販売からフォローアップまでの期間
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