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住宅地の中のOTC．一般薬を主とした当薬局の役割

（ウエルフアクラブインストラクター）が指導する 参加

は 地域に密着した相談業務や情報提供を実施する医療
機関であると共に．地域の人々に信頼され愛される薬局

者に継続させるのが難しいが 各種情報提供や体育館を

と位置づけている 最近は，ちょっとした風邪でもすぐ

ようにしている 現在は仙台市や研究機関から離れて，

に病院に行くが．街の薬局は，そんな時病院に行く前に
来るところ 治療薬を販売するだけでなく，病気になら

薬局を主体として参加者を募って継続している このウ
エルフアクラブで得た情報は，薬局に相談に来られる

ないためのアドバイス．腰痛予防．ロコモ予防の連動の

方々に対しても大いに役立っている

利用した体力測定会を開催することにより士気を高める

やり方も実技で示して指導している 少しでも若い時か

「仙台ウエルフアクラブ」の詳細は以下の通りである

ら運動する習慣をつけるように，店頭ではウインタース

2週間に1度．薬局に来店してもらい．体組成計と歩数計

ポーツやトレッキング，一輪車の話を頻繁にしている

のデーターをつくばウエルネスリサーチ社に転送する

医療機関に受診勧奨することだけがトリアージではな

e−Wellnessのシステムにより参加者の体力に合った個別

く．来店された方の症状が医薬品を必要としているのか．

プログラム（図1）があらかじめ提供されているので 個

サプリメントで十分なのか，連動療法で改善するのか．

別プログラムに対する実績レポートが薬局に返ってく

食事内容を指導して変えていけば症状が軽減するのかを

る．その実績レポートに基づいて，運動の仕方と食事も

見極めるのもOTC薬局の大切な役割と考えている

からめた指導をする

以

下．薬局でのスポーツへの取り組み，音楽への取り組み，

薬局から情報発信する手法，災害時の薬局の役割につい
て記してみる

個別プログラムには，「あなたの一日の目標歩数」

「しっかり歩行の歩数」「筋トレの種目と回数」が一覧と
なって提供される

個別プログラムによる運動をしっか

りこなしていくと，図2のように1週間単位の実績レポー

スポーツへの取り組み
未病予防，寝たきり・転倒予防のための手法として関

トが提供される
1週間で20点満点のうち何点獲得できたか？4週間で

わった事業がある 薬局を拠点にした市民の健康づくり

この場合は69点取れたことになる このように数値化す

活動として，「仙台ウエルフアクラブ」が地元卸関連会社

ることで 参加者の励みになるようだ

と東北大学，筑波大学，仙台市．すなわち産官学による

50才半ばの男性，中学校の校長先生で奥様の協力があ

「脱メタボプロジェクト」が2008年に始まり，NHKテレ

り，まじめに取り組まれた結果．10ケ月で体重が6Kg以

ビでその活動状況が全国に紹介された

上落ちるという結果が出た（図3）筋肉率が2−3％上昇

参加者は活動計を装着し，2週間に一度薬局に来て．体

し，体脂肪が6％くらい減少している 食事は糖質摂取量

脂肪率や筋肉率などの体組成を測定する 測定装置はオ

が少ないが，昼食は勤務先である中学校の給食のためカ

ムロンのシステムを利用してその結果に基づいて薬剤師

ロリーが多い

日本未病システム学会雑誌

「車抑7雪目・）亜1年に証的粒信幸咽i∴∴賢二年

開署発布グラムウキ
園偉力テスト費細目

「

∨oI20

廉1°調霞目，圏農題中農題肌ブ〇中盤沖舶∴∴緩蓬註

呵￣￣￣￣￣￣

2008−11−16

随滋野緊高二童謡i高三二言言古

吏台上主義とL

i

誓∴溺歳 貌瓢，照歳
等誓芋筆立患L∴告
l 三三二□ 千三コ］ ′細事
242、
㌔高点‥高一‥io裏

N03

（掘削鴫，。，

●0

0着はL geりし

慧諌言㌍葦≡轟

232

触：謂二⊂領国凱 …伽，用。n…同職．棚鵬……．。。師 事．

覇轄箋墓三

目標遭虎のr Oにはエネルギー照虞i芝地やし食事撮njを遭うナーとがめ書です

書冊丁］Ltii］

1

年朝田闘二亡こ江田書

中∵ 碁輪十 ＿∴

高一一千対韓沸㌃三遷襲瀦一一一一一一二二二二二
網膜捌解脱討論綜㌣間…レ ∽…（

1900血i／目

30

−

10

＋

7

1800g∞i／目

13
二羽嬰窮導iエ逝色艶茎蛍那略紬￣そ享￣￣＼厳秘二才

9000∴卯〕ヨ7日∴∴∴30

野。きき∈

囲弱国圏圏巨

2

画し／点目方沸かの中りカ

富＋㊧ニ9三軍 《

∴∴霊薬中高

口図1個別プログラムの例

歩数を増やすだけでなく，筋トレをやると必ず体脂肪
率が減りながら，体重が落ちてくるのがわかると本人は
このシステムを理解してくれた
鐘叢話藻類∴∴∴i関脇テスト鴫

必ずしも1日に1万歩を歩かなくても．また一度に20分

常寓言＝ここ言百雷記章吾平事

以上継続して歩かなくてもいいということを証明するよ

し，よこ言：誓＝世上宣L豆＿劉「千甘

うなデークーを図4に示す
庸一

l

…，。1，歩し誓［〜i身は希動きの慮t

歩ける日と，歩けない日が

篇it

ハツキl）しているにもか
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かわらず，筋肉率が上昇して．体脂肪率が下降している
この人の場合，このプログラムに参加する前に．基本検

恒I軸111）

診で6種の検査結果が要注意であったのか，12ケ月後に
は要注意が2種類にまで減り，しかもその数値がよくなっ

購2宣

！ヽ∴

ていた さらに16ケ月後のデークーでは．基本検診の結

Oj●
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すり

果がすべて基準内に入っていた
「仙台ウエルフアクラプ」の参加者は2週間ごとに来店

簾Ii

○∴i
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する 初期のうちは指導内容等が多くあるが回数を重ね

−，→

ると話の種がなくなってくる 指導内容が少なくなって

●曾

●l置
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くる頃から，つくばウエルネスリサーチ社からネットで

提供される各種資料をプリントアウトして参加者に説明
しながら進呈する このようなエビデンスに基づいたプ

口図2 実績レポートの例

ログラムであるから．しっかりプログラムをこなせば
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口図4 毎日歩けなくても効果が現れた例

結果は後から必ず付いてくるのだと激励しなから．アド
バイスシートを使って説明する．

う意識改革のプログラムである

単純なウオーキングと筋トレを継続させるための工夫
もした

ウェルフアクラブ通信という名前を付けて，ハ

ガキを月1回必ず出した
このほか，メタボ予防の番組がいついつ放送されますと

か．筋トレ博士といわれている大学の先生がテレビ出演
されます等を話題にしている

する
32

●正しい運動をすることによって，高血圧だったのが，

血圧が下がってきた
●歩数計のカウントを気にしながらのウオーキング．筋

図5は「足のアーチがでるような靴を」が題材である

参加者のアンケートを取ってみた

● メタポ予防でもダイエットでもなく，連動をするとい

トレが習慣になり，楽しんで実施できた 達成した時
の満足感がたまらない テレビを見る時間が減った

意識すれば時間を上手に使うことができるように
なった

次に箇条書きに
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記のようなプログラムに参加しようとする人は，病気に
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段からノルディックウオーキングなど種々の連動に興味

のある人が多く，活動的である 実は，本当に転倒予防・

＼、 ）霊とi）∴人言「；上土1子ら

一′帥目差！／
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寝たきり予防して欲しい人は，運動が嫌いで 外に出る

l

葬れば足もとから妨げl
NHKのアインシュタインの眼としけ穆ぬきご軸こなりま
したか？∴足に高額アーチこしlうもの在めり、地面からの析
曾き萌収するケソンョンの宿将惇してしはす。

のもおっくうがる人なのである

そういう人たちに声を

かけて，体を動かしてもらうようにするのも，OTC薬局

の役割だと思う

さらにアーチがあることにより、軸的ゲやすくなり、戴
面容撤り返すカーが出しせすくもなります。ゆとりのめる軌だ
とアーチがつぶれ、足付広がってしまうので春先しこカが入リ
ブろくなります。
一方、少し鶴居さもの枕だ
と足が両脇有ら僻め付しナられ
るので、それによって碩アー
チ証でき、カが出しせすく，
靴の中での足の厳プレも欺く
なるのでさ足した歩伯母で雪
花れにくくなるそうです。
詳しくはお店で！∴∴∴∴∴ ィ軸航嘔惟ざ机那短時日

音楽への取り組み
もう何十年も前から音楽療法が唱えられている 心の

病がある人や，脳に障害を持った人や，痴呆のある老人
に音楽を聞かせるとその前後では明らかに顔の表情が異
なる 音楽は聞くことは無論，歌うことや演奏すること

WtLpHACLUe∴∴∴つたルファブラフ菊雄演習お魚集中

はすべてWHOで代替医療に分類されているので当然未

凝固夢毎月登録できますので堪再入会可鐘です。

病の治療の範疇に入る 最近．病院内，老人ホームなど

准破却跨250典例、体組成討拘0000（希望者）i

参舶郎債00（3ヶ月か）です。参加希望の方舟
おられましたら、お頭日下さLl。

でコンサートが開催されているのも未病の治療の一環と

言える

そこで 地域の方々にも音楽を聴くことにより，身も

詔〒師清講義蒜詮議‡1
鵠騨耕盤／㊥022−279一弘20

鍔022−279−1537

口図5 ウエルフアクラプ通信

心も元気になってもらおうと考えた

ハープの一種，ア

ルパで聴く日本の曲は，優しい音で なぜか感極まり自
然と涙が流れる 心の中がア）レパのおかげですっかり綺
麗になったようである

参加された方はみんなニコニコ

顔で帰って行かれた 音楽療法というものを実感した
ケースである

● 変形性膝関節症と診断され，筋トレの必要性を感じ実
施してきた 少しずつではあるが体脂肪率が下がった

薬局から情報発信の取り組み

り筋肉率が上がったりすることで励みにもなった ま

た薬局からの「ウェルフアクラブ通信」の情報やアド
バイスも励みになった

薬局からの帰りには，たくさ

んの野菜を買って帰り．食事のハランスも気にするよ
うになった ピザ痛も緩和されてきた

薬局で指導する側が運動嫌いだと困るが．逆に何かス

開局以来毎月，宮川薬局健康ニュース（図6）を発行し
ている

発行回数は360回を超えたが，内容は食べ物，薬，サ
プリメント．病気の原因と治療など多岐にわたる 情報源

は，各種書物や雑誌，メーカーの情報誌などから抜粋して

ポーツを継続的にやっている人は指導者向きといえる

ワープロで打ち直し，印刷して店内で配布するとともに

書物で読んだ知識だけでは，迫力が伝わらないと考えら

毎月地元紙の夕千川こ折り込んでいる

れる

やスマホサイトからも閲覧できるようにしている

最近ではFacebook

以上に述べたシステムは健康になってもらうためのも

こんな情報提供の形もある 全国版の健康情報誌「こ

のであるから．薬局の売上げアップを期待してはならな

い また参加者からは種々の質問があるので 何でも答

とぶき」（寿出版株式会社）の店頭から「こんにちは」の
ページに連載を執筆している 来店されたお客さまから

えられるようにしておく必要がある

聞いたお話がヒントとなり，病気のこと，食事のこと，生

OTC薬局には，病

気の人はもちろん，健康な人 末病の人も来店する 上

活習慣の誤りによる体調の悪さなどを善いたりしている
33
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果物の柿がお腹を冷やして，下痢をすることがあると

馴i薬局健康ニュース 細4／3月号（†曲
禽TT

ルt〕ホ青真来1ィ（A？？l

宙lI重士i

2／9嬉26

書いたところ，そういうことを知らない人が結構たくさ

んおられた ある人は，病院で盲腸と間違われ，手術直

ファイト々ミフのしって何？

前まで準備が進んでいたけれども．浣腸をしたら柿が体
外に出て痛みがウソのようになくなったと体験談を教え

そしてし この毒性農食の縛生で
したダメージ重傷徽亀虫する

てくれた 他には，学校薬剤師として活動している中で

しアノトンア二ンほブルーベリーセブドウIこ，イソプラ米ソは大豆に
ノiこilコピンはトマトに、ILナンはプロソコリーに

アリシンぽこンニ

岨重職下げキチンこできるの19
もhlと社命さかえ、食●し義の飯綱では哩場や亀下方キチンこできる小高
もt書です。′らりられる．こキチンと成育できれば自部lえらgeIこ匂

気づいたこと，自分の趣味を通して知ってもらいたいこ

と．末病対策としての音楽療法，運動療法．食事療法と
内容は様々である 一薬局の薬剤師が カウンターの向
こうから聞こえてくるお客さまの声をネタに全国の読者

に，毎月訴えかけている

災害時の薬局の役割

言霊繍＜藍豊豊蜜

不足を補うけら過不足を伯皮する供本営＜
日本人の食豊吉の否化はし
l書lrA後置の巧Itでした。）

私が住んでいるところは．仙台市の北西部の高台の岩
盤の地盤でしかも斜面でなかったことが幸いし，311東

噛う匂え力でした。その個，

日本大震災では被害は一部損壊程度であった この東日
本大震災の時には，給水車がいつどこに来るとか．おに
ぎりを配っている場所とか，様々な情報が薬局に集まっ

てきた それを求めて集まる人もいれば余震が怖くて，
謡

111哩鎚の姉一子（ノンへ

＝醸

口図6 宮川薬局健康ニュース

人が集まっているところなら怖さが薄れると店内に長時

間滞在する人もいた そのような災害時にも地域に密着
した薬局薬剤師の必要性をアピー）レできたのではないか
と思う．

暮らしを耕さ￣
人が

り︳ノi7

おヶなりが

楽杖の分までと用じえを

くらいの氾在郷と

日本人は柄と

号ノクに−⁝めii心んC︑あ人も

好奇−なのでし▲−

この30年間で様々な試みを実践してきた そして得ら

れた答えは，先月開催した薬局開局30周年記念で，お客
さまからいただいたお花に添えてあった言葉「感謝」「真
心」「信頼」ではないだろうか？

住宅地という立地条件のため通りすがりのお客さまは

しはら＼−ちと

暗くなら一︑lたといい豪

人品÷種で

で

かりたし毒し腿点が用てら

同じ方クスリを

邸がサヮ≠りして敗か周る

ので︑再訪

点し動点は

子もし−ま︐﹁

今はi⊥休日急

それでもなお

ノクー＼

実のC

也が漁ノ︑なり∴瓜が五j Lノl︼

用二幸

日だ

少なくリピーターが主なので その方々の家族構成や体
ている人が多い

質，服用している病院の薬，食べ物の嗜好まで把握でき
かつての街の薬局とはそういうもの

だったように．健康だけでなぐ 何でも気軽に話せるよ
ろず相談所でありつ・づけたい

今後も住民の方々の心のケアまで含めた健康管理に努
めて参りたいと思う

ニーい−ことがレ高向にでき

し．均に京間を日用

日本の映軽質が部的一︑

用より

きます

八−

Iわ

腿膿で雄牛もぐ＼︑

なのではないでLt
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