
 

 

 

京都市「学まち連携大学」促進事業 

 市民向け共同公開講座 
 

「京のやくたちばなし」 
～健康で豊かに暮らすコツ～ 

 

第 1回 

身近にある健康サポートのやくたちばなし 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時   2022年 9月 18日（日）10：00～12：00 

会 場   京都薬科大学 躬行館 3階 T31講義室 

主 催   京都橘大学・京都薬科大学



京都市「学まち連携大学」促進事業 市民向け共同公開講座 

「京のやくたちばなし」 
～健康で豊かに暮らすコツ～ 

第1回 身近にある健康サポートのやくたちばなし

10:00～10:05 開会挨拶 

岡田 知弘（京都橘大学 経済学部経済学科 教授／地域連携センター長 ) 
 

■10:05～10:45「かかりつけ薬剤師・薬局って？ 

～薬や健康についての「なんでもよろず相談所」～」 

今西 孝至（京都薬科大学 臨床薬学教育研究センター 講師） 

10:45～10:55  休憩 

■10:55～11:35「ホントに様子見でいいの？ 

その熱、その脈、その血圧！」 

岡田 純子（京都橘大学 看護学部 看護学科 准教授） 

11:35～11:45  休憩 

■11:45～12:00 Q and Aコーナー 
司会：岡田 知弘（京都橘大学 経済学部経済学科 教授／地域連携センター長 ) 

12:00 終了 

 

お願い 

・着席後、「座席申告書」にお名前をご記入ください。開会前に回収します。 

・ご記入頂いた「質問用紙」は、休憩時間（11:35～11:45）にスクリーン前ボックスにお入れください。 

・ご記入頂いた「アンケート」は、お帰りの際にアンケート回収ボックスにお入れください。※アンケー

ト用紙のQRコードを読み取って、スマホやタブレットからの回答にご協力をお願いします。 

・会場内外にアルコール、紙タオルを設置していますので、適宜清拭をお願いします。 

 

受講上の注意 

・講演中は、携帯電話・スマートフォン等の電源はお切りください。 

・会場内での貴重品管理は各自にてご注意ください。会場内における盗難その他の事故については責任を

負いかねます。 

・会場内での写真やビデオ撮影および録音などは堅くお断りいたします。 

・大学構内は禁煙です。また、施設内での食事はご遠慮ください。 

 



 

今西 孝至 いまにし たかし 京都薬科大学 臨床薬学教育研究センター 講師 

専  門：社会薬学、地域医療学、多職種連携教育 

 

研究課題（テーマ）： 在宅チーム医療に対する薬局薬剤師の役割に関する調査研究 

   薬剤師のアンチ・ドーピング活動に関する調査研究 

 

主な業績： 

・資格：薬剤師、救急救命士、JADA公認スポーツファーマシスト、博士(薬学) 

・表彰：日本薬学教育学会 教育実践奨励賞、 感謝状(駅構内での AEDを用いた救命活動) 

・取材：「この人に聞く  救急救命士の資格をもつ薬剤師からみた今後の薬剤師とは」 

月刊薬事 2015年 6月号 (じほう社) 

・日本薬学会、日本薬学教育学会などで薬学教育・薬剤師教育に関するシンポジウムで講演 

 

岡田 純子 おかだ じゅんこ 京都橘大学 看護学部 看護学科 准教授 

専  門： 看護管理学, 看護教育学 

 

研究課題（テーマ）：  

1.  臨床看護師のクリニカルリーズニング（臨床的論証）に関する研究   

2.  臨床看護師のメタ認知に関する研究 

 

主な業績：『看護実践のための根拠がわかる基礎看護技術（第 3 版）』 メヂカルフレンド社 

2020年（共著）、『京都橘大学看護学部のカリキュラム・ワーキング 「人によりそう看護」

が実践できる看護職の育成を目指して』 メヂカルフレンド社 2019年（共著）、『よくわかる

大学での学び方 第 2版』 金芳堂 2018年（共著）、『看護につながる！ ニュースの見方』 

メヂカルフレンド社 2018年（共著）、『改訂 2版 消化器 Nursing Note-消化器看護手帳』 

株式会社メディカ出版 2011年（共著） 

 

 

 

 

岡田 知弘 おかだ ともひろ 京都橘大学 経済学部経済学科 教授／地域連携センター長 

専  門：地域経済学 

  

研究課題（テーマ）：地域づくりの理論・歴史・政策 

  

主な業績： 

岡田知弘『公共サービスの産業化と地方自治』自治体研究社、2019年 

岡田知弘『地域づくりの経済学入門』増補改訂版、自治体研究社、2020年 

岡田知弘『コロナと地域経済』自治体研究社、自治体研究社 （編者(編著者)） 2021年 

 

 

講  師 

司 会 



かかりつけ薬剤師・薬局って？
～薬や健康についての「なんでもよろず相談所」～

京都薬科大学 臨床薬学教育研究センター
今西 孝至



本日のお話し

1. 薬剤師の成り立ち

2. これからの薬局とは

3. 薬局を活用するため事例

4. まとめ（私からのメッセージ）



早速ですが…

薬局って
どんなイメージがありますか？

薬剤師って
どんなイメージがありますか？



本日のお話し

1. 薬剤師の成り立ち

2. これからの薬局とは

3. 薬局を活用するため事例

4. まとめ（私からのメッセージ）



薬剤師の成り立ちと医薬分業

⚫ 神聖ローマ帝国では、宮廷医による皇帝の毒殺が横行

⚫ 皇帝を守るために薬剤師が誕生

⚫ 神聖ローマ帝国皇帝フリードリヒ2世が
1241年にサレルノ勅令を発出した。

⚫ サレルノ勅令
・医師が調剤を行うことを禁じるとともに
医療の価格を固定した。

・同じような規制がヨーロッパ中に
広がった。

・これによって、おかしな診断をして
必要のない、時には有害な「薬」を
売りつける「医者」が取り締まられ
ることになった。

●



日本における薬剤師の成り立ちは？

⚫ そもそも、日本には「薬剤師」という職業はなかった。

⚫ それまでは「薬師(くすし)」が存在し、漢方薬の専門家で、生薬によ

る処方、調剤、調合、治療を行っていた。（平安末期～江戸時代）

⚫ 1871年(明治4年)、明治維新による日本の近代化を進める中、ドイ
ツから2人の医学教師（ミュルレルとホフマン）を招聘。この２人
の医師が「ドイツの医制を参考として日本の医療制度を確立しよう
とするのであれば、専門家を招聘して薬学教育（薬剤師教育）を行

うことが急務である」と進言。

⚫ 当時、医療・医事行政を所管していた文部省は医薬分業制度の導入
を太政官に上申。1874年(明治7年)、我が国最初の医事法規「医
制」を公布、これにより薬舗開業制度が創設、西欧における
「Apotheke」、すなわち「薬舗主（後の薬剤師）」制度が設けら
れ、医師と薬剤師を専門職として切り離した。

「医師」＝「薬剤師」



ところで、薬師と言えば…

重要文化財（鎌倉時代）
醍醐寺 木造薬師如来坐像

薬師如来（薬師瑠璃光如来）

出展：醍醐寺文化アーカイブズ
（https://www.daigoji.or.jp/archives/index.html）

梵字（サンスクリット文字）

ベイ（バイ）

薬師如来印
（薬壷印）

【ご利益】
病気治癒、健康長寿、災難除去、安産祈願、
現世利益

病魔を除きたまえ、早くセンダリやマトウギの
福の神を動かしたまえ、お薬師様よ



これまでの話をまとめると…

日本では
明治

以降

ヨーロッパ
地域

＝

薬剤師の成り立ちが欧米と日本とでは大きく異なっている。



本日のお話し

1. 薬剤師の成り立ち

2. これからの薬局とは

3. 薬局を活用するため事例

4. まとめ（私からのメッセージ）



これまでの薬局・薬剤師の役割の変化

《引用》日本薬剤師会：薬剤師の将来ビジョン, p.4, 2013



かかりつけ薬剤師・薬局について

《引用》患者のための薬局ビジョン概要, 厚生労働省, 2015

これまでの薬剤師業務 これからの薬剤師業務



薬局の機能分化

《引用》患者のための薬局ビジョン概要, 厚生労働省, 2015



健康サポート薬局

厚生労働省が定める一定基準を満たしている薬局として、
かかりつけ薬剤師・薬局の機能に加えて、市販薬や健康食品
に関することはもちろん、介護や食事・栄養摂取・運動指導
に関することまで気軽に相談できる薬局

《引用》厚生労働省資料



本日のお話し

1. 薬剤師の成り立ち

2. これからの薬局とは

3. 薬局を活用するため事例

4. まとめ（私からのメッセージ）



薬局に来た来局者の事例紹介

すいません…。
これ、ください…。

《来局者》 30歳代の女性。

薬局の近くにある飲食店の店員さん。
時間がある時にお昼ご飯を食べに行って
知っている。顔見知り程度。

売りますか？
売れませんか？



薬局に来た来局者の事例紹介

のどが痛いから、うがい薬を買いに来たのに、
なんで売ってくれないの！

ありがとう！
早く風邪を治します！

イソジン売ります！

イソジン売れません！



30歳代の女性が
イソジンうがい薬を購入しに来た。

イソジンうがい薬を販売しますか？
イソジンうがい薬を販売しませんか？

薬局に来た来局者の事例紹介

《主訴》 ：今の症状は何なのか？
《現病歴》 ：これまでのどんな症状が出ていたのか？
《所見》 ：今の来局者の状態はどうなのか？
《患者背景》：来局者の体格やアレルギー、日常生活の様子など

⇒ イソジンうがい薬を販売してよいか否かの判断をする。



薬局に来た来局者の事例紹介

すいません…。
これ、ください…。

イソジンですか！
風邪引かれたんですか？

そう…。2,3日前から唾をのみ込むの
も痛くてね…。だから、イソジン。

でも、Aさん、ちょっと見た目が痩せ気味じゃない？
眼もちょっと出てる感じがする…？
気のせいかなぁ…。
でも、不安やし、念のため聞いておこう…。

なるほど！

心の声



薬局に来た来局者の事例紹介

うん…。まぁ…。

しんどいとこ、申し訳ないけど、いくつか聞かせて…

・疲れやすくないか…？
・食欲はどの程度があるのか…？
・汗をかきやすいのか？
・ドキドキするような動悸があるのか…？
・寝不足とかはないのか…？

・疲れやすくないか…？： ○
・食欲はどの程度があるのか…？： ○ 食欲は旺盛
・汗をかきやすいのか？： ○
・ドキドキするような動悸があるのか…？： ○
・寝不足とかはないのか…？： ○



薬局に来た来局者の事例紹介

うん…。はい…。

チョット脈拍とらせてもらっていい？

はい。ありがとう。脈早いね。いつもこんな感じ…？

心の声

脈拍96！エライ早いな…。

あとこれ最後。今までに大きな病気したことある？

脈はいつもこんな感じ…。病気？わからない…。
今まで大きな病院にはかかってないから…。



Aさんのこれまでの情報と今までの会話をまとめると…

・30歳代の女性
・喉の痛みがひどくなって、風邪だと思い、イソジン
うがい薬を買いに来た

・やや痩せ型、眼球突出気味？
・倦怠感はあるが、食欲は旺盛
・汗をかきやすく、動悸がある
・脈拍が96回/分
・これまでに大きな病気の罹患歴なし

Aさんは、単に風邪の引き始めと思い込んでいるが、
風邪なのかなぁ…？
風邪だけじゃないかも…？

薬局に来た来局者の事例紹介

心の声



この病気かも？

薬局に来た来局者の事例紹介

心の声

《特徴》

①好発：
20～40歳代の女性

②甲状腺腫、眼球突出、
頻脈（時に心房細動）

メルゼブルグの3徴
③動悸、息切れ、体重減少、
全身倦怠感、食欲亢進、
下痢、腹痛、手指振戦、
発汗増加、精神的高揚、
収縮期血圧は↑

(逆に、拡張期血圧は↓) 《引用》病気がみえる vol.3（メディックメディア出版） p.217

甲状腺機能亢進症（バセドウ病）



Aさんのこれまでの情報と今までの会話をまとめると…

・30歳代の女性
・喉の痛みがひどくなって、風邪だと思い、イソジン
うがい薬を買いに来た

・やや痩せ型、眼球突出気味？
・倦怠感はあるが、食欲は旺盛
・汗をかきやすく、動悸がある
・脈拍が96回/分
・これまでに大きな病気の罹患歴なし

甲状腺機能亢進症（バセドウ病）の症状と
よく似ているなぁ…。

薬局に来た来局者の事例紹介

心の声



風邪症候群だけではなく、甲状腺疾患の疑いの可能性もある！

イソジンうがい薬の使用により症状が悪化する可能性がある！

Aさんは、
・30歳代の女性
・喉の痛みがひどくなって、風邪だと思い、イソジン
うがい薬を買いに来た

・やや痩せ型、眼球突出気味？
・倦怠感はあるが、食欲は旺盛
・汗をかきやすく、動悸がある
・脈拍が96回/分
・これまでに大きな病気の罹患歴なし

甲状腺ホルモン

I：ヨウ素

薬局に来た来局者の事例紹介



添付文書：イソジンうがい薬



薬局に来た来局者の事例紹介

色々聞かせてもらったら、イソジンうがい薬よりも
こっちの方がいいかも？



薬局に来た来局者の事例紹介

そしたら、そのうがい薬を貰うわ。

あと、これで最後ね。これで終わり。
疲れやすかったり、脈が速かったり、汗を
かきやすかったりしてるから、一度、病院
を受診してくださいよ。
何もなければ、それはそれで良しなので…。

ありがとう！助かったわ！
言われたから、この間病院受診したら、やっぱり
甲状腺の病気やった。早く見つけられたから
良かったって先生が言ってた！

《数日後…》
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私からのメッセージ

⚫ 薬局は「処方箋がないと行けない所」「薬をもらいに行く所」
ではなく、処方箋の薬だけではなく一般用医薬品や健康食品、
介護用品なども含めて「薬のことや健康、介護に関する相談を
する所」というイメージを持って頂きたいと思います。

⚫ かかりつけ薬剤師が居てると、色んなことを気楽に相談できる
機会が増えるので、自分にあったかかりつけ薬剤師を見つけて
ください。

⚫ ここ最近の薬剤師は、大学で脈の取り方や血圧の測り方などを
勉強していますので、患者さんの状態を把握することができる
薬剤師が増えてきています。

⚫ ただ…。まだまだ薬局での業務は、患者さんが持って来られる
処方箋の調剤に忙しく動き回っているところがあります。この
点は、薬剤師や薬局の反省点です…。改善の余地あり！

うまく「かかりつけ薬剤師や薬局」を利用して、自分自身の
健康管理を行うためのアイテムとして利用してください！


