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薬剤師を目指す皆さん。これから
大学を卒業し、社会に巣立っていく
過程で不安や希望を感じていらっし
ゃるのではないでしょうか。

今回のコロナ禍で、一般大学生の
就職内定率は前年を下回っていると
のこと。一方、医療業界では慢性的
な人員不足に今回の感染症の拡大が
重なり、社会的にも薬剤師の重要性
が再認識されています。こうした状
況下での就職活動では、さまざまな
観点から薬剤師がどうあるべきか、
自分の人生でどのような社会的役割
を担えるのだろうかと考える良い機
会になるものと思います。

皆さんが、医療の最前線に立ち活
躍しているであろう10年後の2030
年、日本の年齢構成は、１人の高齢
者を1.9人の現役世代が支える時代
で、高齢化率は30％を超えます。今
から20年前（高齢者１人を４人で支
え、高齢化率は17％）とは大きく様

変わりした超高齢社会の中で、医療
体制を維持していくには、われわれ
薬剤師も医薬品の提供を通じて社会
の中で大きな役割を担わなければな
りません。

今般、われわれ薬剤師に大きく関
わる薬機法や薬剤師法等の130年に
わたる概念が大きく改正され、求め
られる薬剤師像・薬局像や果たす役
割がより明確になりました。薬局は
調剤のみならず、地域に必要な全て
の医薬品を供給する社会的な役割が
求められることとなりました。また
薬剤師に対しては処方箋の調剤時の
みならず、その患者が治療を継続す
る期間を通じて、最適な薬物療法が
実施可能なよう、積極的な関わりが
求められることとなりました。言い
換えれば、入院・退院・在宅と変わ
っていっても、薬剤師は患者とコミ
ュニケーションをとり、医師や看護
師などの他職種と連携を図り、患者

に最適な薬物療法を確保することが
求められ、地域の中で担う役割はと
ても重要です。

今後、医療が地域完結型へ変化し
ていく中、薬剤師や薬局には予防と
いう視点から地域社会へのアプロー
チも重要です。学校保健や成育医療
への関わりのほか、地域で健康サポ
ート薬局として健康維持、疾病の予
防を通じて、健康増進をサポートす
る役割を担うことが重要な社会的役
割となります。こうしたことは「誰
か」が担うのではなく、すべての薬
剤師が担い、多くの薬剤師が地域で
協力して力を発揮することが求めら
れます。

この情報紙を手に取った皆さん
が、数カ月後に将来の働き場所の決
め手とするのはどんなことでしょう

か。少し先に社会に出た先輩として
申し上げたいのは、選択の際には「医
療人として自分が思う仕事ができ
る」という判断基準を持っていただ
きたいと思います。

薬剤師会としましては、これから
も薬剤師が社会の中で求められる役
割を的確に果たせるよう、基盤整備
に努めてまいります。研修会や社会
的な活動に参加することで薬剤師会
活動とのかかわりが生まれてくると
思います。地域で薬剤師が社会的役
割を担えるよう、皆さんも一緒に活
動を進めていきましょう。
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男性 5,769.7万人
女性 6,142.8万人
総計 1億1,912.5万人

■2030年の日本の人口ピラミッド（推計／単位 : 万人） ■今後の人口動態の変化（高齢化と支え手の減少）

 「医療人として自分が思う仕事が
できる」を職場選びの判断基準に

日本薬剤師会 常務理事  豊見 敦氏

2030年代を支えていく
薬剤師に求めるもの

50代以上の人口がかなり多い一方で、40代以下では世代が若くなる
につれてますます減少していく。

2030年までに、団塊の世代を中心に後期高齢者が急増。保険制度の
支え手である生産人口が減少していく。

（出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）」（出生中位
（死亡中位）推計））

（出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）」（出生中位
（死亡中位）推計）．総務省「人口推計」）

（出典：2020年10月8日．財務省．財政制度分化会 資料より）

住民の健康維持・増進のサポートを担う
─明確になった薬剤師の社会的役割

巻頭特別企画 薬剤師関連団体からの就活応援メッセージ

就職活動を開始する薬学生の皆さん。大学の研究、
そして国家試験対策も視野に入れながらの就活は、
ましてやコロナ禍の中で大変だと思います。しかし、
将来どのような薬剤師になりたいのか、どのように
働きたいのか、今こそ自己をしっかりみつめ、考え
るよいチャンスです。皆さんが新人薬剤師を経て、
働き盛りとなっているのは2030年代─その時代の

薬剤師には何が求められているでしょうか。
本紙の巻頭にあたり、薬剤師関連団体の諸氏から

「2030年代を支える薬剤師に求めるもの」をテーマ
に展望いただき、合わせて皆さんの就活へのエール
をいただきました。将来、皆さんのその専門性を社
会にどう生かしていくのか、本格的に就活を始める
この機会に、ぜひ考えてみてください。

推計データから見る2030年代以降の日本社会参考資料
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「2030年代を支えていく薬剤師に
求めるもの」

このテーマから2030年代の薬剤師
に必要なものは何だろうか？と考え
ました。キーワードは「地域連携薬
局」「専門医療機関連携薬局」「オン
ライン服薬指導」「オンライン資格
確認」などでしょうか。さらに絞り
込んで「連携」と「ICT 化」とい
う視点からお伝えしたいと思います。

まず「連携」に必要なものは何か？
第一に、薬物治療を支えるための

専門力と多職種連携を実現させるた
めの人間力が挙げられます。この二
つの力（チカラ）は患者様に最適な
薬物治療を提供するために必要なス
キルになります。次に、コミュニケ
ーション力です。覚えたことをただ
伝えるのではなく、患者様や医療・

国立社会保障・人口問題研究所の
将来推計によると、わが国の人口は
2030年代に１億2,000万人を割り、さ
らに2040年代になると１億1,000万人
を割って、高齢者の単身世帯比率も
４割近くに上るとみられています。

これまで薬剤師は、薬の専門家で
あることをベースに、処方箋を通じ
て薬という接点を持って業務を遂行
してきましたが、このように超高齢
化・人口減少が予測される中で、い
かにこの国の医療制度を守っていく
のか、またどのように職域を広げ、
新たな役割を果たしていくのかとい
うことは、非常に重要な課題である
と思います。

たとえば、現在広がりを見せてい
る「保険薬局を併設しているドラッ
グストア（DgS）」というビジネス

介護の多職種連携の中で、それぞれ
に最適なアウトプットをする力（チ
カラ）です。さらには点と点の情報
をつなげ、多職種間の橋渡しをする
ことも大事な役割となってくるでし
ょう。そういった一つ一つの積み重
ねができる薬剤師が2030年代を支え
る人材として求められるのではない
でしょうか。

それでは「ICT 化」を考えた時に
何が必要か？

「オンライン服薬指導」では、今
まさに皆さんが直面している「オン
ライン授業」の経験が役立つのでは
ないでしょうか。オンライン・コミ
ュニケーションならではの特性、利

モデルは、決して DgS 側だけが望
んだわけではなく、生活者が普段の
暮らしの中で必要としている専門家
の役割・サービスを追求した結果、
生まれた業態です。同様に、超高齢
化・人口減少が進む2030年代以降も、
DgS は生活者が期待する役割・サ
ービスの領域を広げ、高度に変化し
ていくことになると考えています。

そこで薬剤師が考える「薬剤師の
果たすべき役割」という絵が、実際
の生活者が求めているものと認識を
一にしているかというと、まだ必ず
しもそうではない部分も多いでしょ
う。それを解消していくためにも、
まずは自分たちの専門領域、専門的

便性もありつつ不便な点も感じてい
ると思います。では、どうしたらそ
の不便さを解消することができるの
か？ それを体験している皆さんは、
将来のために自分なりの工夫や対策
を考える良い機会にしてください。
ピンチはチャンス。いま、考え実践
していることは、次の時代を見据え
た時に必ず役に立ちます。逆境の時
こそ創意工夫で乗り切る対応力を身
につけてください。そして「オンラ
イン資格確認」、このシステムが始
まると患者様の同意のうえで薬剤師
も健康診断の検査値データが確認で
きるようになると言われています。
そのデータを活用して処方解析や処
方箋鑑査、さらには処方提案をする
ことも可能になるでしょう。これは
高い専門力を身につけた薬剤師が求

な仕事を、生活者にしっかりと「見
える化」していく力が必要だと思い
ます。疾病で通院中の方だけでなく、
その予備軍、予後の管理が必要な方
から、介護が必要な方、フレイルの
方、医療機関にかかる必要のない未
病の方や健常者まで、薬剤師が生活
者の健康レベルに合わせた的確なア
ドバイスができる姿、解決策を示せ
る姿をもっと見せていくこと─そ
れが生活者の安心につながり、「薬
剤師は頼りがいがある」という意識
の変化につながっていくと思います。

また DgS には、薬剤師のみなら
ず管理栄養士や医薬品登録販売者な
ど多職種が協働していますが、生活
者に寄り添い、その健康を支えてい
くためのキーマン、セルフメディケ
ーションの立役者となるのは、現在

められることを示唆しています。
これらの様々な力（チカラ）を身

につけることが、2030年代を支え活
躍できる薬剤師に求められるものと
考えます。

コロナ禍の中、大変な日々が続い
ていますが、理想の薬剤師像を自分
でも描きつつ、目標を持って学生生
活を送ってください。最後になりま
すが、未来を支える人材となる皆さ
んの活躍を期待しています。

も、そして2030年代も薬剤師である
ことは間違いありません。

皆さんが薬剤師となって DgS に
従事された場合は、薬剤師の専門的
なスキルに加え、薬以外の健康にま
つわる多様なスキルをも学んでいく
ことになると思いますが、そうした
総合的なスキルは、将来的に DgS
の機能を高度化することにつながっ
ていくと考えますし、来る超高齢化
・人口減少の社会を支える力にもな
ると信じています。　　　　　（談）

■日本の平均寿命の推移（中位推計） ■将来の社会保障給付の見通し

現在のピンチで実践していることは
次の時代で活躍できる力となる

セルフメディケーションの立役者は
現在も2030年代も薬剤師だ

日本保険薬局協会 人材育成検討委員会 委員長 藤井江美氏（㈱アイセイ薬局 代表取締役） 

日本チェーンドラッグストア協会 事務総長 業務執行理事 田中浩幸氏

2030年の平均寿命は男性82.39歳・女性88.72歳。10年後の2040年で
は男性83.27歳・女性89.63歳に。その後も年々延びていくことが推
計されている。

75歳以上の後期高齢者の増加によって、2025年、2040年には医療・
介護費用が増大していく。

（出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）」（出生中位
（死亡中位）推計））

（出典）内閣官房・内閣府・財務省・厚生労働省「2040年を見据えた社会保障の将来見通し」
（計画ベース・経済ベースラインケース）（2018年5月公表）

（出典：2020年10月8日．財務省．財政制度分化会 資料より）

 「連携」「ICT 化」などがキーワード
高い専門力を身につけた薬剤師を期待

生活者ニーズの先に新たな役割が存在
業務を「見える化」して頼れる存在へ飛躍を
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薬局の調剤基本料は
技術料だけの評価ではない
―�地域支援体制加算の評価に注目

2020年度調剤報酬改定では、調剤
基本料の地域支援体制加算の点数引
き上げと、算定要件が見直しされま
した。

地域支援体制加算は38点（改定前
35点）に引き上げられました。

調剤基本料１では１）麻薬小売業
者の免許取得、２）在宅患者服薬管
理・指導の実績回数（新設）、３）
かかりつけ薬剤師指導料または、か
かりつけ薬剤師包括管理料に係る届
け出の３要件が最低要件。加えて４）
患者の服薬情報を文書で医療機関に
提供した実績回数12回、５）薬剤師
研修認定制度などの研修修了の薬剤
師が、地域の多職種と連携する会議
に参加した実績１回以上（新設）、
４項目以上満たすことが要件化され
ました。

調剤基本料１以外の要件は、現行
の８要件を基本的に維持しながら、
服薬情報等提供料の実績60回以上
は、基本料１と同じく服薬情報等提
供料に加え、同等の業務を行った場
合を含むことになり、併せて９項目
目に「薬剤師研修認定制度などの研
修修了の薬剤師が地域の多職種と連

携する会議に参加した実績５回以
上」が新設。

注目すべきは他職種との連携会議
参加実績が、要件化されたことです。

地域支援体制加算の施設基準におけ
る「地域の多職種と連携する会議」
とは
―�疑義解釈通知で明確に

厚生労働省が発出した「疑義解釈」
によれば「地域支援体制加算」の施
設基準における「地域の多職種と連
携する会議」とは、以下の３つの会
議が該当するとしています。

①市町村または地域包括支援セン
ターが主催する地域ケア会議、②介
護支援専門員（ケアマネジャー）が
主宰するサービス担当者会議、③地
域の多職種が参加する退院時カンフ
ァレンスの3つ。

そこで医師、薬剤師、介護支援専
門員の連携（医薬介連携）を評価し
た３つの会議を取り上げ、薬剤師と
して知っておきたいポイントを概説
いたします。

厚労省作成の介護保険資料による
と、①の地域ケア会議の目的はア）
医療、介護等の多職種が協働して高
齢者の個別課題の解決を図るととも
に、ケアマネジャーの自立支援に資
するケアマネジメントの実践力を高
めること。イ）個別ケースの課題分
析等を積み重ねることにより、地域
に共通した課題を明確化すること。
ウ）共有された地域課題の解決に必
要な資源開発や地域づくり、さらに
は介護保険事業計画への反映などの
政策形成につなげることを目的とし
ています。会議の主な構成員は自治
体職員、地域包括支援センター職員、
ケアマネジャー、介護事業者、民生

委員、理学療法士、作業療法士、言
語聴覚士（PT、OT、ST）、医師、歯
科医師、薬剤師、看護師、管理栄養士、
歯科衛生士。その他必要に応じて、
直接サービス提供に当たらない専門
職種も、参加することになっています。

ケアマネジャーが主宰する
サービス担当者会議とは
―�会議の目的と開催時期に注目

２つ目の会議は介護保険法で定め
られた「サービス担当者会議」です。

サービス担当者会議とはケアマネ
ジャーが主宰する会議。会議の目的
は、「利用者の状況等に関する情報
を担当者と共有する」「居宅サービ
ス計画（ケアプラン）原案について、
担当者から専門的見地からの意見を
求める」ことです。

サービス担当者会議の開催はア）
居宅サービス計画を新規に作成した
時、イ）居宅サービス計画の内容を
変更した時、ウ）要介護認定を受け
ている利用者が要介護更新認定を受
けた時、エ）要介護認定を受けてい
る利用者が要介護状態区分の変更の
認定を受けた時であり、地域ケア会
議と比較すると開催頻度は高いです。

併せてサービス担当者会議は、居
宅介護支援費の算定要件のみならず
運営基準として開催が義務付けられ
ています。

ただ、サービス担当者会議開催に
よる介護報酬上の評価はありませ
ん。一方、調剤報酬では地域支援体
制加算の施設基準に定められたこと
により、サービス担当者会議への参
加が評価されたと言っても過言では
ないでしょう。

サービス担当者会議は「居宅サー
ビス計画の原案に位置づけた指定居

宅サービス等の担当者を招集して行
う」ことが定められています。

すなわち、ア）利用者およびその
家族の参加は基本。イ）介護保険対
象のサービス事業者は、全員参加が
必要。ウ）「やむを得ない理由」の
場合で不参加でも意見照会は必須。
エ）必要に応じて、介護保険以外の
サービス担当者（特に主治医）の参
加が望ましい、となっています。

薬剤師として、積極的にサービス
担当者会議への参加が望まれます。 

退院時カンファレンスは
診療報酬の「退院時共同指導料」
―�病院退院時の連携も重要

３つ目の会議である地域の多職種
が参加する退院時カンファレンスに
は、診療報酬で評価されている「退
院時共同指導料２（400点）」が該当
します。

退院時共同指導料は、病院の医師
または看護師等、薬剤師、管理栄養士、
PT、OT、STもしくは社会福祉士が、
入院患者に対し、退院後の在宅での
療養上必要な説明および指導を、在
宅療養担当医療機関の医師もしくは
医師の指示を受けた看護師等、薬剤
師、管理栄養士、PT、OT、ST も
しくは社会福祉士または在宅療養担
当医療機関の医師の指示を受けた訪
問看護ステーションの看護師等（准
看護師を除く）、PT、OT、ST と共
同して行った上で、文書により情報
提供した場合に、入院中1回に限り
算定。病院側は指導料２を算定しま
す。

薬剤師は薬局から地域医療機関・介
護保険事業所との連携強化に努める
ことが、今後求められる薬剤師の役割
であることを再認識してください。 

経営研究株式会社 顧問（メディカル・テン　代表）宮坂 佳紀

─地域支援体制加算の意図を再認識─

医療機関・薬局・居宅介護支援事業所との
積極的な連携強化が鍵

特 別 寄 稿
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薬局や病院で薬剤師として働き始
めると、薬に関することは、はじめ
のうちは医療用医薬品に関する専門
知識を吸収することで手一杯かもし
れません。しかし、薬剤師の大切な
役割の１つに、OTC 医薬品に関す
る相談対応があることも忘れてはな
らないでしょう。

自分の健康に関心をもち、セルフ
メディケーションを心がける生活者
が少しずつ増えている中、適切な
OTC 医薬品をお勧めしてアドバイ
スや受診勧奨をしたり、処方薬や健
康食品との飲み合わせを考慮するな
ど、地域の生活者が安心・安全に
OTC 医薬品を使って健康を保って
いくためには、薬剤師の役割は重要
になってきます。

しかし OTC 医薬品に関して、「実
は詳しくない」「大学でもあまり学
習してこなかった」という人もいる
のでは？　薬局やドラッグストアで
は OTC 医薬品についての研修があ
る企業もありますが、自ら学習しな
くてはいけないケースも少なくあり
ません。

「実際に現在店頭で扱われている
多くの OTC 医薬品の情報を、能率
的に収集したい」─そんなとき、
ぜひ本紙がお勧めしたいのが、日本
OTC 医薬品協会ホームページ（URL 
https://www.jsmi.jp/）のトップペ
ージから入ることのできる「おくす
り検索」サイトの活用です。

多様な検索条件ＯＫ
ほしい製品情報を効率よく入手

この「おくすり検索」（運営はセ
ルフメディケーション・データベー
スセンター〔JSM-DBC〕）は、一般
の生活者が自分に合った OTC 医薬
品を探すためのサイトとして提供さ
れているものですが、薬剤師や薬学
生が OTC 医薬品の情報を調べたい
ときにも、効率よく検索できるので
お勧めです。

便利なのが、その検索条件の幅広
さ。「製品名」「メーカー名」「薬効
分類」「症状」「成分」「添加物」「剤
形」「JAN コード」「医薬品分類」「セ

ルフメディケーション税制対象」な
ど、多様な条件から効率的に対象製
品を絞り込むことができます。

検索結果は一覧で表示され、目的
の製品をクリックすれば、その１つ
ひとつの製品情報の詳細が見られま
すし、添付文書を PDF で閲覧する

ことも可能です。
製品販売元の企業ホームページか

ら１つずつ調べようとすると、手間
がかかってしまいますが、「おくす
り検索」を使えば目的の製品情報に
すぐたどり着くことができます。ス
ムーズな OTC 医薬品の情報収集に

役立ちますので、ぜひ一度アクセス
してみてくださいね！

① 日本 OTC 医薬品協会 HP のトップページ上部に
あるコンテンツから「おくすり検索」をクリック。

④ 条件に当てはまる製品が「検索結果」として一覧表
示された。見たい製品名をクリックしてみよう。

②  「おくすり検索」のページに移動。「日本語」を
クリックして、「おくすり検索入力」のページへ。

⑤ その製品の情報が詳しく表示される。添付文書も
PDF で表示できる。

③   「おくすり検索入力」の入力枠部分は、左図のよ
うな形。自分の調べたい条件を入力して、下部に
ある「上記の条件で検索」をクリックしよう。

OTC医薬品の「おくすり検索」 

（ＵＲＬ　https://www.jsmi.jp/）

薬剤師・薬学生も いざというとき使えて便利！
とても

スピーディーに
調べられますよ

ここをクリック

ここをクリック

多様な条件から
検索できる

条件の入力後、
ここをクリックすると

検索開始

ここをクリックすると、
添付文書が PDF で

表示される

検索枠の右側
に選択肢項目
のあるものは、
利用するとと
ても便利。左
図は、体の絵
から「症状」
を選択できる
画面の一例。
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応 募 要 項

企 業 デ ー タ

カワチ薬品が掲げる「ファーマシ
ー・モア」とは、「薬局」にとどまら
ない「それ以上」の役割を果たすこ
とで、地域のお客様や患者様の健康
で快適な生活を実現したいという想
いです。

調剤薬局を併設したドラッグスト
アは、医薬品・健康食品・介護用品だ
けでなく日常生活に必要なあらゆる
商品が揃っています。普段の暮らし
の中にカワチ薬品を取り入れていた
だくことで、「最も身近なヘルスケア
センター」として生活者医療を支え
ていきたいと考えています。

医薬品コーナーには、国内で販売

応募資格　薬剤師国家資格取得見込者（2022年3月卒業見込者・既卒者）
応募方法　web サイトからエントリーいただくか、お電話・E メール
にてお問い合わせください
連絡先（応募・問合せ先）
株式会社カワチ薬品　人事採用室　小倉・清水・佐藤
〒323−0061　栃木県小山市卒島1293
電話番号　0120−474−931　FAX 番号　0285−37−0705
HP アドレス　http://www.cawachi.co.jp
E-mail　jinji@cawachi.co.jp

創業　1960年
資本金　130億195万円
代表者　代表取締役社長　河内伸二
従業員数　6,726人
　　　　　（2020年3月現在・連結）
事業内容　ドラッグストア経営「医薬
品・医薬関連商品・健康食品・育児用
品・化粧品・日用雑貨・一般食品・菓
子等の小売及び保険調剤」
直近の実績　2,703億円
                 （2020年度3月現在・連結）
店舗数　339店舗
　　　　【内調剤併設型116店舗】
　　　　（2020年3月現在・連結）
店舗展開都道府県　栃木、茨城、群馬、
千葉、埼玉、東京、神奈川、福島、
宮城、山形、岩手、長野、新潟、静岡、
山梨
薬系大学採用実績校名　
東京薬科大学、東北医科薬科大学、
北里大学、明治薬科大学、東邦大学、
星薬科大学、日本大学、城西大学、
帝京大学、国際医療福祉大学　他

されているＯＴＣ医薬品のほとんど
が取り揃えられています。医薬品の
情報提供だけでなく、お客様と会話
しながら、処方薬との飲み合わせや
生活習慣等も含めて医薬品の選定、
提案を行います。

医薬品に加え、健康食品やサプリ
メント、介護用品等の知識も備える
ことで、様々な角度からアドバイス
を行うことができます。

面分業の薬局では、全国どこの医
療機関からも処方箋を受け付けてお
り、常時約1,500 ～ 3,000種類の薬を
取り扱っています。そのため、薬剤
師は様々な症例と医薬品を学ぶこと

生活者医療を支えるカワチ薬品の薬剤師

ができます。また個別ブースの投薬
口で、患者様にじっくり服薬指導を
行います。患者様としっかりコミュ
ニケーションを図ることで、ＱＯＬ
とコンプライアンスの向上に努めて
います。

カワチ薬品の薬剤師は、地域にお
ける医療の一端を担う薬の専門家と
して、患者様視点での提案・相談に
力を入れ、生活者医療に貢献してい
ます。

地域の健康を支える身近な薬剤師
イオン薬局は調剤事業を核に、在

宅医療、OTC 医薬品販売、健康・
美容・介護に関連する商品、サービ
スの提供を行っています。また、地
域生活のインフラとしての役割を果
たすイオンショッピングセンターの
特性を活かし、モール内へクリニッ
クの誘致や健康相談会、店内ウオー
キングイベントなどを開催。地域の
人々が集うイオンという場所や特性
を活かし、疾病の予防から治療、
QOL の維持・向上といった医療・

応募資格　2022年３月卒業見込みの方
応募方法　下記の QR コードよりエントリーいただくか、下記へお問
い合わせください。
連絡先（応募・問合せ先）
イオンリテール株式会社　人事部　採用グループ　薬事採用チーム
〒261-0023　千葉県千葉市美浜区中瀬１−４
フリーコール　0120−12−8130（平日９時～ 17時）
FAX 番号　043−212−6265
HP アドレス　https://www.aeonretail.jp/saiyo/pharmacist/
E-mail　ML_ayr@aeonpeople.biz

創業　2008年発足
資本金　1億円
代表者　代表取締役社長　井出武美
従業員数　128,096人
　　　　　（うち薬剤師1,887人）
　　　　　（2020年2月現在）

事業内容　総合小売業（ショッピング
センター内に調剤薬局を展開）
直近の実績　2兆1,925億円
                 （2020年2月現在）
店舗数　281店舗
　　　　（2020年12月現在）

店舗展開都道府県　本州、四国エリア
のイオンショッピングセンター内

薬系大学採用実績校名　帝京大学、星
薬科大学、日本大学、東京薬科大学、
京都薬科大学、大阪薬科大学、近畿大
学、摂南大学、東北医科薬科大学、名
城大学、その他64校

生活に必要なものが何でもそろう
イオンだからできる地域医療

健康サービスを提供しています。
薬剤師の専門性と
キャリア開発をサポート

医薬品の専門知識はもちろん、社
会人として、企業人として、どうすれ
ば「患者さま・お客さまの役に立て
るか」を考えて行動するのがイオン
の薬剤師。認定薬剤師資格取得制度
や薬剤師生涯研修プログラム（E −
ラーニング）の提供など、薬剤師と
しての知識・スキルを磨く教育・研
修制度を備え、従業員の成長を支援
するためのシステムが整っています。
充実したライフスタイル支援

仕事と私生活の両方において、バ
ランスのとれたライフスタイルを実

現すること。これが生涯にわたって、
質の高い仕事と生活のゆとりを生み、
活気ある企業・社会を作ると考えて
います。年間125日の休日取得はもち
ろん、長期休日制度、育児休職・育
児勤務制度など、ライフスタイルの
変化にあわせて従業員が自分らしく
生涯安心して働ける職場環境を整備
しています。

最も身近なヘルスケアセンターを目指しています

地域の皆さまの健やかな暮らしのために

企業情報 information

企業情報 information
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応 募 要 項
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当社は北信越、関東、東海、関西、
東北に展開している調剤併設ドラッ
グストアです。近年は調剤事業に力
を入れており、北陸においては処方

応募資格　2022年3月卒業見込みの方
応募方法　下記の QR コードでアクセス、または弊社ホームページよ
りエントリーいただくか、下記へお問い合わせください
連絡先（応募・問合せ先）
株式会社クスリのアオキ　調剤事業部薬事採用課
〒924−8510　石川県白山市横江町4街区1番
電話番号　076−274−6111　FAX 番号　076−274−6252
HP アドレス　https://kusuri-aoki-recruit.jp/
E-mail　yume@kusuri-aoki.com

創業　1869年（明治2年）

資本金　3億円
　　　　（2019年5月期現在）

代表者　代表取締役社長　青木宏憲

従業員数　3,004人

事業内容　調剤薬局併設
　　　　　ドラッグストアの展開

直近の実績　3,001億7,300万円
                 （2020年5月期現在）

店舗数　655店舗
　　　　（2020年12月現在）

店舗展開都道府県　石川、富山、福井、
新潟、長野、群馬、岐阜、滋賀、愛知、
埼玉、三重、栃木、京都、奈良、茨城、
千葉、福島、静岡、山形、岩手、宮城

薬系大学採用実績校名　金沢大学、
富山大学、北陸大学、新潟薬科大学、
高崎健康福祉大学、岐阜薬科大学、
愛知学院大学、など72校

箋応需シェア No.1を
誇っております。特に
関東、東海地区等、新
規エリアへの積極的な
出店も進めており、将
来的には全店調剤併設
を目指しております。

薬剤師として調剤は
もちろん、OTC や在
宅についてもじっくり
と学べる環境があり、
社会人としての基礎研
修から薬剤師専門研修
まで充実の教育カリキ
ュラムで「かかりつけ
薬剤師」の育成に力を
入れております。

また、働く従業員の
ワークライフバランス
の実現に力を入れてお
り、様々な仕組み、制
度を整えているのが特
徴です。制度面では、
時短勤務制度や育児支
援制度を設け、育児中

の女性でも働きやすい環境をご用意
しております。また、リフレッシュ休
暇制度等を導入しており、仕事もプ
ライベートも両立していただける環
境です。さらにドラッグストア併設
ですが、薬局は基本日祝休み、19：00
までには閉店のため、夜遅くまでの

クスリのアオキは
 お客様と従業員のためにあります。

勤務もなく、自分の時間も大切にし
ながら働くことができます。

これらの仕組みや制度等の根本に
あるのが、「クスリのアオキはお客
様のためと従業員のためにありま
す」という当社の社訓です。明るく、
風通しの良い社風で、従業員を大切
にする風土が根付いています。今後
も従業員が個性を発揮し、成長し続
けることができる環境を整えてまい
ります。

～調剤・OTC・在宅を本気で学ぶ！～

応 募 要 項

企 業 デ ー タ

調剤報酬642億円、月間1,000枚以
上の処方箋応需店舗数は302店舗。
さらに全体の約75％が面分業立地で
あり、平均150の医療機関から処方
箋を応需しております。

処方箋枚数の多さだけでなく、多
くの医療機関からの処方箋を元に、
多くの医療用医薬品を扱うことで経
験値を上げることができます。

地域のかかりつけ薬局を目指し、
未病・予防から在宅・介護まで「い

面分業がメインで、豊富な処方箋
に触れながら学べるという環境にあ
り、さらに外来調剤だけでなく、在
宅にも積極的に取り組んでいます。
新 人 研 修 は、 調 剤 研 修 に 加 え、
OTC を主体とした体験実習を毎月
実施しており、その研修の充実度は、
調剤事業とは別に OTC 事業を幅広
く展開するココカラファインならで

１店舗あたり5.5人の薬剤師が勤
務しているため、薬局長とは別のマ
ンツーマン上司による指導、毎月の
研修への参加、公休日の希望申請を
行うことができます。

育児休業や育児時短勤務の拡充、
労働組合の設置、１分単位の残業管
理、社内相談電話窓口の設置など、
安心して勤務できる環境が整ってい
るからこそ、離職率が低い職場の実
現につながり、培ったスキルや経験
を十分に発揮できます。

応募資格　2022年3月卒業見込みの方
応募方法　マイナビ、または弊社採用 My Page、弊社ホームページよ
りエントリーいただくか、下記へお問い合わせください
連絡先（応募・問合せ先）
株式会社ココカラファイン　人事部 採用チーム
〒222−0033　神奈川県横浜市港北区新横浜3−17−6　イノテックビル9階
電話番号　045−548−5969　FAX 番号　045−470−3929
HP アドレス　http://corp.cocokarafine.co.jp/index.html
E-mail　recruit@cocokarafine.co.jp

創業　2013年4月1日（平成25年）

資本金　201億8,400万円

代表者　代表取締役社長　塚本厚志

従業員数　6,429人（2020年3月末時/ 正
社員数 / ココカラファイングループ全
体）

事業内容　調剤薬局・ドラッグストア
の経営

直近の実績　参照：4,038億7,000万円
（2020年3月末時/ココカラファイング
ループ実績）

店舗数　1,345店舗【うち処方箋取り
扱い店舗314店舗】（2020年3月末時/コ
コカラファイングループ全体）

店舗展開都道府県　全国
＊青森、岩手、秋田、石川、宮崎、鹿児島を除く

薬系大学採用実績校名　北里、帝京、
東京薬科、明治薬科、名城、大阪薬科、
神戸薬科、近畿、摂南、福岡、その他
50校

1店舗あたり5.5人の社員薬剤師が勤務！ 充実の現場環境

豊富な処方箋に触れながら学べる
優れた環境

未病・予防から在宅・終末医療まで
ＯＴＣも学べる環境だからできること

長く安心して働くことができる
環境を整備

つでも、どこでも、どなたでも相談
できる薬局」を目指します。

は。離職率も低く、より良い教育環
境、職場環境で安心して働くことが
できます。

「いつでも、どこでも、どなたでも」

株式会社ココカラファイン  ヘルスケア

企業情報 information

企業情報 information
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応 募 要 項

企 業 デ ー タ

調剤併設店舗の出店加速
2,000店舗到達、出店地区の拡大に

伴い全国の地域医療に貢献できる体
制が整いました。現在グループで
665店舗となる調剤薬局はドラッグ
ストア併設型が中心です。ドラッグ
ストア業界3位の調剤報酬額からさ
らなる上位を目指します。海外事業
も順調に推移しており、ASEAN へ
積極出店をし、早期の30店舗実現を
目指します。
先進的新人薬剤師研修の特徴

調剤分野だけではなく、OTC 医

応募資格　薬剤師国家資格取得見込者
　　　　　（2021年3月及び2022年3月卒業見込者）
応募方法　弊社ホームページ、各就職ナビサイト（リクナビ・マイナビ）
よりエントリーいただくか、下記へお問い合わせください
連絡先（応募・問合せ先）
〒065-0024　札幌市東区北24条東20丁目1-21　
株式会社ツルハ　人材採用部
電話番号　0120-40-1193（人材採用部直通）　FAX 番号　011-783-2755
URL　http://www.tsuruha.co.jp　E-mail　yakugaku@tsuruha-cs.com

創業　1929年
資本金　42億5,200万円
　　　　94億9,200万円（連結）
代表者　代表取締役社長　八幡政浩
従業員数　4,459人（うち薬剤師1,006人）
　　　　　※2020年11月現在
事業内容　ドラッグストア・調剤薬局
チェーンの経営および介護事業
直近の実績　8,410億3,600万円（連結）
                 （2020年5月期）
店舗数　1,276店舗（2021年1月現在）
　　　　（うち調剤薬局302店舗）
店舗展開都道府県　北海道、青森、岩
手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、
栃木、埼玉、千葉、東京、神奈川、新
潟、山梨、長野、愛知、滋賀、京都、
大阪、兵庫、和歌山、高知、タイ王国
（2021年1月現在）
薬系大学採用実績校名　東北医科薬科
大、北海道科学大、北海道医療大、昭和
薬科大、北海道大、明治薬科大、北陸大、
北里大、東北大、奥羽大、千葉科学大、
城西国際大、岩手医科大　他30校

薬品・健康食品・サプリメント分野、
コミュニケーション分野の3分野で
構成。グループワークを多く導入し、
受講者全員で、かかりつけ薬剤師を
目指し、高めあっていけるような研
修内容。研修で学んだことを現場で
検証・確認することを何度も繰り返
すことにより、実行可能なスキルを
身に付けていきます。
育児支援制度で仕事と家庭の両立を

患者さま、お客さまへの真のサー
ビスは社員の会社に対する満足度の
高さが不可欠です。〈育児短時間勤

 「かかりつけ薬剤師」の育成強化 +「従業員満足度」の追求

務制度〉は子供が小学校3年生を終
えるまでと業界トップクラスの制度
内容です。なんといっても在籍女性
社員の14% にあたる218名が利用し
ていることは職場環境が整備されて
いる証しです。そして全国の大手企
業の5% しか導入していない〈LTD
（給与補償）制度〉も社員満足度ア
ップを強力に後押ししています。

  「2024年、3000店舗体制」そして「世界2万店」へ飛翔

応 募 要 項

企 業 デ ー タ

●�現在の薬剤師に満足できますか？
世界の薬剤師は“信頼できる職業

ランキング”で1位でした。病気に
なると薬剤師に相談し、小さな病気
は薬剤師が治す。また慢性疾患にお
いては、薬剤師が処方を全面的に任
されているからです。

われわれは「病気の番人」といえ
る世界レベルの薬剤師を育成してい
ます。その証拠に行政からも研修制
度の資料提供を求められました。

やるなら一流になろう！

応募資格　2022年3月卒業見込者
応募方法　電話・E メールでお申し込みください
連絡先（応募・問合せ先）
有限会社ブルークロス　薬剤部
〒781−8121　高知県高知市葛島4−4−14
電話番号　088−884−5424　FAX 番号　088−884−5458
東京オフィス　〒177−0041　東京都練馬区石神井町３丁目24−11
電話番号　03−3996−7230　FAX 番号　03−3996−7233
URL　http://www.bluecross.co.jp/
E-mail　info ＠ bluecross.co.jp

創業　1991年

資本金　300万円

代表者　代表取締役　池澤幸郎

従業員数　73人（うち薬剤師33人）

事業内容　保険調剤薬局

直近の実績　25億円
                 （2019年度）

店舗数　15店舗（2021年1月現在）

店舗展開都道府県　高知、東京

薬系大学採用実績校名　北里大学、東
邦大学、東京薬科大学、明治薬科大学、
星薬科大学、京都薬科大学、大阪薬科
大学、神戸学院大学、徳島文理大学、
松山大学　その他10校

●２年間の完全マンツーマン教育
現在、卒後の薬剤師を育てる研修

制度がありません。本来の薬剤師の
あるべき姿に近づくように薬機法が
改正されます。ＡＩ時代だからこそ、
アナログ的な教育が必要です。

患者さんの人間性を尊重できる教
育、処方解析を行い日々ステップア
ップする教育、地域との関わりを通
して医療人としての意識を高める教
育。一人ひとりに対応する質の高い
教育はブルークロスにしかありませ

一人ひとりにあった人間性を成長させる完全マンツーマン教育

ん。ＡＩやビッグデータで見えない
ものが見える薬剤師を育成します。
●�他社にないインターンシップ

弊社のインターンシップは例年世
界・日本全国より60名以上の学生が
参加し、参加者・大学関係者から最
高の評価をいただいています。

１週間にわたるインターンシップ
では、実際の現場においてリアルタ
イムでの完全マンツーマン教育を体
験してもらうことにより、医療人と
しての薬剤師の存在意義を認識でき
ます。ブルークロスでは、10年先の
地域包括ケアシステムを学べます。

また弊社では通常のインターンシ
ップに加え、Web で体験コースも
実施しています。薬局現場の処方解
析を体験してみませんか？

～社会を変える一流の薬剤師になろう～

企業情報 information

企業情報 information



薬学生諸君！臨時増刊号 令和３年（２０２１年）３月１日（月曜日） （9）

応 募 要 項

企 業 デ ー タ

2015年に誕生した新業態店舗の
「matsukiyo LAB」が関東～東海
～関西に展開を広げており、今年度
は多店舗展開を進めております。地
域のお客様に対して食生活や生活習
慣のカウンセリングを行い、その結
果をもとにオーダーメイドのサプリ
メントやスムージーを提供する 
「SUPPLEMENT Bar」、肌診断によ
るカウンセリングを行い、最適な商品
を提案する「BEAUTYCARE Studio」  
を開設。専門性の高いヘルスチェッ

応募資格　2022年3月卒業見込みの方
応募方法　2021年3月1日よりエントリー開始。当社公式採用サイト、
またはマイナビよりエントリーしていただくか、下記へお問い合わせ
ください
連絡先（応募・問合せ先）
マツモトキヨシグループ　人事部採用課
〒270−8521　千葉県松戸市新松戸1−483
学生専用フリーダイヤル　0120−047−300
採用直通　047−347−6800　FAX 番号　047−342−8446
HP アドレス　http://www.r-matsukiyo.com/
E-mail　info@matsukiyo.co.jp

創業　1932年

資本金　220億5,100万円

代表者　代表取締役社長　松本清雄

従業員数　14,666人（正社員換算・連結）

事業内容　ドラッグストア・
　　　　　保険調剤薬局

直近の実績　5,905億9,300万円
                 （2020年3月・連結）

店舗数　1717店
　　　　（調剤専門・併設312店舗）

店舗展開都道府県
全国46都道府県

薬系大学採用実績校名　
全国国公立私立大学

クやエビデンスに基づいたインナー
ビューティーを提案し、健康で若々
しく年齢を重ねたいという期待に応
えています。

matsukiyo LAB の多くの店舗は
当社が目指す健康サポート薬局とし
て進化しており、調剤や在宅に加え
て薬剤師が生活習慣のアドバイスを
行う「HEALTHCARE Lounge」を
開設。血液検査に加えて業界初とな
る口腔内チェックも行える環境があ
ります。日常生活における活動量を

「内外美容の提案」により QOL を高めます

もとに生活リズムや運動、食事まで
管理して生活習慣病を未然に防ぎま
す。

調剤事業が拡大する中、受付～調
剤～監査～薬歴やお薬手帳の管理ま
で最新の設備機器を導入。業務にお
ける負担を減らして研修認定薬剤師
の取得を支援しております。１店舗
あたりの薬剤師数の多さは職域の広
がりだけでなく「有給休暇の取得」
につながっています。

一人ひとりの個性を活かして働く
ことができることがマツモトキヨシ
グループの特徴です。マツモトキヨ
シグループでは「いちばん身近な医
療機関」として、予防～治療～介護
に至るまで地域の方々の健康をトー
タルサポートしています。

当社公式
採用サイト

美と健康の分野に特化した商品とサービスを展開する「matsukiyo LAB」が進化

応 募 要 項

企 業 デ ー タ

メディカルシステムネットワーク
グループは、様々な事業を展開し、
医療と健康に携わるプロフェッショ
ナルとして、各事業が連携し、地域
住民の健康を支えています。

「なの花薬局」は、420店舗以上を全
国で展開しており、「〝薬〟だけじゃ
ない」薬局をキャッチフレーズに、地
域の人々の役に立ち、必要とされ、愛
される「地域薬局」を追求しています。

働きやすい環境

当社は、全国展開だからこそ一人
ひとりに合ったキャリアプランに応
えるフィールドがあります。本人の

応募資格　2022年3月卒業見込み者（薬学生対象）
応募方法　採用試験の詳細は当社 LINE マイページよりご案内してい
ます。下記 QR コードからご確認ください。（初回登録が必要です）
連絡先（応募・問合せ先）
株式会社メディカルシステムネットワーク 人事部採用窓口
〒105−0001　東京都港区虎ノ門1−1−18
ヒューリック虎ノ門ビル8階
採用専用フリーダイヤル　0120-770-234
URL　https://www.nanohana-ph.jp/
E-mail　jinji@msnw.co.jp

創業　1999年

資本金　21億2,800万円

代表者　代表取締役社長　田尻稲雄

従業員数　4,502人
　　　　　（うち薬剤師1,847人）

事業内容　調剤薬局事業、
　　　　　医薬品ネットワーク事業、
　　　　　賃貸・設備関連事業、
　　　　　給食事業、訪問看護事業、
　　　　　医薬品製造販売事業、
　　　　　デジタルシフト事業

直近の実績　売上高1,052億円
                 （グループ2020年度）

店舗数　426店舗（2020年12月現在）

店舗展開都道府県　全国　
　　　　　　　　　※一部地域を除く

薬系大学採用実績校名　東京薬科大、
北里大、星薬科大、明治薬科大、京都
薬科大、大阪薬科大、名城大、北海道
科学大、東北医科薬科大、福岡大　そ
の他62校

希望に合わせて自宅から通える範囲
での勤務、または転居を伴う異動の
ある勤務（全国または希望エリア）
を選択できます。また、ライフイベ
ントに合わせてエリア変更もできる
ため、安心して働くことができます。

充実した教育・研修制度

長年にわたり培ってきた在宅訪問
のノウハウをマニュアル化し、全店
舗・全社員が在宅業務に関われる環
境を構築しています。同時に、がん
治療の副作用モニタリングや緩和ケ
ア、医療連携などを学ぶ臨床薬学研
修や無菌調製研修など、専門性を高

全国で愛される「地域薬局」へ

めた薬剤師の育成に取り組んでいま
す。また、薬薬連携や多職種連携の
強化、臨床・研究の質向上への取り
組みにも注力し、病院研修、学会参
加や学術発表、認定資格取得のサポ
ートを行っているほか、医療機関や
大学との共同研究なども行い、高い
専門性を発揮し、チーム医療の一翼
を担う薬剤師の養成を行っています。

薬剤師が手渡すものは、薬、だけじゃない。

企業情報 information

企業情報 information
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Ｑ.貴社を選んだ決め手は何でしたか？
Ａ . 地域密着型の会社だったからで
す。豊富な品ぞろえの大きな店舗と

Ｑ.貴社を選んだ決め手は何でしたか？
Ａ . 地域の患者さま・お客さまとの
距離の近さが、最も魅力に映ったポ
イントです。イオンの店舗には毎日
のようにお買い物に来られる幅広い
年齢層のお客さまがいらっしゃいま
す。仮にどこか体調が優れない時で
も、イオン薬局はお買い物ついでに
気軽に立ち寄れる雰囲気があります。
　こうした環境の薬剤師として勤務
すれば、調剤薬局という枠組みにと
らわれず、生活面からも患者さま・
地域のお客さまの健康をサポートで
きると思い、入社を決意しました。
Ｑ . いま従事している業務内容は？
Ａ . 現在勤務する薬局は月間の処方
箋が2,000枚を超えるため、監査・
服薬指導といった調剤業務が大半を

併設した調剤薬局でサポートする姿
に魅力を感じました。
　今は調剤薬局の一員として、多く
の方に接して働いています。
Ｑ . いま従事している業務内容は？
Ａ . 調剤店舗での調剤業務・服薬指
導、薬の在庫管理です。
　また、お薬・健康相談を受けて、
生活改善・市販薬で対応できないか
一緒に考えたりしています。
Ｑ . 入社以降に大変だったこと、苦
労したことはどんなことでしたか？
Ａ . 接客時のマナーです。言葉遣い
・電話対応等、まだまだ未熟な部分
に気づきました。
　自分でも気づかない部分は、先輩
にアドバイスをもらいながら次に生
かすようにしています。

占めています。もちろん、在宅業務
や OTC カウンセリング、健康相談
などもあり、幅広く薬剤師の職能を
発揮できていると感じています。
Ｑ . 入社以降に大変だったこと、苦
労したことはどんなことでしたか？
Ａ . 入社時、薬剤師としてはもちろ
んですが、マナーやコミュニケーシ
ョンに対しての不安がありました。
しかし手厚い研修があるため、傾聴
する力や対応力を身につけられ、自
信を持つことができました。また、
コロナ禍の入社で戸惑うこともあり
ましたが、イオンが地域のお客さま
・患者さまの生活を守り、真っすぐ
に向き合う姿に感銘を受けました。
この会社で薬剤師として働くことを
誇りに感じています。

Ｑ .貴社に入社して良かったことは？
Ａ . 多くの先輩社員・同期に出会え
たことです。
　仕事では成長させてくれ、プライ
ベートでも楽しませてくれる良い仲
間に出会えました。毎日楽しく過ご
せています。
Ｑ . 現在の目標を教えてください。
Ａ . 現場で患者さまから求められる
・社員から信頼される薬剤師となる
ことです。
　経験を積んで、薬局の管理をして、
後輩の見本となれるよう日々取り組
んでいきたいです。
Ｑ . どのようなツールを使ってスキ
ルアップに取り組んでいますか？
（書籍、アプリ、通信教育、オンラ
イン等）
Ａ.オンラインや配信授業を利用し、
研修認定薬剤師の取得を目指してい
ます。
　カワチ独自のオリジナル講座で、
薬だけでなく、季節に合った商品に
ついても勉強しています。
Ｑ.就活中の薬学生へアドバイスを。
Ａ . 不安・疑問は何度も聞いて、足
を運び、お店の雰囲気を感じること

Ｑ .貴社に入社して良かったこと
は？
Ａ . 職場環境が良いことです。
やりがいはもちろんですが、先
輩薬剤師の皆さんが、みな気さ
くで優しく相談しやすい環境が
あります。
　先輩方のサポートが本当に親
身なので、「もっと早く一人で
いろいろとできるようになっ
て、役に立ちたい！」という気
持ちが日々、強くなっています。
Ｑ . 現在の目標を教えてくださ
い。
Ａ . 患者さまやそのご家族の心に寄
り添い、かつ勇気を与えることがで
きる、優しさと強さを兼ね備えた薬
剤師になるのが目標です。「あの薬
剤師さんに相談すれば大丈夫！」と
指名されるくらいの存在になれるよ
う、知識面の強化も合わせて努力を
続けていきます。
Ｑ . どのようなツールを使ってスキ
ルアップに取り組んでいますか？
（書籍、アプリ、通信教育、オンラ
イン等）
Ａ .「薬局ですぐに役立つ薬の比較

が大切です。私も人事の方に相談し、
カワチに決めることができました。
　ぜひ、一緒にカワチ薬品で働きま
しょう。

と使い分け」、「OTC 医薬品の比較
と使い分け」等の書籍で同種同効薬
の違いを勉強しています。
Ｑ.就活中の薬学生へアドバイスを。
Ａ . 私の場合は、理想の薬剤師像や
自分が譲れないと思うポイントなど
を紙に書き出して整理することで、
少しずつ就職先の候補を絞りまし
た。結果として自分に合った環境で
働くことができています。今はつら
いこと、大変なことなどあるかと思
いますが、これからきっと楽しい未
来が待っています！ 頑張ってくだ
さい。応援しています！

地域密着型の会社に魅力
 「信頼される薬剤師」を目指す

健康と生活を両面からサポートできる
優しさと強さを兼ね備えた薬剤師に

株式会社カワチ薬品
T.K さん（帝京大学卒 入社１年目）

イオンリテール株式会社
イオン新瑞橋店

池田万里菜さん（入社１年目）

▲監査業務中の風景。「求められ、信頼さ

れる薬剤師」を目標として、日々の業務

に真摯に取り組んでいる。

▲笑顔で投薬窓口に立つ池田さん。「もっと役

に立ちたい」と、知識面の強化など目標に向か

って研鑽を積んでいる。

先輩薬剤師の皆さんに聞きました

OB・OG 紙上訪問

たくさんある企業の中から、どうやって自分に合った就職先を選択す
るか——本当に悩ましいですね。そんなときにぜひ聞きたいのが、実
際に薬剤師として働いている先輩たちの経験談です。そこで現在、皆
さんより一足先に各社で活躍中の先輩薬剤師の方々に、「会社選びの
決め手は？」「どんなことが大変？」「入社して良かったことは？」な
ど、就活生の皆さんが知りたい点に回答していただいたとともに、研
鑽を続けている現在の状況や目標なども教えていただきました。
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Ｑ.貴社を選んだ決め手は何でしたか？
Ａ . 実務実習で、処方薬だけではな
く、一般用医薬品や健康食品、サプ
リメントを含めた総合的な鑑査を行
う先輩薬剤師を見て、自分も幅広い
知識と視点を養いたいと思いまし
た。また、身近な存在で何でも相談
しやすい薬剤師になりたいと思った
こともきっかけの一つです。
Ｑ . いま従事している業務内容は？
Ａ . 処方受付から入力、調剤、鑑査、
服薬指導、薬歴入力等の基本的な薬剤
師業務を中心に行っています。
　また、ドラッグストアに併設されて
いるため、調剤業務のみならず、一般
用医薬品を通じてお客さまのニーズ
に合った医薬品を選択し、適正使用に
必要な情報提供を行い、セルフメディ

Ｑ.貴社を選んだ決め手は何でしたか？
Ａ . 私は一元的な薬の管理を通じて
患者さんに長く寄り添っていきたい
と考え、主に面で処方を受け入れて
いるドラッグストアに興味を持って
いました。その中でも弊社は育成シ
ステムが充実しサポート体制も万全
で、自分の成長に繋がる企業だと思
いました。加えて、先輩社員の方と
お話した際に、一人一人の社員を仲
間として大切にする風土を強く感じ
入社を決めました。
Ｑ . いま従事している業務内容は？
Ａ . 岐阜県で薬局長として勤務してい
ます。皆で協力して薬局を運営し、薬
局長としての責任も感じながら日々
の業務と向き合っています。
Ｑ . 入社以降に大変だったこと、苦

Ｑ.貴社を選んだ決め手は何でしたか？
Ａ . １店舗あたりの調剤規模が大き
く、しっかり学べる店舗環境であっ

ケーションの推進に努めています。
Ｑ . 入社以降に大変だったこと、苦
労したことはどんなことでしたか？
Ａ . 患者さまとの接し方や、服薬指
導。薬の説明や効能効果をどこまで
話してよいか見極めること。同じ処
方でも患者さまが変われば、基本は
同じでもまた違う対応・指導になる
こと。
Ｑ .貴社に入社して良かったことは？
Ａ . 数カ月ですが一人薬剤師をして
いたときに、いつも来てくれる患者
さまが徐々に心を開いてくれたとき
や、「ありがとう」と言っていただ
けたときに、ツルハに入社して良か
ったなと思いました。
　一人薬剤師は大変なだけだと思わ
れがちですが、患者さまには身近に

労したことはどんなことでしたか？
Ａ . 弊社の特徴でもありますが、面
で処方を受け入れているため、薬局
には1,000を超える薬があります。
そのため、薬の飲み合わせチェック
やそれぞれの薬の特性の把握にとて
も苦労しました。半面、たくさんの
薬を扱うことで勉強にもなっていま
す。
Ｑ .貴社に入社して良かったことは？
Ａ . 半年間のドラッグ研修の経験で
す。この間、さまざまなお客さまへ
の対応を経験することで OTC 医薬
品の知識が習得できました。加えて、
お客さまの生のニーズを把握するこ
ともでき、今では積極的にお客さま
の相談に乗ることができるようにな
りました。OTC 医薬品をお求めにな

たことです。
Ｑ . いま従事している業務内容は？
Ａ . 薬学生の新卒採用を担当していま
す。
Ｑ . 入社以降に大変だったこと、苦
労したことはどんなことでしたか？
Ａ . 入社当初、多くの患者さまにご
利用いただいている店舗に配属にな
り、忙しかったこと。
Ｑ .貴社に入社して良かったことは？
Ａ . 規模が大きな薬局で調剤に従事
することができ、たくさんのことを
学べたことです。
Ｑ . 現在の目標を教えてください。
Ａ . 採用に関わった社員が現場で活
躍している姿を見たいです。
Ｑ . どのようなツールを使ってスキ
ルアップに取り組んでいますか？

感じてもらいやすく、他で処方し
てもらっている薬の相談や病気の
こと、お薦めのサプリメントなど
を聞かれることも多かったです。
自分で継続して一人の患者を診る
ことができるのも、貴重な機会だ
ったなと思いました。
Ｑ.現在の目標を教えてください。
Ａ . 患者さまに、ここの薬局に来
て良かった！ また相談したい！
と思っていただけるような、地域
に根付いた身近な薬剤師になるこ
とです。
Ｑ . どのようなツールを使ってスキ
ルアップに取り組んでいますか？
（書籍、アプリ、通信教育、オンラ
イン等）
Ａ . 最近の医療・医薬情報を得られ
るように日経メディカルに登録した
り、メディカルナレッジを活用し、
気になる分野を勉強したりしていま
す。処方薬で不明な薬があれば添付
文書で都度確認しています。
Ｑ.就活中の薬学生へアドバイスを。
Ａ . 今年は COVID‐19の影響で例年
と環境が大きく変わり、就活や勉強、
実習、卒業研究とさまざまな場面で

るお客さまからの薬剤師への
期待は大きいと感じています。
Ｑ . 現在の目標を教えてくだ
さい。
Ａ . 直近の目標は薬局の新規
開局に携わることです。開局
を通じて地域の方たちと一か
ら信頼を築き上げる経験をし
たいです。これは、成長を途
切れさせることなく出店・開
局を進めている弊社だからこ
そ持てる目標でもあると思い
ます。
Ｑ . どのようなツールを使っ
てスキルアップに取り組んでいます
か？（書籍、アプリ、通信教育、オ
ンライン等）
Ａ . 一つは、ハピコム研修という社
外研修です。この研修では、保険・
診療報酬などの講義やロールプレイ
ングなどを通じてドラッグストア薬
剤師として必要な知識を幅広くカバ
ーすることができます。またこの研
修受講により、認定薬剤師の資格が
取得できます。この他に、メーカー
の方々が直接製品について講義をし
てくださる勉強会です。サポーター

（書籍、アプリ、通信教育、オンラ
イン等）
Ａ . 採用担当になり、現場を離れて
しまったので、臨床の知識を忘れな
いようにＥラーニングで学習してい
ます。

大変だと思います。卒業後に自分が
学びたいことや、やりたいことは何
だろうと悩んでしまう方もいらっし
ゃるかもしれませんね。
　ですが、就職後に興味のあること
が明白になったり、今興味のあるこ
と、やりたいことが将来変わること
だってあるので、今は気負わずに、
ちょっと気になる会社に店舗見学に
行ってみたり、少しでも興味のある
ことについて、いろんな人に聞いて
みたりしながら就職後の楽しみを見
つけて、残りの大学生活、思いっき
り満喫してください！

や介護用オムツを付けるなど体験型
の勉強会もあり、疑問点はその場で
直接聞いて理解できとても有益です。
Ｑ.就活中の薬学生へアドバイスを。
Ａ . 企業にはそれぞれ特徴や強みが
あります。就職活動の中で接する先
輩社員や採用担当者は何でも答えて
くれますので遠慮なくどんどん質問
して、企業のこと、そこで働く社員
のことを知ってください。それによ
り、その企業を知るだけでなく自分
自身のなりたい姿も具体的にイメー
ジすることができると思います。

Ｑ.就活中の薬学生へアドバイスを。
Ａ . 就活は自分の将来を考える大き
な機会。これから先どうありたいか、
たくさん考えてぜひ自分の納得でき
る答えを出してください！

総合的な幅広い知識と視点を養って
 「身近で相談しやすい薬剤師」に

薬局長として来局者相談も積極的に
いつか新規開局に一から関わりたい！

規模が大きい店舗の調剤では
多くのことがしっかりと学べる

株式会社ツルハ
ツルハドラッグ�苫小牧王子店調剤

由崎祐子さん（入社２年目）

株式会社クスリのアオキ
東島薬局

吉元亜希子さん（岐阜薬科大学卒 入社２年目）

株式会社ココカラファイン
人事部�採用チーム

長谷川真奈さん（横浜薬科大学卒 入社７年目）

▲上司と確認しながら、薬歴を入力。「また

相談したいと思われるような、身近な薬剤師

になることが目標」と由崎さん。

▲「就職活動では、採用担当者や先輩社員に遠慮

なくどんどん質問してください」と吉元さん。

▲服薬指導中の長谷川さん。臨床での知識を忘れないように、

日ごろはＥラーニングを活用して学習に取り組んでいる。
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Ｑ.貴社を選んだ決め手は何でしたか？
Ａ . 私が就職活動を行った当時、「対
人業務の重要性」が認識され始め『薬
剤師の職域拡大』を強く意識してい
ました。そして自身も『薬剤師の職
域拡大』に寄与できる人物になりた
いと夢見たため『自己成長』も軸に
就職活動を行いました。就職活動を
通して出会う同期や社員の方の人柄
から、弊社では切磋琢磨することで
人間としても成長できると感じ、入
社を決めました。
Ｑ . いま従事している業務内容は？
Ａ . 新卒薬剤師職の採用業務を担当
しています。就職という人生の転機
に携わり、私自身と同じように夢や
目標を持つ方をサポートできる点が
やりがいです。現在はコロナ禍で学

Ｑ.貴社を選んだ決め手は何でしたか？
Ａ . ①教える側、教えてもらう側そ
れぞれが成長できるように、個人に
合わせて組み合わせを決める完全マ
ンツーマン制度があったからです。
②高知県は日本国内で特に高齢化が
進んでいる地域でした。将来求めら
れる薬剤師像を経験できると思いま
した。
Ｑ . いま従事している業務内容は？
Ａ . 店舗での薬剤師業務、主に患者
対応と採用を担当しています。患者
対応では、服薬指導だけでなく、他
職種への情報提供、服用期間中の患
者の状態を把握するための電話指導
などです。高知県で新店舗の立ち上
げ、管理薬剤師業務を経験し、現在
は東京の店舗で勤務しています。

Ｑ.貴社を選んだ決め手は何でしたか？
Ａ .「会社の雰囲気」
５年生の薬局実務実習をなの花薬局
で過ごし、そのときの店舗の雰囲気
や働いている方々の優しく温かい雰
囲気が心地よく、私もこのような環
境で働きたいと思いました。
「教育制度の充実」
e- ラーニングや定期的な社内の勉強
会によって、研修認定薬剤師の単位
を取得しやすい環境が整っている点
が魅力的でした。また、配属店舗で
は OJT の先輩に親切丁寧に店舗業
務や薬について指導していただける
という点も、心配性な私にはとても
大きな決め手となりました。
Ｑ . いま従事している業務内容は？
Ａ.調剤、監査、服薬指導、在庫管理、

生の方との接点を持ち辛い状況です
が、web を活用しイベントを開催
しています。web の場合でも私自
身も感じた弊社社員の魅力を伝えら
れるようにプログラム構築していま
すので興味がある方はぜひ、ご参加
ください。
Ｑ . 入社以降に大変だったこと、苦
労したことはどんなことでしたか？
Ａ . 入社直後は教えてもらうことを
覚えることが主な業務でしたが、年
次を重ねるにつれて周囲に教える機
会が増え、人に伝えることの難しさ
に苦労したことを覚えています。し
かし、人に伝えるためには、伝える
以上の情報量が必要だったことで、
自身の勉強の機会になり知識を深め
ることができました。また、目標を

Ｑ . 入社以降に大変だったこと、苦
労したことはどんなことでしたか？
Ａ . 新店舗の立ち上げ、管理薬剤師
業務が大変でしたが、視野が広がる
貴重な経験でした。患者対応とは異
なる視点で、薬局を考えるきっかけ
になりました。
　具体的には、開局に伴う保健所等
への申請、近隣住民への周知の方法、
書類の管理、他のスタッフが働きや
すい環境作りなどです。
Ｑ .貴社に入社して良かったことは？
Ａ . さまざまな店舗で働き、いろん
な薬剤師・スタッフと働けたこと、
幅広い処方内容に触れたこと、地域
活動ができたことです。一つの店舗
で長く働き、患者さんと信頼関係を
築く働き方も魅力的でした。

OJT 指導員。
Ｑ . 入社以降に大変だったこと、苦
労したことはどんなことでしたか？
Ａ . 店舗業務が始まってすぐは、先
発品と後発品の組み合わせを覚える
ことや薬の場所を覚えることに苦労
しました。服薬指導が始まってから
は、どのように説明すると患者さま
により理解していただけるかを考え
ることが大変でした。
Ｑ .貴社に入社して良かったことは？
Ａ . 入社前と入社後で雰囲気の良さ
にギャップを感じず、理想としてい
た環境下で働くことができているこ
とです。優しい先輩方や頼りになる
同期がいてくれるおかげで毎日楽し
く仕事することができています。ま
た、e- ラーニングに加え社内企画研

共有することの重要性も、この時の
経験から学ぶことができました。
Ｑ .貴社に入社して良かったことは？
Ａ . 入社の決め手となった同期や先
輩以外にも魅力的な社員が多く、日
々刺激を受けている点です。また、
入社後に先輩の活動を知り憧れた
「登録販売者外部講師」や「リクル
ーター」といった薬剤師＋αの業務
も経験できました。さらに現在は家
庭を持ち子供もいるため、ワークラ
イフバランスの良さからも、弊社に
入社して良かったと感じています。
Ｑ . 現在の目標を教えてください。
Ａ . マツモトキヨシグループの一番
の魅力は人財であると私は思いま
す。事業や制度以外にも、弊社の人
財力をより多くの薬学生にお伝えし
たいと考えています。また、自身の
入社前の夢を達成するために今後も
研鑽を重ねたいと考えています。
Ｑ .どのようなツールを使ってスキル
アップに取り組んでいますか？（書
籍、アプリ、通信教育、オンライン等）
Ａ . 会社から補助が得られる e-learn 
ing サイトで研修認定薬剤師の資格
を取得しました。その他にも会社の

　一方で、在宅や抗がん
剤、過疎地域での地域活
動など多くのことに興味
がありました。地域ごと
で特徴の異なる店舗で働
くことで、薬剤師として
の視野が広がったことは
よかったと思います。
Ｑ . 現在の目標を教えて
ください。
Ａ . コミュニケーション
能力を上達させたいで
す。高齢化先進地域の高
知県で働いてみて、商店街や地域に
いる元気な高齢者の方々と交流する
中で、専門職以外の人が健康に興味
を持ってもらう難しさを痛感しまし
た。これから、東京でも高齢者が増
えてくるので、高知県での経験を活
かしたいです。
Ｑ .どのようなツールを使ってスキル
アップに取り組んでいますか？（書
籍、アプリ、通信教育、オンライン等）
Ａ . ２年間のマンツーマン教育でス
キルアップに取り組みました。現在
は書籍やオンラインツールも使って
いますが、社内勉強会で他の薬剤師

修でも研修認定薬剤師の単位が
取得できる環境があるため、入
社１年目で認定を取得すること
ができました。
Ｑ . 現在の目標を教えてくださ
い。
Ａ .e- ラーニングや勉強会を通
して普段あまり触れない処方に
ついても知識を深め、自分の興
味のある分野を見つけ、その分
野の認定資格を取得したいと考
えています。また、薬局実務実
習でお世話になった指導薬剤師
の方のように、学生になの花薬
局で実習を受けて良かったと思
ってもらえるような指導薬剤師にも
なりたいと考えています。
Ｑ .どのようなツールを使ってスキル
アップに取り組んでいますか？（書
籍、アプリ、通信教育、オンライン等）
Ａ . メディカルナレッジ、書籍（同
種同効薬、薬局で使える実践薬学な
ど）、日経メディカル Online。
Ｑ.就活中の薬学生へアドバイスを。
Ａ.就職活動では様々な業種があり、
何を基準にして決めたら良いか迷う
こともあると思います。絶対に譲れ

補助の通信講座でマーケティングや
労務管理、経営に関わる計数等の知
識も勉強しました。また、社内研修
や専門サイトで興味をもった内容
を、さらに書籍で学習するようにし
スキルアップに取り組んでいます。
Ｑ.就活中の薬学生へアドバイスを。
Ａ . 先行き不透明な状況が続いていま
すが、そんなときこそ、夢や目標を持
って就職活動を行ってください。それ
らは必ず、入社後に皆さんの力になっ
てくれると感じています。また、入社
後に新たに見えてくる夢もあります。
勉強や実務実習、研究など大変だと思
いますが、楽しい社会人生活のために
頑張ってくださいね！

と意見交換を行うことが、もっとも
スキルアップにつながっていると思
います。
Ｑ.就活中の薬学生へアドバイスを。
Ａ .３年後、５年後になりたい姿をイ
メージして取り組んでください。就
活は、今までの自分の人生を一度振
り返るいい機会だと思います。自己
分析がお勧めです。今の自分の価値
観を把握することで、将来の姿をイ
メージできるようになれます。実習
や研究などで忙しいと思いますが、
妥協せず、後悔がないように取り組
んでください。応援しています。

ないポイント（私の場合は雰囲気の
良さ）を何か一つ決めるだけでも選
びやすくなるかもしれません。就活
以外にも卒業研究や卒業試験、国家
試験などやるべきことがあり大変だ
と思います。また、周りと比べて不
安になる時もあるかもしれませんが
自分のペースを崩さず、時には息抜
きをしてください。好きなものを食
べたり、少し仮眠をとるだけでも気
持ちの切り替えになると思います。
頑張ってください！

 「薬剤師の職域拡大に寄与したい」
入社前からの夢に向け研鑽継続中

異なる特徴の店舗業務経験は
薬剤師としての視野を広げた

理想としていた環境で業務に従事
現在の目標は認定資格の取得

株式会社マツモトキヨシグループ
管理本部�人事部採用課

荻原 淳さん（入社８年目）

有限会社ブルークロス
ブルークロス駅前薬局

橋崎友厚さん（入社6年目）

株式会社なの花西日本（メディカルシステムネットワークグループ）�
なの花薬局�神戸旭通店

真子 楓さん（大阪大谷大学卒 入社２年目） 

▲セミナー中の荻原さん。「web でもセミ

ナーは実施していますが、対面開催では

感染対策を徹底し、学生の皆さんが安心

して参加いただけるようにしています」

▲国際インターンシップ対応時のひとコマ。完全マン

ツーマン教育は同社の大きな魅力、と橋崎さん（右端）。

▲スタッフとのこまめな相談や引き継ぎは「患

者さまへよりスムーズで的確な対応をするため

に欠かせません」と真子さん（右）。
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2020年２月22、23日に実施された
第105回薬剤師国家試験の受験者総
数 は、 前 回 よ り65人 少 な い １ 万
4,311人。合格者総数は、236人減の
9,958人となった。

第105回は合格率７割を下回る

合格率は前回より1.33ポイント減
の69.58％で、５年ぶりに７割を下
回った。このうち６年生新卒の合格
率は84.78％（前年比0.72ポイント減）
であったが、今回も既卒者の合格率
の低さが全体の合格率を引き下げる
形となった。

第101回試験より、合格判断が「絶
対基準」から平均点と標準偏差を用
いた「相対基準」に変更したことに
加え、第104回からは、禁忌肢（薬
剤師として選択すべきでない選択
肢）を含む問題が導入。定めた得点
以上でも禁忌肢を一定以上選択した
場合は、不合格になるとされた。

新たな問題が導入されたが、大き
な合格率低下には繋がらず、４年間
連続で合格率を７割以上でキープし
ていた。

第105回の合格率が69.58% と、わ
ずかに合格率７割を切る結果となっ
た要因の１つとして、薬学教育モデ
ル・コアカリキュラムの改訂の影響

で問題の傾向が例年と異なったこと
も挙げられている。

第106回から新出題基準が適用

2013年12月に薬学教育モデル・コ
アカリキュラムが６年制課程に特化
した内容に改訂されたことに伴い、
第106回は新たな薬剤師国家試験出
題基準が適用される初めての試験と
なった。

薬剤師国家試験出題基準改定部会
は、今回の出題基準見直しの基本的
な考え方について、「改訂モデル ･
コアカリキュラムを基本とし、医療
や制度の現状を考慮し策定したもの
である」としている。

試験科目は従来通り、「物理・化
学・生物」、「衛生」、「薬理」、「薬剤」、
「病態・薬物治療」、「法規・制度・
倫理」、「実務」の７つ。

新たな薬剤師国家試験出題基準で
の試験となる第106回の合格率に注
目が集まる。合格発表は３月24日。

◇　　　　◇
第101回以降５年間の薬剤師国家

試験の結果を右表にまとめた。
また、過去10年間合算の合格率順

位では、国立の金沢大学が91.43％
でトップ。２位は、私立大の名城大
学で89.51％だった（下表）。

順位 大学名
総数

受験者数（人） 合格者数（人） 合格率（％） 
1 金沢大学（国） 385 352 91.43
2 名城大学（私） 2,325 2,081 89.51
3 近畿大学（私） 1,522 1,334 87.65
4 京都薬科大学（私） 3,556 3,097 87.09
5 明治薬科大学（私） 3,096 2,685 86.72
6 広島大学（国） 422 363 86.02
7 いわき明星大学（私） 424 364 85.85
8 東邦大学（私） 2,295 1,957 85.27
9 北里大学（私） 2,619 2,220 84.77
10 慶應義塾大学（私） 1,652 1,395 84.44
11 武蔵野大学（私） 1,397 1,178 84.32
12 星薬科大学（私） 2,687 2,261 84.15
13 神戸薬科大学（私） 2,834 2,380 83.98
14 徳島大学（国） 515 432 83.88
15 岡山大学（国） 467 389 83.30
16 福岡大学（私） 2,422 2,013 83.11
17 岐阜薬科大学（公） 889 734 82.56
18 大阪薬科大学（私） 3,149 2,591 82.28
19 立命館大学（私） 777 39 82.24
20 静岡県立大学（公） 969 794 81.94
21 昭和薬科大学（私） 2,368 1,936 81.76
22 東京薬科大学（私） 4,230 3,433 81.16
23 九州大学（国） 421 340 80.76
24 長崎大学（国） 495 399 80.61
25 愛知学院大学（私） 1,426 1,149 80.58
26 千葉大学（国） 458 367 80.13
27 崇城大学（私） 1,272 1,019 80.11
28 北海道大学（国） 363 290 79.89
29 名古屋市立大学（公） 712 564 79.21
30 東北薬科大学（私） 3,154 2,495 79.11
31 東京理科大学（私） 1,013 801 79.07
32 摂南大学（私） 2,324 1,808 77.80
33 九州保健福祉大学（私） 1,248 966 77.40
34 日本大学（私） 2,557 1,975 77.24
35 国際医療福祉大学（私） 1,688 1,299 76.95
36 富山大学（国） 651 499 76.65
37 昭和大学（私） 2,118 1,620 76.49
38 熊本大学（国） 660 501 75.91

順位 大学名
総数

受験者数（人） 合格者数（人） 合格率（％） 
39 神戸学院大学（私） 2,465 1,866 75.70
40 北海道医療大学（私） 1,788 1,323 73.99
41 大阪大学（国） 364 267 73.35
42 同志社女子大学（私） 1,469 1,074 73.11
43 京都大学（国） 412 286 69.42
44 福山大学（私） 1,398 962 68.81
45 東北大学（国） 354 242 68.36
46 就実大学（私） 1,111 756 68.05
47 帝京大学（私） 3,512 2,354 67.03
48 武庫川女子大学（私） 2,555 1,711 66.97
49 高崎健康福祉大学（私） 1,003 664 66.20
50 鈴鹿医療科学大学（私） 791 522 65.99
51 長崎国際大学（私） 1,078 709 65.77
52 新潟薬科大学（私） 2,072 1,361 65.69
53 北海道薬科大学（私） 2,396 1,571 65.57
54 金城学院大学（私） 1,805 1,160 64.27
55 広島国際大学（私） 1,659 1,064 64.14
56 松山大学（私） 1,133 691 60.99
57 城西大学（私） 3,267 1,986 60.79
58 城西国際大学（私） 1,194 723 60.55
59 安田女子大学（私） 837 500 59.74
60 千葉科学大学（私） 1,207 721 59.73
61 岩手医科大学（私） 1,461 871 59.62
62 大阪大谷大学（私） 1,589 939 59.09
63 東京大学（国） 187 109 58.29
64 北陸大学（私） 2,392 1,367 57.15
65 兵庫医療大学（私） 1,653 909 54.99
66 徳島文理大学（私） 2,990 1,639 54.82
67 横浜薬科大学（私） 2,978 1,603 53.83
68 奥羽大学（私） 1,284 647 50.39
69 青森大学（私） 786 394 50.13
70 帝京平成大学（私） 2,961 1,432 48.36
71 姫路獨協大学（私） 828 388 46.86
72 日本薬科大学（私） 2,906 1,304 44.87
73 第一薬科大学（私） 3,646 1,239 33.98

その他（厚生労働大臣認定者） 49 10 20.41
総計 121,140 86,084 71.06

■ 過去10年間合算の大学別薬剤師国家試験合格率（2011 ～ 2020年） ■

■ 薬剤師国家試験 男女別合格率 ■

新卒合格率は80％台を維持するも 全体合格率は７割切る

注＝鈴鹿医療科学大学、立命館大学は７年間の累計
　　岩手医科大学、いわき明星大学、姫路獨協大学、兵庫医療大学、安田女子大学は８年間の累計
　　高崎健康福祉大学、横浜薬科大学、大阪大谷大学、松山大学、長崎国際大学は９年間の累計	 	

厚生労働省医薬・生活衛生局公表資料を基に小社が作成

厚生労働省医薬・生活衛生局（当時）発表

第105回 総数 男 女

総数
受験者 14,311人 5,678人 39.68% 8,633人 60.32%

合格者 9,958人 3,823人 38.39% 6,135人 61.61%

合格率 69.58% 67.33% 71.06%

６年制新卒
受験者 9,194人 3,469人 37.73% 5,725人 62.27%

合格者 7,795人 2,980人 38.23% 4,815人 61.77%

合格率 84.78% 85.90% 84.10%

第10４回 総数 男 女

総数
受験者 14,376人 5,753人 40.02% 8,623人 59.98%

合格者 10,194人 3,956人 38.81% 6,238人 61.19%

合格率 70.91% 68.76% 72.34%

６年制新卒
受験者 9,508人 3,633人 38.21% 5,875人 61.79%

合格者 8,129人 3,137人 38.59% 4,992人 61.41%

合格率 85.50% 86.35% 84.97%

第103回 総数 男 女

総数
受験者 13,579人 5,495人 40.47% 8,084人 59.53%

合格者 9,584人 3,793人 39.01% 5,845人 60.99%

合格率 70.58% 68.04% 72.30%

６年制新卒
受験者 8,606人 3,212人 37.32% 5,394人 62.68%

合格者 7,304人 2,772人 37.95% 4,532人 62.05%

合格率 84.87% 86.30% 84.02%

第102回 総数 男 女

総数
受験者 13,243人 5,435人 41.04% 7,808人 58.96%

合格者 9,479人 3,690人 38.93% 5,789人 61.07%

合格率 71.58% 67.89% 74.14%

６年制新卒
受験者 8,291人 3,167人 38.20% 5,124人 61.80%

合格者 7,052人 2,692人 38.17% 4,360人 61.83%

合格率 85.06% 85.00% 85.09%

第101回 総数 男 女

総数
受験者 14,949人 6,123人 40.96％ 8,826人 59.04％

合格者 11,488人 4,515人 39.30％ 6,973人 60.70％

合格率 76.85％ 73.74％ 79.01％

６年制新卒
受験者 8,242人 3,187人 38.67％ 5,055人 61.33％

合格者 7,108人 2,750人 38.69％ 4,358人 61.31％

合格率 86.24％ 86.29％ 86.21％

例年とは問題傾向が異なった第105回薬剤師国試
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毎年、薬学生の就職動向を調査している薬学教育協議会の発表による
と、2020年３月の薬大・薬学部６年制学科の卒業生の総数は１万363人。
そのうち就職したのは、卒業生の82.7％にあたる8,574人となっています。

就職先は薬局、病院・診療所、一般販売業（ドラッグストア等）の
領域で、合わせて約７割を占めています。

このうち最も多い就職先は保険薬局で、4,814人（全体の46.5％）でした。
これにドラッグストアなどの一般販売業（1.0％）を合わせると、卒

業生の約半数が薬局やドラッグストアに就職しているのが分かります。
病院や診療所などの医療機関への就職は19.7％。製薬メーカーなど

医薬品関連企業への就職は8.0％です。
なお、「就職しなかった者」の総数は1,789人で、前年の1,574人より

215人増加。これには、無給の研究生・進学・非就職者のほか、未定
の者が1,353人含まれています。

オンライン資格確認が、2021年３月から開始されます。
これに伴い、マイナンバーカードの IC チップまたは健康保険証の

記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができるようになり
ます（図）。

資格確認の対象となるものは、健康保険被保険者証・国民健康保険
被保険者証・後期高齢者医療被保険者証等の保険者がシステム管理し
ている証類です。自治体が管理している公費負担・地方単独事業に伴
う証類は、2021年３月時点では対象外となっています。

導入することによる保険薬局のメリットとして、以下の３点が想定
されています。
①保険証の入力の手間削減
現状では、受付で健康保険証を受け取り、保険証記号番号、氏名、

生年月日、住所等を医療機関システムに入力する必要がありますが、
オンライン資格確認を導入することで、最新の保険資格を自動的に医
療機関システムで取り込むことが可能となります。
②資格過誤によるレセプト返戻の作業削減
患者の保険資格がその場で確認できるようになるため、資格過誤に

よるレセプト返戻が減り、窓口業務の手間も減ります。

D2020年3月 薬大・薬学部6年制学科卒業生調査結果
男女計

人数 ％

就職した者 8,574 82.7%

就職しなかった者

無給研究生 14 0.1%

進学 164 1.6%

非就職者 258 2.5%

未定（未報告を含む） 1,353 13.1%

計 10,363 100.0%

また、再申請で
きないことによる
未収金を削減する
ことも可能となり
ます。
③薬剤情報・特
定健診等情報の閲
覧

患者の意思をマ
イナンバーカード
で確認した上で、
同 意 が 得 ら れ れ
ば、有資格者等（医
師・歯科医師・薬
剤師等）が、患者
の薬剤情報・特定健診等情報を閲覧することができます。

閲覧が可能になった場合に診療に及ぼす影響として、▷かかりつけ
の医療機関以外でも（災害時や旅先）、別の医療機関で患者の情報を

確認することができ、より適
切で迅速な検査、診断、治療
等の実施が可能に、▷複数医
療機関を受診する患者の情報
を集約して把握でき、患者の
総合的な把握が求められるか
かりつけ医の診療にも資す
る、▷患者が医療従事者から
の問診・確認へ対応する負担
の軽減につながる（医療従事
者側の負担軽減や対面診療の
時間短縮にもつながる）─
などが挙げられます。

なお、特定健診等情報は
2021年３月から、薬剤情報は
2021年10月から閲覧可能とな
る予定です。

2021年３月からマイナンバ
ーカードを持参し、保険資格
の確認をする患者が増えてく
ることが予想されます。皆さ
んが薬剤師として活躍する頃
には、日常業務になっている
かもしれませんね。

2020年３月薬系学科6年制新卒の就職動向

医療機関・薬局におけるオンライン資格確認が３月から開始

TOPICS

医師 / 薬剤師 患者

いずれも薬学教育協議会「令和2年3月薬系大学卒業生・大

学院修了者就職動向調査」をもとに作成

（2019年に卒業延期となって、2020年3月までに卒業した学生数889人を含む）

災害時にも
薬剤情報等が
確認できる

出典：厚生労働省保険局（2021年１月）より

D 図　オンライン資格確認の概要

メリット

過去の状況が
分かるようになった

D2020年3月 薬大・薬学部6年制学科卒業生就職状況
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厚生労働省の「令和元年度賃金構
造基本統計調査」によると、薬剤師
の年収は全国平均で561.7万円（平
均年齢39.4歳、月間労働時間は171
時間）だった。

この調査は、令和元年６月分の賃
金等（賞与、期末手当等特別給与額
については平成30年１年間）につい

て、令和元年７月に行ったもの。
なお、年収は「きまって支給する

現金給与額×12カ月＋年間賞与その
他特別給与額（千円未満を四捨五
入）」、月間労働時間は「所定内実労
働時間数＋超過実労働時間数」から
算出した。

都道府県別にみると、平均年収が

最も高かったのは静岡県の698.7万
円。次いで、長野県689.5万円、高
知県642.7万円となっており、上位
10位以上は東京や大阪などの都市部
ではなく、中部地方と東北地方の県
が大半を占めていた。

一方、平均年収が最も低かったの
は長崎県の428.2万円。次いで、徳

島県444.0万円、新潟県447.2万円と
続き、トップの静岡県とでは年収に
270万円以上もの差があった。

年齢・男女別にみると、男性薬剤
師は55 ～ 59歳が最も年収が高く、
平均729.9万円。女性薬剤師の年収
のピークは50 ～ 54歳で、平均670.9
万円となっている。

薬剤師年収の
全国平均
561.7 万円

静岡県
698.7 万円

長野県
689.5 万円

高知県
642.7 万円

順
位

都道
府県

平均
年収

（万円）

平均
年齢

（歳）

月間
労働時間
（時間）

1 静岡 698.7 38.7 177

2 長野 689.5 43.1 183

3 高知 642.7 40.1 172

4 島根 625.8 42.9 170

5 愛知 622.1 41.4 163

6 青森 619.8 37.2 181

7 秋田 618.8 39.4 162

8 宮城 610.2 45.5 167

9 三重 600.6 42.7 185

10 山形 595.1 39.2 186

11 神奈川 583.4 38.0 181

12 茨城 580.8 37.7 167

13 広島 571.4 41.0 183

14 宮崎 569.7 46.8 166

15 北海道 566.3 39.6 171

16 福井 565.7 42.7 176

17 滋賀 563.9 41.3 170

18 和歌山 562.9 43.9 162

19 大阪 558.9 36.4 164

20 東京 553.6 38.5 165

21 香川 547.6 42.4 175

22 山口 538.8 42.4 169

23 大分 537.5 39.8 174

24 千葉 537.5 39.7 173

順
位

都道
府県

平均
年収

（万円）

平均
年齢

（歳）

月間
労働時間
（時間）

25 熊本 537.2 42.6 175

26 鹿児島 536.8 37.5 174

27 富山 536.2 45.4 171

28 福岡 530.5 40.6 179

29 沖縄 530.5 44.3 168

30 岡山 528.6 36.4 176

31 京都 527.3 44.1 163

32 兵庫 527.0 36.2 171

33 鳥取 525.0 34.2 173

34 佐賀 522.6 44.4 168

35 埼玉 521.2 38.2 174

36 栃木 520.7 40.9 173

37 山梨 511.5 39.0 175

38 奈良 506.7 34.4 164

39 岐阜 503.4 34.0 178

40 石川 495.1 41.2 165

41 岩手 494.1 35.9 171

42 福島 489.2 50.2 166

43 群馬 483.5 31.8 172

44 愛媛 463.7 38.8 168

45 新潟 447.2 36.4 156

46 徳島 444.0 43.5 170

47 長崎 428.2 36.5 168

全国 561.7 39.4 171

年収のピークは男性で50代後半、女性では50代前半

都道府県別の薬剤師平均年収ランキング

賃金構造基本統計調査にみる薬剤師年収の現状

■ 薬剤師都道府県別平均年収

■ 　薬剤師年齢別平均年収

厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査の概況」から作成

厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査の概況」から作成

男性

（歳）20～ 24 25～ 29 30～ 34 35～ 39 40～ 44 45～ 49 50～ 54 55～ 59 60～ 64 　65～ 69 70～

336.2

391.0

496.3
464.1

581.0

507.6

653.6

542.3

652.0

578.6

704.1

601.4

719.2

670.9

729.9

619.1 607.2

524.1
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600.4

485.1
516.9

0
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400

500

600

700

800

900
（万円）

女性
女性の年収ピークは 50～54歳

男性の年収ピークは 55～59歳
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2020年１月に、わが国で初症例が
確認された新型コロナウイルス感染
症（COVID-19）。以降、水際での
対策、まん延防止、医療の提供等が
講じられているが、感染者数は日に
日に拡大しており（図１）、2021年
１月18日現在、日本国内では累計感
染者数33万6,000人、死亡者数4,633
人が確認されている。

このような状況を踏まえ、日本薬
剤師会では「新型コロナウイルス感
染症対策　薬局向けガイドライン」
を作成した。薬局では、発症直後の
陽性者や無症状もしくは自覚症状が
乏しい感染者が来局する可能性もあ
り、重症化するリスクが高い高齢者
や基礎疾患がある来局者への感染を
未然に防ぐためにも、感染防止対策
の徹底に努める必要がある。

日本薬剤師会は、具体的な感染対
策を「薬局内における新型コロナウ
イルス感染症対策チェックシート【第
二版】」として取りまとめた（図２）。

さらに、COVID-19感染拡大が薬
局に与えた影響について、日本調剤
グループで医薬コンサルティング事
業を行っている日本医薬総合研究所
（東京）が実施した調査によると、
新規来局患者数は４月、５月の減少
が大きく、継続来局患者・非来局患
者群よりも影響を受けていることが
分かった（図３）。６月以降、患者
数 は 前 年 平 均 の80 ％ で あ り、
COVID-19感染拡大以前の状況まで
は戻っていないため、受診抑制が継
続していると考えられる。

内服薬処方動向を週次集計で見る
と（図４）、店舗の営業日数での処
方箋数の変動はあるが、投与日数は
前年比110％前後で処方傾向が続い
ている。また、PCR 検査陽性者数（図
１）と比較すると、４月の陽性者数
増加時に処方箋枚数が減少。医薬品
あたり投与日数が増加しているが、
８月の陽性者数増加時は処方箋枚数
の減少、医薬品あたり投与日数の増
加は見られなかった。

徹底した感染予防対策が
求められる薬局

受診控えの増加で
処方箋枚数が減少

図１ 2020年 PCR 国内検査陽性者数（1/1 ～ 12/31単日）

図２ 薬局内における新型コロナウイルス感染症対策チェックシート【第二版】

図３ 内服薬処方患者動向 図４　2020年内服薬処方動向（週次集計）

（図3、図4いずれも出典：日本医薬総合研究所。対象店舗は日本調剤573店舗、2020年9月現在）

（日本薬剤師会．2020年4月21日作成、2020年8月28日最終改訂）

※１各報告日時点の集計値を記載しているため、各自治体のホームページ等で公表されている数値と異なる場合がある。

※２ チャーター便を除く国内事例については、2020年5月8日公表分から、データソースを従来の厚生労働省が把握した個票を積み上げたものから、各自

治体がウェブサイトで公表している数等を積み上げたものに変更した。

※３ 国内事例には、空港検疫にて陽性が確認された事例を国内事例としても公表している自治体の当該事例数は含まれていない。

※４ 各報告日における新規陽性者数は、各自治体がプレスリリースしている個別の事例数（再陽性例を含む）を積み上げて算出しているため、前日の総

数からの増減とは異なる場合がある。

（厚生労働省．オープンデータより作成）

薬剤師にかかわる
コロナ関連データ

知っておきたい！

◆最新情報の収集・共有化
□�国、地方自治体、薬剤師会等から常に最新の情報を入手し
（ホームページ等を活用）、薬局内で共有している。

◆職員の健康管理
□�密閉空間・人が密集する場所・密接な場面を避けている。
□�職員に毎日２回（朝・夕）の検温を実施し、37.5℃以上の
発熱がある場合、もしくは発熱がない場合でも風邪症状な
ど体調がすぐれない場合は、薬局管理者に報告し、出勤し
ない。

□�職員の同居者が PCR陽性者となった場合、薬局の管理者
に直ちに連絡し、その職員は出勤しない。地域の保健所へ
連絡を取り指示に従う。

□�職員がPCR陽性者となった場合、その職員は出勤しない。
　�薬局の管理者は直ちに地域の保健所へ連絡を取り指示に従
う。

◆職員の感染防止
□�手洗い、うがいなど職員の感染防止対策を適切なタイミン
グ、方法で実施している。なお、手洗い後は、布タオル、
ハンドドライヤーは使用しない。

□�サージカルマスク等を着用し、飛沫感染防止の対策をとっ
ている。

◆外来者、取引先等との面会
□	対面での面会を出来るだけ避けている。
□�対面で面会が必要な場合は取引業者などにマスクの着用、
手指衛生の実施を指導している。

◆施設・設備の感染防止
【調剤室、投薬カウンター】
□�カウンターのパーテーション・防護シート等飛沫感染防止
の対策をとっている。
□�投薬カウンターで患者同士の適切な距離を取るようにして
いる。
□�投薬カウンター等で患者と適切な距離を保ち指導等を行う。
□�手が触れる部分を適切なタイミング、方法で消毒を行って
いる。
【患者待合室、OTC販売スペース等】
□�発熱患者とそれ以外の動線を分ける、他の患者との接触を
避けるといった対策を実施している。
□�薬局の入り口に手指消毒用アルコールなどを設置している。
□�入り口のドアや窓を開け、換気扇を回すなど２方向で適時
換気を行っている。
□�患者同士の適切な距離を取るよう床・椅子などに印をつけ
る等行っている。
□�待合室内でのマスク着用の呼びかけ及び掲示を行っている。
□�手が触れる部分を適切なタイミング、方法で消毒を行って
いる。
【職員休憩室などその他の場所】
□�適切な頻度で換気している。
□�職員が密集しないよう配慮している。
□�休憩・食事の時は、職員が集中しないよう時間と距離を離
すなど配慮している。
□�手が触れる部分を適切なタイミング、方法で消毒を行って
いる。
【患者待合室、OTC販売スペース等】
□�マスクなどは地方自治体等の指導に沿って、適切な廃棄方
法などを講じている。
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COVID-19感染リスクの懸念から、
受診控えが増加している一方、受診
しなかった患者は何もせずに我慢し

ているのではなく、OTC 医薬品（一
般用医薬品）にシフトすることが考
えられる。

インテージヘルスケア（東京）の
調 査 に よ る と、 コ ロ ナ 禍 に よ り
OTC 胃腸薬の需要にも変化があっ

たことが分かった。
飲み会などの外飲み自粛や訪日客

の激減によりインバウンドによる販
売も振るわず、特にコロナ禍の２月
以降は多くの月で前年の実績を大き
く下回っている（図５）。

しかし、主要な成分・タイプ別で
見ると（図６）、全体としてマイナ
スとなっているが、胃痛やむかむか
に対処する「制酸」が唯一プラスと
なっている。胃痛やむかむかは生活
習慣の変化やストレスとも関連があ
るとされ、コロナ禍においては同様
の悩みを持つ人が増えることが予想
されている。

また、COVID-19への対策として
治療から予防へと生活者の意識が高
まり、うがい手洗いをはじめとした

予防行動や免疫力向上が図られたこ
とで、風邪をひく割合が減少してい
ることも分かった。

前年比の推移から２年連続で拡大
傾向であった OTC 総合感冒薬の売
り上げが、直近では91.1％とマイナ
スに転じている（図７）。コロナ禍
が収まらなければ、予防意識がます
ます強まることが予想される。体づ
くりに役立つサプリ、風邪のひき始
めに飲む葛根湯やミニドリンク剤な
ど、風邪に至る前の提案も重要にな
ってくるだろう。

こうした緊急事態にも、地域住民
の手元に医薬品が届く体制の確保が
必要だ。安心して薬局を利用してい
いただけるよう、かかりつけの薬剤
師・薬局の力が求められている。

養命酒製造（東京）の調査（2020年11月20 ～ 24日の５
日間、ネットエイジアリサーチのインターネットモニタ
ー会員を母集団とする20 ～ 69歳の男女を対象に「年末年
始の外出と感染予防に関する調査2020」を実施し、1,000
名の有効サンプルを集計）によると、“コロナ禍のおでか
けで行いたい感染予防対策”として、１位「マスクを着
用する」（76.9%）、２位「こまめに手洗い・消毒をする」
（66.5%）、３位「混雑している場所を避ける」（54.0%）
となりました（図）。 おでかけ時は、飛沫感染対策や接

触感染対策、三密回避を実践しようと考えている人が多
いようです。そのほか、「電子決済（キャッシュレス決済）
をする」（26.6 %）、「感染症対策を徹底している店・宿を
選ぶ」（23.7 %）といった消費行動における感染予防策も
上位に挙がりました。

また、普段から感染予防をしっかり行っていそうなア
ニメキャラを聞いたところ、「ドラえもん（ドラえもん）」
がダントツ、２位「江戸川コナン（名探偵コナン）」、３
位「竈門炭治郎（鬼滅の刃）」となりました。

コロナ禍で治療から予防へ
生活者の意識が変化

図◆コロナ禍のおでかけで行いたい感染予防策

図５　胃腸薬の市場規模の推移（月別）

図６　胃腸薬の成分・タイプ別の販売金額前年比（年間）

普段から感染予防をしっかり
行っていそうなアニメキャラ

図７　総合感冒薬の市場規模推移（年間）

【自由回答形式】※上位10位までを抜粋

養命酒製造株式会社調べ

［データソース］インテージ SDI［エリア］全国計［指標］推計販売金額（億円）［業態］

ドラッグストア +スーパーマーケット + コンビニエンスストア + ホームセンター + デ

ィスカウントストア

［データソース］インテージ SDI［エリア］全国計［指標］販売金額前年比［業態］ド

ラッグストア + スーパーマーケット + コンビニエンスストア + ホームセンター + デ

ィスカウントストア

［データソース］インテージ SDI［エリア］全国計［指標］推計販売金額（億円）※（カ

ッコ）内は前年比［業態］ドラッグストア + スーパーマーケット + コンビニエンスス

トア + ホームセンター + ディスカウントストア

普段から感染予防をしっかり行っていそうなアニメキャラ

 「ドラえもん」「江戸川コナン」「竈門炭治郎」
トップ３

【複数回答形式】※上位10位までを抜粋

番外編
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2020年は、新型コロナウイルス感
染症の流行拡大により、薬学生の就
職活動にも影響を及ぼした。

新卒薬剤師を採用予定のドラッグ

ストア（DgS）や調剤チェーンでは、
会社説明会や採用面接での WEB 実
施（グラフ１、２）など、新たな対
応に頭を悩ませる状況だったこと

が、小社の独自調査で明らかになっ
た。

調査はアンケート形式で2020年12
月に実施。前年調査から回答企業に

多少の入れ替わりはあるが、全国の
DgS ならびに調剤チェーン各社47
社から回答が寄せられた。

2020年４月の採用実績（グラフ３）

その他 2.1％

実地と WEB を併用
61.7％

実施せず　
21.3％

WEB のみ 4.3％

感染症対策に
考慮し実地 10.6％

対面と WEB を
併用 53.2％感染症対策に

考慮し対面　
25.5％

WEB のみ 8.5％

実施せず
 12.8％

〈グラフ1〉会社説明会の開催状況

（n＝47） （n＝47）

〈グラフ2〉採用面接の対応方法

■ 薬学生諸君！独自調査　主要ドラッグストア・調剤チェーンの薬剤師採用動向  ■

企業名（本社） 2020年4月の
採用実績

2021年4月の
採用計画

（＝内定数）
2022年4月の

採用計画

Ｉ＆Ｈ（兵庫） 80人 100人 未定

アイセイ薬局（東京） 110人 100人 未定

イントロン（埼玉） 7人 2人 10人

ウエルシア薬局（東京） 367人 400人 400人

エイチアンドケー（福井） 1人 0人 1人

エスシーグループ（東京） 21人 30人 50人

関西メディコ（奈良） 15人 13人 10人

北日本調剤（北海道） 0人 1人 1人

クスリのマルエ（群馬） 4人 10人 10人

グッドプランニング（兵庫） 6人 8人 6人

クリオネ（北海道） 2人 4人 5人

ケンミン（大分） 0人 0人 1人

コクミン（大阪） 25人 30人 30人

サンニシイチ/ニシイチドラッグ（兵庫） 3人 3人 3人

湘南薬品（神奈川） 12人 15人 5～ 7人

セキ薬品（埼玉） 30人 60人 35人

総合メディカルグループ（福岡） 241人 210人 210人

たんぽぽ薬局（岐阜） 41人 79人 60人

千葉薬品（千葉） 30人 30人 30人

津山調剤薬局（岡山） 3人 2人 3人

テック（青森） 2人 5人 2人

東邦ホールディングス（東京） 14人 2人 30人

徳永薬局（東京） 10人 20人 30人

なの花薬局（メディカルシステムネットワーク）（北海道） 116人 170人 100人

企業名（本社） 2020年4月の
採用実績

2021年4月の
採用計画

（= 内定数） 
2022年4月の

採用計画

日本アポック（埼玉） 31人 27人 未定

ノムラ薬局（東京） 1人 1人 5人

パルス（北海道） 3人 3人 3人

ハローファーマウェイ（大阪） 0人 0人 0人

ファルメディコ（大阪） 2人 7人 5人

福岡保健企画（福岡） 0人 1人 2人

フジタ薬局（京都） 0人 0人 0人

富士薬品（埼玉） 80人 100人 150人

ププレひまわり（広島） 5人 7人 10人

ブルークロス（高知） 1人 6人 5人

町田アンド町田商会（青森） 0人 2人 2人

マツモトキヨシホールディングス（千葉） 200人 150人 150人

メイ�さくら堂薬局（兵庫） 0人 0人 0人

名北調剤（愛知） 4人 9人 6人

メディカルサポート（東京） 6人 3人 5～ 10人

メディカルファーマシィー（東京） 9人 10人 10人

メディスンショップ・ジャパン（東京） 0人 0人 0人

メディックス（東京） 5人 20人 20人

薬正堂（沖縄） 2人 5人 3人

ヤマグチ薬局（神奈川） 2人 2人 5人

よどや（高知） 0人 0人 6人

龍生堂本店（東京） 5人 10人 10人

ワタナベ薬局（大分） 1人 3人 2人

＊五十音順

説明会や採用面接を WEB 実施した企業多数

コロナ禍で予定内定数を
確保できた企業は約６割

薬学生諸君！ 独自調査
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定数」と回答した企業は51.1％、 
「予定した人数より多い｣ とした企
業は全体の8.5％で、予定内定数を
確保した企業は約６割にのぼった。

また、薬剤師充足率の将来展望（グ
ラフ５）においても、「今後も売り
手市場が続く」との回答が、前回の
27％から8.5％と大幅に縮小したこ

とから、薬剤師の不足は和らいでい
るとの見方もある。

一方、2020年の採用活動に苦労し
た点について、自由回答では「合同
説明会などのイベントが中止にな
り、母集団の形成が困難だった」
「WEB 面接では学生の雰囲気が伝
わらず、判断が難しかった」などの

声が寄せられた。
コロナ禍２年目となる2021年の就

職活動。感染状況や社会情勢などを
見極めながら、準備を進めていくこ
とは今年も必要となるだろう。

調査結果の詳報は、小紙姉妹誌ド
ラッグマガジン４月号でもお伝えす
る。

では、「予定通りの採用人数」と回
答した企業は46.8％、また「予定よ
り多く採用」とした企業は全体の
2.1％で、予定人数を確保した企業
は合わせて約半数となった。

一方、コロナ禍での採用活動とな
った2021年４月の内定数の状況（グ
ラフ４）を見ると、「予定通りの内

薬剤師電卓『SP-100PH』は、ポケットサイズに腎機能計算な
ど、11種類の複雑な計算を容易にする専用計算キーを搭載。業
務の効率化をサポート。

〈共同開発：国際医療福祉大学病院の佐藤薬剤部長のコメント〉
この『SP-100PH』は、散薬の処方鑑査から日数計算、体表面積、
腎機能、計数調剤に便利な余り計算など、病棟や薬局で必要な薬学
的計算をフォローします。さらに、日本語表示された専用計算キー
の搭載で従来の電卓と比べ入力回数が格段に少ないので、計算時間
の短縮と計算ミスの低減、業務の効率化につながります。
専用計算電卓は、薬剤師の白衣に携帯される頼もしいツールです。

【応募要項】（締め切り４月30日）
（１）ドラッグマガジン公式 Instagram アカウント
　	　（＠ drugmagazine_jp）をフォローする
（２）キャンペーン画像の投稿に“いいね！”する
（３）欲しい商品の番号をコメント欄に投稿

＼これだけで応募完了／
　※リポストで当選確率が２倍に！

■主な仕様
電池寿命：約２年（１日１時間使用時）
大きさ：幅70×奥行き118.5×高さ8.6ミリ
質量：約65g（電池込み）
■希望小売価格　オープン

■本体価格　1,380円（税抜き）
大きさ：113×204ミリ

ホワイトボードをもっと
自由に使いたい。nu board
はそんな思いを叶える携帯
性に優れたホワイトボード
です。

ドラッグマガジン公式 Instagram アカウント開設記念キャンペーン！
フォロー＆いいね！と欲しい商品の番号をコメント欄に投稿してくださった方の中から抽選で

今、話題の商品をそれぞれ３名様にプレゼントします。

プレゼント内容

予定通りの
採用人数 46.8％

予定した人数に
足りない　
36.2％

採用予定人数の
設定なし 10.6％

未回答 4.3％

予定より多く
採用 2.1％

予定通りの
内定数 51.1％

予定した人数に
足りない 19.1％

内定予定人数の
設定なし 17.0％

その他 2.1％
未回答 2.1％

予定した人数
より多い 8.5％

売り手市場が
数年続くも
その後不足感
和らぐ 25.5％

今は売り手市場だが
その後薬剤師過多に
 27.7％

薬剤師不足は解消されず
今後も売り手市場続く 8.5％

その他 14.9％

未回答 2.1％

現状でも不足感なく
今後もこの状況続く 
21.3％

〈グラフ3〉2020年4月の薬剤師採用人数

（n＝47） （n＝47） （n＝47）

〈グラフ4〉2021年4月の薬剤師内定数 〈グラフ5〉薬剤師充足率の将来展望

薬学生諸君！

薬剤師さんの声から生まれた薬剤師電卓 ノートタイプのホワイトボード

①薬剤師電卓『SP-100PH』
カシオ計算機 欧文印刷

② nu board　LIGHT
    （ヌーボードライト）
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