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セルフメディケーションとは（概念） 
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 ドラッグストアの社会的役割は、消費者のセルフメディケーションの推進を目的と
して、必要となる情報・サービス提供を考える必要がある。 

出典：WHO（1998）” The Role of the Pharmacist in the Self-Care and Self-Medication” 

Self-care is what people do for 
themselves to establish and maintain 
health, prevent and deal with illness. 
 
It is a broad concept encompassing: 
• hygiene (general and personal); 
• nutrition (type and quality of food eaten); 
• lifestyle (sporting activities, leisure etc.); 
• environmental factors (living conditions, 
social habits, etc.); 
• socioeconomic factors (income level, 
cultural beliefs, etc.); 
• self-medication. 

セルフケア 

Self-medication is the selection and use 
of medicines1 by individuals to treat self-
recognised illnesses or symptoms. 
 
1For the purposes of this definition, 
medicines include herbal and traditional 
products 
 
Self-medication is one element of self-
care. 
 
 

セルフメディケーション 



消費者がセルフメディケーションを進める際に検討すべき事項 
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 消費者がセルフメディケーションを進めていく上では、専門的知見を持った方々
がサポートすることが重要ではないか。 

 日本では、薬剤師等を有するドラッグストアが、セルフメディケーションの推進をど
のように支援していくのか、検討することが求められているのではないか。 

セルフメディケーションの推進 

《Role of the pharmacist  
in the self-care and self-medication》 
  

• Communicator 
• Quality drug supplier 
• Trainer and supervisor 
• Collaborator 
• Health promoter 
 

日本における検討事項 
• セルフメディケーションを進める消費者
をどのようにサポートするべきか 
（薬剤師・登録販売者・各種専門家 等） 
 

• 日本のニーズに応じた役割設定 
（高齢化・人口減少 等） 

出典：WHO（1998）” The Role of the Pharmacist in the Self-Care and Self-Medication” 



わが国におけるセルフメディケーションの位置づけ 
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 『日本再興戦略』（平成25年6月閣議決定）では、「戦略市場創造プラン」のひとつとし
て『国民の「健康寿命」の延伸』がテーマとして掲げられた。 

 解決の方向性として、健康寿命の延伸に向けたセルフメディケーションの推進が掲
げられ、自己健康管理に必要な健康増進・予防や生活支援を担う市場・産業を創出
・育成する必要性が提起されている。 

Ⅱ) 解決の方向性と戦略分野（市場・産業）及び当面の主要施策 
こうした現状を打開するため、個人・保険者・企業の意識・動機付けを高めることと健
康寿命延伸産業の創出を両輪で取り組む。これにより、どこでも簡単にサービスを受け
られる仕組みを作り、自己健康管理を進める「セルフメディケーション」等を実現する。 
すなわち、意識・動機付けにより潜在市場の拡大を図るとともに、規制・制度の改革・
明確化を始めとして、最も効果的・効率的な政策手段を採用することで、健康増進・予
防（医療機関からの指示を受けて運動・食事指導を行うサービス、簡易な検査を行うサ
ービスなど）や生活支援（医療と連携した配食サービスを提供する仕組みづくり等）を担
う市場・産業を戦略分野として創出・育成する。 

『日本再興戦略』（平成25年閣議決定） 

《戦略分野（市場・産業）》 
1. 健康寿命延伸産業の育成 
2.予防・健康管理推進に関する新たな 
   仕組み作り 
3.食の有する健康増進機能の活用  

4. 医療・介護情報の電子化の促進 
5. 医療情報の利活用推進と番号制度導入 
6. 一般用医薬品のインターネット販売 
7. ヘルスケアポイントの付与 

出典：『日本再興戦略』（平成25年閣議決定）より作成 



厚生労働省における取り組み 
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 厚生労働省『厚生労働白書』（平成26年版）では、『日本再興戦略』を受け、健康
長寿社会の実現や健康寿命の延伸に向けた提言等を行っている。 

 ドラッグストアとしても、他のプレイヤーと協力しながら、健康寿命の延伸のため
に担うべき役割を検討する必要があるのではないか。 

《厚生労働白書で提起されている主な政策課題》 
  

• 体力に関する運動・食事に関する事業 
• 地域健康（医療・介護）に関する事業 

• 地域包括ヘルスケア、介護制度 等 
• 生活・職場に関する健康・予防活動 

• 労働者の健康確保対策 等 
• 生活習慣に関する健康・予防活動 

• 予防接種の推進など 
• その他 

将来想定される医療・健康政策 
・健康長寿社会の実現や健康寿命の延伸に向けた取組の推進 
・現在の優れた医療制度を維持しつつ、持続可能な政策へ 

 
 

http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/14/dl/1-03.pdf
http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/14/dl/1-03.pdf
http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/14/dl/1-03.pdf
http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/14/dl/1-03.pdf
http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/14/dl/1-03.pdf


参考：各国の医療保険制度 
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出典：厚生労働省「医療保障制度に関する国際関係資料について」 



医療費・医薬品の現状（各国比較） 
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 わが国は、GDPにおける医療費公的支出および総医療費の比率が欧米先進国
と比較して低い一方、医薬品に占めるOTC医薬品の比率も低い水準にある。 

 OTC医薬品の活用の余地もあるのではないか。 

《医療費公的支出および医療費の対GDP比》 

  
医療費公的支出 

対ＧＤＰ比 
医療費 

対ＧＤＰ比 

アメリカ 7.3%   16.0%   
フランス 8.7%   11.0%   
ドイツ 8.0%   10.4%   
スウェーデン 7.4%   9.1%   
英国 6.9%   8.4%  
日本 6.5%   8.1%   

  医療用医薬品 ＯＴＣ医薬品 

アメリカ 81.0%   19.0%   
フランス 75.1%   24.9%   
ドイツ 73.2%   26.8%   
スウェーデン 81.4%   18.6%   
英国 70.5%   29.5%   
日本 90.3%   9.7%   

調査年：2007年 
出典：日本リテイル研究所資料より  

《医薬品における医療用・OTC比率》 



ドラッグストアを巡る環境の変化 
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 高齢化や人口減少等の環境変化を勘案しつつ、ドラッグストアにおいても対応を
検討していく必要があるのではないか。 

《ドラッグストアを巡る環境の変化》 
 高齢化・人口減少の進展 

 高齢者に対する持続的かつ実効的な商品・サービス提供が必要 
  （接客型の小売業の重要性が高まるのではないか） 
 長期的な人口減少局面 

（高齢化、狭小商圏化 等） 
 およそ600万人の買物弱者の発生 

 
 



まとめ：目指すべき健康長寿社会像とドラッグストアの活用 
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 ドラッグストアには、運動指導や栄養指導、予防・検診等、公的保険外のサービ
スや商品を適切に提供することも求められるのではないか。 

出典：経済産業省「地域ヘルスケアビジネス推進フォーラム」 

ドラッグストアの活用 
・全国1万7,000店舗のネ
ットワーク 
・専門家の活用 
・消費者の直接、商品やサ
ービスを提供できる拠点 

 

公的保険外のサービス 
予防行為、健康ケア、家事
支援、運動トレーニング支
援、食事指導、その他 
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