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このアンケートは、全国の主要な
ドラッグストア（DgS）ならびに調
剤チェーンを対象に、新卒薬剤師の
採用動向について本紙が毎年調査し
ているものです。直近では2021年12
月〜 2022年１月にかけて実施し、
53社から回答を得ています。
まず、各社がその年の新卒薬剤師
採用人数を、予定通りに確保できた
かどうか、その回答割合の年次変化
をグラフ１で見てみましょう。
数年前までは常に人手不足と言わ
れていましたが、近年、新卒薬剤師
の採用人数が「予定した人数に足り
ない」とする企業はじわじわと割合
を減らし、逆に「予定通りの採用人
数」と回答した企業の割合が少しず
つ増えてきていました。コロナ禍に
入った2020 〜 2021年に、その傾向
は急速に進展して、両者はついに逆
転。直近の調査でもその傾向が維持

されています。
では、新卒薬剤師人材の充足率に
ついて、各社はどのように実感して
いるでしょうか。
グラフ２の通り、2015年時点では
「薬剤師不足は解消されず今後も売
り手市場続く」とみる企業が半数以
上でした。その後、徐々にその割合
は下がっていき、逆に「今は売り手
市場だがその後薬剤師過多に」との
見通しが増加。そしてコロナ禍を迎
えた2020 〜 2021年、「今後も売り手
市場続く」とする展望は一気に10％
以下になりました。一方、それまで
常に10％以下だった「現状でも不足
感なく今後もこの状況続く」は20％
台に伸長。直近の調査では、回答割
合の多い順に「売り手市場が数年続
くもその後不足感が和らぐ」「今は
売り手市場だがその後薬剤師過多
に」「現状でも不足感なく今後もこ
の状況続く」となっており、企業は
人手不足の解消を少しずつ実感して
きていることが伺えます。

以上に見たように、新卒薬剤師の
採用状況は、昨年から今年にかけて
全体的にはいわゆる“売り手市場”
が縮小、少しずつ“買い手市場”に
傾いていることが明らかになってき
たと言えるでしょう。
ただ注意したいのは、これが全て
の地域に言えるわけではない、とい
う点です。明示していませんが、グ
ラフ２の「その他」の中には「業種
・業態・地域により、不足感が異な
る」「都市部は充足、地方は不足の
状態が続く」などの個別意見が寄せ
られています。そうした人材の地域
偏在に悩んでいるところは少なくな
く、地方企業や小規模チェーンでは、
薬剤師人材を切実に求めている状況
がまだ続いています。

全体的に“売り手市場”が縮小傾
向にあると聞くと、実際の求人数に
どう影響しているのか気になるとこ

ろですね。2020年にコロナ禍に突入
した際には、内定を取り消されたケ
ースや、逆に内定取り消しになった
学生を対象に採用を行った企業があ
ったことなども報道されていました。
そこで、DgS・調剤チェーンにお

いて、コロナ前と現在とで薬剤師採
用募集数にどのような変化があった
か、「新卒採用」「中途採用」「パー
ト・派遣」の３種に分けて聞いたも
のがグラフ３です。これに見るよう
に、「新卒採用」では募集数を「減
らした（大きく減らした＋やや減ら
した）」のは１割にとどまり、８割
近くの企業が「変わらない」という
結果でした。
グラフ３の回答を数値ポイント化

して、全体の傾向を平均値として出
したものがグラフ４ですが、この平
均値で見ても、「新卒採用」の募集
数はコロナ前と変わらず維持されて
いることが分かります。
社会情勢の動向によって一番影響

を受けやすい雇用形態である「パー
ト・派遣」は、募集数の減少傾向が
やはり一番大きく見てとれます。
「中途採用」の薬剤師募集数は、

グラフ４の平均値で見るとおおよそ
「変わらない」のですが、グラフ３
で各回答を見ると、増やした企業か
ら減らした企業まで各々一定の割合
があり、「中途採用」の募集数の増
減は、企業によってさまざまだった
ことが分かります。
このように、コロナ前との募集数

に変化のあった「中途採用」「パー
ト・派遣」とは異なり、皆さんがこ
れからエントリーする「新卒採用」
の募集数は、現段階ではまだ比較的
安定している状況と言えるでしょう。

DgS・調剤チェーン各社が上記の
ように「新卒採用」の募集数を維持
する中で、新卒薬剤師人材にはどの
ようなことを求めているのか、最後
に「入社後に伸ばしてほしいスキル」
という観点から、グラフ５を見て考
えていきましょう。
上位２つは「コミュニケーション

能力」88.7％、「服薬指導のスキル」
69.8％との結果でした。2015年に厚
生労働省から出された「患者のため
の薬局ビジョン」において、薬剤師
の業務について「対物業務」から「対
人業務」へ（対物から対人へ）と示
されたことは、薬学生の皆さんもよ
くご存じだと思います。つまり今後
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それまでの順位が
大きく変動
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【グラフ１】薬局・ドラッグストアの新卒薬剤師採用人数　回答割合の推移

【グラフ２】薬局・ドラッグストアの新卒薬剤師充足率の将来展望　回答割合の推移

人材の地域偏在は残りつつも
 “売り手市場”は縮小傾向

 「新卒採用」の募集数は
コロナ禍前とほぼ変わらず

新卒薬剤師のスキルアップでは
 「管理・マネジメント」能力も期待

ドラッグストア・調剤チェーン調査から見る
新卒薬剤師採用の現状と傾向
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就職活動を開始する薬学生の皆さん、2020年から
始まったコロナ禍が未だ収束しない中で、大学の研
究や国家試験対策も視野に入れながらの就活は大変
だと思います。不安は当然あると思いますが、自分
の夢に一歩でも早く近づくように、計画的に就活を
進めましょう。そのためにも、まずは業界の現状を
認識しておくことは重要です。

毎年、薬学部卒業生の約半数が保険薬局やドラッ
グストアに就職していますが、現在それらの新卒薬
剤師採用は、どのような状況・傾向にあるのでしょ
うか。ここで、全国の主要なドラッグストア・調剤
チェーンを対象に、本紙が独自で行ったアンケート
調査の結果をもとに、見ていきましょう（同アンケー
トの調査結果は18面にも掲載）。
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の薬剤師の業務は、薬中心ではなく
患者中心の業務へとシフトするよ
う、方向性が示されたわけです。
患者中心の業務を行うためには、
従来の薬に対する専門性に加えて、
「コミュニケーション能力」や「服
薬指導のスキル」は欠かせません｡
また、医師に対して疑義紹介や、副
作用・服薬状況をフィードバックす
る際、そして在宅訪問における薬学
管理などにおいても、「コミュニケ
ーション能力」は重要になってきま
すね。
そしてグラフ５で注目すべきは、
「臨床薬学の知識」や「在宅訪問薬
剤管理指導のスキル」などを抑えて、
「管理・マネジメント能力」が第３
位に入っていることです。新卒薬剤
師人材に対して、早くも「管理・マ
ネジメント能力」のスキルを伸ばし
てほしいと多くの企業が考えている
という点は見逃せません。
一口に「管理・マネジメント能力」
と言っても、薬局、薬剤、人材、経
営などマネジメントの幅は広くあり
ますが、薬局や DgS の最前線でキ
ャリアを積んでいくに従って、これ
らのマネジメント能力は必ず必要に
なります。また、入社して３〜５年
ぐらい経つと管理薬剤師になるケー
スが多いですが、管理薬剤師には当
然必須のスキルだと言えるでしょう。
前述したように、薬剤師の採用状
況が社会情勢の中で徐々に変化して
きたように、薬局や DgS も社会に
合わせて変化しています。安定した
経営を行い、地域や患者の信頼を得
る企業となるために、薬剤師一人ひ
とりが管理・マネジメント能力を発
揮することが求められているという
ことは、ぜひ覚えておいていただき
たいと思います。

こういった
スキルを伸ば
すため、近年、
企業各社は社
員研修を充実
させてきてい
ます。昨年に
本紙の姉妹誌
が行った調査
で、DgS・調
剤チェーン各
社がどのよう
な社員研修を
行っているか
集計した結果
を、参考まで
にグラフ６に
示します。皆
さんも、企業
訪問や面接の
際に、社員の
スキルアップ
やキャリアア
ップのため
に、どのよう
な研修を行っ
ているか、教
育体制になっ
ているかを積
極的に聞い
て、自分の目
標や希望と合
うかどうか、
確認してみる
といいですね。
本格的な就
活をスタート
する今を契機
として、自分
の強みや伸ばしたいスキル、将来像
などをよく考え、明確にしておきま
しょう。

薬学生の５・６年次は、卒業研究
や実務実習、国家試験対策などのス
ケジュールが目白押し。その中での

就活は大変ですが、臆することなく
意欲的に取り組んでいってください
ね。
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大きく増やした　5

やや増やした　4

変わらない　3

やや減らした　2

大きく減らした　1

（ポイント）
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新卒採用
3.0

中途採用
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回答をポイント化し（大きく増やした＝５ポイント、やや増やした＝４ポ
イント、変わらない＝３ポイント、やや減らした２ポイント、大きく減ら
した＝１ポイント）、各項目の平均値を算出した。                      （ｎ=53）

（n=53）

【グラフ５】新卒薬剤師人材に入社後伸ばしてほしいスキル（複数回答）

【グラフ６】保険薬局・ドラッグストア各社が行っている社員教育プログラムの傾向 （2021年．複数回答）

【グラフ３】コロナ禍前との比較における薬剤師採用募集数の変化（３種別） 【グラフ４】コロナ禍前との比較における薬剤師採用募集数の変化（平均値）

※全国の保険薬局およびドラッグストア計70社の回答を集計。
調査期間：2021年９月。 （月刊ドラッグマガジン2021年11月号 アンケート調査より） 
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医療機関に勤務する薬剤師業務
は、病院では入院（病棟配置薬剤師
業務）と外来調剤、在宅訪問薬剤管理
指導が診療報酬上評価されています。
薬局では、調剤業務と在宅訪問薬
剤管理指導に分かれます。このうち薬
局薬剤師業務は、数次の調剤報酬改定
で「対物業務から対人業務」へシフト
され、見直し評価が継続されています。
厚生労働省が推奨している「患者
のための薬局ビジョン」によれば、
「門前」から「かかりつけ」そして
「地域」へ、をスローガンに、薬中
心から患者中心業務に向けた評価が
進められています（図表１）。
ここでは、対人業務のうち医療機
関、薬局それぞれで評価が異なる在
宅訪問薬剤管理指導（介護保険では
居宅療養管理指導）について、ポイ
ント解説いたします。

薬剤師が行う居宅療養管理指導費は
医療機関と薬局からの報酬で評価が二分
単独の訪問を高く評価
在宅訪問薬剤管理指導は、医療保
険（診療報酬）で請求します。ただ
し、介護保険の要支援や要介護認定
を受けた患者は、介護保険が優先さ
れ、介護報酬の居宅療養管理指導で

請求することになります。
対象患者は、１人で外来通院でき
ない高齢者患者が多く、ほとんどは
居宅療養管理指導で算定することに
なります。
また、患者宅への訪問時間の効率
化が図られることから、有料老人ホ
ームやサービス付高齢者住宅に居住
する患者の報酬は、１軒家（単一建
物）で居住する患者の報酬と比較し
て安価に抑えられています。
さらに2021年4月の介護報酬改定
では、医療機関と薬局からの薬剤師
による居宅療養管理指導費の評価が
二分されました。
単一建物10人以上について、医療
機関は据置、薬局からの訪問は「４
単位」引き下げ。ただし、単一建物
１人の訪問では薬局は「８単位」引
き上げ、医療機関からでは「５単位」
引き上げと薬局からの単独訪問を高
く評価しています。
厚生労働省は、多くの居宅療養管
理指導が必要な利用者の裾野を広げ
ることを評価したことになります。
また、単一建物10人以上の適正化
（引き下げ）で、その財源を確保し
た形となりました。
その他テレビ電話装置等を活用し

た場合の報酬の新設
や、算定要件の明確
化などの改定内容
は、以下の通りとな
っています（図表２）。

薬剤師による居宅療養
管理指導の算定要件
ケアマネジャーとの
情報共有も必要
薬剤師による居宅
療養管理指導費算定
の最も留意すべき点
は、同一患者につい
て、医療機関の薬剤
師の訪問と薬局薬剤
師の訪問とは、併算

定できないことです。
対象者は医師が通院困難と認めた
患者。1）在宅訪問診療または往診
を受けている者、2）自立した通院
のできない者（寝たきりの状態、自
立歩行困難、認知症などにより１人
では通院が困難な者）が対象です。
さらに、今回の介護報酬改定で、
医師の指示がない場合は、算定でき
ないことも明文化されています。
ただし、居宅療養管理指導の指示
を行う医師と同じ居宅療養管理指導
事業所に勤務する者（医療機関薬剤
師）に指示する場合は、カルテ上の
指示で差し支えありません。
薬剤師は、医師指示に基づき利用
者の居宅を訪問して、薬歴管理、服
薬指導、薬剤服用状況、薬剤保管状
況の確認等の薬学的管理指導を行い
ます。
その後、居宅療養管理指導内容に
ついて、患者またはその家族等に対

して積極的に文書等にて提出するよ
う努め、速やかに記録薬剤管理指導
記録を作成します。
さらに、指示医師に報告した上で、

ケアマネジャーに対するケアプラン
の作成等に必要な情報提供 ( 利用者
の同意を得て行う）を行った場合に
算定可能となっています。
とりわけ、ケアマネジャーへの情

報提供がない場合には、算定できな
いため留意が必要となります。
その他、居宅療養管理指導を行う

場合、患者との契約書の締結や重要
事項説明書の交付など、事務的な業
務も必要となります。
さらに、薬局薬剤師の対人業務へ

の評価は、介護報酬のみならず診療
報酬でも高く評価されることは間違
いありません。今から居宅療養管理
指導（在宅訪問薬剤管理指導）のサ
ービス提供方法にも注目していただ
きたいと思います。

経営研究株式会社顧問兼メディカル・テン代表  宮坂 佳紀

出典：第500回中央社会保険医療協議会資料

（2021年11月26日開催）厚労省ホームページ

出典：第199回社会保障審議会介護給付費分科会（2021年1月18日開催）

厚労省ホームページより抜粋作成

図表１「患者のための薬局ビジョン」
 ～「門前」から「かかりつけ」、そして「地域」へ～

図表２ 薬剤師が行う居宅療養管理指導新旧対照表と新設項目および算定要件など

知っておきたい在宅訪問薬剤管理指導
─介護保険の居宅療養管理指導に注目─

特 別 寄 稿

所属 項目 報酬（改定前） 報酬（改定後） 格差

医療機関
単一建物居住者が１人 560単位 565単位 ＋5単位
単一建物居住者が２人～ 9人 415単位 416単位 ＋1単位
単一建物居住者が10人以上 379単位 379単位 据置

薬局
単一建物居住者が１人 509単位 517単位 ＋8単位
単一建物居住者が２人～ 9人 377単位 378単位 ＋1単位
単一建物居住者が10人以上 345単位 341単位 －4単位

薬局の薬剤師が行う場合（情報通信機器を用いた場合45単位／回（新設）（月１回）

対象利用者
在宅時医学総合管理料（訪問診療実施患者）を算定し処方箋交付
居宅療養管理指導費を月１回算定

主な
算定要件

薬機法施行規則および関連通知に沿って実施
訪問診療実施医師に対し、情報通信機器を用いた服薬指導結果について必要な情報提供を行う

併算定不可 疼痛緩和管理指導加算や特別地域居宅療養管理指導加算など
通院が困難なものの取り扱いの明確化（全ての居宅療養管理指導の取り扱い）
継続的な管理・指導の必要のない者や通院が可能な者に対して安易に算定してはならず、例えば、少なくとも独歩で家族・介
助者等の助けを借りずに通院ができる者などは、通院は容易であると考えられるため、居宅療養管理指導費は算定できない。
運営基準および通知に明文化された他職種連携（薬剤師業務）
（１）医師・歯科医師の指導、助言等につながる情報の把握に努め、必要な情報を医師または歯科医師に提供する。
（２）療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合や、居宅介護支援事業者等か
ら求めがあった場合は、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供または助言を行う。
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2021年２月20、21日に実施された
第106回薬剤師国家試験の受験者総
数は、前回より280人少ない１万
4,031人。合格者総数は、324人減の
9,634人となった。

第106回から新出題基準が適用

第106回は、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、新たな薬剤師国家試験
出題基準が適用された初めての試験
となった。
今回の合格率は、前回より0.92ポ
イント下降の68.66％で、第105回に
続き70％を下回った。ただし、６年
制新卒の合格率は、前回の84.78％
に比べ、0.77ポイント増の85.55％に
上昇したことから、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。
今回の合格基準は、①全問題の得
点が430点以上（配点は1問2点で688
点満点）、②必須問題について、全
問題への配点の70%以上で、かつ、
構成する各科目の得点がそれぞれ配
点の30% 以上、③禁忌肢問題選択
数は２問以下。今回、採点を考慮し
た問題は１問のみで、採点対象から
除外している。

過去５年間の合格率は右肩下がり

今回の合格率を男女別にみると、
男性が63.93％、女性が71.60％だっ
た。６年制新卒では男性85.02％、
女性85.84％と、男女に合格率の差
はほとんどなかった。
第102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。
過去５年間の合格率をみると、薬
剤師国家試験の合格率は、右肩下が
りではあるが、およそ70% 前後。
第104回からは禁忌肢が導入され、
合格率が下がるかとの予測もあった
が、目立った影響はみられなかった。
第106回は68.66% と、過去５回の中
でもっとも低い合格率となった。
第107回も第106回に続き、合格点
の上限がない「完全相対基準」で合
格基準が設定される。合格発表は３
月24日。

◇　　　　◇
過去10年間合算の大学別合格率の
順位を下表にまとめた。
トップは金沢大学の93.67％とな
っており、名城大学90.79％、京都
薬科大学の88.08％が続いた。
トップ10のうち、金沢大学と広島
大学の国立２校を除いた８校は、私
立大となっている。

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） 411 385 93.67
2 名城大学（私） 2,518 2,286 90.79
3 京都薬科大学（私） 3,842 3,384 88.08
4 近畿大学（私） 1,677 1,470 87.66
5 広島大学（国） 443 387 87.36
6 明治薬科大学（私） 3,397 2,957 87.05
7 いわき明星大学（私） 473 411 86.89
8 北里大学（私） 2,867 2,452 85.52
9 東邦大学（私） 2,542 2,174 85.52
10 星薬科大学（私） 2,968 2,527 85.14
11 九州大学（国） 427 363 85.01
12 徳島大学（国） 561 474 84.49
13 岡山大学（国） 507 428 84.42
14 慶應義塾大学（私） 1,796 1,516 84.41
15 神戸薬科大学（私） 3,082 2,599 84.33
16 静岡県立大学（公） 1,027 866 84.32
17 武蔵野大学（私） 1,538 1,289 83.81
18 福岡大学（私） 2,660 2,222 83.53
19 大阪薬科大学（私） 3,437 2,850 82.92
20 岐阜薬科大学（公） 969 803 82.87
21 北海道大学（国） 372 308 82.80
22 立命館大学（私） 878 724 82.46
23 千葉大学（国） 492 405 82.32
24 東京薬科大学（私） 4,625 3,788 81.90
25 名古屋市立大学（公） 763 623 81.65
26 長崎大学（国） 520 424 81.54
27 東京理科大学（私） 1,082 878 81.15
28 昭和薬科大学（私） 2,642 2,142 81.07
29 崇城大学（私） 1,409 1,124 79.77
30 愛知学院大学（私） 1,584 1,258 79.42
31 東北薬科大学（私） 3,430 2,712 79.07
32 富山大学（国） 700 547 78.14
33 熊本大学（国） 703 549 78.09
34 国際医療福祉大学（私） 1,849 1,441 77.93
35 大阪大学（国） 356 277 77.81
36 摂南大学（私） 2,541 1,976 77.76
37 昭和大学（私） 2,317 1,801 77.73
38 日本大学（私） 2,819 2,190 77.69

順位 大学名
総数

受験者数（人） 合格者数（人） 合格率（％） 
39 九州保健福祉大学（私） 1,353 1,039 76.79
40 神戸学院大学（私） 2,713 2,064 76.08
41 京都大学（国） 404 303 75.00
42 北海道医療大学（私） 1,917 1,423 74.23
43 同志社女子大学（私） 1,628 1,193 73.28
44 東北大学（国） 344 247 71.80
45 帝京大学（私） 3,760 2,533 67.37
46 武庫川女子大学（私） 2,820 1,888 66.95
47 福山大学（私） 1,579 1,056 66.88
48 北海道薬科大学（私） 2,612 1,734 66.39
49 就実大学（私） 1,274 845 66.33
50 高崎健康福祉大学（私） 1,123 739 65.81
51 長崎国際大学（私） 1,242 813 65.46
52 新潟薬科大学（私） 2,259 1,468 64.98
53 鈴鹿医療科学大学（私） 956 620 64.85
54 金城学院大学（私） 2,017 1,304 64.65
55 広島国際大学（私） 1,793 1,128 62.91
56 東京大学（国） 174 109 62.64
57 城西大学（私） 3,522 2,146 60.93
58 松山大学（私） 1,277 772 60.45
59 城西国際大学（私） 1,317 793 60.21
60 安田女子大学（私） 981 590 60.14
61 岩手医科大学（私） 1,667 995 59.69
62 大阪大谷大学（私） 1,813 1,065 58.74
63 千葉科学大学（私） 1,297 756 58.29
64 北陸大学（私） 2,448 1,394 56.94
65 兵庫医療大学（私） 1,865 1,034 55.44
66 徳島文理大学（私） 3,197 1,749 54.71
67 横浜薬科大学（私） 3,497 1,859 53.16
68 青森大学（私） 821 402 48.96
69 帝京平成大学（私） 3,299 1,594 48.32
70 奥羽大学（私） 1,405 678 48.26
71 日本薬科大学（私） 3,044 1,376 45.20
72 姫路獨協大学（私） 974 440 45.17
73 第一薬科大学（私） 3,264 1,101 33.73

その他（厚生労働大臣認定者） 17 3 17.65
総計 131,897 94,263 71.47

■ 過去10年間合算の大学別薬剤師国家試験合格率（2012 ～ 2021年）■

■ 薬剤師国家試験 男女別合格率 ■

合格率は下降の68.66％　合格者数は324人減の9,634人

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106回 総数 男 女

総数
受験者 14,031人 5,375人 38.31% 8,656人 61.69%

合格者 9,634人 3,436人 35.67% 6,198人 64.33%

合格率 68.66% 63.93% 71.60%

６年制新卒
受験者 8,711人 3,138人 36.02% 5,573人 63.98%

合格者 7,452人 2,668人 35.80% 4,784人 64.20%

合格率 85.55% 85.02% 85.84%

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%

新出題基準が適用となった第106回薬剤師国試
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応 募 要 項

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　124,509人
　　　　　（うち薬剤師1,900人）
　　　　　（2021年9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　1兆9,672億円
                 （2021年2月現在）
店舗数　247店舗
　　　　（2021年9月現在）

店舗展開都道府県　東北を除く本
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

企業データ

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・健康

応募資格　2023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　薬事採用グループ
〒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

ＯＢ・ＯＧ紙上訪問　先輩薬剤師の皆さんに聞きました

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

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

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 . 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

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！

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

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２年目）

▲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。

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

して働ける職場環境を整備していま
す。

地域の皆さまの健やかな暮らしのために

企業情報 information



薬学生諸君！臨時増刊号 令和４年（２０２２年）３月１日（火曜日） （7）

応 募 要 項

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　6,826人
　　　　　（2021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　2,844億円
                 （2021年3月現在・連結）
店舗数　346店舗
　　　　【うち調剤併設型123店舗】
　　　　（2021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

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。

応募資格　薬剤師国家資格取得見込者（2023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

ＯＢ・ＯＧ紙上訪問　先輩薬剤師の皆さんに聞きました

医薬品コーナーには、国内で販売
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。

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

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。

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

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。

地域密着型の会社に魅力
 「信頼される薬剤師」を目指す

株式会社カワチ薬品
T.K さん（帝京大学卒 入社３年目）

生活者医療を支えるカワチ薬品の薬剤師

最も身近なヘルスケアセンターを目指しています

▲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。

企業情報 information



薬学生諸君！ 臨時増刊号令和４年（２０２２年）３月１日（火曜日）（8）

応 募 要 項

企業データ

創業　2013年4月1日（平成25年）

資本金　5,000万円

代表者　代表取締役社長 塚本厚志

従業員数　6,469人（2021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：3,664億4,000万円
（2021年3月末時 / ココカラファイ
ングループ実績）

店舗数　1,461店舗【うち処方箋取
り扱い店舗419店舗】（2021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

豊富な処方箋に触れながら学べる
優れた環境

調剤報酬701.6億円、月間1,000枚
以上の処方箋応需店舗数は272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
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。。
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

応募資格　2023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グループ　採用担当
〒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
HPアドレス　http://corp.cocokarafine.co.jp/index.html
E-mail　saiyo@matsukiyococokara.com

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 を主体とした研修を毎月実施
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
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。
長く安心して働くことができる
環境を整備

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Ｏ
ＪＴ責任者による指導、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

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

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

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？

（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。

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！

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ＭＣＣマネジメント
ココカラファイングループ 採用担当

長谷川真奈さん（横浜薬科大学卒 入社８年目）

▲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。

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。

企業情報 information

ＯＢ・ＯＧ紙上訪問　先輩薬剤師の皆さんに聞きました

「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



薬学生諸君！臨時増刊号 令和４年（２０２２年）３月１日（火曜日） （9）

応 募 要 項

創業　1976年12月
資本金　154億3,458万円
代表者　代表取締役社長 杉浦克典
従業員数　6,710人
　　　　　 （うち薬剤師3,025人
　　　　　 パートナー含む）
事業内容　在宅医療にも対応した、
地域連携・地域密着型ドラッグス
トアの運営
直近の実績　6,025億円 （2021年度）
店舗数　1,462店舗
　　　　（2021年12月現在）

店舗展開都道府県　茨城、栃木、群
馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、岐阜、
静岡、愛知、三重、福井、石川、富山、
滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良

薬系大学採用実績校名　東京薬科
大学、北里大学、明治薬科大学、
名城大学、名古屋市立大学、岐阜
薬科大学、金城大学、京都薬科大学、
大阪薬科大学、神戸薬科大学（他
約50校）

企業データ

・薬剤師が作った会社だからこその
働き方

スギ薬局はトップクラスの調剤併
設率を誇る【医療に強いドラッグス
トア】として、関東・中部・関西・
北陸で約1450店舗を展開する企業で
す。

処方せん調剤はもちろ
んのこと、予防・未病を
中心としたセルフメディ
ケーションから、より患
者さんの身近にある終末
期医療、そして白衣を脱
いだキャリアまで、幅広
い薬剤師の働きかたを実
現できます。

なかでも、在宅医療に
関しては、スギ薬局の約
半数以上の店舗で実施を

応募資格　2023年3月卒業見込み者
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下さい
連絡先（応募・問合せ先）
株式会社スギ薬局 人事部採用課 採用事務局
〒474-0011 愛知県大府市横根町新江62番地の１
電話番号　0120-010-677
FAX番号　0562-45-2710（人事部直通）
HPアドレス　https://www.sugi-recruit.jp/
E-mail　jinji-saiyo@drug-sugi.co.jp

ＯＢ・ＯＧ紙上訪問　先輩薬剤師の皆さんに聞きました

しており、無菌調剤室は業界トップ
の、40店舗以上設置していて専門性
の高い医療も提供をしています。

さらに、ドラッグストアの強みを
生かし、お薬と一緒に日用品もお届
けするサービス「おもてなし便」を
展開。医療だけでなく生活も含めト

ータルで支えています。

・充実した研修で社員を
サポート

スギ薬局では、オンラ
インと定期的な集合研修
により調剤・セルフメデ
ィケーションなどの知識
面はもちろん、服薬指導
の方法・薬歴の書き方・
OTC カウンセリング方
法などをロールプレイを
行いながら習得をします。

また、各種認定薬剤師
の取得支援も積極的に行
っています。

・ライフステージに合わ
せて長く働ける福利厚生

福利厚生の充実度もトップクラス！ 
スギ薬局は仕事と育児の両立支援に
熱心に取り組む企業のうちしっかり
実績を上げている企業として4年連
続【プラチナくるみん認定】されて
います。

Ｑ.貴社を選んだ決め手は何でしたか？
Ａ . スギ薬局の強みである、未病か
ら終末期まで幅広くサポートする
『トータルヘルスケア戦略』に魅力
を感じました。就職活動をする上で、
『患者様と近い距離でお話しできる
こと』は私にとって譲れないポイン
トでした。その中で未病から終末期
まで『長く』地域の患者様と関われ
ることに魅力を感じスギ薬局を選び
ました。また、就職活動を通してス
ギ薬局で働く方々とお話しする中
で、会社の理念通り『親切』を大切
にしていることを肌で実感し、「人
の良さ」に惹かれたことも決め手と
なりました。
Ｑ . いま従事している業務内容は？
Ａ . 調剤併設型ドラッグストアの中
でも特に各種健康測定機器が設置し
てあるなど健康サポートに特化した

店舗で勤務しています。処方箋調剤
だけではなく、OTC 販売、お薬と
健康の相談、在宅訪問と幅広く業務
を行っております。スギ薬局は面薬
局であり様々な領域の疾患に触れる
ことができるため、日々勉強をしな
がら1人1人の目の前の患者さんに向
き合うことができています。
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 . 患者さんに対して、薬や疾患の
知識不足が原因でうまく相談に対し
て助言ができないことがあり、苦労
したことがありました。ただ、研修
で知識がつくことはもちろん、店舗
でもすぐに先輩社員のトレーナーさ
んからアドバイスなどをいただき日
々患者さんの期待に応えられるよう
に頑張っています。
Ｑ . 貴社に入社して良かったことは？

Ａ . 研修がしっかりしているところ
です。実際に薬剤師として働き始め
るには、国家試験に合格した知識だ
けでは不十分です。社会人としての
マナーであったり、ミスを防ぐ調剤
マニュアル、疾患ごとの服薬指導の
ポイントを1から教えてもらうこと
で、調剤や服薬指導に自信をつける
ことができます。また、OTC や健
康食品の研修も手厚く行っていただ
けるので、接客に対しても自信がつ
きます。こういった研修が定期的に
あることで、薬剤師として成長でき
ているように感じています。
Ｑ . 現在の目標を教えてください。
Ａ . まだ薬剤師として働き始めて1
年にも満たないため、まずは全ての
領域の疾患について薬物療法や服薬
指導のポイントを学びたいと思って
います。そして全ての領域の疾患を
学び終わったら、その中から何か1
つの専門性を磨いていき、将来的に
は認定を取得したいと考えておりま
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 . 社員がいつでも受講できる、杉

浦記念財団
インターネ
ット研修を
利用してい
ます。服薬
指導のポイ
ントを領域
別に丁寧に
教えてくだ
さるので、

日々の服薬指導に役立っています。
他にも、入社時に配付されたスギ薬
局オリジナルのテキストを持ち歩く
ことで、OTC 販売や調剤報酬、医
療保険に関しての店舗での業務につ
いて学ぶことができています。
Ｑ.就活中の薬学生へアドバイスを。
Ａ . 就職活動は、将来自分がどのよ
うな薬剤師になりたいのかを今一度
自分に問うことができる絶好の機会
だと私は考えております。自分を見
つめ直し将来自分のやりたいことを
明確にすることで、後悔のない就職
活動にしていただけると嬉しく思い
ます。薬学生の就職活動中は、他に
も勉強に研究室に多忙を極める時期
ではありますが、是非後悔のないよ
う一生懸命に楽しんでください。応
援しています！

全ての領域の疾患を学び
将来的には１つの専門性を磨く

株式会社スギ薬局
上地一丁目店

有尾清加さん（金城学院大学卒 入社１年目）
▲いつも笑顔で患者様に

接する有尾さん。地域の

方の未病から終末期まで

お役に立てるように、日

々知識を磨いている。

可能性はムゲンダイ！幅広い働き方が実現できる！

薬剤師が創業したからこその、地域密着型ドラッグストア

株式会社スギ薬局

企業情報 information



薬学生諸君！ 臨時増刊号令和４年（２０２２年）３月１日（火曜日）（10）

応募要項

創業　1929年5月
資本金　112億5,100万円
代表者　代表取締役社長 八幡政浩
従業員数　25,153人
              （うち薬剤師1,089人）
事業内容　医薬品・化粧品・雑貨
等の販売を行うドラッグストアの
経営指導および管理
直近の実績　2021年度 9,193億円
店舗数　1,349店舗（2021年1月現在）
　　　　（うち調剤薬局325店舗）
店舗展開都道府県　北海道・青森
県・岩手県・宮城県・秋田県・山
形県・福島県・茨城県・栃木県・
埼玉県・千葉県・東京都・神奈川
県・新潟県・山梨県・長野県・愛
知県・滋賀県・京都府・大阪府・
兵庫県・和歌山県・高知県
薬系大学採用実績校名　北海道科
学大学・北海道医療大学・北海道
大学・東北医科薬科大学・岩手医
科大学・星薬科大学・新潟薬科大
学・静岡県立大学・神戸学院大学
・神戸薬科大学・その他63校

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 応募資格　薬剤師国家資格取得予定者

　　　　　（2022年3月及び2023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　北海道札幌市東区北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　011-783-2981
URL　https://tsuruha.info/yakuzaishi/entry.html　
E-mail　yakugaku@tsuruha-cs.com

ＯＢ・ＯＧ紙上訪問　先輩薬剤師の皆さんに聞きました

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
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。

Ｑ.貴社を選んだ決め手は何でしたか？
Ａ . 自分の将来を考えた時に、薬剤
師としてはもちろんのこと、社会人
として一流になるという目標に1番
近づけるのが、ツルハだと思いまし
た。また、これからの薬剤師に対す
るニーズとして病気の治療のみなら
ず未病の段階で抑えるということが
注目されてきています。OTC の販
売や教育にも力を入れているツルハ
で将来を見据えて新入社員のうちか
ら未病予防のスキルも身につけてお
きたいと思い、就職先に決めました。
Ｑ . いま従事している業務内容は？
Ａ . 処方箋の受付から、調剤、監査、
投薬などの業務に加えて、医薬品の
在庫管理など調剤薬局の一通りの業
務に関わらせてもらっています。ま

たドラッグストアならではの業務と
して OTC の販売も行っています。
さらに職場のムードメーカーとして
の役割も私の大事な仕事の一つだと
思っています。
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 . 入社後に苦労したことは保険制
度の適用や違い、公費負担などにつ
いて理解することです。保険調剤を
する上で薬剤師が必ず理解しておか
なければならないことですが、処方
箋入力を通して早いうちから勉強で
きて良かったと思っています。
Ｑ .貴社に入社して良かったことは？
Ａ . 新入社員のうちから様々なチャ
ンスを貰えたことがうれしかったで
す。決して無理強いではなく「やっ

てみますか？」という形で、例えば
他店舗の応援で自店舗以外の科を勉
強したり、就活生向けのイベントへ
の参加など、たくさん声を掛けてい
ただきました。様々な機会があり１
年目からたくさんのことを経験し、
知ることができたのがよかったです。
Ｑ . 現在の目標を教えてください。
Ａ . 長期的な目標は定年退職後に豊
富な人生経験で色んなことを知って
いるイケイケなおじいさんになるこ
とですが、まず短期目標として数年
以内に薬局長を任せてもらえるよう
な一人前の薬剤師になることを目指
しています。
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 . ツルハで提供されるメディカル
ナレッジという動画教材やたまに開
かれている講演会に個人的に参加し
て薬剤師としての知識の幅を広げる
ようにしています（あとは趣味とし
てバラエティー番組をみて、トーク
技術の向上に励んでいます）。
Ｑ.就活中の薬学生へアドバイスを。

Ａ .5年後や10年後そしてもっと先の
将来の夢を想像して、是非友だちと
意見交換してみてください。情報共
有でその夢を明確にして、それに最
も近づける可能性のある就職先を探
すことがポイントだと思っていま
す。あとは実際に店舗や病院など見
学してみて決めてください。私のよ
うにイケイケなおじいさんを目指し
たい方は是非一緒にツルハで働きま
しょう。

OTC 教育にも注力している会社で
未病予防のスキルを身につけたい！

株式会社ツルハ
調剤薬局ツルハドラッグ小樽店

中野真希さん（入社1年目）

◀
監
査
中
の
中
野
さ
ん
。「
１
年
目
か
ら
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
経
験
で
き
た
」

と
毎
日
意
欲
的
に
業
務
に
取
り
組
む
。

 「かかりつけ薬剤師」の育成強化 +「従業員満足度」の追求へ

  「2024年、3000店舗体制」そして「世界2万店」へ飛翔

企業情報 information



薬学生諸君！臨時増刊号 令和４年（２０２２年）３月１日（火曜日） （11）

応募要項

創業　1993年
資本金　5,000万円
代表者　代表取締役社長 岡山 善郎
従業員数　2,128人
　　　　　（うち薬剤師1,186人）

事業内容　保険薬局経営・医薬品卸
直近の実績　648億円
                 （2021年度）
店舗数　367店舗
　　　　（2022年1月現在）

店舗展開都道府県　青森県、岩手
県、宮城県、秋田県、山形県、福
島県、東京都、神奈川県、埼玉県、
千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、
新潟県、山梨県、長野県、富山県、
石川県、福井県、静岡県、大阪府、
京都府、滋賀県、鳥取県、広島県、
沖縄県

薬系大学採用実績校名　東京薬科
大学、明治薬科大学、星薬科大学、
昭和薬科大学、東邦大学、帝京大学、
京都薬科大学、大阪薬科大学、新潟
薬科大学、東北医科薬科大学　他

企業データ

調剤薬局事業を担うファーマみら
いは全国で367店舗を展開しており
ます。

全店舗に自動発注システムや音声
薬歴作成システム等を導入し、機械
化を進めることで薬剤師の業務負担
を軽減しています。

機械の導入により業務
効率を図ることで生まれ
た時間を、健康相談、
OTC 販売、在宅医療な
どに充て、患者さまに寄
り添うかかりつけ薬局と
しての運営をおこなって
います。地域住民の健康
への意識を高めること
で、病気を予防し、より
よい生活を営むお手伝い
をできればと考えていま

応募資格　2023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、またはメールアドレス
よりお申込みください。
連絡先（応募・問合せ先）
東邦ホールディングス株式会社  薬剤師採用担当
〒100-6613　東京都千代田区丸の内1−9−2
グラントウキョウサウスタワー 13階
電話番号　03−6838−2850（直通）　
HPアドレス　https://www.tohohd.co.jp/
E-mail：jissyu@so.tohoyk.co.jp

ＯＢ・ＯＧ紙上訪問　先輩薬剤師の皆さんに聞きました

す。現在はオンライン服薬指導への
対応も開始いたしました。

また薬剤師の活躍の場は、もはや
薬局の中に留まりません。薬学的な
知識を他職種の方のみならず、地域
にお住まいの方、社会に還元すると
いう大きなビジョンを持って取り組

んでおります。
サプライチェーンと

して幅広い事業展開を
している、東邦ホール
ディングスグループだ
からこそ薬剤師社員に
提供できるキャリアパ
スがあります。

専門薬剤師取得を目
指す、マネジメント業
務に携わる、医療機関
への DI 業務、現場経
験を活かしてシステム
開発をする、得意な英
語を活かして海外事業
に携わるなど幅広い分
野で薬剤師が活躍して
おります。

東邦ホールディング
スの共済会では一部上
場企業ならではの充実

した福利厚生制度があります。有給
休暇以外にもライフプランに合わせ
て時短勤務制度など各種制度を完備
しているので、社員の皆さんが長く
安心して勤められる環境が整ってお
ります。

Ｑ.貴社を選んだ決め手は何でしたか？
Ａ.機械化がとても進んでいたので、
患者様との対話に時間をかけること
ができる環境だと思ったからです。
　また地域活動にも力を入れている
ところにも魅力を感じました。
　健康フェアを定期的に開催してお
り、薬剤師と管理栄養士さんと連携
して患者様へアドバイスすること
で、治療だけではなく、地域の方々
の健康を未病の段階から支えていけ
るところはとても素敵だなと感じ入
社しました。
Ｑ . いま従事している業務内容は？
Ａ . 店舗薬剤師として調剤・監査・
服薬指導、在宅業務などを中心に行
っています。その他にも薬局長業務
の補佐（シフト管理）や後輩の指導、

リクルーターとして採用業務のお手
伝いもしています。
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 . 精神科の患者様の応対には大変
苦労しましたが、時間をかけて信頼
関係を築けた時にはとても嬉しかっ
たです。また医師への処方提案もと
ても大変でした。薬学的知識を最大
限活かしつつ、治療方針、患者様の
生活スタイルも考慮しながらの提案
は試行錯誤しました。結果として減
薬に繋がり、患者様の ADL 向上に
貢献できたことは薬剤師になって良
かったなと実感できました。
Ｑ .貴社に入社して良かったことは？
Ａ . 職場環境の良さです。大企業で
ありながらとても風通しがよく、ス

タッフ間もとても仲が良いです。定
期的にブロック長の訪問もあり、店
舗運営の希望なども聞いてくれます。
　また東邦ホールディングスグルー
プとして様々な部署で薬剤師が活躍
しているので、働き方の幅が広いこ
とも魅力の一つです。
Ｑ . 現在の目標を教えてください。
Ａ . 認定指導薬剤師の取得を目指し
ています。以前から後輩の指導を通
じて自分自身も色々学ぶことがあり
ました。その為今後も後輩の育成に
従事していきたいなと思います。
　また OTC や健康食品の分野も強
化していきたいです。
　「根本さんに相談すれば大丈夫！」
と多くの患者様に頼られる存在にな
りたいです。
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 .WEB ラーニングを利用して、
認定薬剤師の継続研修を行っていま
す。その他にも社内研修がとても充
実しているので、自分の興味のある
研修に適宜参加しています。

Ｑ . 就活
中の薬学
生へアド
バイスを。
Ａ . 自 分
自身の絶
対譲れな
いポイン
トを絞っ
て就活す
る方が良
いと思い
ます。
　私は一
つの会社
に長く勤
めたいと
思ってい
たので、

福利厚生や休暇制度も重要視してい
ました。またライフスタイルの変化
にも柔軟に対応できる店舗数が多い
薬局を選択しました。
　どの企業もそれぞれ素敵な部分が
あるので迷うかと思いますが、ポイ
ントを絞って是非素敵な企業を見つ
けてください。応援しています。

風通しがよい職場環境で
認定指導薬剤師の取得を目指す

ファーマみらい
共創未来　甲府中央薬局

根本 舞さん（帝京大学卒／入社3年目）

▲マスク越しでも素敵な笑

顔の根本さん。音声認識薬

歴作成支援システムを使用

しているので、薬歴も効率

よく記載できます。

患者さまや地域の皆さま、働く薬剤師にとって安心できる薬局へ

全ては健康を願う人々のために

東邦ホールディングス株式会社

企業情報 information



薬学生諸君！ 臨時増刊号令和４年（２０２２年）３月１日（火曜日）（12）

応募要項

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　86人（うち薬剤師35人）
事業内容　保険調剤薬局
直近の実績　23億円
                 （2020年度）
店舗数　14店舗（2022年2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

企業データ

応募資格　2023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　営業本部
〒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

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
フォローアップなどです。高知県で
新店舗の立ち上げ、管理薬剤師業務
を経験しました。その経験を活かし、
現在は東京の店舗で勤務しながら、
新店舗の開発にも関わっています。
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 . 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、関連法規の知識、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。
　また、採用や店舗開発にも携わら
せて頂いたことです。
Ｑ . 現在の目標を教えてください。

Ａ . マネジ
メント能力
を向上させ
たいです。
後輩が増え
てきて、業
務をお願い
する立場に
なってきま
した。自分
の仕事を行
いながら、
後輩や他の
スタッフに
仕事を振り
分け、全体
がスキルアップできるようにするこ
とが目標です。
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 . もっとも効果的だと感じるスキ
ルアップ方法は、薬剤師同士や医師
とのディスカッションです。インプ
ット面でのスキルアップは、日経
DI、薬がみえるシリーズ、病気が
みえるシリーズ、薬局で使える実践
薬学、日本経済新聞、Beyond Heal

th など。
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。

～社会を変える一流の薬剤師になろう～

●�リフィル導入で薬剤師の時代へ
リフィル処方箋が導入されると、

病気になれば薬剤師に相談し、小さ
な病気は薬剤師が治す時代になりま
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る時代に
なります。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！
●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
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

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 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

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

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７年目）

▲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）

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？

企業情報 information

ＯＢ・ＯＧ紙上訪問　先輩薬剤師の皆さんに聞きました



薬学生諸君！臨時増刊号 令和４年（２０２２年）３月１日（火曜日） （13）

応募要項

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　5,569億700万円
                 （2021年3月・連結）
店舗数　1,764店
　　　　（調剤専門・併設343店舗）
店舗展開都道府県
全国47都道府県
薬系大学採用実績校名　
全国国公立私立大学

企業データ

応募資格　2023年3月卒業見込みの方
応募方法　2022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）
株式会社 MCC マネジメント　管理本部人材開発部採用課
マツモトキヨシグループ採用担当
〒270−0034　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　047−342−8446
HPアドレス　http://www.r-matsukiyo.com/
E-mail　info@matsukiyococokara.com

当社公式
採用サイト

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
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
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
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！

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

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
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
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

「内外美容の提案」により QOL を高めます 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。

 「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
株式会社MCCマネジメント管理本部人材開発部採用課

マツモトキヨシグループ採用担当
荻原 淳さん（入社９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」

企業情報 information

ＯＢ・ＯＧ紙上訪問　先輩薬剤師の皆さんに聞きました



薬学生諸君！ 臨時増刊号令和４年（２０２２年）３月１日（火曜日）（14）

応募要項

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　4,723人
　　　　　（うち薬剤師1,916人）
事業内容　地域薬局事業、
　　　　　医薬品ネットワーク事業、
　　　　　医薬品製造販売事業、
　　　　　デジタルシフト事業
　　　　　賃貸・設備関連事業、
　　　　　給食事業、訪問看護事業
直近の実績　2021年度1,042億円
店舗数　436店舗
　　　　（2022年1月31日現在）
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、大阪医科薬科大、名
城大、北海道科学大、東北医科薬
科大、福岡大　その他62校

企業データ

応募資格　2023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/recruit/
E-mail　jinji@msnw.co.jp

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、

シフト作成。
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

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 . 日常業務を通じ、漢方に
ついてもっと詳しく勉強した
いという気持ちが強くなった
ので、現在は漢方薬生薬認定
薬剤師の取得を目標にしてい
ます。また、薬局実務実習で
お世話になった指導薬剤師の
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 . 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、MSD マニュアル。
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
こともあるかと思います。絶対に譲

れないポイント（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！

全国で愛される「地域薬局」へ

薬剤師が手渡すものは、薬、だけじゃない。

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、430店舗以上を
全国で展開しており、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
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

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。

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３年目） 

▲スタッフとのこまめな相談や引継ぎは「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）。

企業情報 information

ＯＢ・ＯＧ紙上訪問　先輩薬剤師の皆さんに聞きました
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薬学生諸君！「資料室」

編集部注：回答企業のみ掲載。「ドラッグ・調剤事業合計売上高」にてランキングした。注１＝2020年５月現在。

ドラッグストア企業ランキング 上位10社

編集部注：回答企業のみ掲載。「ドラッグ・調剤事業合計売上高」にてランキングした。注２＝店舗数と社員数の数値は、

2021年５月末現在。 注３＝地域薬局ネットワーク事業の売上高。 注４＝2020年５月現在。

〈小社発行 2021年ポケット版「最新 医薬品産業ランキング」など小社調査データから作成〉

調剤チェーン企業ランキング 上位10社

順
位 社名 本社所在地

代表者名 決算期
ドラッグ・
調剤事業

合計売上高
総売上高 営業利益 経常利益 当期

純利益
売上

総利益率 販管費率 正社員数
店舗数

 （うち処方箋
応需店舗数） 

年 / 月期 億円（％）  億円（％）  億円（％）  億円（％）  億円（％） ％ ％ 人 店（店） 

1 ウエルシアホールディングス 東京
松本忠久 21/2 9496.5

（109.4） 
9496.5

（109.4） 
429.7

（113.7） 
458.0

（113.5） 
279.9

（122.8） 31.2 26.7 11708 2207
（1638） 

2 ツルハホールディングス 北海道
鶴羽 順 21/5 9154.4

（109.3） 
9193.0

（109.3） 
483.7

（107.5） 
476.8

（103.0） 
262.8

（94.2） 29.0 23.8 ― 2420
（683） 

3 コスモス薬品 福岡
横山英昭 21/5 7264.2

（106.1） 
7264.2

（106.1） 
331.4

（113.9） 
358.3

（113.5） 
271.5

（126.7） 20.0 15.4 ― 1130
（10） 

4 サンドラッグ 東京
貞方宏司 21/3 6343.1

（102.7） 
6343.1

（102.7） 
373.4

（102.0） 
382.2

（102.9） 
253.2

（106.9） 25.0 19.1 5634 1216
（―） 

5 スギホールディングス 愛知
杉浦克典 21/2 6025.1

（111.2） 
6025.1

（111.2） 
337.0

（113.2） 
353.3

（112.3） 
211.2

（101.6） 30.1 24.5 6710 1391
（1050） 

6 マツモトキヨシホールディングス 千葉
松本清雄 21/3 5276.7

（92.9） 
5569.0

（94.3） 
315.3 

（83.9） 
340.9

（85.3） 
215.6

（82.4） 32.7 27.0 ￣ 1764
（343） 

7 ココカラファイン 神奈川
塚本厚志 21/3 3630.0

（90.6） 
3664.4

（90.7） 
103.4

（77.6） 
128.1

（82.0） 
43.2

（52.2） 29.7 26.9 7131 1461
（419） 

8 富士薬品 埼玉
高柳昌幸 21/3 3549.2

（98.1） 
3899.6

（98.3） 
44.0

（59.3） 
55.0

（67.1） 
13.8

（99.1） 30.4 29.2 ― 1360
（―） 

9 クリエイト SD ホールディングス 神奈川
廣瀨泰三 21/5 3319.1

（105.0） 
3384.7

（105.9） 
186.2

（104.7） 
190.6

（104.7） 
123.7

（101.0） 27.6 22.1 注１ 3552 695
（262） 

10 クスリのアオキホールディングス 石川
青木宏憲 21/5 3058.8

（101.9） 
3058.8

（101.9） 
166.1

（101.6） 
173.4

（103.1） 
120.6

（97.1） 29.5 24.0 ― 733
（366） 

順
位 社名 本社所在地

代表者名 決算期
ドラッグ・
調剤事業

合計売上高
総売上高 営業利益 経常利益 当期

純利益
売上

総利益率 販管費率 正社員数
店舗数

 （うち処方箋
応需店舗数） 

年 / 月期 億円（％）  億円（％）  億円（％）  億円（％）  億円（％）  ％ ％ 人 店（店） 

1 アインホールディングス 北海道
大谷喜一 21/4 2825.1

（97.9） 
2973.0

（101.6） 
109.3

（68.0） 
126.4

（75.2） 
66.9

（73.0） 15.5 11.8 9019 1134
（1065） 

2 日本調剤 東京
三津原庸介 21/3 2440.7

（105.7） 
2789.5

（103.9） 
81.0

（106.8） 
84.0

（113.6） 
35.3

（52.8） 17.7 14.8 4457 670
（669） 

3 クラフト 東京
森 要 21/3 1907

（─） 
1907
（─） 

─
（─） 

─
（─） 

─
（─） ― ― ― 1044

（―） 

4 クオールホールディングス 東京
中村 敬 21/3 1487.7

（97.1） 
1618.3

（97.8） 
73.6

（95.2） 
74.0

（92.3） 
33.6

（82.7） 13.0 8.5 5470 811
（782） 

5 注２ Ｉ＆Ｈ 兵庫
岩崎裕昭 20/5 1201.6

（116.0） 
1242.9

（116.8） 
─

（─） 
─

（─） 
─

（─） ― ― 3234 596
（563） 

6 総合メディカル 福岡
坂本賢治 21/3 1103.4

（97.6） 
1639.2

（99.5） 
─

（─） 
─

（─） 
─

（─） ― ― 6337 737
（737） 

7 メディカルシステムネットワーク 北海道
田尻稲雄 21/3

注３992.1
（99.6） 

1042.5
（99.1） 

34.2
（212.3） 

34.7
（223.0） 

21.9
（─） 40.7 37.4 3326 428

（416） 

8 共創未来グループ 東京
濱田矩男 21/3 910.9

（94.8） 
12102.7
（95.8） 

43.0
（24.5） 

102.8
（43.3） 

49.8
（30.7） 8.2 7.9 7732 ―

（543） 

9 アイセイ薬局 東京
藤井江美 21/3 635.9

（98.0） 
673.5

（98.5） 
─

（─） 
─

（─） 
─

（─） ― ― 2784 ―
（―） 

10 ファーマライズホールディングス 東京
秋山昌之 21/5 512.0

（102.7） 
523.2

（102.5） 
12.4

（120.4） 
12.8

（125.9） 
4.2

（73.8） 15.4 13.0 注４1555 342
（298） 
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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、2021年３月の６年制学科の卒業生の総数は9,879人。そのうち就職し
たのは、卒業生の82.6％にあたる8,167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、3,072人（全体の31.1％）、ドラ

ッグストアの調剤部門は1,917人（全体の19.4％）でした。
これにドラッグストアなどの一般販売業（0.7％）を合わせると、卒業

生の約半数以上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18.5％。製薬メーカーなど医

薬品関連企業への就職は6.5％です。
なお、「就職しなかった者」の総数は1,712人で、前年の1,789人より77

人減少。これには、無給の研究生・進学・非就職者のほか、未定の者が
1,339人含まれています。

2021年10月20日、オンライン資格確認の「本格運用」がスタートし
ました（図）。
オンライン資格確認等システムの導入により、医療機関・薬局の窓

口で、患者の方の直近の資格情報等（加入している医療保険や自己負
担限度額等）が確認できるようになり、期限切れの保険証による受診
で発生する過誤請求や手入力による手間等による事務コストが削減で
きます。
また、マイナンバーカードを用いた本人確認を行うことにより、薬

局において特定健診等の情報や薬剤情報を閲覧できるようになり、よ
り良い医療を受けられる環境となります（マイナポータルでの閲覧も
可能）。
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、運用開始時点では対象外となっています。
薬局では、オンライン資格確認を導入することによって、以下のよ

うなメリットが挙げられます。
・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、窓口業務が削減されます。

D2021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 8,167 82.6%

就職しなかった者

無給実習・見習い 9 0.1%
進学 138 1.4%
非就職者 226 2.3%
未定（未報告を含む） 1,339 13.6%

計 9,879 100.0%

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。
・保険証の入力の手間削減
今ま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した。マ
イナンバーカードでは最新の保険資格を自動的に取り込むことができ
ます。保険証・処方箋でも、最小限の入力は必要ですが、有効であれ
ば同様に資格情報を取り込むことができます。
・薬剤情報・特定健診等情報の閲覧
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。患者
の意思をマイナンバーカードで確認した上で、薬剤師等の有資格者が
閲覧します。
・災害時における薬剤情報・特定健診等情報の閲覧
通常時は、薬剤情報・特定健診等情報を閲覧するには、本人がマイ
ナンバーカードによる本人確認をした上で同意した場合に限られます。
災害時は、特別措置として、マイナンバーカードによる本人確認が
できなくても、薬剤情報・特定健診等情報の閲覧ができます。
・重複投薬等を発見できる
患者の処方状況の一元的把握に役立つ情報を得ることができます。
患者の服用中の薬剤を一元的に把握し、重複投薬等の解消提案をする

ことで、令和２年度診療報酬改定
で追加された「服用薬剤調整支援
料２」（100点、３月に１回まで）
を算定できます。
・電子版お薬手帳との連携
これまでは、医療機関・薬局ご

とに発行される調剤明細書等に記
載されている薬剤情報を手入力ま
たは二次元バーコードの読み取り
等で電子版お薬手帳に蓄積してい
ました。
これからは、これまでの調剤明

細書等の情報に加えて、マイナポ
ータルを介し、レセプト情報に基
づいた薬剤情報を一括で電子版お
薬手帳に取り込むことができるよ
うになります。
皆さんが薬剤師として活躍する

頃には、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
さんが増えてくることが予想され
ます。今後の動向に注目しておき
ましょう。

保険薬局31.1％

ドラッグストアの調剤部門 19.4％病院・診療所 18.5％

一般販売業
（ドラッグストア等）

 0.7％

医薬品関連企業 6.5％
行政 2.4％

その他企業 1.0％
卸売販売業 0.4％

研究生 1.1％
その他の職業 1.4％

就職せず未定 15.9％進学 1.4％

試験・研究機関 0.2％

2021年３月薬系学科６年制新卒の就職動向

健康保険証の資格確認がオンラインで可能

TOPICS

いずれも薬学教育協議会「令和3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

（2020年に卒業延期となって、2021年３月までに卒業した学生数1,258人を含む）

出典：厚生労働省保険局（2021年12月）より

D 図　オンライン資格確認の概要

D2021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２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565.1万円（平
均年齢41.2歳、月間労働時間は170
時間）だった。
この調査は、令和２年６月分の賃
金等（賞与、期末手当等特別給与額
については令和元年１年間）につい

て、令和２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

最も高かったのは山口県の779.9万
円。次いで、福島県737.3万円、宮
城県677.9万円となっており、上位
10位以上は東京や大阪などの都市部
ではなく、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
は沖縄県の461.4万円。次いで、大

分県479.0万円、岡山県505.4万円と
続き、トップの山口県とでは年収に
300万円以上もの差があった。
なお、新型コロナウイルス感染症

の影響により、例年と比べて要件を
満たす労働者の割合が減少してお
り、公表値もその影響を受けている
可能性がある。

薬剤師年収の
全国平均
565.1 万円

山口県
779.9 万円

福島県
737.3 万円

宮城県
677.9 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 山口 779.9 45.4  177

2 福島 737.3 47.3  150

3 宮城 677.9 51.7  173

4 長野 676.8 45.5  175

5 青森 661.5 44.9  183

6 高知 655.3 43.1  173

7 島根 650.4 42.7  182

8 岩手 645.9 51.0  170

9 秋田 631.5 43.7  167

10 徳島 630.3 48.8  174

11 鳥取 629.9 50.6  178

12 滋賀 623.2 43.1  177

13 茨城 608.3 41.2  172

14 静岡 597.5 39.7  173

15 神奈川 593.2 40.2  173

16 石川 590.5 43.5  168

17 栃木 590.0 45.1  169

18 香川 583.6 44.9  184

19 愛知 583.1 33.7  175

20 山形 579.4 35.7  163

21 山梨 579.3 44.2  176

22 奈良 569.0 44.5  172

23 埼玉 563.9 35.3  175

24 三重 561.4 45.3  175

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 福岡 559.2 45.1  170

26 兵庫 556.6 45.7  160

27 群馬 555.2 40.6  176

28 北海道 554.1 44.5  162

29 千葉 548.6 37.0  169

30 福井 547.2 38.2  167

31 京都 545.2 40.1  168

32 岐阜 544.7 33.6  170

33 愛媛 544.5 36.6  175

34 和歌山 544.4 47.0  181

35 長崎 544.3 41.2  171

36 新潟 538.2 39.8  169

37 富山 537.6 41.7  169

38 佐賀 535.4 48.5  167

39 広島 527.7 32.0  180

40 熊本 521.0 43.8  178

41 宮崎 520.8 41.0  176

42 大阪 520.3 42.5  169

43 鹿児島 519.4 43.0  189

44 東京 508.0 41.4  163

45 岡山 505.4 41.7  174

46 大分 479.0 48.2  177

47 沖縄 461.4 33.1  186

全国 565.1 41.2  170

全国平均は565.1万円、トップは山口県の779.9万円

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

厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査の概況」から作成



薬学生諸君！ 臨時増刊号令和４年（２０２２年）３月１日（火曜日）（18）

新型コロナウイルス問題は収束の
兆しが見えず、2022年卒の薬学生の
就職活動においても前年同様、合同
説明会の延期や中止など、さまざま
な影響を及ぼしている。
そこで、コロナ禍２年目となった
ドラッグストア（DgS）や調剤チェ
ーンの2021年の採用状況を小社の独
自調査で明らかにした。
調査はアンケート形式で2021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53
社から回答が寄せられた。
コロナ禍１年目での採用活動とな
った2021年４月の採用実績（グラフ
１）では、「予定通りの採用人数」
と回答した企業は47.2％。また、「予
定より多く採用」とした企業は全体
の3.8％で、予定人数を確保した企
業は、合わせて51％となった。
2022年４月の内定数の状況（グラ

フ２）を見ると、「予定通りの内定数」
と回答した企業は47.2％、｢予定し

た人数より多い｣ とした企業は全体
の5.7％で、予定内定数を確保した
企業は52.9％と前年を1.9ポイント上
回ったが、「予定した人数に足りな
い」理由として、内定者の薬剤師国
家試験不合格を挙げる企業が数社見
られた。国試の合格を考慮して内定
数を増やした企業もあるようだ。
また、薬剤師充足率の将来展望（グ

ラフ３）において、「売り手市場が
数年続くもその後不足感和らぐ」と
の回答が、前回の25.5％から32.1％

と6.6ポイント増加したことから、
今後は薬剤師の不足は和らぐだろう
との見方もある。
一方、2021年の採用活動に苦労し

た点について、「学生との接触数が
少なかった」「コロナにより就活が
早期終了してしまった」などの声も
寄せられた。2022年も感染状況や社
会情勢などを見極めながら、準備を
進めていくことは必要となるだろう。
調査結果の詳報は、姉妹誌ドラッ

グマガジン４月号でもお伝えする。

（n=53）（n=53）（n=53）

予定した人数より多い
5.7％

内定予定人数の設定なし
15.1％

予定通りの
内定数
47.2％予定した人数に

足りない
32.1％

予定した人数より多い
5.7％

内定予定人数の設定なし
15.1％

予定より多く採用
3.8％

その他　1.9％

予定通りの
採用人数
47.2％

予定した人数に
足りない
35.8％

予定より多く採用
3.8％

採用予定人数の設定なし
11.3％

今は売り手市場だが
その後薬剤師過多に
22.6％

現状でも不足感なく
今後もこの状況続く
18.9％

その他
13.2％

薬剤師不足は解消されず
今後も売り手市場続く
11.3％

売り手市場が
数年続くも
その後不足感
和らぐ
32.1％

今は売り手市場だが
その後薬剤師過多に
22.6％

現状でも不足感なく
今後もこの状況続く
18.9％

その他
13.2％

未回答 1.9％

〈グラフ１〉2021年4月の薬剤師採用人数 〈グラフ２〉2022年4月の薬剤師内定数 〈グラフ３〉薬剤師充足率の将来展望

■ 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） 2021年4月の
採用実績

2022年4月の
採用計画

（＝内定数）
2023年4月の

採用計画

Ｉ＆Ｈ（兵庫） 95人 100人 100人

アルプ（石川） 1人 5人 10人

ウエルシア薬局（東京） 423人 400人 400人

エスシーグループ（東京） 21人 30人 30人

エフケイ（埼玉） 1人 0人 4人

関西メディコ（奈良） 12人 9人 8人

クスリのアオキ（石川） 111人 130人 150人

クスリのマルエ（群馬） 4人 5人 10人

グッドプランニング（兵庫） 7人 5人 7人

クリオネ（北海道） 2人 5人 5人

ココカラファイングループ（神奈川） 165人 180人 100人

コメヤ薬局（石川） 0人 0人 3人

サンニシイチ（兵庫） 3人 2人 未定

シミズ薬品（京都） 4人 4人 5人

スギ薬局（愛知） 479人 318人 400人

セキ薬品（埼玉） 40人 40人 40人

大屋（愛媛） 3人 7人 8人

たんぽぽ薬局（岐阜） 57人 94人 60人

千葉薬品（千葉） 30人 30人 30人

中部薬品（岐阜） 68人 45人 65人

辻薬店（佐賀） 2人 2人 1人

津山調剤薬局（岡山） 0人 1人 3人

ツルハ（北海道） 90人 90人 70人

テック（青森） 4人 2人 2 ～ 3人

東邦ホールディングス（東京） 2人 4人 30人

西本真生堂（熊本） 0人 1人 1人

日本メディケア（東京） 0人 0人 1人

企業名（本社） 2021年4月の
採用実績

2022年4月の
採用計画

（= 内定数） 
2023年4月の

採用計画

直方メディカルサービス（福岡） 0人 0人 1人

パル・オネスト（埼玉） 3人 9人 10人

パルス（北海道） 1人 10人 未定

ファルコファーマシーズ（大阪） 2人 2人 5人

福岡保健企画（福岡） 1人 1人 1人

富士薬品（埼玉） 50人 100人 150人

ププレひまわり（広島） 2人 15人 15人

ブルークロス（高知） 4人 6人 5人

紅屋商事 メガ調剤薬局（青森） 2人 0人 1 ～ 3人

町田アンド町田商会（青森） 3人 5人 5人

マツモトキヨシグループ（千葉） 130人 170人 145人

ミネ医薬品（東京） 3人 5人 5人

宮本薬局（東京） 0人 0人 5人

メディカルサポート（東京） 3人 1人 未定

メディカルシステムネットワーク（東京） 119人 120人 100人

メディカルファーマシィー（東京） 5人 3人 5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） 7人 11人 10人

メディック太陽（新潟） 3人 4人 5人

ヤマグチ薬局（神奈川） 4人 6人 5人

ヤマザワ薬品（山形） 3人 9人 6人

ユタカファーマシー（岐阜） 18人 12人 40人

ライフエンタープライズ（千葉） 2人 1人 3人

龍生堂本店（東京） 10人 10人 10人

リライアンス（コスモス薬局グループ）（広島） 4人 5人 5人

わかば（神奈川） 11人 10人 10人
＊五十音順

コロナ禍２年目となった2021年の就職活動

予定内定数を
確保できた企業は約５割

主要 DgS・
調剤チェーンの

薬剤師採用動向で判明

薬学生諸君！ 独自調査



薬学生諸君！臨時増刊号 令和４年（２０２２年）３月１日（火曜日） （19）

1983年に誕生したカロリーメイトは、カラダに必要な5
大栄養素（タンパク質、脂質、糖質、ビタミン、ミネラル）
をバランスよく含み、多様なライフスタイルをもつ現代人
の食生活をバックアップする「バランス栄養食」です。
朝食やスポーツ時、勉強・仕事中など、いつでも手軽に

栄養を補給することができます。

極細ナイロン繊維をフック形状に特殊加工したスムーザ
ーは、舌表面をなでるだけで舌苔を絡めとり、取った汚れ
が目で確認できます。
さらに、凹凸の両面使用で複雑な構造の舌の形状にジャ

ストフィット。口臭対策はもちろん、健康対策に舌をみが
いて健口生活を。

抽選の上、当選者には5月10日（火）
以降に Instagram の DM（ダイレクト
メッセージ）にてプレゼント発送に
関するご案内をさせていただきます。
※DMの送信日から7日経ってもご連絡が取れ
ない場合は、当選を無効とさせていただきます。
予めご了承ください。

■�エタノール濃度60％以上を満たす基剤に殺菌成分「ベン
ザルコニウム塩化物」を配合�
■�うるおい成分「ヒアルロン酸ナトリウム」と手肌保護成
分「グリチルレチン酸」を配合し、手肌の乾燥・荒れが
気になる方にも安心です
■�手肌へのなじみが良く、しっとりするのに乾いた後はべ
たつきません

■�３層の不織布でしっかりガード�
■�息らくらく口元立体形状
■�やわらかい平ゴムを採用し、耳が痛くなりにくい
■�口元やわらか素材
●サイズ　約165 × 90 mm

ブランドサイト　https://www.otsuka.co.jp/cmt/

ドラッグマガジン公式 Instagramアカウントを
フォロー＆いいね！と欲しい商品の番号①～④を

コメント欄に明記のうえ、投稿してくださった方の中から抽選でプレゼントします。

応募要項
（締切5月10日） 当選発表

（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！

全5フレーバーを
1セットで
10名様

４本アソートで
10名様

10名様

カーキとパープル
を1セットで
20名様

指定医薬部外品

薬学生諸君！

現代人の食生活をバックアップする
「バランス栄養食」

新潟大学と共同研究で生まれた
舌専用スムーザー

“殺菌力”と“手肌へのやさしさ”
を追求

ファッション性を兼ね備えたカラーの
不織布マスク

①カロリーメイト ブロック（4本入り） 
大塚製薬

③舌みがきスムーザー W-1PREMIUM
SHIKIEN

②ストナハンドジェル
   （販売名：薬用 手指消毒ジェルａ）

佐藤製薬

④立体型スパンレース不織布カラーマスク７枚入
医食同源ドットコム
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