
次世代薬局EXPO東京での特別講演
帝京平成・亀井教授×カケハシ中尾社長
幕張メッセ（千葉県）で開催された

「第3回次世代薬局EXPO東京」での特
別講演「次世代薬局のあり方」には、帝
京平成大学薬学部教授・薬学部長の亀井
美和子氏とカケハシ（東京都中央区）の
中尾豊社長が登壇。ICTを活用した服薬
期間中のフォローアップの有用性につい
ての講演とディスカッションがなされた。

亀井教授は、カケハシが提供する服薬
期間中のフォローシステム「Pocket
Musubi」を用いて、186薬局6,738人
（10代～90代以上）のフォローアップ
内容を検証。それによるとアラート発生
率は平均約3割で、20代と90代で約4割
とやや高い。またアラート対応率は平均
約7割で、年代別では若い層が比較的高
いことがわかった。
「若い人たちには初めての薬で分から
ないことも多く、結果に出たのでは」と
亀井教授。一方60代でもラインによる
回答率が高いことが示された。アラート
発生回数で最も多かったのは「副作用」
だった。

亀井教授は服薬期間中のフォローアッ
プについて、テクノロジーを用いること
で効率化を図れるとともに、今まで気づ
かなかったことに気づくこと、新たな知
見を得ることができることなどの利点を
挙げ、薬剤師の専門性の価値を高めるこ
とができると期待を示している。
ただ一方で、テクノロジーを適用でき

ない患者がいることにも言及し、薬剤師
が主体となってテクノロジーを活用する
ことの需要性を示唆している。

一方、中尾社長は、今後の薬局のあり
方で、在宅時や移動中など薬局以外での
薬剤師の働き方改革にもふれ、患者の安
全を守ることを前提としたクラウドサー
ビスが主流になっていく中で、患者の理
解度をより高めることが大切と見解を述
べた。
また服薬期間中のフォローアップのメ
リットとして、医師が入手できない患者
情報を薬剤師が持つことができる。その
情報を医師や地域の医療従事者に伝える
ことで、薬剤師の信頼が高まる。また、
患者データを蓄積する薬局は、患者の生
活概念や薬局に来ていない時間（カスタ

マージャーニーに相当する意でのペイ
シェントジャーニー）を把握することで、
地域の企業や異業種と連携した取り組み
が可能になる、など広義的な地域薬局の
ポテンシャルを示した。
最後に、患者への利便性、満足度向上

につながる自社の強みを把握し、選ばれ
る薬局薬剤師になるための顧客管理概念
も、次世代薬局に必要な要素とアクショ
ンであると提言している。

☟次頁につづく

「届けたい人に届けたい情報を」薬局と企業と多職種をつなぐ「協創」プロジェクト
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服薬期間中のフォローアップに焦点
ICT活用で効率化、新たな知見獲得にも



英文の論文に海外来場者も高い関心
ユニケ出展ブース

今年7月、 「服薬フォローアップの有用
性」をテーマに、ユニケソフトウェアリ
サーチ（＝ユニケ 本社：東京・港）が開
催したオンラインセミナーでも、東京理科
大学薬学部の鹿村恵明教授が「今後は、薬
剤師の業務をデータ化しエビデンスを示し
ていくことが、薬剤師の業務の価値を高め
ることにつながる」と述べている。

鹿村教授がユニケと共同開発した、服薬
指導支援システム「フォロナビ®」を活用
したフォローアップの有効性は論文にも認
められ、2021年の「吸入指導フォロー
アップ」に関する有用性の検証では、臨床
現場における吸入指導後のフォローアップ
コンテンツが、患者と薬剤師双方にとって
有用であることが示されたと結論付けられ
ている。
「吸入指導」に続いて、この8月にはJ-

STAGEで、「Pharmacists’ Adherence
Support System Follow Navi for
Patients with Type 2 Diabetes（2型糖
尿病患者向け薬剤師服薬支援システム
フォロナビ）」と題した論文（英文）が公
表された。平均年齢59歳、32名の2型糖尿

病の患者を対象に6か月間の経過観察後の
血糖コントロールと服薬アドヒアランスの
変化を調査。結論として、フォロナビを使
用したフォローアップは、2 型糖尿病患者
の血糖コントロールに有用であることが示
唆されている。

次世代薬局EXPO東京でのユニケ出展
ブースには海外からの来場者も立ち寄り、
英語のフォローアップ論文にも関心を高め
ていたようだ。

服薬期間中のフォローアップに焦点 ICT活用で効率化、新たな知見獲得にも
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「糖尿病指導のフォローアップ」論文（英文）
Pharmacists’ Adherence Support System
FollowNavi for Patients with Type 2 Diabetes
(jst.go.jp)

「 Pharmacists’ Adherence Support
System Follow Navi for Patients with
Type 2 Diabetes（2型糖尿病患者向け薬
剤師服薬支援システム フォロナビ）」と
題した論文（ J-STAGE）
（ユニケソフトウェアリサーチ提供）

https://www.jstage.jst.go.jp/article/bpb/45/8/45_b22-00121/_article/-char/en


この8月に行われたタニタの「人生100
年時代の健康とフレイルに関する調査
2022」によると、コロナ禍前と比べた健
康状態の変化では、「食欲が湧かないこと
が増えた」1割弱、「食事の摂取量が減っ
た」2割弱、「体重が減った」2割弱、
「筋力・筋肉量が減った」4割弱、「活動
量が減った」4割弱と、コロナ禍がフレイ
ルやプレフレイルの状態にある人を増やす
要因になって可能性を示唆している。
フレイルの認知率は4割強、55歳未満で

は3割に満たない結果だが、フレイルにな
ると起こることとして「認知症リスクが高
くなる」「転びやすくなる」が上位を占め、
フレイルが介護リスクを高めることへの認
知は広がっているようだ。

同社ではこのほど、筋力計、歩数計、体
組成計の3機種をユニットとする次世代ヘ
ルスメーター「FRシリーズ」を発売。心
身の健康状態をはかることで加齢によるか
らだの衰えをトータルで評価し、その改善
をサポートする。3機種で測定したデータ
は専用のAndroidスマートフォン対応アプ
リ「TANITARING」で解析。からだの衰
えを数値で見える化する新指標「健康総合

判定」で表示する。
健康総合判定では、食事摂取・筋力・心

身の疲労・身体機能・活動量の5カテゴ
リーごとに4段階で表示し、食事と運動に
ついて改善に向けたアドバイスを行う。

次世代ヘルスメーター「FRシリーズ」を
11月1日に発売｜プレスリリース｜タニタ
(tanita.co.jp)

「人生100年時代の健康とフレイルに関す
る調査」を実施｜プレスリリース｜タニタ
(tanita.co.jp)

人生100年時代の健康づくりをサポート
新指標「健康総合判定」でからだの衰えを見える化
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タニタ

次世代ヘルスメーター3機種発売

左から、体組成計「FR-200L」、筋力計
「FR-100L」、歩数計「FR-300L」のFR
シリーズ3機種と、 Androidスマートフォ
ン対応アプリ「TANITARING」
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https://www.tanita.co.jp/press/detail/2022/1018/
https://www.tanita.co.jp/press/detail/2022/0915/


「クラス A コンベンション2022」が東
京の日本科学未来館で開催された。同コン
ベンションに参加する楽しみの1つが特別
講演。薬局業界とは直接接点のない、いわ
ゆる異業態で活躍している講師が哲学にふ
れる如く、考えるヒントを与えてくれるか
らだ。
今回の講師は旭山動物園前園長、北海道

大学客員教授の小菅正夫氏。いわずもがな、
旭山動物園“奇跡の復活の立役者”として知
られる。

動物の世界のすばらしさを伝えること
小菅氏が旭山動物園に入園したのは

1973年のこと。この50年間の変化のス
ピードは急激だったという。
今や全国有数の来園者数を誇る同園だが、

有料入園者数が長らく低迷し、閉園の危機
にあったことは今や遠い昔のようだ。
小菅氏がスタッフと共に取り組んできた

復活劇。いったい、今の薬局のあり方と運
営にどんなヒントをもたらしてくれるのだ
ろうか。

動物園の使命は4つに分類されるという。
健全な娯楽、動物の研究、教育、自然活動。

健全な娯楽＝レクリエーションを、小菅氏
は「リ・クリエーション＝人間性の回復」
と捉え、動物といる幸福感こそが本質であ
り、動物園にしかできないことが本当の使
命だと理論づけした。しかしながら、理論
だけでは人は動かない。
そこで、日々の活動が動物を守り、ひい

ては野生動物を守って地球を救うのだとい
う壮大な使命感と目的意識をスタッフと共
有し、改革に取り組んだ。

ところが入園者のアンケートをまとめる
と、「（動物園は）面白くない、動かない、
見ているだけ」といったネガティブな言葉
が大半。「（動物を）抱っこしたい、エサ
をやりたい」という気持ちは分かるが、人
から動物への感染症リスクは重大であり、
実際、人の寄生虫で死亡したチンパンジー
もいるという。
そこで考え出されたのが、たとえばヤギ

などの家畜動物であればエサやりができる。
夕方から野生動物は動きだすので「夜の動
物園」。それまで見向きもされなかった
「冬の動物園」（ペンギンの散歩と水中ト
ンネル）、そしてふれあい動物園。
「スタッフの必死の思いが扉を開けた」
（小菅氏）という。

☟次頁につづく

薬局を中心とした「健康応援ネットワーク」作りへ
クラス A コンベンション2022開催 @日本科学未来館
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クラス A ネットワーク
http://www.i-classa.com/

チーム薬局5,000の集合知-1

特別講演に、
旭山動物園前園長、
北海道大学客員教授
小菅正夫氏が登壇

パートナー企業17社も集う

class A 薬局発表の模様

http://www.i-classa.com/


目指す理想の動物園を想い描く
「これからは動物の生活をみせる」こと
に方針が一本化され、「動物が最も魅力的
に見える」環境作りに邁進した。その実現
の舞台裏には理論的な整理と、訴えるため
の「絵」があったことはあまり知られてい
ない。今や絵本作家として活躍するあべ弘
士氏も当時、旭山動物園で飼育係として働
いていて、その動物園イラストが大きな役
割を果たしたようだ。
「動物が最も魅力的に見える」ために、
スタッフ一人ひとりが自分にできることを
実践して、旭山動物園は生まれ変わった。

たとえば、トラは自然界で落ち葉の上で
子育てをしているという。ペンギンはオキ
アミをエサとしているが、従来は網でエサ
をまいていたのを、潜水士の資格を持って
いるスタッフが水槽の中に入り、オキアミ
が自然遊泳するようにして、それをペンギ
ンが捕食する様子を見せた。冬、雪の上を
散歩するペンギン。まさに自然界で生活す
る様子をまじかに見ることができる。
ホッキョクグマが水中を遊泳する姿は、

体毛が海藻のようにゆらゆらとなびいて言
いようのない美しさを見せてくれる。
チンパンジーは、ジャングルに生息する

ような設計を施し、人間が檻の中に入って

ガラス越しにその姿を見られるように工夫
した。
こうした「行動展示」によって、年間の

有料入園者数は249万人に達したと言う。

「明るく諦めない」想い
理想の動物園を想い描き、実際につくり

上げることは容易ではない。
ただ、小菅氏は逆境の時代を「明るく諦

めない」思いで、スタッフ全員が危機感を
共有しながら「社会に絶対になくてはなら
ないものではない」動物園を、「絶対に
あってほしいもの」に変えた。
小菅氏は最後に、旭山動物園の復活の

キーワードとして「天の時」「地の利」
「人の輪」を挙げた。
天の時。廃園に向かっていた旭山動物園。

それは生物の進化と同じだと言う。平常時
は安全の力が働き、変化の種子は発芽しな
い。一方、絶滅期には変化の種子が発芽す
る空間ができる。
地の利としては、旭山動物園が降雪寒冷

地にあったこと、斜面にあったことなど。
そして最も大切なことは、職員の危機感、
大義名分、そして市民を見方につけること
によって協力を得られたことだという。

・・・・・・・・・・・・・・・
「チーム薬局」class A薬局発表
特別講演の余韻を残しつつ、会場は下記

3つのclass A 薬局発表へ――。
①「有事のときでも負けない薬局 ～ス
タッフ一人ひとりの力が強い薬局へと変え
ていく～」富士薬局（東京都）
②「シン・チーム」ヒエズ調剤薬局（鳥取
県）
③「小心者の私の生き方」げんき堂薬局
（佐賀県）

2022年度class A活動発表
「DX＋フレンドリー」のためのDX

2022年度のclass A 活動の発表では、ク
ラス A ネットワークの阿久津智社長から、
販促と情報発信とオンラインショップを掛
け合せた、新たなサービス展開が発表、ま
た、橋本薫会長からは、今までのリアルを
大切にしながら顧客のメンバーシップ化を
図り「DX＋フレンドリー」をつくるため
のDX、いわゆる独立系薬局の最大の強さ
を発揮するための支援として、「class A
健康応援薬局」＝薬局を中心とした健康応
援ネットワーク作りを推進していくという
メッセージが発せられた。

薬局を中心とした「健康応援ネットワーク」作りへ
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薬局が開発した機能性表示食品「てくケア」

秋田県を中心にサノ・ファーマシーグ
ループ55店舗を展開するサノ・ホール
ディングスが、「地元の課題を、地元の資
源で、地元の会社が解決していく」をス
ローガンにして取り組んでいる1つが、機
能性表示食品だ。黒ショウガと地元特産の
ジュンサイを使ったサプリメント「てくケ
ア」は、高齢化率日本一の秋田県の健康寿
命延伸のために、グループ内の薬剤師と管
理栄養士、登録販売者ら商品開発チームが
中心になって開発した商品。薬局の専門職
スタッフがきちんと説明することで、認知
度がまだ十分とは言えない機能性表示食品
の正しい理解と啓発にも寄与していきたい
考えだ。

サノ・ホールディングスは創業約400年。
薬業のスタートは1790年代という歴史を
持つ。現在は傘下の株式会社サノが医薬品
卸、株式会社サノ・ファーマシーが小売業
（薬局）を営む。未病の領域から健康をサ
ポートする「健康生活支援ステーション」
を掲げ、管理栄養士（現在19名）の職能
を活用している。
秋田県の人口は10月1日現在、92万

9915人。この7カ月で9千人減と少子高齢

化に歯止めがかからない状態。市場の縮小
も懸念される中で、「6年前から自社商品
の開発に乗り出し、県外貨の獲得という意
味合いからも『メイド・イン・サノ』の商
品開発に力を入れています」と(株)サノの
佐野宗孝代表。

「てくケア」の主成分は黒ショウガエキ
スとジュンサイ。黒ショウガエキスは、脂
肪を減らすなどの効用が認められているが、
同社では、筋肉エネルギーの代謝改善の点
に注目し、加齢によって衰える歩行機能の
維持で機能性を表示している。
「秋田県は車社会で歩く機会が少ないこ
とからフレイル予防につなげていきたい」
（佐野代表）考えだ。
一方、特産のジュンサイエキスには脂肪

の合成を抑えるなどの作用があるが、同社
ではSDGsの観点にも重きを置いている。
ジュンサイの収穫後、取り残された葉を乾
燥し、エキスにしたものを原料としている
ため、自然環境への負荷を抑えている。

機能性表示による商品コンセプトの明確
化と秋田県の地域課題解決。この2点が
「てくケア」開発背景の大きなポイントに

なっているが、グループで1つの商品を作
り上げたという点で社外の評価を得ている。
薬局での販売実績はこれからだが、POP

での啓発や管理栄養士による健康測定会開
催等による動機付けなど、急がず焦らず育
てていきたい考えだ。

秋田県の地域課題、少子高齢化とフレイル予防へ
「地元の課題を、地元の資源で、地元の会社が解決していく」
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今冬、ツインデミックに備えよう

今冬における新型コロナとインフルエン
ザの同時流行が懸念されるなか、唾液の働
きにあらためて注目が高まっている。

オハヨーバイオテクノロジーズ（本社：
東京都千代田区）のプレスセミナーで、歯
周病治療の第一人者でもある医療法人社団
真健会理事長の若林健史氏（歯学博士）が、
感染症を防ぐ口腔ケアの大切さと“唾液力”
についての最新状況を語った。
マスク生活が3年近くも続く中で、若林

氏は患者の多くで虫歯や歯周病が進行して
いる可能性があるとし、実際、口の中がネ
バネバしているケースが多いと言う。その
理由として、常時マスクをしていることで
口呼吸をし、口腔内が乾燥することや、口
を動かさなくなり、唾液の分泌が減ってい
るためではないかと指摘する。

歯周病による新型コロナのリスク
一方、新型コロナウイルス感染リスクは、

歯周病によって激増すると言われる。日本
歯科医師連盟によれば、歯周病が起こす新
型コロナのリスクは、「人工呼吸リスク
4.6倍」「集中治療リスク 3.5倍」「死亡
リスク 8.8倍」とされる。

若林氏は、感染症予防には口腔ケアと唾
液力がカギだと強調する。
唾液の働きは多岐にわたるが、感染症な

ど外敵から守る主な働きには、抗菌・殺菌、
免疫機能、粘膜保護、保湿機能がある。

唾液中にコロナ感染を防ぐタンパク質が
さらに唾液に関する最新トピックスとし

て、唾液中に新型コロナウイルスの感染を
防ぐタンパク質が発見されたことを挙げた。
大阪公立大学大学院の研究チームによるも
ので、唾液中にACE2受容体に結合する4
種類のタンパク質があるとし、唾液の濃度
が高くなるほど、スパイクタンパク質と
ACE2が結合しにくくなることが確認され
ているという。

口腔環境を整える三種の神器
バクテリアセラピー代表「ロイテリ菌」
マスク生活が長引く中で、いかに口腔ケ

アに取り組むか。
若林氏は「口腔環境を整える三種の神

器」として「プロケア＝医師による検診な
ど」「セルフケア＝歯みがき・フロス、唾
液分泌の促進など」「バクテリアセラピー
＝プロバイオティクスの摂取で口腔内細菌

叢のバランスを整える」を挙げる。
バクテリアセラピーの特徴としては大き

く①効果持続性：善玉菌を増やして体内の
菌バランスを整える、②耐性フリー：薬剤
耐性を持つことがない、③安全性の3つ。
中でも、バクテリアセラピーの代表「ロ

イテリ菌」は元々母乳にあった乳酸菌で、
世界では110を超える国と地域で使用実績
がある。副作用がないことでバクテリアセ
ラピーには欠かせないとしている。

感染症を防ぐ
口腔ケアと“唾液力”の最新トピックス
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オハヨーバイオテクノロジーズ

「『歯科医師が指摘するコロナ禍病（口内環
境悪化やマスクの弊害など）、最新の状況と
対策』～“唾液力”を高め、コロナ禍病とツイ
ンデミックに備えよう～」をテーマに語る、
医療法人社団真健会理事長の若林健史氏

歯周病治療の第一人者 若林健史氏（歯学博士）が語る

ohayo-reuteri.com

https://ohayo-reuteri.com/


COPDとフレイルで漢方セミナー

「2022年、日本が向き合う12の暮らしの
不調」と題して、1年を通じて漢方情報を
発信しているクラシエ薬品。 11月は
「COPDとフレイル」をテーマに、このほ
ど漢方セミナーがオンラインで開催された。

COPD患者は低栄養に陥りやすい
11月16日は「世界COPDデー」。COPD

は主に長期の喫煙習慣などによって肺に炎
症が起きる疾患。症状が進むと歩くだけで
息切れを起こし、患者は外出や運動を避け
るようになり、活動性が低下する。筋肉の
萎縮が進行し、さらに動けなくなるとQOL
が低下し、多くの合併症を併発するような
悪循環に陥ってしまう。
またCOPDの患者の肺は、息をうまく吐

き出すことができずに膨らんでおり、その
下にある胃が圧迫され食欲がわかない。逆
に胃が食べたもので膨れると、肺を圧迫す
るため苦しくなり、十分な食事がとれなく
なる。
さらにCOPDの患者は、呼吸に消費する

エネルギー量が健康な人より約10倍も多
い。摂取エネルギーが減少する一方で、エ
ネルギー消費量が増大し、低栄養に陥りや
すくなる。

生活習慣病に陥っているケース多い
セミナーの講師に立った昭和大学病院・

病院長の相良博典氏によると、COPDによ
る日本人の死亡数は年間約16,000人。喫
煙率は低下傾向にあるものの、死亡数は今
後も増加すると予想されるという。また、
COPDの問題は受診率が低いことと、心臓
疾患や糖尿病などの生活習慣病に陥ってい
るケースが多いことだと指摘する。
今回のセミナーのテーマであるCOPDと

フレイルの関係性では、COPDの患者がフ
レイルを合併すると死亡率は4倍に高まる
という。また、呼吸機能がより低下し、急
性増悪のリスクが高くなり、治療中・治療
後の状態も良くないとされる。フレイルに
よって増悪を繰り返すことでCOPDの状態
は悪くなる。COPDの治療法は薬物療法と
リハビリテーションだが、フレイルを来さ
ないための予防的な対策も非常に重要と述
べる。

相良氏がフレイルとCOPDの治療で期待
するのが漢方だ。
フレイルは体や心の活力が低下した状態

だが、健康な状態に戻れる可能性があるこ
とから、フレイルは漢方でいう「未病」の

段階だと言う。
そこで、古来より食欲不振や疲労倦怠感

などの症状改善を目的に処方されてきた漢
方薬がフレイル対策として、臨床応用され
始めている。中でも特に「人参養栄湯（に
んじんようえいとう）」に注目。フレイル
に対する医学研究では疲労感の軽減、食欲
の増加、握力などの筋力の増加、栄養状態
の改善が報告されているという。

フレイルは漢方でいう「未病」

COPDの治療と、フレイル予防で期待される漢方
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クラシエ薬品

11月16日（水）は「世界COPDデー」『COPD
とフレイルの関係』を漢方視点で解説～喫煙
者ほど“フレイル”には要注意／喫煙指数とフ
レイル傾向の関係を調査～ ｜ ニュースリ
リース｜クラシエ (kracie.co.jp)

相良氏がフレイル
予防で注目する、
漢方セラピー「人
参養栄湯」

https://www.kracie.co.jp/release/10180414_3833.html


超高齢社会が進む日本において、フ
レイルは健康施策の大きな課題の１つ
と言えるだろう。
フレイル予防の三本柱にあるのは栄

養、身体活動、社会参加で、この3つが
三位一体となって日常的に取り込まれ
ていることが大切なのだが、コロナ禍
における自粛生活の長期化によって、
状況は悪化傾向にある。

「第8回クリルオイル研究会」がリア
ル開催された。テーマは「オール世代
フレイル対策としてのクリルオイル」。
開催の挨拶に立った矢澤一良会長

（早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機
構 規範科学総合研究所 ヘルスフード科
学部門 部門長）は子どもから妊婦、高
齢者に至るまで栄養バランスの悪化で
フレイルが懸念される今日、クリルオ
イルのオメガ３、リン脂質、アスタキ
サンチン等の構成成分が有効に働くこ
とが期待されているとし、今回のテー
マの背景を述べた。

基調講演では女子栄養大学栄養科学
研究所長、副学長の香川靖雄氏が「フ

レイルを予防する新栄養学」について、
遺伝子栄養学、時間栄養学、精神栄養
学の概念を背景に論じた。
香川氏は「日本は寝たきり老人大

国」とし、大きな原因は栄養不足にあ
るとしている。さらに「フレイルは最
大の疾患で、65歳以上人口の11.5％」
と示し、予備軍32.8％を加えると実に
44.3 ％ 。 高 齢 者 3,392 万 人 の う ち
1,504万人に及ぶとしている。

栄養素では葉酸やDHAの摂取が認知
症や寝たきりを予防して、健康寿命を
延ばすことをさまざまな調査データや
研究論文をもとに解説。
ところが、たとえば母乳中のDHAで

は、魚介類の摂取量が減少しているこ
ともあって、平成元年を1とすれば、令
和3年は0.54と半減している現状に懸
念を示している。
☟次頁
「魚介類摂取減少で母乳中のDHAが減
少」の図表

クリルオイルとは
近年、“健康長寿の延伸”に寄与する

成分として注目を集めている天然の油
脂素材です。オメガ３系脂肪酸、リン
脂質、アスタキサンチンを含有するも
ので、特にリン脂質結合型の EPA・
DHAを豊富に含んでおり、それらは魚
油由来オメガ３系脂肪酸（トリグリセ
ライド型）に比べて人体への吸収性が
高いことが分かっています。また、現
在、世界各国でサプリメントとして広
く普及しており、脳機能、関節（抗炎
症）、肝機能、抗メタボなど、生体に
対する様々な生理機能効果が報告され
ています。
（クリルオイル研究会ホームページよ
り クリルオイル研究会 (krill-oil.jp)）

フレイル対策でクリルオイルの有効性 科学的知見
妊娠中の女性や子どもの健康問題にも
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登壇者らによるトークセッションの模様

クリルオイル研究会

クリルオイルの生理機能効果の可能性-1

https://www.krill-oil.jp/
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