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あなたはどのレベルですか？

クレームが来ると燃える

クレームには淡々と対応する

クレームはいやだけどしょうがないから

対応する

クレームは嫌です！



あなたの考えは？

こちらのミスかどうかわからないクレームには謝る前に調査する

患者さんの勘違いは早くただすように説明をしなければならない

クレーム対応の目標は患者様が納得してこちらの方にきて下さる事

クレームがなければ患者様は満足していると言ってよい

クレーム対応に成功すると薬局のファンになることもある

クレームにはひたすら誠意で謝ることがすべてである



クレームマネジメントのアウトライン

プロアクティブなク
レーム対応

オンタイムのク
レーム対応

フォローと

再構築



クレーム危険度チェック！

同じクレームが繰り返しある

特定のスタッフのクレームが目立つ

報告されないクレームがあった

薬局の悪い噂を小耳にはさんだ

クレームは多くないが患者様が減ってきた

クレーム処理は現場まかせ

部署・スタッフ間の風通しが悪い



クレームを出した体験がありますか？

なぜクレームを出そうと思ったのですか？

相手の対応に満足しましたか？

またそこを利用しようと思いますか？

クレームを出そうと思ってやめてしまった体験がありますか？

それは何故ですか？



そもそもクレームとは？
患者様の期待度
→こうあって欲しいという願い

・クレームへの対応に成功するとリピート率がアップ
・クレーム対応に失敗すれば、⼆度と来ないどころか、ク
チコミで噂に（２５⼈の顧客を失う）



クレームを出す人の心理を知りましょう

• 何故クレームを出す？



クレームは期待のあらわれ

自分受けた最も良い接客／サービス【基準】

感激・恐縮

期

待

一歩レベルの高い

嬉し
さ

クレーム

期待の高さは経験値で決まる！



昨今のクレームの特徴
•個⼈的なストレスのはけくち

•より⾼い欲求

•ネットでの告発

•徹底説明要求

•訴訟をちらつかせる



クレームの根本原因

スタッフの教育 システムの状況

• あいまいな内規 構造設備
• 責任の所在が明確でない セキュリティ
• 低い動機付け
• 知識不⾜



クレームマネジメントができる構造
プロアクティブなクレーム対応



組織のビジョン・システム・ルール
例

ルールSOAPでの記載 症例検討会の実施

システム
POSでの薬歴管理

ルール
傾聴技術のトレーニング

ルール
患者の気持ちを捉える

システム
カウンセリングの励行

ルール
環境整備

エラー対処マニュアルの整備

システム
リスクマネジメント

ビジョン
すべての患者さんが笑顔で帰る薬局

ルールはシステムを動かすためのもので

ビジョンに向いているかが大切



ビジョン・システム・ルール
クレームマネジメントができる組織とは

組織のビジョンはあるか？どのような？

よいビジョンはイメージできる

システムはビジョンを具現化するもの

ルールはシステムを動かすもの

ルールは１％常に変動→ルールにとらわれない。

ビジョンと方向性があっているかどうか



クレーム対応のゴールは？クレーム対応のゴールは
•相⼿の怒りを静め、互いの欲求をすりあわせ
組織の⽅針に沿ったゴールへ誘導すること

つまり、また来て頂くこと！



クレームマネジメントの大原則

初期対応が9割決める
→新⼈でもパートでもクレーム対応を
教育すべき



クレーム初期対応の５原則

1・まずは謝罪
2・⾮⾔語での対応
3・⾔葉を慎重に選び傾聴と確認
4・安請け合いはしない
5・しっかりと担当者に伝達する



ミスからのクレームには？

迅速に対応する
対応者が責任をあいまいにしない

（別の⼈間のせい、他の部署のせいなど）
事情のわからないままあいまいな回答をしない
苦情は誠意をもって受け⽌める
患者様の勘違いであっても最後まで傾聴する

こちらの⾔い分は最後に
患者様を不安にさせただけでも⼗分お詫びすべき

→プロフェッショナリズムとは責任感



その２

トラブルとなるのは感情の部分である

何がおきたのか、何が原因であるのか、
今後どうなるのか、誠意をもってオープンに

⼤切にされていない」という感覚が
トラブルを招く.
隠したり、ごまかさない



部分謝罪と全⾯謝罪

部分謝罪

「安⼼して服⽤していただく」という薬局
の使命を果たせなったことへの謝罪
→まずは謝罪︕



謝罪の⾔葉(ベーシック）
•それは誠に申しわけございませんでした
•⼤変失礼をいたしました
•ご迷惑をおかけして申しわけございません
•誠に不⾏き届きで申しわけございません
•本⽇は貴重なご意⾒をありがとうございました
•お電話ありがとうございました。今後とも宜しく
お願いいたします



謝罪の⾔葉（⼀歩進んだもの）
•おかげさまで問題点が解りました。早急に対処い
たします
•早速、参考にさせていただきます
•⼤変参考になりました。今後このようなことが起
きないよう、努⼒いたします
•⼿前共では気づきませんところをご指摘頂き
•⼤変ありがたく存知ます
•何卒今後とも当薬局をご利⽤いただけませんで
しょうか︖



クレームを出す人の求めるもの

1・まずは謝罪

2・納得のいく理由の説明

3・その結果どうしてくれるのか

4・組織の薬局の姿勢⇒

一般の社会の中でおかしくないように



クレーム対応のタブー

1・クレームを軽視（後回し、安易な対応）

2・個人的な感情で対応する

3・原因でなく、担当者の追及

4・逃げ腰・消極的な対応（私ではないのに）



トラブルの原因は？

多くが感情によるもの

→何を⾔ったかよりも、どのような態度で
あったか
→⾮⾔語の重要性



トラブル対処の原則→３つのものを変えましょう

•⼈

•場所

•時間



クレーム対応３ステップ

1 ⼈間関係づくり（初期対応）

2 相⼿のニーズの把握と整理

3 こちらが提案する解決策への誘導



接遇の超！原則（これだけは忘れない）

相⼿を⼤切にすること
→常にお客様に選択肢を残す（優位に⽴って頂
く）

→命令語、否定語は使わない

→語尾に︖がつくように



無理難題を言う患者様には？

１・いきなり否定しない
２・検討する
３・提案する



事前質問から

服薬指導の時に、こちらからの問いかけに返答が無かったり、なか
なか自分からお話してくれない患者さんや、医師に伝えてるから、
急いでいるから説明はいらないと 仰る患者さんへの対応が知りた
いです。



カスタマーハラスメント
傾向と対策



事前質問から

・顔が見えない電話でのクレームに対応する方法を知りたいです。
・精神疾患のある患者から、電話で「ぶっ殺す」など!時間ほど罵倒さ
れ怖い思いを しました。上司に助けを求めても患者には逆らえないと
言われたのですが、薬剤師は泣き寝入りをするしかないのでしょうか
。



３種の苦情

正当なクレー
ム（本当に困っ
ている）

悪質クレーム
（金銭欲求など
こじれたもの）

カスタマーハラ
スメント



名札が招くカスハラ、対策で「本名以外」OKに
厚労省、一般薬販売Q＆A改正で容認
• 薬剤師や登録販売者の名前が知られることで引き起こされるカスタマーハラス
メントやストーカー被害への対策として、厚生労働省は名札への本名以外の
記載を認めた。

• 6月27日付で一般用医薬品販売制度に関するQ＆Aを改正。
• Q＆Aではこれまで「名札には姓と名ともに記載すること」とフルネーム表記を
要望していた。改正後もこの表現は残るが、例外規定も追加。

• 薬剤師や登録販売者、一般従事者の氏名に代わり、▽姓のみ▽旧姓▽ビジ
ネスネームなど本名以外の呼称―なども認める。ただ、「社会通念上不適当で
ない呼称を用いさせること」と薬局開設者らに求めている。

• 「登録販売者」の表記の取り扱いについても改正。名札以外の掲示物への
「医薬品登録販売者」という表示を認めた。これまでも名札には記載が認めら
れていた。

• 薬剤師や登録販売者の名札を巡っては、フルネーム表記がカスハラやス
トーカー被害を招いていると今春の参院厚生労働委員会でも取り上げられた。
後藤茂之厚生労働相は答弁で、前向きに検討する意向を示していた。

PHARMACY NEWSBREAK 2022/7/5より改変



2022年１月 埼玉県ふじみ野市

在宅医立てこもり殺傷事件

６６歳の介護息子

死亡した母親に心臓マッサージを強要

断った医師を散弾銃で殺害



カスタマーハラスメントとは

•客（患者）による理不尽な要求・いやがらせ
•自分の価値基準に合わないことに腹を立てて一方的、
高圧的にせめ立てる

•自分が満足するところまで攻撃する
•謝罪後も次々と要求をだしてくる
•罵詈雑言
•セクハラ
•過去のプライドを引きずっていて権威的
•長時間の対応になる傾向
•聞く耳を持たず、引き下がらない

山田泰造 カスタマーハラスメント対応術より改変



介護現場では

• 介護スタッフが受けた経験
利用者から4-7割
家族等から３割

訪問系サービスでは「精神的暴力」

入所・入居系サービスでは「身体的暴力・精神的暴力」が多い

しかし

介護事業者はその2～5割程度の把握
スタッフが「些細な内容でも相談」は2～5割

介護現場におけるハラスメント対策マニュアル Ｈ31 三菱総研



カスタマーハラスメントをタブー視してきた背景

ハラスメント行為を「社会的弱者の感情の表出」としてきた

福祉・介護現場の昭和的常識

「社会的に意義あること、社会貢献をしている」偏った善意主義

→「○○さんなら仕方がない」とあきらめることを強いる

高室成幸 多様化するカスタマーハラスメントの「本質」と「５つの対応原則」 月刊ケアマネジメント2022.8 P7～10 より改変

○○さんなら
仕方ない



モラハラとカスハラは増加予想

• 顧客意識の高まり 消費者意識（優位）と提供側意識（劣位）

• 男性利用者、介護者の増加→ジェンダー、支配欲からくるマウンティ
ング

高室成幸 多様化するカスタマーハラスメントの「本質」と「５つの対応原則」 月刊ケアマネジメント2022.8 P7～10 より改変



米 社会学者 A.R.ホックシールド

1990年代 「肉体労働」、「頭脳労働」に加え「感情労働」

顧客の満足度や商品の購入・リピートを御流すために。プラス
の感情（笑顔等）の提供とマイナスの感情（怒り、悲しみ等）の
抑制が強要され、常に緊張・忍耐といった感情のコントロール
が必要とされる。

顧客からの理不尽な要求や屈辱的な言葉にストレートに感情
を表現することは許されず、接客マニュアルに基づいて接する
こと（ペルソナ）を求められる。

感情コントロールの精神的負担、消耗からうつ症状やストレス
過多、燃え尽き症候群のリスクが常にある

「介護士・看護師・ソーシャルワーカー」
高室成幸 多様化するカスタマーハラスメントの「本質」と「５つの対応原則」 月刊ケアマネジメント2022.8 P7～10 より改変



傾聴、共感、受容疲労

• 利用者の過剰期待→頻回の電話、訪問要求 利用者及び家
族からの執拗な詰問、叱責の常態化

高室成幸 多様化するカスタマーハラスメントの「本質」と「５つの対応原則」 月刊ケアマネジメント2022.8 P7～10 より改変

受容疲労



対策５つの原則

1. 共有化の原則

2. 記録化の原則

3. 事前の周知徹底と説明の定例化 出来る範囲、できない範囲
サービス内容、負担金等

4. ルール確認の原則 文書として用意

5. 個別化と権利擁護の原則 権利侵害を隠蔽せず地域ケア会議などで

高室成幸 多様化するカスタマーハラスメントの「本質」と「５つの対応原則」 月刊ケアマネジメント2022.8 P7～10 より改変

5つの原則



ひっかかりやすい脅し文句
• 「誠意を見せろ！」 「どうしてくれるんだよ！」（金銭を要求す
ると脅迫罪になるのでこういう表現になる）

対応：「誠意とはどうしたらよいでしょうか？」 （相手に言わせる
「そちらで判断しろ！」に乗らない）

・「社長を出せ！」→「現場の責任者は私です」
（会社のトップをだしてはいけない）

・相手の勢いに押されて要求を通すと、エスカレートする。

→表情を変えずにしばらく沈黙する

・「今回に限り」× →「その要求には対応できません」

山田泰造 カスタマーハラスメント対応術より改変



すること

• ルールと一般常識を説明する
• 長時間の対応でらちがあかない場合（２０分目安）

「先ほどから長時間になっており、業務に支障がでておりますの
でこれで終了させていただきます」

それでも納得しない場合：「それでは致し方ございませんのでど
うぞ被害届をお出しください」

・ＩＣレコーダー 防犯カメラの活用

「この話は重要な内容なので、録音させてください」

→拒否されても、「会社の決まりになっております。クレームは
全て記録を詳細に残す規定があります」

山田泰造 カスタマーハラスメント対応術より改変



整えること

•スタッフ一人で対応させない（相手より多い人数で）
•担当部署を作る
•対応の基準を整備する
•対応後のケアを徹底する
•自分の対応の特性を知る

山田泰造 カスタマーハラスメント対応術より改変



警戒すること

• 呼び出された場合は一人では行かない
• 相手の事務所等には行かない（反社会的組織である場合も）

・文書、ﾒｰﾙでの謝罪要求には慎重に

悪質クレーマーは全店舗に連絡する

組織として対応する！

「悪質クレーマー」→金銭要求→刑法にひっかかるラインを知っ
ている



「土下座しろ！」には絶対に応じない

• 屈辱的で暴力に近い
「土下座をしなかったらどうなるのでしょうか？」

→「しなかったら○○するぞ！」→強要罪→警察へ通報

山田泰造 カスタマーハラスメント対応術より改変



不良品だ！ ケガした！

• 取り換えは行う
• 金銭には応じない→繰り返しになる

納得しない場合には 「どうぞ被害届を出してください」

「こちらから警察に通報します」

「ＳＮＳでばらまくぞ！」でも金銭要求には屈しない

「私ではこれ以上対応できませんので弁護士に切り換えさせて
いただきます」

山田泰造 カスタマーハラスメント対応術より改変



刑法
• 威力業務妨害罪（刑法234条/3年以下の懲役/50万以下の罰金）
強い勢いをもって相手の意思を制圧し、相手の業務を妨害

例）大声をだして騒ぐ、カウンターを叩く、爆破予告、犯罪予告等

・偽計業務妨害罪（刑法233条/3以下の懲役/50万以下の罰金）
虚偽の風説を流し、信用を毀損し、業務を妨害するもの

例）作り話をばらまく、他人名義で大量発注、宿泊予約をして無断キャンセル

・脅迫罪（刑法222条/2年以下の懲役/30万円以下の罰金）
生命、身体、名誉、財産に対し害を加えることを告知して脅す

例）死ね、殺す、痛い目に合わせるぞ

山田泰造 カスタマーハラスメント対応術より



刑法つづき

• 不退去罪（刑法130条/3年以下の懲役/10万円以下の罰金）
要求を受けたにも関わらず、人の住居・建造物等から退去しない（「お引き取
り下さい」の一言が必要

・恐喝罪（刑法249条/10年以下の懲役）
暴力や脅迫により、人に畏怖を感じさせ金銭や財物を脅し取ること

例）カツアゲ

・強要罪（刑法223条/３年以下の懲役）
権利の行使を妨害し、義務なきことを強要すること

例）土下座、○○しないと○○するぞ



クレーム対応の
スタッフコミュニケーション



クレームリピーター

３つのタイプ

１．一生懸命だが、スキルが低くお客様の気分を害してしま
う

（知識技能不足、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾍﾞﾀ）

２．自分では正しいと思いこんでいる方向に固執して、会社
の意図やお客様のニーズからずれてしまう

（押し付け、察しが外れる）

３．会社やお客様のニーズはある程度見えているにも関わ
らず、受け入れない

（お局状態、怠慢）



システムと教育の再構築

•改善策を皆で考える
•クレーム情報の共有化

管理者の役割

スタッフのモティベーションの把握

教育

コーチング



クレーム対応を楽しく

常に主体性をもって行動しましょう

お客様(患者様）にプラス１つ、持って帰ってもらいましょう

お客様のどのような言い分も、一理あると思いましょう

クレームのお客様をファンにしていきましょう



第17回
日本ファーマシューティカル
コミュニケーション学会大会

2023年10月15日（日）

帝京平成大学
中野キャンパス

大会長 井手口直子
実行委員長 小原道子
学部長 亀井美和子



テーマ

地域で活きる大学と薬剤師


