
ロードマップ策定に AWS の知見が活かされて
います。もちろん AWS の大量データを迅速に
処理できる能力や、柔軟な拡張性、安全性を担
保できる構成であることなども、このプロジェ
クトの担当者によって評価されていると語りま
す。

デジタルをフル活用して
人のチカラをさらに引き出す

基幹システムの AWS 移行に加え、2021 年 3 
月には「DX 戦略本部」を立ち上げ、自らその組
織のトップとして杉浦氏は采配を振るっていま
す。今後 DX を加速していくには、2 つの観点
からデジタル技術を「使い倒していく」文化を根
付かせていく必要があると指摘します。
1 つ目は、デジタルによる「省力化」です。これは
より少ない労力によって、より多くのアウトプット
を生み出すことを意味します。そのためには
RPA や AI の活用が重要になるといいます。
2 つ目の観点は、デジタルによる「増力化」で
す。これは顧客を向いた DX であり、既存顧客
の体験を高めることでもっとファンになっても
らうとともに、これまで手掛けて来なかった領
域に参入することで、新たな顧客を開拓してい
くことを意味しています。つまりビジネスそのも
のの力を増幅し、より大きな成長の原動力を生
み出すための DX だといえます。

「当社はもともとアナログな会社であり、店に
商品を並べて接客するという、人のチカラに依
存した商売を 45 年間続けてきました。しかし
デジタルを使い倒すことができれば、人のチカ

ラを今まで以上に引き出すことが可能になりま
す。一人ひとりがより専門性の高い知識やスキ
ルを身につけることで、目の前のお客様にきめ
細かく接することができます。このような使い方
ができれば、デジタルは大きな価値を発揮する
ようになります。DX はただ単に機械を入れれ
ばいいというものではありません」（杉浦氏）
もちろんそのためには、デジタル技術を活用す
る社員一人ひとりの発想転換が求められます。
社内での生産性向上はもちろんのこと、社外の
パートナーと連携した新たな価値の創造にも、
積極的に取り組んでいく必要があるからです。

「そのための取り組みもすでに進めています。
例えば DX 戦略本部には 60 名を超えるメン
バーがいますが、業務などの提携を行っている
パートナーを中心に、積極的な人材交流を行っ
ています。社外で聞いた話を社内にフィード
バックし、それを皆で共有しながら、新たな発
想や文化を醸成しつつあります」（杉浦氏）

社外のさまざまな組織と連携しながら
リアルとデジタルの融合
を推進

このような取り組みの相手
の中には、AWS も含まれて
いると杉浦氏は説明します。
基幹システム移行プロジェ
クトのメンバーを中心に、多
くの社員が AWS の担当者
と交流しているといいます。

「AWS は多くの実績があり、

DX をどう進めていくべきか、成功させるには
いかなる環境を整備したらいいのかなどの知
見があります。そのどれをとっても、当社にとっ
て不可欠な情報であり、ぜひ支援していただき
たいと考えています」（杉浦氏）
今後はクラウド化した基幹システムを軸に、リ
アルとデジタルの融合を進めていくことを視野
に入れています。例えば、ポイント会員の情報
統合を行う事で多様なアプリの連携を実現す
ることや、地域のクリニックとの患者様カルテ
情報の共有によって、ポリファーマシー（必要以
上の医薬品を服用している状態）を解消するこ
となどが検討されています。

「トータルヘルスケアを当社だけで実現するこ
とは困難です。自治体や病院、検診施設、健保
組合、介護サービス事業者、さらにはスポーツ
クラブや大学などの研究機関など、さまざまな
方々との連携が求められます。AWS 上で動く
新しい基幹システムは、このような連携を支え
る上でも重要な役割を果たすものになると期
待しています」（杉浦氏）

トータルヘルスケア実現に向け
重要な役割を担う DX への取り組み

私たちが健康的な日々を送る上で、いまや欠
かせない存在となったドラッグストアや調剤薬
局。なかでもドラッグストア業界は 2000 年か
らの 20 年で、市場規模が 3 倍へと急速に成
長しています。その一方で上位企業の寡占化
が進み、競争環境は厳しさを増しています。こ
のような市場において「トータルヘルスケア戦
略」を掲げ、急速な成長を続けているのがスギ
薬局です。

「薬剤師だった私の両親が 2 人で創業してか
ら 45 年、一貫して地域の健康に役立ちたいと
いう想いでビジネスを進めてきました。その後、
調剤併設型のドラッグストア事業を展開し、
2021 年 2 月末現在で 1,391 店舗を展開し
ています」と語るのは、スギ薬局 代表取締役社
長であり、スギホールディングスでも代表取締
役社長を務める杉浦克典氏です。

「地域の皆さまの健康に貢献するには、調剤や
ドラッグストア事業だけではなく、セルフケア領
域から医療服薬領域、介護・生活支援領域ま
で、幅広い取り組みが必要です。そのため当社
では『トータルヘルスケア戦略』を掲げ、一貫し
たケアサイクルの中での健康増進の実現を目
指しています」（杉浦氏）
この戦略推進を支える柱の 1 つとして重要な
役割を担っているのが、デジタルトランスフォー

メーション（DX）への取り組みです。
スギ薬局ではこれまでにもすでに、顧客に合わ
せた最適な接点を持つための「スギ薬局アプ
リ」や健康増進を支援する「スギサポ」、化粧品
電子カルテ「Carat」の導入・展開を進めていま
す。またスマホ型店頭端末「PIT」による業務改
善や、AI 活用によるマーチャンダイジング業務
の最適化などにも取り組んできました。「スギ
薬局アプリ」は 2021 年 2 月末現在でダウン
ロード数 600 万人に達しており、2022 年度
末までにダウンロード数 1,000 万人を目指し
ています。

「私自身が主導する形で 2017 年頃から DX
戦略を進めており、成果が出始めています。し
かしお客様の体験をさらに高め、トータルヘル
スケアを実現していくには、これまでのペース
では十分ではありません。3 年間 1 つひとつ積
み重ねてきた成果を活かしながら、さらに速い
スピード感で DX を推進する必要があります」

（杉浦氏）

巨大 EC を支える実績を評価し
その知見と強靭な基盤に期待

このような DX のスピードアップを支える上で、
重要な土台となるのが基幹システムです。スギ
薬局では年間 120  店舗以上の急速な店舗拡
大を進めているため、増え続けるデータにどう
対応するかも重要な課題となっていました。そ

こで同社が決断したのが、基幹システムのクラ
ウド化でした。
これまでスギ薬局はパートナーが提供してい
た SaaS を活用していましたが、そのサービス
の提供が終了することで 2018 年の秋にリプ
レースの検討を開始。さまざまな検討を重ねた
結果、AWS へ移行することを決定しました。基
幹システム稼働に必要な環境を AWS で整備
した上で、2020 年 4 月には移行作業に着手。
現在はテストを進めている最中であり、2021 
年 9 月には AWS 上での本番稼働が始まる予
定となっています。

「基幹システムの基盤を社内で構築し、必要に
応じて拡張していくことも可能であるものの、
そのためには時間もお金もかかります」と杉浦
氏は話します。このような問題を回避し、ビジ
ネスの成長に合わせた柔軟な拡張性を担保す
るには、クラウドを活用するのが適していると
判断しました。「また DX を推進するには、社外
パートナーとの連携も必要になります。このよ
うな接続性を考えた場合でも、クラウドの方が
優位だと考えています」（杉浦氏）
その理由として杉浦氏は、AWS は Amazon.com 
という巨大な EC サービスを支え続ける存在
であり、その実績にもとづく知見や強靭なシス
テム基盤に、大きな期待を寄せているからだと
説明します。移行に先立つアセスメントでは、
AWS Migration Acceleration Program 
(MAP)を活用しており、クラウド化に向けた

DX をさらに加速するため基幹システムをクラウド化
併せて、「DX 戦略本部」を立ち上げ、自らトップとして采配。

AWS Leaders’ Voice  ─ クラウドによるイノベーションとリーダーたちのインサイト ─

トータルヘルスケア実現を目指し
デジタルをフル活用
新世代のトップ経営者が見据える DX とその未来
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