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までに全国各地で行われた 「薬局ラ

ボ」では、10～ 90代の男女 2045人を

被験者として測定が行われた (図1)c

森川先生は測定結果の集計データを

もとにこのように分析する。

「HbAlcの 数値を見ると基準範囲

外で糖尿病の未治療は 1844人中の83

人3全体の 4.500です (図 2)。その中

で 1000人 に 1人 の割合で、I型 糖尿

病で緊急性の高い息者を発見するこ

め
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健康 フェアで実施される 「薬局ラ

ボ」は、同大学の研究室が所有する測

定器 「ギアK」 5台 と 「レフロトロン」

を9台 を使用 し、HbAlc、総コレステ

ロール、尿酸、中性脂肪の 4つ の検査

項目の数値を測定する。

まず、薬剤師が会場に訪れた被験者

に趣旨を説明。文書同意を得た上で、

専用の器具で自己穿刺 し微量の血波

を採取する。同研究室の学生が測定機

器にかけ、数分で測定が完了。数値 を

もとに薬剤師が被験者の健康状態を

説明し、生活習慣病や栄養管理などの

指導、場合 によっては受診勧奨を行

う。カウンセリングを含め、一人にか

かる検査時間は約 10分。1回 のイベ

ン ト (7時 間)で 350人 をマ ックス

とした測定が可能。これにより、未治

療 ・未発見の糖尿病や高脂血症の患

者を掘 り起こすことができる。

薬局の店頭で誰でも簡単にできる健康チェックを一一。新しい薬局

のあり方を訴える 「薬局ラボ」プロジェクト。指先からの血液採取で迅

速な測定ができるマイクロTDMの 手法を活用した生化学値沢」定を広

く一般に認知してもらうための試みだ。同システムを確立し、臨床研究を

行う広島大学臨床薬物治療研究室の森川則文教授と賛同する薬局が

中心となり、2011年 12月から市民や医療従事者を対象とした健康フェ

アを全国各地で実施。開始から1年が経過 した現在、被験者は2000

人を超えた。沢」定結果の集計データから読み取れること、薬局ラボの今

後の可能性について検証する。
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とができました。しか し、注 目すべ き

はHbAlcよ り、中性脂肪、総コレステ

ロールの基準範囲外が各年代に分け

ても20～ 40%と 多いことです」cメタ

ボリックシンドロームと言われてい

る境界域の人は動脈硬化、糖尿病につ

ながる予備軍。今回、未治療分がこれ

だけ存在 しているのが明確になった

ことは大きな成果といえよう3

地域の健康診断の場として

薬局を位置づけるための取り組み

「病院に行かない人が これだけい

る。これを放置 しておいて良いのです

か ?悪 いと見るならば、業局 ,薬剤師

として出来る何 らかの手立てを加え

なければなりません二と森サ|1先生3

「薬局ラボを導入すれば、病院へ行

く手前の薬局で定期的に数値を測 り、

健康管理をすることができますこ薬局

は病院のように待ち時間も少なく、子

ども連れでも訪れることができる場

所。地域の健康管理センターとして薬

局が位置づけられるのです3そのため

に、薬局ラボの存在を健康フェアのイ

ベ ントで市民の皆さんに知ってもら

V 、ヽまずは 『薬局に来る』 という流れ

を作 りましょうという取 り組みなの

です」。

薬剤師主導の薬局ラボに対 し、筑波

大学医学医療系内分泌代謝 ・糖尿病内

科准教授の矢作直也先生 と徳島文理

大学薬学部在宅 ・地域薬学教授の中田

素生先生の共同研究による医師主導

のプロジェク トも昨年、メディアに取

り上げられるなど注目を集めている。

「我々のところにもメデイアの取材

依頼は来ています。私は色々な形での

取 り組みがあっていいと思いますし、

市民権を得て、健康チェックを薬局で

行 うことが当た り前になって くれば

いいのです。薬局ラボには、メディア

を通じて知ったという方が多 く訪れ

ます。医師会の先生、歯科医師会の先

生、県の業務課の方もいらっしゃいま

すcあとは医師会と薬剤師会との協力

体制を組むだけです。この流れは止め

られないでしょう」。

| セ ルフメディケーションの推進

1 0TC医 薬品の販売につなげる

「今後、薬価が下がると案局は処方せ

ん外収入がなければ成り立たなくなる

でしよう。あと2年 したら薬剤師も完

全に飽和状態です。残すためには、第一

類薬の販売と在宅という2種類の選択

しかありません。そして、行政によるセ

ルフメディケーションの推進という方

向性にも薬局 ・薬剤師は対応していか

なければなりません」と森川先生は薬

剤師がターエングポイントに立たされ

ている現状を示唆する。

「測定機器が薬局にあれば店頭で数

値を測 り、どの くらいのお客様が中性

脂肪の境界域にあるのかを把握する

ことができます。聞き取 りだけでなく

数値 をもとに正確な トリアージがで

き、第一類医薬品で息者の発症を遅ら

せることが可能です。それは、薬剤師

の価値を高め、医療の質の向上にもつ

ながるのです」。
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図2:健康フェア/測 定結果集計 実測定人数2045人

勾
ト

 ヽ 45  50  55  60  65  70  75  80  85  90  95

1而 爾
女1生(n=757)|

1615メ、 ]518人

1615ノ( 1518人

E H c甜酎 弥研ma t t  h nれL劉 31 2



測定器を店頭に置く薬局も

薬剤師主導で新たな職域を作る

同研究室では14台の測定器の運搬

費、試薬代等で1回 のイベントにかか

る経費を40～50万円程度としている。

「最近は微量血液検査システムとい

う形で測定機器も良いものが定価 150

万ぐらいで出ています。コレステロー

ルや中性脂肪だけの測定器だと10～

30万 ぐらいなので、購入される薬局も

増えています。メーカーとしても病院

やクリニックだけでは限界があるの

で、市場のターゲットは薬局にも流れ

ていくはずです」。

薬局ラボを通して森川先生が感じ

ることは、イベントに参加した薬剤師

たちのイキイキした表情だと言う。

「お客様と一日対面し、自分の知識

を生かして、『このように感謝される

仕事があるんだ』と皆さん喜びを感

じておられます」。このように薬剤師

が外向きになっていけば、地域 ・企業・

薬剤師にとってメリットとなります。

「法制面での抵抗感、処方せん業務が

忙しいなどの理由で 『出来ない』とい

う言葉は、やらない薬剤師の決めゼリ

フになっています。忙しくても積極的

に取り組んでいる薬局はあります。薬

局ラボのように、現場の薬剤師が主導

し要望を行政へ働きかけていかなけれ

ば法改正もされないのです」。

健康 フェアの様子

轟 教育の現場にもフィードバック
ロ良い人材を輩出したい

同研究室にとっても教育効果が上

がるなどのメリットも大きい。

「学生にとっても良い経験になって

います。表で実務実習に行って帰って

くるのとは違い、裏で動いて臨床デー

タを採って帰ってくるという経験は

ないので、教育面でもプラスになって

います。薬剤師ひとりの育成のために

大学では年間500万、6年間で3000万

円の経費がかかりますが、それだけの

税金を使い教育をうけた者は社会貢

献しなくてはいけない。良い人材をき

ちんと輩出できない大学は今後の行

政の流れを見ても、資質を厳しく問わ

れることでしょう」。

今年も全国各地で実施予定

E市場の動きに期待高まる

今年 も全国各地で健康 フェアの依

頼が入っている。「連続的にやればか

なり浸透 していくでしよう。大学の研

究なので、機器 もあるし、ノウハウも

ある。1年 目は2000例のデータが事

故もトラブルも無 く採れました。皆さ

んが知って当た り前になってい く中

で、今年は2回 目をどのようにしてい

くのかを模索 しています。3月 には測

定結果の集計を学会で発表 します。健

康 フェアをこれだけやっているとい

う既成事実を並べることで、今後どの

ように動いていくか楽しみです」。

〈測定中アンケート〉(抜粋)

◆健康診断

母数は実測定人数2045人

◆検査経験の有無

1278フ(

1400)、 68%

1年 以上受けていない 413人 20%

受けたことがない 68フ( 3%

無記入 164人 8%

◆今後薬局で検査したいか

697ノ( 34%

したい 948人 46%

;でもない 150/0

したくない 2%

全 くしたくない 人 04%

無記入 5人 02%

◆採取について

◆芽刺の痛みについて

全 く感 じなかった 167フく 8%

あまり感じなかった 728フ( 36%

どちらでもない 44人 2%

;た 929フく 45%

テた 127フ( 69/0

無記入 50フ( 2%

◆血を見ることへの不安

全くそう思わない 849人 42%

そう思わない 645人 32%

どちらでもない 1 8 1人 9%

そう思う 143人 70/6

とてもそう思う 29フ( 1%

無記入 198フ( 10%

健康フェアのポスター
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