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生活習慣病の早期発見に貢献

襲扇で血瀬横ねがヽンに
法的位置付けが不明確だった葉局での自己採血による

血液検査。ガイドラインで新たに示された「検体測定室」

として届け出ることで、正式に認められることになつた。

HbAlcや 脂質を測り、セルフメディケーションのサポー

トに活用する薬局が増えそうだ。(坂井 恵)

2014年 3月 31日、臨床校査技 師

等に関する法律に基づく告示が改正

され、翌日に適用された。これによって、

これまで法的位置付けが不明確だっ

た薬局などでの自己採取した検体によ

る生化学的検査が、法的に認められる

ことになった。

新たに「線体測定窒」が誕生

採血を伴う検査を行う場合、これま

で病院や診療所など一部の施設以外

では、「衛生検査所」としての届け出

おり、管轄する保健所の解釈によつて、 実 施すべきことなどが示された。

幾

血液検査の説明を行うあやせ菜局の長井彰子氏

表。検体採取方法や検査 (測定)後

のサービス提供の内容が、医師法に

規定する「医業」に該当しない範囲で

さらに厚労省は4月 9日、薬局など

が検体測定を行う上での具体的な手

続きや運用上の留意点などを示した

「検体測定室に関するガイドライン」を

出した (50ページ表1)。検体測定室

は薬局に限っていないものの、測定は

医師、薬剤師、看護師、臨床検査技

師のいずれかが行うこととされ、薬局

での実施を意識した内容となっている。

畿壼で感がる襲轟襲寵

これまでも、薬局での自己採血検査

は実施されてきた。筑波大学大学院

内分泌代謝 ・糖尿病内科准教授の矢

作直也氏が進めるプロジェクト「糖尿

病診断アクセス革命」は、その一つだ

(36ページ、インタビュー参照)。10年

から東京都足立区と徳島県の合計20

薬局でHbAlcを 測定し、糖尿病の予
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必要事項を記入し、厚生労働省医政局指導課医療サービス室長に

属け出る。

写真 :秋元 忍

が必要だった。ただし、自己採血であり、

診断に用いるのでなければ衛生検査

所以外でも検査が可能とも考えられて

許可されるか否かが異なる状況だった。

それが今回、臨床校査技師等に関

する法律第20条 の3第 1項の 「衛生

検査所として登録が不要な施設」に、

校査を受ける者が自ら

採取した検体の生化

学的検査を行う施設

である「検体測定室」

が加えられた。これに

より、幾つかの条件は

あるが、検体測定室

の届け出をすればどこ

でも自己採血検査が

できるようになった。

告示改正と同時に、

厚生労働省と経済産

業省は違名で 「健康

寿命延伸産業分野

における新事業活動

のガイドライン」を公



義轟譜ン箋警

「血液検査で、セルフメディケーショ

ンのサポートの幅が広がる」と話す

広島大学の森川則文氏。

備群のスクリーニングを行ってきた。10

年 10月から14年 3月 に検査を受けた

3014人 (糖尿病治療中の息者は対象

外)のうち、HbAlc(国 際基準値)が

6.5%以上で糖尿病が強く疑われる人

は約12%、同6.0～6.4%の糖尿病予

備群が疑われた人は約16%だった。プ

ロジェクトでは、これら3害J近い人たち

に受診を勧めた。「実際に受診したか

どうかは調査中」(矢作氏)だという。

また、受検者のうち44%は 定期的な

健康診断を受けていなかったという。

矢作氏は、「新たなスクリーエングの

場が必要ということだ。今回、新設さ

れた検体測定室を薬局が運営するこ

とで、その役割を担える」と話す。

広島大学大学院医歯薬保健学研

究院教授の森川則文氏のプロジェクト

では、幾つかの薬局が同氏の指導の

下、薬局の店頭や健康フェアなどで

HbAlcに 加えて総コレステロール、中

性脂肪、尿酸値を測定してきた。

サンキュードラッグ (】ヒ九州市門司

区)の 11薬 局の店頭とイベント会場

での測定では、基準外の値を示した

人の割合は、HbAlcは 12%(基 準と

した範囲は4.6～ 6.2%)、中性脂肪

は34%(同 150mg/dL以 下)、総コ

レステロールでは41%(同 200mg/

d L )、尿酸値は 16%(同 男性3.4～

7.O m g / d L、女性2.4～5.7  m g / d L )

だったという。「特に、総コレステロール

や中性脂肪の値が高い、30、40代 の

若い人たちが多く見付かった」と森川

氏。そうした人たちに早期に受診して

もらうことで、将来的な医療費の抑制

につなげることができる。

加えて、森川氏は 「医療費を抑える

ために、今後、治療対象となる前段階

の人たちが、薬局で検査をして結果を

見ながらセルフメディケーションを行え

るような施策が進むのではないか」と

の見方を示す。既にスイッチ化されて

いるイコサベント酸エチル (商品名エ

パデール)に続き、αグルコシダーゼ阻

害薬などの生活習慣病薬も、いずれ

OTC薬 が出てくると予測する森川氏。

「薬局で適切に検査ができることを示

せなければ、そのシナリオが崩れる。

昭威憲接輯験
Hbtt cの測定 裾斎禄端請鍋習罷秘鑑崩堪鮒補撤

回

受検者が自分で指先を穿刺して、血液を採取

する。

毛細管現象によって採血用のチップに血液を

吸い上げる。

血液が入ったチップ(矢印)を、専用のカートリッ

ジにセットする。

基準値が書かれたカードに、測定結果を記載し

て受検者に渡す。
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カートリッジをAlc GEARに セットする。 6分後に測定結果が印字されて出てくる。
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薬局での検査を用いたセルフメディ

ケーションを根付かせられるかどうかの

正念場」と強調する。

韻 韻 豊き 手f■ =|ギ
ー
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糖尿病診断アクセス革命のプロジェ

クトに参加し、500人 以上の検体測定

を無料で行ってきた、あやせ薬局 (東

京都足立区)管 理薬剤師の長井彰子

氏は、「思った以上に、多くの人が検

査を受けに来ている」と、手応えを感じ

ている様子だ。長井氏は、「数値が良

い人でも『改めて健診を受けるね』と

帰っていく人が多い。手軽に検査が受

けられることで健康への意識が高まり、

健診を受ける動機付けになる」と話す。

東京都東久留米市に本社を構え

13薬 局を経営するアビックでは、森川

氏の指導の下、12年 6月 から、清瀬

元町店 (東京都清瀬市)で HbAlcと 、

中性脂肪、総コレステロール、尿酸値

の測定を行ってきた。同社取締役副社

才==

薬局以外でも自己採血による検査を行

う事業体がある。「セルフ健康チェック」と

してサービスを提供するケアプロ (東京

都中野区)だ。「ワンコイン健診」の名称

で、東京都中野区の店舗に加えて、駅や

イベント会場などの特設スペースで自己

採血検査などを実施してきた。

検査項目はHbAlcや血糖値、中性脂

肪、LDL・HDとコレステロール、肝機能、

骨密度、肺年齢など。検査は看護師が

行い、2007年のサービス開始時から既

に約23万5000人が検査を受けていると

いう。同社予防医療事業部長の上屋敷

将明氏は、「健診には行かないけれど、

評 発

|工卦 ‐_   |デ

(写真提供:ケアプロ)

身近な場所ですぐに結果が出るのであれ

ば、検査を受けてみようかと思う人は多

もヽ」と、需要があることを示す。

同社は検体測定宣の届け出をいち早

く行い第1号となった。「自己採血検査が

一般的になり、手軽に検査を受ける習慣

が社会に根付いていけば、健診受診率

の向上や生活習慣病の予防につながる

はず」と上屋敷氏は話している。

長の湯谷綾子氏は、薬局での血波検

査を始めた理由を「薬局は、いずれ処

方箋調剤だけでは立ち行かなくなる。

健康維持や予防をサポートする機能も

持つべき。血波検査はそのための大き

な武器となる」と話す。

試菜などにかかる実費分として1項

目500円を受検者に負担してもらって

いるが、月に10～ 20人 が検査を受

けに来るという。「検査のために定期的

中性脂肪などの測定

総コレステロールや中性脂肪、尿

酸値、肝機能など17項目が測定で

きるレフロト回ンプラス。アビックの

他店舗では、HbAlcと脂質が1台

で演」れる「コンヾスb101」(回シュ・ダ

イアグノスティックス)を導入してい

る。

中性脂肪や総コレステロールなどが測定ができるロシュ・ダイアグノス

ティックス(東京都港区)の「レフロトロンプラス」を使用。1項目につき30μL

の血液で、約2分で測定できる。定価は165万円(税別)。

お名前
健康チェック

ギ

■

摯

瑾!

受検者が自己採取した血液30μ L(1項

目につき)を試葉紙に滴下する。

レフロト回ンプラスのフラップを開けて試

験紙をセットする。

浪」定値を記入したシールを

カードに貼付する。裏面に

は基準値が書かれている。

,

項 目
基準範

解説

縄愁葱熙科
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表 1 検 体測定室について (「検体測定室に関するガイドライン」より編集部まとめ)

験体劇醒騒睦慈

人体から排出、採取された検体 (受検者が自ら採取したものに限る)に

ついて生化学校査を行う施設のうち、衛生検査所の登録が不要な施設。

検体の採取、採取前後の消毒や処置は受検者が行い、診療の用に供

しない検体検査のみ行える。

飲食店や公衆浴場の一角で行う場合には、専用の別室が必要だが、そ

れ以外の施設では、受検者の自己採取などに支障がないよう「個室など

によ'サ他の場所と明確に区別するとともに、十分な広さを確保すること」

で行える。また、検体測定室と分かる表示が必要。

轟3昔轟彙

厚生労働省医政局指導課医療関連サービス室長に届け出る。

※芽刺器具の販売・授与を行うには、別途、都道府県知事に「管理医療機器

販売業」の届け出が必要。

怒要な人員

検体測定室ごとに運営責任者が必要。運営責任者は医師、薬剤師、

看護師、臨床検査技師のいずれかであること。実際の測定も、医師、

薬剤師、看護師、臨床検査技師に限る。

また、精度管理責任者 (医師、薬剤師、臨床検査技師)を定め、定期

的な精度管理が必要。

鋼麓鶴畿韻譲響警葱等す轟悪綾善簑神童綾換韻
●特定健康診査や健康診断などではないこと

●検体の採取や前後の消毒・処置は受検者が行うこと

●抗血栓薬の服用や出血性疾患を有している場合には、サービスが行

えないことがあること

。自己採取、自己処置ができない受検者はサービスを受けられないこと

●採取方法、採取量、測定項目、測定に要する時間

●体調、直前の食事時間などが測定結果に影響を及ぽすことがあること

●測定結果についての判断は、受検者自身が行うものであること

●検体測定室での測定は診療の用に供するものではないため、改めて

医師の指示による検査を受ける必要があること

●芽末Jによるな痛や迷走神経反射が生じることがあること

●希望した測定項目の測定以外には使用しないこと    な ど

劇麓で書暴鹸癒韻畿韓韻醸

肝機能検査 (GOT[AST]、G PT[ALT]、y―GTP)、血中脂質検査 (中

性脂肪、HDLコ レステロール、LDLコレステ回―ル)、血糖検査、尿検査

(糖および蛋自の有無)

闘燕畿録譲鰻録憩憲薫
●測定結果を踏まえて、物品を購入するよう勧めてはいけない。

●測定結果が基準の範囲内であるか否かにかかわらず、特定健康診

査や健康診断の受診勧奨を行う。

●受検者から結果に関する質問があった場合には、診断となるような

回答はせず、かかりつけ医などに相談するよう助言する。

●特定の医療機関のみを受検者に紹介してはいけない。

議寵 。議泰8愚春等ふギ

診療所、健診センター、診察、診断、治療、健診などと紛らわしい広告

を行ってはならない。

畿鐘蟹鍵館舎鶴れ督

「医療機関等における院内感染対策」に規定する標準予防策 (手洗

も`、手袋やマスクの着用等を含む)に準じ、適切に行う。感染防止対

策委員会の設置、感染対策マニュアルの整備、感染防止についての

教育を徹底する。芽刺器具はディスポーザブルタイプを使用し、使用後

は耐貫通性のある容器に入れて、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄

物処理マニュアル」に基づいて廃棄する。

覇鰻3長轡静で

運営責任者は、業務に従事する者に、内部研修にとどまることなく、関

係法今、精度管理、衛生管理、個人情報保護などについて必要な外

部研修を受講させる。

簿鶴縫

標準作業書、測定機器保守管理作業日誌、測定作業日誌を作成する。

また、測定台帳、使用測定機器台帳、試葉台帳、精度管理台帳を作

成し、20年間保管管理すること。

に来局していれば、いざ治療が必要に

なったときに処方箋を持って来てくれる

だろう。予防から関わることで
“
かかり

つけ薬局
"と

して機能できる」と話す湯

谷氏。「機器の減価償却費や試薬代、

人件費などを考えると、1項 目500円で

は赤字だが、薬局なら処方箋応需に

つながる可能性がある。地域に根差

すための息者サービスの一環と考えれ

ば、やる意味がある」と言う。

アビックでは、管理栄養士を薬局に

配置し、栄養指導ができる用意もして
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いる。「検査だけでなく、相談されたとき

のフォローができてこそ、薬局が行う価

値がある」(湯谷氏)。

寵襲毯轟運警麹説靭簿韻鶴

検査手技は難しいものではないが、

「血波を扱うため、検体の適切な扱い

方などの研修が必要」と湯谷氏。同社

では、森川氏がイベントなどを通じて

行う研修に参加し、手技や知識を学ん

できた。森川氏は、「今後、検査値や

病態などの知識も含め、大学の生涯

教育などで研修を行う体制を整えてい

く必要がある」と話す。

実際の測定は、検体測定室に関す

るガイドラインにのっとって実施する。

検体測定室を開設するには、7日前まで

に厚労省医政局指導課医療関連サー

ビス室長に届け出る。イベントなどで

の臨時の検体測定室の設置も可能だ。

受検者には、結果の判断は自分で

行うことや、結果のいかんにかかわら

ず改めて健康診断などを受けることな



表 2 検 体測定後の説明例

務 改擢墓携融愁下
精`尿病だと思います。

や〔2'「鱗:ン ン 設だ到

鶴
ン

t景獲跡'「結島冒免ど言貧身、ヌ露号岳得
健用食品などを

峰窪鬱》「食事など何か気になることはありませんか」

ど11項 目を説明し、同意を得て承諾

書に署名をもらう。

採血のための第刺はもちろん消毒

や血波の採取も受検者が行う。感染

防止対策の徹底も必要だ。血波が付

着した第刺器具などは、感染性廃棄

物として処理する。都道府県薬剤師

会などが、インスリンなどの自己注射

針の回収事業を行っている地域では

一緒に処分できるが、そうでなければ

専用の業者との契約が必要だ。

測定結果については、測定値と測

定項目の基準値を示すのは構わない

が、結果を基にしたコメントはNGだ 。

「一般的に、HbAlcが 6.5%以上あれ

ば、糖尿病が疑われます」との説明は

構わないが、「あなたは糖尿病が疑わ

れますので受診してください」などは認

「検査値は正常値内ですので、健康ですね」

「今日、受けられた検査の基準値は、この通りです。
これは簡易的なものなので、医療機関での

健康診査などを受けるようにしてください」

められない。逆に基準値内であっても

健康と誤解される表現は避ける。診断

と見なされる発言は厳しく禁止されてい

るわけだが、このことは医療訴訟のリス

クを回避することにもつながっている。

また、受校者が校査結果を見て、自

分で判断して購入するのは構わない

が、測定結果を基にOTC薬 や健康

食品などの購入を勧めてはいけない。

薬局での自己採血検査が法的に認

められた一方で、要件が厳しくなったと

考える向きもある。しかし、薬局が診断

行為と見なされる指導をしたり、検査

結果を物販に結び付けるような行動が

日立てば、より厳しい規制が掛けられ

かねない。「せっかく薬局に与えられた

チャンスを上手に運用し育ててほしい」

と森川氏は語っている。
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