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いる薬剤師の職場すらなくなりま

すが、すでに門前菜局ではそのよ

うな近未来レベルの話ではないか

もしれません。

2014年度診療報酬改定で地域包

括診療料と地域包括診療加算が新

設されました。この地域包括診療

料の算定要件は当初 「院内処方に

限るJとされていました。その後、

条件付きで院外処方は可能になり

ましたが、病院の場合、24時間の

開局、診療所で24時間対応可能な

薬局と、どちらも24時間の応需が

最低条件です。今後、思者が来な

くても24時間応需ができない薬局

ばかりの地域なら、「院内処方に限

る」と範囲が拡大される可能性も

出てきました。

また、抗がん剤などハイリスク

薬を院内処方へ取 り込む動きが出

ています。収益を支える抗がん剤

がなくなり、夜間対応できなけれ

ば院外処方箋の包括も来ない。そ

して納入価の方が高い逆ザヤのジ

ェネリック薬だけになるとほとん

どの門前薬局は崩壊する可能性が

ある。早急に100%処 方箋に依存し

た体制を変えない限り、保険薬局

は、今の従業員すら雇えません。

保険薬局は、診療報酬改定の結

果、改定前から収入の5.5%の 低

下、さらに消費税 3%の 上乗せで

8～ 9%の 減収に陥っています。

新入社員など雇っていたら店舗展

開どころではありません。皮肉な

話ですが、薬剤師国試合格率の大
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広島大学大学院 森川則文教授に聞く

したが、ようやく医療現場でのス

ター トラインに立ったという印象

です。

現在、薬剤師のフィジカルアセ

スメントが新しい職能として注目

されていますが、これも他人任せ

で、日本在宅薬学会の狭間研至理

事長など医師の厚意に頼 り、薬剤

師自らは行動を起こしていないよ

うに見えます。同様に、国が先行

して動き始めた自己採血検査にし

ても、薬剤師が勝ち取ったように

自慢されても困ります。薬剤師の

職城は薬剤師が自ら開発 ・展開す

るものです。

近い将来、60歳を超えた開業医

は電算化に踏み切れず、 5年 以内

に1万軒のクリエックが廃業する

との話 もあ ります。それに伴い、

連結した門前薬局 1万 5,000軒が

廃業する。結果的に、現在勤めて



勿療法の最適化につながる 「マイクロTDM」 を提唱する広島大学大学
亘歯薬保健学研究院臨床薬物治療学教授の森川則文氏

講義してほしい」と   ま す。逆に行政の業務課の方が薬

してくる薬剤師会も   剤 師の動かないことに焦っている

半だから丸投げでい   よ うに感じます。

る方もおられるよう    今 回開催するコーディネーター

をちの手で進めると   を 養成する講義 (7月、9月、11

れません。       月 )で は、次の内容を3時間ほど

計を踏まえて今、測   か けて講義し、3時間かけて実習
コーディネーターを   し ます。

しています。現場薬   ① 薬剤師の置かれている環境に

データの一元管理が  つ いて②検体測定室に関するガイ

薬剤師側も社会的   ド ライン③運営委員会とコーディ

ません。当然、私だ   ネ ーターの設置④マイクロTDM

きれませんので、血   へ のPOCT(Point of care testing

毛しているロシュと   =臨 床現場即時検査)の 導入⑤マ

や機械をセッティン   イ クロTDMの 実践例 (健康フェ

"ると 「急に言われ   ア )⑤ 個人情報管理とデータ管理

し」と今年度最後の   方 法⑦今後の展開と展望――。

雪会か ら埋 まる始木    最 も重要なポイントは、マイク

剣師のやる気を疑い   口 TDMと フイジカルアセスメン

| マ イクロTDMと フィジカルアセスメン トの違い

う力ち                  判 定基準 1鏑 iこ金 、、た基準あり    1瞬 間の判断 ・再現性なし
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卜の違いです (前ページ表 1参

照)。刑法上、マイクロTDMは 、

ゴム手袋を付けることで傷害罪を

回避できますが、フィジカルアセ

スメントの場合、息者との直接接

触が必要であるうえ、さらに判定

しても思者に伝えること (診断行

為)が できない。もしも、現場薬

剤師が息者に直接接触すること

で、痴漢や医師法違反で訴えられ

たとき、薬剤師会や保険薬局は代

理裁判をやってくれるのでしょう

か。指先の自己穿刺だけのマイク

ロTDMは 、機械こそ必要ですが、

ルールさえ守れば薬剤師が単独で

取 り組めます。

超高齢化社会を迎える2025年以

降、医師、病院薬剤師、看護師だ

けでなく、在宅医療に保険薬剤師

の関わりも求められます。「ネン・

ネン・コロリ」よりも 「ピン・ピ

ン・コロリ」を目指して薬斉J師が

積極的に関与し、健康寿命を延仲

すれば、要介護 ・寝たきりの高齢

者を減らせます。

lポイントは 「医行為」と

|サービスの見極め

自己採血検査に際しては、薬剤

師が直接息者の採血行為を手伝う

と、「医業」と見なされます。すな

わち、医師法 ・薬剤師法 ・看護師

法に抵触します。『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』では、基本的な考え方

として 「病院または診療所でない

民間事業者の施設において、医師

等でない者が、自己採取した検体

の測定の支援として、簡易な検査

(測定)を 行い、利用者に対し、検

査 (測定)結 果の事実を通知し、

より詳しい健診を受けることの勧

奨などを行うためには、検体採取

の方法や検査 (測定)後 のサービ

ス提供の内容が、医師法第17条に

規定する 『医業』に該当しない範

囲で実施されなければならない。

また、簡易な検査 (測定)を 実施

する場所が、臨床検査技師等に関

する法律第20条の 3に 規定する

『衛生検査所 としての登録が不要

な施設』に該当する場所でなけれ

ばならない。なお、検査 (測定)

の際、自己採血用の穿刺器具の販

売 ・授与が行われる場合、都道府

県知事に対し、管理医療機器の販

売業の届出 (薬事法第39条の 3)

を行うなど、薬事法における規定

を遵守しなければならない」と示

されています。

「医業Jす なわち 「医行為」にな

るかどうかは 「反復継続する意思

を持って行うことJです。また「医

行為」とは 「当該行為を行うに当

たり、医師の医学的判断および技

術をもってするのでなければ人体

に危害を及ぼし、または危害を及

ぼすおそれのある行為Jと 規定さ

れています。すなわち、血管から

直接血波を採取する動脈採血や静

脈採血は 「医行為」だが、指先自

己穿刺による血波の採取は 「医行

為Jに 当たらないということで認

められました。

また、保健師助産師看護師法第

31条において「看護師でない者は、

第5条 に規定する業 (傷病者もし

くは褥婦に対する療養上の世話ま

たは診療の補助を行うこと)を し

てはならない」と規定されていま

す。処方箋を持って薬局を訪れる

人は病人ですから検査すると、医

療に供する検査 と見なされるた

め、料金を徴収 してはならない。

つまり、処方箋を持って来ない人

にしか有料で検査できません。「医

業」であるか否かだけがクローズ

アップされていますが、看護師法

にも注意が求められます。

『糖尿病診断アクセス革命』を主

導する筑波大学 (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 らが行っていること

は、あくまでも東京大学の臨床研

究の一環です。「隠れ糖尿病息者の

発見」と「健康な方へのセルフメデ

ィケーションの推進」とは方向性

が異なることを理解しましょう。

調剤薬局が処方箋を持ってくる

だけの場になっている限り 診 療

に供する可能性のある校査」とな

るので、今回の解釈では認められ

ません。だから健康フェアや薬局

の店頭で 「処方箋を持たない人も

薬局に来てくださいJと 訴えなけ

ればならなかったにもかかわら

ず、薬剤師側からは何も実行して

きませんでした。DgSの 薬剤師も

同様です。登録販売者と同じ職務

をこなすだけなら、いずれ必要な

くなります。もっと薬剤師自身が

危機感を持たなければな りませ

ん。調剤薬局の薬剤師も毎日処方

箋が来ることに甘え、それがいつ

かなくなる可能性 を想像 もしな

い。あくまでも薬剤師が一般市民

全体の健康管理を薬剤師の職務と

して考え、薬局がラボとして市民

サービスとして動けるかどうかが

問われています。

圏まずは簡易検査を
呼び掛 ける

“
営業活動

"か
ら

国民の8割 は、処方曇をもらっ

ていません。その8割 に対し、た

だ 「来て ください」 と言っても、

薬局や薬剤師に用がなければ薬局

に来てもらえません。そこで簡易

検査を呼び掛ける
“
営業活動

"を

やらないとだめです。簡易検査を

目的に来店を呼び掛ける際、それ

は顧容の囲い込みにつなが りま

す。検査は 1回 100～200円程度で

すから当面は無料でいい。あくま

でも今は薬剤師の練習期間ですか

ら 「お金を取る必要がない」と考

えた方が活動も広がります。

医師法第17条との関係ですが

「民間事業者は、医業に該当しない

範囲で検体採取や検査 (測定)後

のサービス提供を実施する必要が

ン
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寺
進む調剤薬局・ドラッグス トアの臨床検査と薬剤師に求められる役割

あり、採血などの医行為に該当す

る行為や、検査 (測定)結 果に基

づ く診断などの医学的判断を行う

ことはできない。このため、利用

者自らによって採血などの検体採

取が行われる必要がある。また、

民間事業者は、検査 (測定)結 果

に基づ く診断を行うことはできな

いため、検査 (測定)後 のサービ

ス提供については、検杢 (測定)

結果の事実や検査 (測定)項 目の
一般的な基準値を通知することに

とどめなければならない。また、

検査 (測定)項 目が基準値内にあ

ることをもって、利用者が健康な

状態であることを断定することは

行ってはならない」と条文に書か

れています。

適法となる例は 「利用者が自ら

検体を採取した上で、民間事業者

が検査 (測定)後 のサービス提供

として、検査 (測定)結 果の事実

や検査 (測定)項 目の一般的な基

準値を通知する場合」です。
一方 「無資格者である民間事業

者が利用者に対し、個別の検査(淑U

定)結 果を用いて利用者の健康状

態を評価するなどの医学的判断を

行った上で、食事や運動など生活

上の注意、健康増進に資する地域

の関連施設やサービスの紹介、利

用者からの医薬品に関する照会に

応 じた OTC医 薬品 ・健康食品 ・

サプリメントの紹介、より詳しい

健診を受けるように勧めること」

は違法になります。すなわち 「個

別の検査 (測定)結 果を用いて」

行えば、全て違法となります。

繰 り返しますが、処方箋を持っ

てきた息者に対し、簡易測定を行

ってお金を取ると違法です。500～

1,000円程度と実費の範囲で高額

でないから黙認されているだけで

す。ガイドラインは、推奨であっ

て絶対の法律ではありません。医

業でなく、個人情報さえ守ってい

れば、ある程度は黙認されている

ということです。今のうちに、息

者でない一般市民を引き込む努力

をしてほしいと考えます。

観簡易検査に不可欠な

POCTヨ ーディネーター

測定機器は、買えば使えるとい

うものではありません。精度を守

るためには、それなりの費用負担

が必要です。機械の良し悪しを見

分けるノウハウも要 ります。例え

ば、血糖値の測定は本来、大型の

血糖専用測定器でなければ信頼で

きないのです。それを病院で誰が

測るか といえば臨床検査技師で

す。医師 ・看護師 ・薬剤師ではあ

りません。測定に関して医師 ・看

護師 ・薬剤師は素人だからです。

自宅で使うSMBG(Self― Moni_

toring of Blood Glucose)は、 個

著者資本|

人で行 うモニタリングの機器で

す。精度は保証されていません。

血圧計も自宅で測ると、自分にと

っていちばん都合の良い数字を医

者に申告するでしょう。SMBGは

その程度の機械なのです。5,000円

の機器と、臨床検査で使われ、測

定方法も違う数千万円の装置が同

じだと思いますか。「数値さえ出れ

ば安い機器で構わない」といった

程度の認識しかない薬剤師が簡易

検査に係わるなど論外です。測定

機器に関わる専門家は、メンテナ

ンスとデータの取 り込み、それか

ら精度の管理が必須です。簡易検

査のマイクロTDMは POCTな の

です。義身の項目を検査するため

には、POCTコ ーデイネーターが

不可欠です。

現在、表 2の ように多 くの疾

糖尿病

急性心筋梗基

心不全

妊娠

悪性腫瘍

内分泌疾患

てんかん

気管支喘息

不整脈、心不全

感染症

炎症

肝疾患

腎疾患

心臓弁置換術後、

血栓症

心臓手術時、

腎透析中

治療モニター

診断、治療モニター

診断、病勢把握

診断

治療モニター

抗痛剤副作用モニター

治療モニター

腫場摘出術時モニター

治療モニター

治療モニター

治療モニター

診断

診断、治療モニター

治療モニター

治療モニター

治療モニター

抗凝回剤の効果、副作用

血糖、HbAlc、 尿中アルブミン (腎症)

トロポエン、脂肪酸結合雲白

ミオグロビン、CK―MB

脳性ナ トリウム利尿ペプチ ド

心房性ナ トリウム利尿ペプチ ド

ヒト繊毛ゴナ ドトロピン (尿)

各種腫場マーカー

血球算定 (CBC)

甲状腺ホルモン、性ホルモンなど

インスリン、副甲状腺ホルモンなど

各種抗てんかん薬血中濃度

血中テオフイリン濃度

血中ジギタリス濃度

インフルエンザ、ロタウイルス、アデノ

ウイルス肺炎球菌、レジオネラ菌、髄膜

炎菌など

CBC、 C反 応性賓白

AST、 ALTな ど

尿検査、尿素窒素、クレアチエン

プロ トロンビン時間

全血焼回時間

Ett POCT対 象の疾患 ・病態と検査項目 (検体検査)
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息 ・病態について POCTが 実施

されています。救急救命のための

検査から糖尿病、がんなど慢性疾

息の診断、治療を目的としたもの

まで幅広い。POCTは 、検査機器

や試薬の発達によりさらに拡大す

るでしょう。POCTの 定義では、

特に検査材料や項目の範囲を規定

していません。血波や尿を材料と

した検体検査だけではないので

す。ビリルビンや酸素濃度の経皮

測定も該当します。また血圧、心

電図、超音波、脳波などの生体検

査 もPOCTと して捉えるべ きで

す。欧米では、臨床検査室で扱う

検査と言えば検体検査のことです

が、わが国では生体検査も含まれ

ます。このため、幅広 く捉えてお

いた方が現実的です。

野放 しに近いPOCTの 現状や

将来のことを考えると、これを管

理する専門家の存在は欠かせませ

ん。各県の薬剤師会単位や企業単

位で POCTに 関する運営委員会

とコーディネーターの設置は必須

と考えます。POCTコ ーディネー

ターは、臨床検査の専門家である

臨床検査専門医や臨床検査技師が

適任ですが、薬剤師が研修を受け、

代行する必要があります。ただし、

技能だけでなく、研修を通じて認

識も改めなければなりません。臨

床検査技師は 「大学入学有資格者

で指定の臨床検杏技師養成所など

で3年 以上知識 ・技能を修得した

者」といった要件を満たさないと

国家試験の受験資格があ りませ

ん。測定機器を買っただけでその

仕事を代行できると考えるなど、

臨床検査技師を軽んじているとし

か思えません。

POCTコ ーデイネーターの役割

は▽ POCT管 理運営のチームリ
ーダー▽医師、看護師など測定者、

利用者への教育 ・指導▽ 「システ

マテイックな運用体制の構築J(O

データの一元管理、時系列データ

の構築②データの保証 =精 度管

理、機器 ・試薬の管理、 ト ラブル

時の対応、過誤の防止と対応、他

機器データとの互換性の明示)▽

データの有効活用の監視 =異 常値

への対応 (特に看護への活用の促

進)、カルテヘのデータの貼付 (検

査の証拠)、基準範囲の呈示▽収

支、コス トの管理▽運用実績、診

療効果の評価等が考えられます。

現状の薬剤師会では、POCTコ
ーディネーターの養成以前に、現

場薬剤師にPOCTを 教えられる

人材すらいない現状です。薬剤師

を養成する薬学部の教官にも理解

している者は少ないでしょう。マ

イクロTDMで 目指していること

は、国民の健康と薬物療法の最適

化です。現在、新たな基準範囲を

めぐって日本人間ドック協会と臨

床医がもめていますが、われわれ

は独 自に集積 した5,000人分の検

査データで 「総コレステロールや

中性脂肪に関しては、一般人に問

題のある息者はほとんどおらず、

むしろ低い値のグループが多い」

など実際を把握しています。

圏狙いは「家族の安心」を
提供する 「末病医療よ

薬局で簡易に行えるマイクロ

TDMの 狙いは、一般市民の健康

管理です。ここからセルフメディ

ケーションの展開へと拡大したい

と考えています。定期健診の機会

がない家庭の主婦や若い世代 ・乳

幼児を抱えるお母さんの日常の健

康は誰が守るのでしょうか。特に

お母さんの健康は、子どもたちの

養育を左右します。お母さんの健

康チェックは本人だけでなく、次

世代の 「家族の安心」を提供する

「未病医療Jな のです。

マイクロTDMの プロジェクト

では、われわれは、20台以上の機

械を導入し、2,000万～2,500万円

の設備投資をしています。私に委

託すると、機械と試薬、学生まで

連れて来てくれると思われている

ようですが、とんでもない依存体

質です。各薬剤師が、自分たちで

やる事業と自覚して欲しいです。

兵庫県尼崎市が昨年、大手コン

ビニエンスス トアのローソンと協

働で一般市民相手に健診を実施し

ました。店舗前の駐車場で受ける

「コンビニ前健診」で受診者の約 8

割が同市の健診を初めて受けた生

活者でした。同市によると約 7割

に何 らかの異常所見が見られ、中

にはlllL圧200mm/Hgを 超える重

症者も見つかったそうです。今後、

コンビニは簡易検杢に本格的に力

を入れてくるでしょう。他方では、

明治薬科大は、地域住民が測定機

器を使って定期的に健康管理を行

えるスペースや学生による情報発

信のコーナーを設けた付属薬局を

作っています。こうした試みによ

って 6年 制の薬剤師が輩出され、

薬剤師全体の意識が変化するまで

待っていて調剤薬局は持ちこたえ

られるでしょうか。

生化学校査の結果をもとに、適

切なスイッチ OTC業 を選択する

ための助言や副作用のモニタリン

グ、検査結果の判断に関する助言、

適切な受診勧奨を行 うメディカ

ル ・アドバイザーの育成が急がれ

ます。そして薬剤師が主体的に関

わり、軽症のうちに受診勧奨し、

重篤化を防ぐことができれば、保

険薬局が地域の健康管理の拠点と

な り医療費の抑制につなが りま

す。

マイクロTDMに よって地域住

民の健康を客観的に把握すること

で、薬剤師はメディカル ・アドバ

イザーからライフ ・プランナーヘ

とステージアップできるのではな

いでしょうか。そうした薬剤師は、

案剤師自らが育てていかなければ

ならないことを自覚すべきです。
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