
地域薬剤師会が発信する地域密着型薬局のあり方
　地域包括ケアシステム構築において、保険薬局には地域住民の身近な健康相談窓口としての役割が期待されており、2016年
4月には「健康サポート薬局」が施行された。これに先行する形で、仙台市薬剤師会では、地域に密着した健康情報拠点を「ハー
トヘルス プラザ」と名付け、活動を展開。認知症をモデルケースに早期発見や服薬継続支援のノウハウを確立すると、2016年
度からは「うつ」への取り組みを開始、禁煙や感染症予防にも対応を拡大する計画である。行政や関係機関との連携のもと、地
域住民の健康サポートに取り組む同会の活動と今後の展開について取材した。
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認知症対応で早期発見と
服薬継続支援のノウハウを確立
　仙台市薬剤師会では、以前より、薬
局が地域に密着した健康情報拠点であ
るべきと考えてきた。会長の北村先生
は、「医薬分業が成熟期に達し、多くの
薬局が保険調剤中心に展開している現
状を見て、“薬局や薬局薬剤師は本当
に地域で役立っているのだろうか”とい
う疑問を持ちました。もっと市民が気軽
に立ち寄れる場所、市民と行政、医療・
福祉機関との橋渡しをする場所にしよ
うとしましたが、なかなか継続的な具体
策がありませんでした」と振り返る。
　ターニングポイントとなったのは、
2011年の東日本大震災後、指定避難
所や仮設住宅で実施したお薬相談会や
衛生指導などが市民に評価されたこと
だ。薬局・薬剤師が自ら変わることで環
境が変わることを実感し、同会が目指
す地域密着型薬局を「ハートヘルス プ
ラザ」（こころと健康の広場）と名付け、
ここを拠点に様々な活動を展開するこ
とにした。

　最初に取り組んだのが認知症であ
り、2013年6月より活動準備を開始し
た。当時、仙台市では国のモデル事業と
して認知症初期集中支援事業を実施し
ており、支援チームに薬局薬剤師の参
加を要請されたことで、関係機関との連
携も推進された。また、特筆すべきは、
同会の働きかけにより、厚生労働省作
成の連携イメージ図にも「薬局・薬剤
師」が追記されたことだ。
　同年10月には若手薬剤師を中心とし
たワーキンググループを結成し、マニュ
アルやツールを作成。副会長の高橋先
生は、「早期発見と服薬継続支援を認
知症対応薬局の役割と位置付け、早期
発見マニュアルとして認知症の気づき場
面集を、また、服薬継続率向上のため、
初期指導および3ヵ月毎に服薬状況を
確認して記録するフォローリストを作成
しました」と説明する。また、常務理事
で学術研修担当の鎌田先生は、「月1～
2回の頻度で集中的に研修会を開催
し、認知症の知識や対応スキルを身に
つけました」と話す。

　入念な準備を重ねたうえで、認知症
対応薬局を募り、2014年4月より30
店舗で活動をスタートした。運用開始後
も月1回の症例検討のほか、実践の中
で浮かび上がった問題の改善方法を話
し合った。「情報コーナー」の設置もそ
の中から生まれた改善策の一つだ。認
知症の疑いがある人への声掛けが難し
いという声を受けて、認知症に関する
情報を1カ所に集約して、関心を示した
人に声をかけることで、スムーズな支援
が可能になった。また、市内50カ所の
地域包括支援センターとの関係構築の
ため、エリアごとの対応薬局を決め、顔
の見える関係を築いた。
　2017年10月現在、ハートヘルスプ
ラザ（認知症対応薬局）は、会員薬局
520店の約5割を占める250店にまで
増加し、各地区の薬局が主体的に活動
を展開できるまでノウハウが蓄積され、
内容も充実してきた。薬剤師介入による
成果は、行政や他職種からも評価され
ている。

「うつ」への取り組み
不眠を入口に適切な支援に
つなげる
　同会では、認知症を足掛かりとして、
長期的視野に立った事業展開を構想し
ている。仙台市が策定した「いきいき市
民健康プラン」の重点分野である、①生
活習慣病予防、②心の健康づくり、③食
生活と歯・口、④たばこ、⑤感染症予防
に、順次取り組んでいく計画だ。すでに
2016年度からは、②心の健康づくりと
して「うつ」への取り組みを開始してお
り、ワーキンググループが中心となって
活動準備を進めている。
　具体的には、「うつ」の兆候をキャッチ
する手段として「不眠」に着目し、店頭で
の気づきの場面を想定したフローチャー
ト（資料1）、実際の声掛けの方法、得ら
れた情報への次の対応をまとめた気づ
きの場面集（資料2）を作成中である。
気づきの場面は3つを想定。1つは
OTC薬の購入であり、不眠改善薬を継
続購入しているケース。2つ目は健康相
談や情報コーナー見学者で、いずれも
不眠が2週間以上継続しているが医療
機関を受診していない場合は、かかりつ
け医や他の医療機関、行政や民間の対
応窓口、対応可能薬局につなぐ。3つ目
は、処方薬に不眠改善薬・向精神薬な
どがあるケースで、2週間以上の不眠
継続や処方薬が不適切な場合は、処方
医への情報提供および連携による支援
を継続し、患者さんにも医師への相談
を勧める。
　うつ対応薬局の役割として、つなぎ

機能（紹介や連絡をとる）を重視し、65
歳以上の人は地域包括支援センターに
つなぐほか、精神保健福祉総合センター
「はあとぽーと仙台」、医療機関、民間の
対応窓口との連携を図る。「受診勧奨に
おいては医師会の理解と協力が必要で
あり、対応医師のリスト提供についても
既に了解を得ている」と北村先生。この
他、田辺三菱製薬と「うつ病の方とその
家族を地域で支え合うまちづくり連携
協定」を締結し、マニュアル作成や市民
への情報提供、連携推進などを相互に
協力して行う。
　一方、運用開始に先行して薬剤師の
研修も進んでいる。「うつ病に関する講演
会やスキルアップのためのワークショップ
などを年5～6回、集中的に実施してい
るほか、ゲートキーパー養成講座を3回
開催し、薬剤師約150名が受講しまし
た。対応マニュアル完成後にはロールプ
レイを取り入れた研修会を実施する予
定です」と鎌田先生は話す。2018年秋
には一般市民対象のゲートキーパー養
成講座開催も検討中だという。
　今後、「ハートヘルス プラザ」250店
を対象に「うつ対応薬局」の募集を開始
し、2018年度から本格運用を開始す
る。さらに数年後は周産期うつにも取り
組みを広げていく計画である。　

地域に密着した健康情報の拠点へ
「ハートヘルスプラザ」の今後の展開と
して、「禁煙」については生活習慣病患
者を対象とした禁煙指導を、「感染症予

防」では市民への環境衛生の啓発に力
を入れる。いずれも2018年度には実践
活動に着手する予定である。また、「生
活習慣病予防」においては、従来より市
民健診の受診促進を行ってきたが、
2017年度の電子申請開始に伴い、高
齢者の受診申込を店頭でサポートする
役割も託された。「こうした活動により、
処方箋がなくても市民が薬局を訪れる
機会が増え、地域に根差した相談機関
として認知されることが期待されます。
コンビニエンスストアが様々な代行サー
ビスを担っていますが、健康に関する窓
口は薬局であるという認識を地域社会
に浸透させていきます」と高橋先生は抱
負を語る。
　これまでの活動を通じて、地域の関
係機関や他職種との信頼関係が構築さ
れるとともに、大小含めて年間50回に
およぶ学術研修会などにより会員のス
キルアップ支援も充実させてきた。ま
た、2016年に施行された「健康サポー
ト薬局」に求められる機能には、仙台市
薬剤師会が提唱し、実践してきた「ハー
トヘルス プラザ」の役割の多くが含ま
れている。北村先生は、「制度で定めら
れた機能や要件への対応も大切です
が、薬局の本来あるべき姿を追求する
姿勢はこれからも変わりません。地域に
寄り添い、地域と共に生きる薬局・薬
剤師を目指し、活動を進めていきます」
と結んだ。　

～「ハートヘルス プラザ」による健康サポート推進～
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薬局における実際の取り組みフローチャート（うつ病）（案）資料1 薬局における「うつ」の気づきの場面集（案）資料2
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～不眠で悩む地域住民～

引用：厚生労働省 ゲートキーパー養成研修用テキスト第2版 薬剤師編
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疑う時
気付く

「どのように
声掛け」を
するか
傾聴

処方せん調剤
＊いつもと雰囲気が違う

励まし（頑張って）は禁物。判断や否定せずに話を聴き、
ねぎらいの言葉（大変でしたね、つらいですね）をかける。

＊疲れているみたいだけど、何かありましたか？
＊お薬や病気など、何かお困りのことや心配なこと
　ありましたか？

＊どうされましたか？ 何かお困りのこととかございましたか？

＊『ここまるリーフ』、患者向け
　リーフレットを渡す

＊他にもお薬がありますので、お医者さん
　にもご相談してみませんか？

(寝つきはどうですか？）
（朝早くおきてお困りではないですか？）

＊かかりつけの先生は
　いらっしゃいますか？

＊ぐっすり眠れるようになりましたか？

＊つなぐ（紹介や連絡をとる）
・かかりつけ医、はあとぽーと仙台、他の医療機関、行政や民間の対応窓口
 （『ここまるリーフ』参照）
＊見守る
・心配なことがありましたら、いつでも連絡してくださいね。
・お酒は眠りの質を悪くするので、できるだけ控えましょうね。

↓NO

↓YES

得られた
情報で
次の対応
つなぐ
見守る

↓（サインに気づく）

↓（YESまたは、話したそうだが、話すことに躊躇している）

＊ぐっすり眠れていますか？

＊ご飯はおいしく食べられていますか？

＊『ここまるリーフ』、患者向けリーフレットを渡す

↓（話すことを促し、話してくれたら）

↓NO（寝つきはどうですか？ 朝早くおきてお困りではないですか？）

↓NO

↓

↓（サインに気づく） ↓（サインに気づく）

↓

↓

・表情が暗い、元気がない
・雰囲気がどんより　等

＊リーフレットを手にとる
＊コーナーで立ち尽くす

＊不眠改善薬の継続購入
（2週間以上）

コーナー見学者・健康相談 OTC薬の購入

来局者（不眠で悩む地域住民 ： 処方せん調剤、コーナー見学者、健康相談、OTC購入 etc）

◇いつもと雰囲気が違う
気づく

＊65歳以上の人は、地域包括支援センターで対応する
＊『ここまるリーフ』は参考資料参照

≪不眠の種類≫
＊中途覚醒 ： 夜中に目が覚める状態、眠りが浅くて熟睡感がない状態
＊早朝覚醒 ： 朝早く目が覚めて、そのまま眠れない状態
＊入眠障害 ： 床に就いてもなかなか寝つけない状態
　　　　　田辺三菱製薬提供 監修 井上雄一先生 睡眠のおはなし

◇不眠が2週間以上継続
声掛け ・ 傾聴

◇かかりつけ医と連携
　※薬剤師が連絡をとる

つなぐ

◇行政や民間の対応窓口と連携
　薬剤師が『ここまるリーフ』を渡す、
　または、薬剤師が連絡をとる

つなぐ

◇つないだ後もフォローする
　「心配なことがありましたら、いつでも
　ご連絡ください」とお声かけする

見守る

医師に相談

医師に相談

YES

NO

声掛けして、患者さんが話してくれるまで、待つ
（患者さんが話したがらないときは、無理しない）

≪不眠の種類≫
＊中途覚醒 ： 夜中に目が覚める状態、眠りが浅くて熟睡感がない状態
＊早朝覚醒 ： 朝早く目が覚めて、そのまま眠れない状態
＊入眠障害 ： 床に就いてもなかなか寝つけない状態
　　　　　田辺三菱製薬提供 監修 井上雄一先生 睡眠のおはなし




