
シリーズUse DOTS More WidelyUse DOTS More Widely

＜図3＞

＜表１＞薬局DOTS頻度別実施実数
平成19年5月～21年9月末までの実績

人数
1
5
48
59
9

122

（内訪問DOTS　８名）

月１回
計

頻度
週５～６回
週２～３回
週１回

２～３週に１回

＜表２＞薬局DOTSを利用しての感想
（ アンケート：H19年5月～H21年３月実施。実施数53・回収数28・回収率48.2％）

回収数28の内訳

＊良かった点・良くなかった点　　（　）は複数回答数

大変良かった　　　 （15）

方法 良かった点

まあまあ良かった （12）

薬局に通うことで最後まで服薬できた （19）

あまり良くなかった （１）

自宅に近い薬局で通いやすかった （17）

良くなかった  （０）

来局 薬のことや体調のことなどの相談ができた （13）
曜日や時間の変更が気軽にできた （6）
話し相手や相談相手がいて心強かった （6）
薬局に通うことで生活にリズムができた  (4）
自宅まで来てもらえたのでよかった (3)

訪問 安心して服薬できた (1)
飲み忘れが無くなってよかった  (1)

方法    良くなかった点　
薬局に通うことが億劫だった。 （3）
薬局まで行くことが時間的に負担だった (2）

来局 天候の悪い日に通うのが嫌だった (2）
薬局で確認されるのが嫌だった (1）

1.中野区の結核概要

　中野区は東京23区の西部に位置する人口約30万人の

特別区で，新規患者登録数は都内でも上位を占めてい

たが，ここ2年間は順調に低下し年間100人を下回って

きている（図１）。年齢別罹患率では，20代から30代

の若年者の新規登録が多く若者の居住者が多い区の地

域性を反映している。

2.服薬支援（DOTS）事業のスタート

　中野区保健所では平成17年より，区内の患者の入院

が一番多い病院とのDOTSカンファレンスを開始し，

連携しながら服薬支援を進めてきた。必要な患者には

保健所職員によるDOTSや，一部の薬局にボランティ

アで個別にDOTSをお願いしていた。しかしマンパ

ワーの不足もあり十分な体制にはなっていなかった。

そのため平成19年の5月から中野区薬剤師会に委託し

新規に薬局DOTS事業を立ち上げることとした。

　この機会に服薬支援を全面的に見直し，薬局

DOTS，保健所DOTS，FAXでの確認や月1回程度の

定期的なお手紙（通称DOTSレター）などを組み合わ

せて，全ての患者に何らかの支援が行える体制を整備

した。方法として直接服薬確認のみにこだわらず空袋

の確認のみの緩やかな連絡確認DOTSでもよいとし，

弾力的な実施をめざすことにした。

　その背景としては，入院中に動機付けがされている

塗抹陽性の患者に比べ，外来のみや潜在性結核患者の

東京都中野区保健所　保健予防担当

山川博之  ○辻内衣子　渡部葉子
村上　薫　金井俊雄

中野区における薬局DOTS事業の取り組みについて
―すべての結核患者に対する服薬支援をめざして―

服薬への理解が不十分で，結果として中断にいたる

ケースがあった。また，アセスメントAランクの患者

が治療終了まで入院や施設で過ごすことが多くなった

事があげられる。

3.薬局DOTSの経過と実績

　薬局DOTS事業の開始にあたり，事業に対する理解

を深めるための講演会を開催した。また，薬剤師会の

全面的な協力のもと，DOTS参加薬局の曜日ごとの開

局時間や患者宅への訪問の可否など詳細な情報からな

る協力薬局リストを作成した。さらに，薬局の場所を

地図上に明記した「区内薬局DOTS地図」を作成し，

患者が選択しやすい工夫も行った。

　アセスメントランク別の支援方法は図２に示した。

また，薬局DOTSの実施実数は表１のとおりで，登録

患者全体の半数近い患者に対し，多くの薬局の協力を

得て様々な頻度で実施してきている。

　通院医療のみの患者の事業の流れは図3のとおりで

ある。

　薬局DOTSを利用した患者に治療終了後に行ったア

ンケートでは表２のような結果が得られた。

初回面接 ＜患者，保健師＞
 事業の紹介　動機付け　方法検討
 患者の同意確認
 薬局の決定（区内薬局DOTS地図）
 受け入れ確認

計画作成 ＜所内検討会＞
 アセスメント，主治医との連絡

カンファレンス ＜患者，薬剤師，保健師＞
 薬局（訪問の場合は自宅）にて具体的な方

法確認　計画の確認，主治医に文書連絡

実施，報告 毎月薬剤師会を通して報告書の提出
 （服薬確認の実績と合わせて相談内容の記載

あり）

4.まとめと展望

　事業を実施してみての効果として

①　薬剤師会の協力により数多くの薬局が受け入れ可

能になり，保健所としても対象を絞らなかったこと

により，多くの患者の確実な服薬支援ができた。

（「飲めているはず」ではなく「確実に飲めた」）

＜中野区薬剤師会より＞　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　平成１９年５月より中野区薬剤師会における薬

局ＤＯＴＳ事業がスタートし，２年以上が経過し

ました。スタートした時点で６０軒近い会員薬局

にＤＯＴＳ患者受け入れ可能として手を挙げて頂

き，うち平成２１年７月末時点で３５軒に実際に

受け入れて頂きました。ＤＯＴＳ実施患者数は９

月末時点で122人となり，その殆どは無事完治さ

れた，もしくは順調に治療中です。死亡又は転勤

等やむをえない理由で中断となった患者は１割前

後です。

　地域の公衆衛生に尽力したいという思いと不安

の入り混じる中での船出でしたが，数多くの薬局

のサポートにも助けられ，事業を安定させること

ができました。 平成２０年１０月に開催された

日本薬剤師会学術大会にてこの事業内容を発表し

ました。発表内容を見に来てくださったＤＯＴＳ

関係者の話を聞くと，地方ではこの事業に自治体

の予算が下りず有志のボランティアのような所が

殆どだと感じました。それゆえ中野区のこの事業

形態，並びに数多くの患者を完治させてきた実績

が目に止まったらしく，一つのモデルケースとし

て地元に持ち帰りたいと言ってくれた方もいまし

た。その方々の地域からまたその近郊へと，より

多くの地域にＤＯＴＳ事業が普及し，結核撲滅へ

向かっていくことを願っています。そのためにも

我々は今後も保健所始め関係者の方々と力を合わ

せ，事業の継続・強化に努めていきたいと思って

います。

社団法人中野区薬剤師会　理事　花井祐一

②　服薬の中断を早期に察知でき，薬局，保健所，病

院が連携した対応がスムーズにできた。

③　単なる服薬支援に留まらず，患者にとっての相談

者，地域での身近な支援者としての薬局の重要性

が確認できた。訪問DOTSでは見守りの役割を果

たした事例もあった。

④　薬局と保健所の患者を取り巻く連携が強化され，

薬剤師会として，学会報告を行うなど，地域の結

核対策を担う，組織としての認識が深まった。

　一方，薬局DOTSを実施しても少数ながら治療中断

者は出ている。毎年行っている薬剤師会との連絡会の

場を活用し，個々の事例を振り返り，より効果的な事

業を展開するための取り組みを進めたい。
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