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宮城県薬剤師会「たばこ対策」１８年のあゆみ

◆2000年4月 「21世紀における国民健康づくり運動（健康日本21）」スタート
９分野の4番目に「たばこ」を掲げた

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
◆2001年7月 宮城県薬 「健康日本21プロジェクト会議」立ち上げ

9月 「たばこ対策専門部会」設置
禁煙支援・指導薬剤師認定制度創設

12月 認定研修用テキスト原版が完成（製本版は０２年4月完成）
2002年1月 第1回認定研修会実施

3月 初代認定薬剤師39名誕生

◆2001年9月 OTC薬ニコレットの発売

◆2002年3月 みやぎ２１健康プラン策定・発表 重点項目５として「たばこ」

◆2002年8月 健康増進法公布 施設管理者の受動喫煙防止努力義務

◆2005年2月 たばこ規制枠組条約（FCTC)発効
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①禁煙支援・指導薬剤師養成研修会

②禁煙ウォーキング

③イベントでの禁煙啓発活動



「①禁煙支援・指導薬剤師養成研修会」

毎年、薬剤師を対象に「宮城県薬剤師会認定禁煙支
援・指導薬剤師」として開催
研修会は「新規認定」 「更新認定」を同会場で行っ
ている
新規認定者には「独自のテキストを用いての講義」・
「薬物相互作用に関する講義」・「様々なケースを想
定してのロールプレイ」を実施している

「PM2.5について」・「受動喫煙について」・「加
熱式たばこについて」は、時世のニーズ・受講者に
対しタイムリーな話題を提供してきた。



開催年度 新規認定者 認定者数
平成23年度 61 588

平成24年度 33 460
平成25年度 42 421
平成26年度 17 450
平成27年度 23 396
平成28年度 53 389
平成29年度 62 のべ906

平成30年度 32 のべ938

令和元年度 39 のべ977

「①禁煙支援・指導薬剤師養成研修会」

禁煙支援薬局数
７０

加熱式たばこ



「①禁煙支援・指導薬剤師養成研修会」



「①禁煙支援・指導薬剤師養成研修会」



こんな経験ありませんか？



禁煙フローチャート 🚭🚭

（２ページ） （３ページ）



３．禁煙方法の選択
３－２ 基本情報の確認

🚭🚭

（マニュアルⅡ）

（8ページ）



４．薬剤師による禁煙指導
４－１ 禁煙プログラムを始める前に（40ページ）

• 禁煙希望者がニコチン置換療法が禁忌でないことを
確認する《ツールⅡ》

• 添付文書の｢相談すること｣をチェックする

• 服用薬の確認《ツールⅢ》

※タバコ煙中に含まれる多環芳香族炭化水素は、ＣＹＰ１Ａ１，
ＣＹＰ１Ａ２を誘導する。特にＣＹＰ１Ａ２で代謝される薬剤は
作用が減弱している場合があるため、禁煙により薬剤の
血中濃度が上昇し、作用が増強する可能性がある。

※タバコ煙成分と相互作用のある薬剤を服用している場合は、
必ず医師に禁煙することを告げるように話す。

※必要に応じて薬剤師から医師に情報提供を行う《ツールⅤ》

🚭🚭



①禁煙支援・指導薬剤師養成研修会

②禁煙ウォーキング

③イベントでの禁煙啓発活動

明るく元気に
禁煙支援！



「②禁煙ウォーキング」

毎年5月の世界禁煙デーに合わせ、禁煙の啓発と
仙台の商店街の喫煙状況を把握することを目的
仙台駅前ペデストリアンデッキ～世界禁煙
フォーラム開催会場まで

・吸い殻拾い ・市内喫煙場所査
・禁煙ティッシュの配布
・市民への呼びかけ



「②禁煙ウォーキング」

開催年度 参加人数 ＧＯＡＬ 活動内容 薬剤師会に
対して

平成26年度 19 三越
・吸い殻拾い
・市内喫煙
場所調査

平成27年度 ー 三越

平成28年度 未実施 ー 受動喫煙防止
推進

平成29年度 39 藤崎
・受動喫煙
防止呼びかけ

受動喫煙防止宣言
ステッカー設置

平成30年度 37 藤崎 新規パネル作成

令和元年度 41 藤崎



「②禁煙ウォーキング」

平成26年5月31日



「②禁煙ウォーキング」

平成26年5月31日 令和元年5月26日

行動変容



「②禁煙ウォーキング」

令和元年5月26日



①禁煙支援・指導薬剤師養成研修会

②禁煙ウォーキング

③イベントでの禁煙啓発活動



「③イベントでの禁煙啓発活動」

仙台市内開催のイベントには毎年委員を中心
にブースを設け、参加・支援している
各地区のイベントでは、認定薬剤師が活動す
るようになり、スモーカライザーやパネルの
貸し出しに留まっていた

パネル情報の更新を求められる



「③イベントでの禁煙啓発活動」
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「③イベントでの禁煙啓発活動」

仙台市内開催のイベントには毎年委員を中心
にブースを設け、参加・支援している
各地区のイベントでは、認定薬剤師が活動す
るようになり、スモーカライザーやパネルの
貸し出しに留まっていた

パネル情報の更新を求められる

石巻地区より人的協力を
求められる



「③イベントでの禁煙啓発活動」

１）薬と健康の週間に合わせ、開催されている
「薬と健康のつどい」

２）「薬物乱用防止・防煙キャンペーン」
in SENDAI 主催：仙台市薬剤師会・仙台市学校薬剤師会

主催：宮城県 ・ 宮城県薬剤師会



「③イベントでの禁煙啓発活動」

平成30年11月18日



「③イベントでの禁煙啓発活動」



「③イベントでの禁煙啓発活動」

令和元年10月6日



「③イベントでの禁煙啓発活動」

令和元年10月6日

連携と
情報共有



・禁煙指導は健康に関わる薬剤師職能として
当たりまえ

・受動喫煙防止の大切さ
・・タバコ煙の曝露からまもる

（とくに、こども、妊婦、若年者）
・社会に対する働きかけ
（健康イベントでの啓発、禁煙ウォーキング、

調査･提言）
・連携を深めていく

＝禁煙支援の仲間(裾野を広げていく！)

まとめ



禁煙支援の裾野広がりを
祈念いたします！

ご清聴ありがとうございまし
た
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