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認定祝賀懇親会開催報告

認定 NPO 法人の取得と今後への展望
認定 NPO 法人セルフメディケーション推進協議会（SMAC）

開催日：平成24年 6 月15日
（金）午後 6 時
会 場：東京會舘「ゴールドルーム」

SMAC 会長

池田義雄

SMAC は 設 立 以 来、 日 本 薬 剤 師 会、 日 本
OTC 医薬品協会、日本チェーンドラッグスト
ア協会、日本生活習慣病予防協会など本協議会
の趣旨にご賛同頂いている団体、企業並びに個
人の皆様のご支援とご協力のもと幅広い活動を
展開して参っております。このたびその成果を
踏まえたかたちで、認定 NPO 法人の取得に至
りました。誠にご同慶の至りです。
さてセルフメディケーションは薬局、ドラッ
グストアなどで購入した OTC 医薬品（大衆薬）
等を用いて自分で手当てをする自己管理治療と

少、三多※｣ の実践をはかります。

いう狭義の次元に加えて、肥満、糖尿病、高血

このような理解のもとで、セルフメディケー

圧、脂質異常といった初期は無症状ながら将来

ションは単に薬を購入して自分で手当てをする

的には重大な疾病として死に直結していく可能

という域をはるかに超えたものとして展開され

性が予測されるような危険因子に対するセルフ

るべきものと考えます。すなわち SMAC とし

チェックやセルフケアを行う自己健康管理とい

ては今後ともセルフメディケーションの発展、

う広義の意味合いの実践が求められます。

育成に必要な情報の収集・提供、そしてこれを

例えば糖尿病であれば、セルフメディケー

取り巻く生活者、業界・団体、行政に対する建

ションに必要な手段として、先ず体重、体脂肪、 議、提言を積極的に行い、生活習慣病の予防、
尿糖，血糖などのセルフチェックが欠かせませ

そして高齢社会で増加の一途にある医療費の抑

ん。このようなチェックによって日頃の自分の

制とともに、限りある医療資源の有効活用に寄

状態を把握し、薬局を含めた医療機関との緊密

与するよう努めて参る所存です。各位には宜し

な連携のもとで質の高いセルフケア ｢一無、二

くご支援、ご協力のほどお願い申し上げます。

※一無、ニ少、三多とは、一無（禁煙）
、ニ少（少食、少酒）、三多（多動、多休、多接）の、健康スローガンです

お祝いと今後のさらなる発展を願って

かねてより認定 NPO の申請を行っていたセルフメ

とも、健康に関する啓発活動すなわちセルフチェック、

ディケーション推進協議会（SMAC）は、本年 5 月 1

セルフケアを含む、広義のセルフメディケーション推

日付で国税庁から認定され、平成29年 4 月30日まで、

進活動を活発に進めていくという SMAC の活動方針

認定 NPO として活動することができることとなった。

が述べられた。

これを祝って、認定 NPO 記念行事「認定祝賀懇親会」

次に、村田専務理事より、これまで10年間の SMAC

が平成24年 6 月15日午後 6 時より、東京會舘「ゴール

活動状況報告が行われた。一貫して、市民の立場で健

ドルーム」で開催された。

康を守る活動を行ってきたこと、広義のセルフメディ

祝賀会は、安田理事の司会により、池田会長の挨拶

ケーション目指して、生活習慣にも目を向け、食事、

で始まった。参加者へのお礼の挨拶の後、参加者への

運動に医療を加えた活動を進めてきてきたことなどが

配布物に含まれる、
“認定 NPO 法人の取得と今後の

報告され、みなと区民まつり、大学講座、市民講座、

展望”が記載された冊子と書籍を紹介しながら、今後

セルフメディケーション学会、さらには東日本大震災
来賓祝辞

主催者挨拶

民主党衆議院

SMAC 池田会長
司会進行

活動報告

SMAC 安田理事

SMAC 村田専務理事
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樋口 俊一先生

活動を支援すると述べられた。樋口、藤井両先生は厚
生労働委員会に所属されており、本祝賀会にふさわし
い祝辞がいただけた。
さらに民主党参議院議員のはたともこ先生から、お
祝いに続いて、新たに第二次「健康日本21」がヴァー
ジョンアップして始まり、セルフメディケーション活
動はさらに理解を得て拡大するだろうとの朗報が紹介
された。
三氏の祝辞の後、日本 OTC 医薬品協会理事長で
による被災者への救援支援活動など実施した活動内容

SMAC 副会長の鶴田氏の発声で乾杯が行われ、歓談

が紹介された。今後は市民のセルフメディケーション

の時間がスタートした。歓談はこれまで SMAC を支

に対する意識調査、セルフメディケーションへの提言

えてきた人たち、これから SMAC を支援しようとい

などを行い、健康寿命を延ばすための活動を推進して

う人たちの集団が、あちこちのテーブルを囲んででき、

いくなどの方向性も加えられた。

和気あいあいとした雰囲気で進行した。
途中で都議会議員中谷祐二先生、池田会長の旧友で

来賓祝辞は、多忙な中、参加いただいた国会議員の
方々から始まった。まず民主党衆議院議員樋口俊一先
生から、認定 NPO へのお祝いに続いて、日本の社会
保障制度の正常化にはセルフメディケーションが必要
であり、この課題には与野党協働で推進に向けて取り
組んでいくと、 SMAC 活動をサポートする言葉がい
ただけた。
次いで自民党参議院藤井基之先生からは、お祝いに
続いて、医療費の削減、さらには健康寿命の延長にセ
ルフメディケーション活動が必須であり、 SMAC の
来賓祝辞

自民党参議院

来賓祝辞

藤井 基之先生

民主党衆議院
来賓祝辞

民主党参議院

はた ともこ先生

来賓祝辞

池田 元久先生

都議会議員

中谷 祐二先生

乾杯

日本 OTC 医薬品協会理事長／
SMAC 鶴田副会長
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による被災者への救援支援活動
に 関 す る 報 告 が 行 わ れ た。
SMAC 健康支援隊を発足させ、
最初には迅速に医薬品を届ける
活動、次いで健康相談、さらに
は薬剤師、医師、運動指導士、
看護師などとの協働活動などを
通じて、被災地の地域医療に取
り組んできた活動の内容が、画
面を通じて参加者に紹介された。
祝賀会の終盤には、民主党衆
議院議員池田元久先生が急遽お
祝いに駆け付けていただき、増
税と社会保障の問題を取り上げ
あり、 SMAC の発展に貢献された工藤義房氏、さら

ながら、 SMAC 活動への協力を力強く語っていただ

には池田会長の広い交友関係示す特定非営利活動法人

いた。

日本ガーディアン・エンジェルスの増谷信一先生から

時間の都合もあり、中村特別顧問の音頭で、10年間

のお祝いの言葉が続いた。工藤氏から述べられた、初

の地道な活動の評価とますますの発展を祈願して一本

代会長の山崎幹夫氏、現会長の池田義雄氏に関するエ

締めで祝賀会の中締めを行い、その後もいくつかの集

ピソードからは、両氏の人柄と SMAC に賭ける情熱

団ではさらに懇談が続いた。
午後 8 時に予定通り祝賀会は終了した。

を改めて感じることができた。

参加者120名 （SMAC 関係者

途中で、司会者より、国会議員、製薬会社の祝電が
他

紹介された。

62名）

祝賀会の後半に入り、大島理事から、東日本大震災
来賓祝辞

SMAC 前副会長

東日本大震災被害者支援活動報告

SMAC 大嶋理事

工藤 義房氏
来賓祝辞

閉会挨拶

認定 NPO 法人日本ガーディアン・エン
ジェルス 増谷 信一先生

SMAC 中村特別顧問
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58名、来賓・その

「SMAC 健康支援隊」による大震災被災者への救援活動
特定非営利活動法人セルフメディケーション推進協

ティア参加を呼びかけました。応募者には「SMAC

議会
（24年 5 月より認定、ここでは以下 SMAC と略す）

健康支援隊」の目的、セルフメディケーションの意義

は従来、セルフメディケーションを国民、生活者に定

を説明し、カウンセリング、健康体操などの実践訓練

着させるため支援する環境を整備するよう諸活動を

を行い、参加に同意を得た方を登録しました。 5 月連

行ってきました。しかし、資金面の制約もあり、実働

休期間より福島県郡山市ビッグパレットふくしまを皮

組織が機能できないまま、学術活動やネットによる広

切りに各地の避難所へ、各種医療関連職、健康運動指

報活動を主として行ってきました。近年、健康への関

導士等で構成するチームを派遣、訪問活動を実施しま

心が高まるにつれ市民団体や自治体から市民への直接

した。被災者の避難先は時間経過とともに分散、拡大

呼びかけ、
講習などの依頼が増えるようになりました。

し、支援活動は避難者の移動、状況に応じて内容を変

しかし、
昨年 3 月11日発生した東日本大震災を契機に、

えていきました。 8 月には東京における避難施設、江

SMAC は被災者の救援に直接関わる行動する団体に

東区東雲の公務員宿舎において定期的支援を開始、宮

変容しました。以下東日本大震災救援対策委員会によ

城県気仙沼市、石巻市の仮設住宅など現地における活

る「健康支援隊」の活動を紹介いたします。

動も加わりました。自分の健康について関心を持ち、

地震発生の 3 月11日は金曜日の週末でした。 2 日間

運動と食事によって病気を防ぐことができますよと丁

の休日を挟んで情報を解析し、発生時点において、今

寧に説明すると皆さんがうなづいて頂けます。そして

回の地震・津波さらに派生し

「らくらく簡単健康運動」の

て生じた原発事故による災害

パンフレットにそって身体を

が大規模なこと、損害が莫大

動かす実技に入るといつのま

になると判断し直ちに救援活

にかみなさんが和やかな笑顔

動参加を決断しました。直ち

になっていきます。狭い仮設

に緊急医薬品の搬送を諸官

住宅という今までの田園生活

庁、関係団体と連携して開始

とは全く違った異常環境はエ

しました。現地対策本部、文

コノミー症候群、うつ状態の

部科学省、厚生労働省、警察

ような心身へのストレスが限

庁、各県、日本ジェネリック医薬品学会、医薬品相互

界に達しているのです。

作用研究会、ジェネリック製薬協会など各位にあらた

3 月に現地 NPO、DoTank みやぎからの要請によっ

めて感謝申し上げます。埼玉県立大学キャンパスに臨

て行いました石巻市追波川仮設住宅では訪問相談の希

時の医薬品集結所を開設し、提供医薬品を各製薬企業

望があり、実施によって被災者の方々の深刻な実態を

配送センターから搬入、宮城、福島の現地集積所への

把握しました。現地自治体が当面の復旧対策に追われ

搬送を会員、役員、ボランティアによって行いました。

る中、被災者の心身の健康管理が憂慮されます。原発

本活動は地震発生後 2 週間、供給が回復された時点で

事故による帰郷困難な地域に指定されている福島県の

収束し、以後は SMAC 本来の健康支援を目標とした

被災者においても厳しい状況が続いています。埼玉県

被災者の避難所における活動に移行しました。

加須市に町役場を臨時移転した双葉町では被災者の多

4 月を準備期間として SMAC 東日本大震災救済対

数の方が福島県内に分散されていて、健康管理に懸念

策委員会（委員長村田専務理事）が正式に発足し、救

があるとのことでご相談を受けています。現地の状況

援対策本部を明治薬科大学の厚意により千代田区紀尾

を把握した上で、「SMAC 健康支援隊」の派遣が有効

井町剛堂会館に開設しました。「SMAC 健康支援隊」

か慎重に検討しています。

を組織し、薬剤師、看護師、健康運動指導士など被災
者の健康維持管理に必要な専門技術者を対象にボラン

SMAC 健康支援隊の報告は SMAC のホームページ、
セルフメディケーション・プロに掲載しています。
2012年8月
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「三菱商事助成金」による SMAC 健康支援隊活動
昨年発生した東日本大震災に対する SMAC の救援

共益費としての電気代など意外に高額でした。とりあ

活動は災害発生 1 週以内に活動を開始しましたが、裏

えず前年の啓発活動資金予定の残額250万円を充てる

付けとなる資金については心もとない状態でした。当

として活動を始めました。そこに 7 月15日朗報が飛び

初の活動事務経費はともかく全て会員、役員、主旨に

込みました。応募していました三菱商事様の「東日本

賛成参加されたボランティアの方も無報酬でした。借

大震災復興支援助成金」
の248万円が OK となりました。

りた車両も無償提供、パソコン等事務機器、県立大学

この寄付によって「健康支援隊」活動を延長するこ

の教室も無償、東北道も無料、必要経費の主たるもの

とができ、今年につなぐことができました。事務所も

はガソリン代と食事、宿泊費ぐらいです。健康管理を

当初の10月までを12月中まで延長しました。しかし、

主軸とした活動のため紀尾井町に本部を設置したのも

参加者、ボランティアの方への経費支払まではできて

明治薬科大学の賃貸料なしのご厚意でした。しかし、

いません。同様の寄付をよろしくお願い致します。

今後の SMAC の活動予定
■第31回みなと区民まつり
日時：平成24年10月 6 日（土）
～10月 7 日（日）
場所：港区芝公園一帯（東京）

第30回みなと区民まつり「健康相談」

■東京都消費者月間交流フェスタ
日時：平成24年10月12日（金）
～10月13日（土）
場所：新宿駅西口イベントコー
ナー（東京）

■第10回日本セルフメディケーション学会
日時：平成24年10月13日（土）
～10月14日（日）
場所：慶應義塾大学薬学部 共立キャ
ンパス（東京）
メインテーマ：ひとりひとりに合った
セルフメディケーション支援
「見て、視て、聴いて、コミュ
ニケーション

編集後記
セルフメディケーション推進協議会（SMAC）は、

は、これまでの SMAC の活動を振り返る良い機会に

10年の活動を経て、その実績が認められ、本年 5 月 1

もなりました。市民活動、学会さらには東日本大震災

日より認定 NPO として活動することができることと

被災者への救援支援活動など、市民に密着した活動は

なりました。 6 月にはその祝賀懇親会が開催され、多

着実に広がってきていることも確信できました。ただ、

数の来賓の方々に参加いただきました（概要は記事参

期待の大きさに比べ SMAC の活動はまだまだ満足す

照）
。与野党を問わず、 4 名の国会議員、さらには多

べきものではないのではとも感じたのは私だけでしょ

くの関係者から活動を評価する祝辞をいただき、セル

うか。セルフメディケーション活動の必要性は確実に

フメディケーション活動の意義と今後の発展の必要性

拡大します。会報が、認定 NPO としてさらに充実し

を確信することができました。加えて力強いサポート

た活動をプロモートする一助となることを願います。

のメッセージもいただきました。一方ではこの祝賀会

（編集長：加藤哲太）
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