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認定 NPO の取得を踏まえて

平成25年度に向けた
SMAC の新たな事業展開について


SMAC 会長

池田

義雄

NPO 法人としてのセルフメディケーション推進協

ンネット」と医

議会は「国民に対して、わが国におけるセルフメディ

療関係者向けの

ケーションの推進と定着に関する事業を行い、生活者

「セ ル フ メ デ ィ

を主体とする病気の予防・治療、健康の維持・増進を

ケーションプ

はかり、保健、医療そして福祉の増進に寄与する。」

ロ」という 2 本

ことを目的に、その活動を展開してきました。ここに

立てのネットに

10年に及ぶ諸事業の成果を踏まえる形で昨年 5 月、Ｓ

よる情報提供と

ＭＡＣは国税庁長官認定による NPO（認定 NPO 法

情報開示を積極

人セルフメディケーション推進協議会）へと進化しま

的に行ってきましたので、今後は寄付の使途の公開も

した。誠にご同慶の至りです。

含めて一層の情報開示に努めて参る所存です。

さてセルフメディケーションは図に示しますよう

最後に平成25年度もこれまで続けきました「日本セ

に、軽度な疾病・異常に関しては薬局、薬店の薬剤師

ルフメディケーション学会」の開催、東日本大震災に

に相談し OTC 医薬品（自己治療薬・大衆薬）等を用

向けた村田専務理事を委員長とするＳＭＡＣ「健康支

いて自分で手当てをする自己管理治療が適正に行われ

援隊」による活動、安田、嶋野両理事による「みなと

ることが求められます。現在この種の行動に出る人の

区民まつり」への参加等にも注力するとともに、佐藤

数は 2 ％前後と報告されていますが、このコンセプト

理事を中心にファンドレイザーの育成と共にその実績

の理解の推進を広めていくことが必要です。一方この

を期待いたして参ります。理事並びに会員各位のご支

ような狭義の次元に加えて、肥満、糖尿病、高血圧、

援、ご尽力を切にお願い申し上げます。

脂質異常といった初期は無症状ながら将来的には重大
な疾病として死に直結していく可能性が予測される危
険因子に対するセルフチェックやセルフケアを行う自
己健康管理という広義の意味合いの実践も強く求めら
れます。
さて認定 NPO を取得したことの最大のメリットは、
多方面からの寄付金の受け皿となり、寄せられた資金
をセルフメディケーション推進という事業活動に生か
していくということにあります。このためには活動内
容や予算執行状況の開示が必要不可欠です。幸いＳＭ
ＡＣは Web による一般向けの「セルフメディケーショ

医療費の増進に歯止めをかけるための
個々人による積極的な
セルフメディケーションの推進
自己健康管理（セルフチェッ
ク＆ケア）

自己管理治療（セルフメディ
ケーション）

各種（体重、体脂肪、血圧、
活動量活動量、尿糖、血糖）
の自己測定下で、体調を管理
しバランスのとれた食事、適
度な運動、さらに睡眠・休養
により生活環境を整える。

軽症な疾病・異常については
薬剤師に相談するなどして、
経費と時間を節約する。そし
てかかりつけ薬局・薬店を健
康相談所として活用する。
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SMAC の社会活動

社会に向けて健康の大切さを発信
東京都港区主催「第31回みなと区民まつり」
平成24年10月 6

生涯学習講座

地域に根差した健康市民講座

SMAC の 本 来

日（土）と 7 日（日）

の活動は市民への

に東京都港区主催

健康推進の呼びか

「第31回みなと区

けと実践である。

民まつり」が芝公

セルフメディケー

園一帯会場で行わ

ションの推進の目

れた（参加者約22

的が一致すれば大

万 人）。 セル フ メ

学、自治体、団体と場所、方法について協議して行っ

ディケーション推

ている。明治薬科大学が主催している清瀬市民を主に

進協議会（SMAC）は昨年に引き続き、
「健康相談及

対象としている市民講座は、大学が移転して以来続い

び健康運動」をテーマにこのイベントに参加し、①健

ていて、登録者が500名を超えている。ここは学習意

康相談指導、②健康運動指導、③健骨度測定（骨密度

欲が高い地区である。一昨年より健康部門を担当し、

測定・血流測定）を行った。協議会関係者は池田会長、

昨年は 7 月と11月、 2 回第 3 日曜日に行った。リピー

村田常務理事等15名が参加し、さらに城西国際大学薬

ターが多く、健康、食事、運動の相互の関連を丁寧に

学部の学生 7 名及び健康測定には全薬工業から機器及

説明した後、室内でできる転倒防止の体操を一緒にし

び測定者の協力をお願いした。

てもらって大好評を頂いている。質疑応答も盛んであ

学生と市民が一体となって健康運動

る。

くらしフェスタ東京“広げようコミュニケーションの輪”
「く ら しフ ェ ス

「健康支援隊」活動再開

タ東京」は東京都

昨年の 3 月以来、中断した形になっていた SMAC

消費者月間に行わ

「健康支援隊」が活動を再開した。震災復興について

れている市民対象

様々な状況報告がされているが、実情はかなり複雑で

の消費活動に関す

ある。被災地、避難先の行政と折衝しているが、「健

る広報イベントで

康支援」は抽象的課題のような捉え方になる。その中

ある。2012年度は

で東京都江東区東雲公務員住宅に居住されている福島

「もっと広げよう

県被災者への「健康支援活動」が平成25年 2 月20日（水）

コミュニケーショ

復活した。隊長村田専務理事以下薬剤師、看護師、健

ンの輪」をテーマ

康運動指導士など専門職を含む強力メンバー 5 名を派

に参加募集があり、協賛に初参加した。会場は新宿西

遣したが、住民の参加は数名で正直がっくりである。

口で平成24年10月12日（金）13日（土）に開催された。

今回は社会福祉関係者、自治会役員との事前折衝の上

協賛団体は財団法人、 NPO、企業など多彩で約30で

広報ポスターも用意しての結果である。ニーズがない

ある。
「セルフメディケーションって何ですか」とい

のだろうか。健康支援のようなボランティア活動の旬

う質問でクイズラリーに参加、食を中心としたパネル

は終わったのだろうか。それはないということは、今

展示、ミニセミナーを行った。街を歩く「普通の人」

回相談を受けた 2 人の事情をきけば明らかで、事態は

の健康意識が直にわかり参考になった。

より深刻に推移している。季節やイベントの競合、設

会場で市民の質問に答える

備等の責任としないで、認定 NPO として支援を阻む
見えない壁に挑戦したい。
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第10回

日本セルフメディケーション学会開催

「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～
第10回日本セルフメディケーション学会が平成24年
10月13日（土）
、14日（日）に、福島紀子年次会長の

シンポジウム 「諸外国から学ぶセルフメディケーション支援」


座長

日本大学薬学部 亀井美和子

もと、東京、慶應義塾大学薬学部において開催された。
メインテーマに沿った 2 題のシンポジウムと教育講

本シンポジウムでは、海外におけるセルフメディ

演を中心に30題余のポスター発表があり、延べ参加者

ケーションの位置づけと薬剤師の役割を知り、日本で

は約300人と大盛会の学会となった。

の啓発に向けたヒントを得ることを目的として、各国

年会長、各シンポジウム座長より本会報に寄稿いた

の状況に詳しい演者に講演していただいた。まずイギ

だいたものを紹介する。

リスについて松原渚氏（松原薬局ストア）、次にオー

福島年次会長からの報告と挨拶

ストラリアについて坂巻

今回の年会「ひとり、ひとりに

弘之氏（名城大学）、最

合ったセルフメディケーション支

後にアメリカについて陳

援―見て、視て、聴いて、コミュ

惠一氏（CJC ファーマ）

ニケーション」は、年会テーマに

にお話いただき、その後

込めた思いが届いたかのように、

短時間であったが討論が行われた。イギリス、オース

保健・福祉・医療の関係者や関連

トラリアは、公的医療制度が整備されているが、アク

する企業等、多くの方のご協力と参加が得られ、セル

セスの良さや一般用医薬品の価格が安いなどの理由か

フメディケーションに対する関心の深さを感じると共

らセルフメディケーションの幅が拡大していること、

に、分野や専門性の枠組みを超えたコミュニケーショ

アメリカでは治療薬として医療用と一般用が垣根なく

ンが実現し始めたと考えています。初日のシンポジウ

活用されていること、さらに、エビデンスに基づく使

ム「諸外国から学ぶセルフメディケーション支援」と

用と薬剤師に臨床判断能力をつける教育方法などにつ

2 日目の「見て、視て、聴いて、コミュニケーション」

いても紹介された。制度、教育、現場のいずれもが同

における活発な質疑応答や、 OTC 医薬品、食品・栄

じ目標に向かう必要性を改めて認識しました。

養、健康管理、薬育、セルフメディケーションの実践

教育講演 「あなたならどうする？むくみを訴える患者さん」

に関連する分野など39の多岐に渡る演題が集まったポ

進行役福島教授のもと、医師・沼田久美子氏、薬剤

スター会場では、具体的な意見交換が行われ、有意義

師三上正敏氏により、実際の講義を体験することを目

な会となりました。

的とし、「むくみの患者さんが来局した」という設定

初日に教育講演として、慶應義塾大学薬学部で実際
に行っている一般用医薬品の教育の一部を再現した、
「あなたならどうする？

むくみを訴える患者さん」

で授業形式の講演が行われた。
シンポジウム 「見て、視て、聴いて、コミュニケーション」


北里大学薬学部 教授

吉山友二

についても、
「大学教育も時代のニーズに合わせて変

本シンポジウムは、セルフメディケーションの視点

化していることを感じ、多くの刺激を受けた。」といっ

から支援するという学会のメインテーマと合致する誠

た声を頂戴しています。年会終了後に引き続いて開催

に時機を得た企画である。湯浅和恵氏は患者の立場か

された区民講座
「食べて実感

タニタ式健康のひみつ」

ら大切な提言をされた。OTC 医薬品は自覚症状に基

には多くの生活者の皆さんが参加され、
「楽しく、かつ、

づき自己判断で使用するため、薬剤師が専門的な知識

実践的に、栄養について学ぶことができた。
」と好評

に基づき適切にアドバイスする必要がある。また、

でした。参加をしていただいた多くの皆様の声をお聞

OTC 医薬品は、その使用を中断することによる不利

きする限り、楽しみながらの情報共有、意見交換、懇

益よりも、重大な副作用の回避が優先される。昭和大

親・交流の場をお届けできた 2 日間になったのではと

学の木内祐二氏は、薬学教育の臨床判断に関わる学習

思っています。ご助言やご協力をいただいた皆様や、

の取り組みを紹介された。次に、上田市薬剤師会の飯

関連各企業の皆様に厚く御礼を申し上げます。

島康典氏は、薬剤師が医療知識をもち医療判断し、
2013年4月
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OTC 医薬品の供給、適

SMAC 賞：龍 野明子氏らによる「血糖値を上昇させ

正な受診勧奨や健康アド

ないチョコレートケーキの開発」
区民講座「食べて実感！タニタ式健康のひみつ」

バイスを行う大切さを強
調された。本シンポジウ
ム の 内 容 を、 セ ル フ メ
ディケーションの実践に
応用することが薬剤師の腕の見せ所と確信する。
ポスター発表
13日午後にポスター示説が行われた。発表内容は①
OTC 医薬品関連（13題）、②食品・栄養関連（ 6 題）、
③健康管理関連（ 3 題）、④教育関連（ 5 題）、⑤セル

学会 2 日目のお昼には港区民を主たる対象とした区
民講座「食べて実感！タニタ式健康のひみつ」（（㈱タ
ニタ協賛）が行われた。参加者は140名余で、 4 段重
ねのランチボックス（写真）

タニタ食堂特製のランチボックス

に舌づつみをうちながら、㈱
タニタヘルスリンクの龍口知
子管理栄養士の歯切れの良
い、明快な話に耳を傾けた。

フメディケーションの実践（ 1 題）、⑥その他（10題）
と多岐にわり、活発な議論が行われた。
連絡事項：掲載中のホームページ連載「やってみよ

第19回理事会報告
日時：平成25年 1 月28日／場所：商工会館（東京）
池田義雄会長の挨拶に続き、村田専務理事から、本
会概要の報告及び活動計画の提案が行われた（主な内
容：①組織体制の強化に向けての提案、②資金調達に
向けての条件整備の強化への方策、③一般国民に対す

う健康運動」は 3 月をもって終了とし、新たに理事の
リレー方式で「わたしから見たセルフメディケーショ
ン」を連載するとした。第 1 回は江戸理事。

今後の活動予定

る「健康教育」の実践に関する提案、④会員の学術活

■ ifiaJAPAN2013/HFEJAPAN2013（東京）

動、⑤行政、関連団体への提言など）。

日時：平成25年 5 月15日（水）～ 5 月17日（金）

次いで桑江理事より会計状況の説明があり、 NPO

場所：東京ビックサイト

専用会計ソフトを導入し実施していることが報告され

■第11回日本セルフメディケーション学会（東京）

た。認定 NPO の運営について、佐藤理事より、国税

日時：平成25年10月 5 日（土）～10月 6 日（日）

庁発行の資料に沿って説明があり、今後詳細に検討す

場所：城西国際大学薬学部 （紀尾井町キャンパス）

ることとした。

■第32回みなと区民まつり（東京）

村田理事から提案された、
”一般国民に対する「健

日時：平成25年10月12日（土）～10月13日（日）

康教育」の実践”に関しては、実現の可能性などにつ

場所：港区芝公園一帯

いて意見が出され、今後情報収集と関係機関への働き

■東京都消費月間交流フェスタ（東京）

かけを行いながら検討していくこととなった。

日時：平成25年10月25日（金）～10月26日（土）

さらに日本セルフメディケーション学会について大
嶋理事より今回の報告と、次回大会の説明および学会
マニュアルの作成と組織化について提案が成された

場所：新宿駅西口イベントコーナー

事務局だより

地域活動について安田会長補佐より「第31回みなと

SMAC のホームページが 4 月 1 日よりリニューア

区民まつり」
、棚橋理事より「くらしフェスタ東京

ルされ、理事による新しい連載もスタートしました。

2012」の報告がなされ、いずれも本年度も参加する方

ぜひご覧ください。セルフメディケーション・ネット

向で準備することとなった。
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