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新年を迎えて

ＳＭＡＣによるこれからの啓発活動への提言


SMAC 会長
既に現実化している我が国の超高齢社会では，従来

血による血糖、HbA1c

の20世紀型の社会保障制度の枠組みの中では医療も福

（ヘモグロビンエーワ

祉も立ちゆかなくなるとされている。これの打開策と

ンシー）測定と自己尿

してセルフメディケーションへの期待は日増しに高

糖測定の推進によって

まっているが、なお具体策には見えない部分がおおく

対応しようとするもの

その解決がせがまれている。振り返ると我が国の 3 大

である。

死因が結核、脳卒中、がんだった時代から、脳卒中、

池田

義雄

これの実践のために

がん、心臓病へと推移し、今日これががん、心臓病、

は確固たる体制の構築も欠かせない。現在の法制度に

肺炎、
（脳卒中）となり、これの背後にある病態を一

おいて医療法、医師法、薬剤師法、臨床検査技師等に

括するとそれが生活習慣病として捉えられている。

関する法律等に基づく省令の解釈を統一し、地域や施

このような状況下で認定 NPO 法人としてのセルフ

設、設備、支援者、介助者、説明者の資格、指導範囲

メディケーション推進協議会（SMAC）は「国民に対

について疑義や差異が生じないような配慮についても

して、わが国におけるセルフメディケーションの推進

新たな尽力が必要なことはいうまでもない。この様な

と定着に関する事業を行い、生活者を主体とする病気

努力の結果、国民特に30才以上の成年層に糖尿病につ

の予防・治療、健康の維持・増進をはかり、保健、医

いての知識を啓発し、早期発見により重篤に到らない

療そして福祉の増進に寄与する。
」ことを目的とした

ような生活指導の仕組みを構築していくが肝要である。

活動を展開してきているが、その成果は誠に微々たる

第二の取り組みは、狭義のセルフメディケーション

ものと反省せざるを得ない。

すなわち OTC 医薬品による自己管理治療の推進であ

そこで改めて本協議会としての新たな取り組みにつ

る。折しも薬業界は OTC 薬のネット販売、そして初

いてここに提言し、今後の成果を注目していくことと

の生活習慣病関連薬のスイッチ OTC・エパデールへ

したい。その内容については第11回日本セルフメディ

の対応で揺れ動いているが、これに呼応する形で、Ｓ

ケーション学会に於いて村田専務理事が述べていると

ＭＡＣ活動を通じて生活習慣病関連の医療用薬のス

ころである。

イッチ化の促進を強く訴えていくこととしたい。この

その骨子の第一は全国の薬局、薬店、ドラッグスト
アが地域の健康ステーションとなってセルフメディ

機会こそはセルフメディケーション推進の好機だとい
う認識を会員一同が強く持つことを期待したい。

ケーションを推進していくなかでの新機軸として、身

以上に加えてこれまで行ってきている「日本セルフ

体情報の入手が挙げられている。すなわちそのための

メディケーション学会」の開催、東日本大震災復興支

最重要手段をセルフチェックと位置づけ、薬局等での

援活動の一環としての健康支援「東雲プロジェクト」、

薬剤師のサポートによる「自己穿刺採血」が取り上げ

その他地域との連携を視野にいれた「みなと区民まつ

られている。これにより第二次の健康日本21でも最重

り」並びに「くらしフェスタ東京」への参加は今後と

要疾患として捉えられている糖尿病対策を自己穿刺採

も続けていくこととする。
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第11回

日本セルフメディケーション学会開催報告

セルフメディケーションの実践と安全性の担保
第11回日本セルフメディケーション学会が平成25年
10月 5 日（土）
、 6 日（日）に城西国際大学東京紀尾
井町キャンパスにおいて開催された。
年会長、各シンポジウム座長より本会報に寄稿いた
だいたものを紹介する。
年会長からの報告と挨拶

城西国際大学 薬学部 懸川友人
第11回日本セルフメディケー
ション学会の開催された二日
間、会場の城西国際大学東京紀
尾井町キャンパスは、お陰様で
延べ400名に迫る参加者で熱気
に包まれました。ご参加、ご支
援に対して御礼申し上げます。
シンポジウム「ダイレクト・スイッチ OTC 医薬品
の新展開」では、エスエス製薬㈱の澤村淳氏により「ア
ンチスタックス」
、大正製薬㈱の大槻哲嗣氏により「エ
パデール T」
、さらに近未来に登場する OTC 医薬品
について安川憲氏（日本大学薬学部）と黒川達夫氏（慶
応大学薬学部）により、まさに新鮮で熱い情報紹介さ
れました。一方、これらが社会で適正に使用されるに
は、服薬対象者の認識を新たにする他、販売に関わる
薬剤師の指導能力の向上が必要であることが浮き彫り
になりました。
対面販売を行わずに「安全性を担保」出来るのか、
フロアより質問が出ました。巷の議論は「ナイフが危
険か否か」を議論している感があります。一方で対面
販売も万全ではないのが実情です。それぞれを購入者
の利益のために、安全に使い熟して欲しいです。
シンポジウム「セルフメディケーションの実践と安
全性の担保」では、金匱会診療所の針ヶ谷哲也氏によ
り「漢方の実践」、並びにビオセラクリニックの酒井
美佐子氏により「ハーブ＆サプリによる症状緩和の実
践」で如何に安全性を担保するか、科学的な説明がな
されました。情報提供者としての立場から北澤京子氏
（日経 BP 社）
、そして顧客の立場から今井聡美氏（納
得して医療を選ぶ会）から、薬剤師が知るべき情報と
顧客が求める情報について OTC 利用での現状が説明
され、 OTC 医薬品やサプリメントの実効性と安全性
を確保するための必要な工夫、消費者からのニーズを
理解しどう応えるか、実践的な提案が示されました。
サプリメントや香粧品は安全性が高いというイメー
ジが先行し、また副作用・有害事象の認知率は低いと
思われます。
最先端の技術や情報を、セルフメディケー
セルフメディケーション推進協議会会報

ションの実践において反映する取り組みを、基礎研究
者の立場から展開していきます。
結びに SMAC からは「エパデール T」の啓発と「薬
局における」自己穿刺採血による血糖・HbA1c・尿糖
測定を実現させると宣言がありました。続きは第12回
本学会で。
シンポジウム ダイレクト・スイッチ OTC 医薬品の
新展開

座長 日本大学 薬学部 安川 憲
本年、新しい薬効群のダイレクト・スイッチ OTC
医薬品が上市された。シンポジウム １ は両医薬品の上
市後の経過と、今後のスイッチ化と新しい分類の西洋
ハーブについて議論を行い、将来を探ることにあった。
黒川達夫氏（慶應大・薬）は、国際性を視野にした
OTC に特化した学術研究教育機関の充実と戦略の策
定・実施を期待したいと述べられた。大槻哲嗣氏（大
正製薬）は、エパデール T の価値・魅力をいかに伝
達し店頭でのカウンセリング、生活者との会話ができ
る環境づくりが今後の課題といえると述べられた。澤
村淳氏（エスエス製薬）は、アンチスタックスが医療
用にない薬効群のため疾患・製品の理解促進のための
説明会を開催し、薬剤師・一般向けサイトでの啓発に
も力を入れていると述べられた。安川（日本大・薬）
からは、西洋ハーブの多くはサプリメントとしても流
通しており、その違いを理解して使用することが重要
と述べた。

教育講演 1 OTC 医薬品の問題点と展望
城西国際大学薬学部・児玉康夫教授により、 OTC
医薬品に係る臨床開発、適正使用、製造販売後安全管
理への薬剤師の対応について、現在直面している問題
点と今後薬剤師が担うべき役割についての提言が行わ
れた。厚労省の調査結果から、薬剤師は国民に対する
OTC 医薬品の管理責任を十分に果たしておらず、そ
の適正使用に対する取り組みは不十分で、今後法的整
備を行うなどして、薬剤師が OTC 医薬品を創り育て
る役割を果たす施策を講ずるべきと提言された。

シンポジウム セルフメディケーションの実践と安全 「緊急提言」が行われた（ 1 面参照）。啓発活動の現状
性の担保
を鑑み、重点的に 2 課題を取り上げ、プロジェクトチー
ムを結成し、薬局などと連携をとりながら活動にはい

座長 城西国際大学 薬学部 懸川友人
ることが提言された。
シンポジウム 2 「セルフメディケーションの実践と
・糖尿病の早期発見、治療促進のための自己穿刺採血
安全性の担保」では、セルフメディケーション支援を
に よ る 血 糖、 HbA1c 測 定 と 自 己 尿 糖 測 定 の 推 進
実践する立場から針ヶ谷哲也氏（金匱会診療所）によ
（J13-005）
り「漢方の実践」
、並びに酒井美佐子氏（ビオセラク
・イコサペント酸エチル製剤使用による生活習慣病予
リニック）により「ハーブ＆サプリによる症状緩和の
防、悪化抑制への啓発（J13-018）
実践」において安全性の担保について科学的な説明が
なされた。折しも OTC のネット販売や化粧品による
現在 J13-005に関しては筑波大学病院矢作准教授の
と推察される事象の発生を受けて、情報提供者の立場
糖尿病アクセス革命事務局と共同で「糖尿病の早期発
から北澤京子氏（日経 BP 社）
、そして顧客の立場か
見、治療促進のため自己穿刺採血検査を推進、普及さ
ら今井聡美氏（納得して医療を選ぶ会）より、薬剤師
せる」とし内閣府健康・医療戦略室などへ働きかけを
が知るべき情報と顧客が求める情報について、さらに、 行っている。また J13-018については生活習慣病も含
OTC 医薬品やサプリメントの利用の現状が説明され、 め、広い領域でのスイッチ OTC 医薬品の開発と薬局
これらの実効性と安全性を確保するためのどのような
における説明責任体制の整備のためプロジェクトチー
工夫が必要なのか、消費者からのニーズを理解しどう
ムを発足させる準備を進めている。
こたえるか、実践的な提案が示された。

ポスター発表
5 日午後にポスター示説が行われた。① OTC 医薬
品関連（ 9 題）
、③他の健康療法関連（ 2 題）④健康
管理関連（ 2 題）⑤クスリ教育関連（ 4 題）⑥セルフ
メディケーションの実践（ 3 題）⑦その他（ 6 題）に
ついて活発な議論が行われた。
教育講演 2 セルフメディケーションを支えるための
薬剤師卒後教育とは
株式会社ツルハ・阿部真也氏により、薬学 6 年生教
育を受けた薬剤師の卒後教育について新たな取り組み
が紹介された。英国で行われてきた、専門職連携教育
（IPE）の概説後、千葉大学における医学部・薬学部・
看護学部の 3 学部協働の IPE、さらには薬剤師卒後教
育への導入の試みについて紹介された。後半では、会
社で実施しているロールプレイングを中心とした
OTC 医薬品接客応対教育について、その方法と成果
について講演された。
SMAC 賞 倉田香織（東京薬科大学薬学部）ら発表
の「OTC 医薬品説明文書に含まれる医療用語の理解
度に関するアンケート調査」
に SMAC 賞が授与された。

SMAC 活動に関する緊急提言


ＳＭＡＣの社会活動
みなと区民まつり
平成25年10月12日（土）と13日（日）に東京都港区
主催「第32回みなと区民まつり」が都立芝公園一帯で
開催された。セルフメディケーション推進協議会は、
3 年連続の参加で、「食事・くすりなどの健康診断」
と「らくらく簡単健康運動」（ステージ）で参加し、
①健康相談指導、②健康運動指導、③健骨度測定を行っ
た。協議会関係者は15名が参加し、さらに城西国際大
学及び慶応大学の薬学部学生12名及び健骨度測定に全
薬工業（株）から機器及び測定者の協力を得た。同時
に行ったアンケート結果によるとまだまだセルフメ
ディケーショ
ン、 OTC 医
薬品に関する
認知度（各々
33 ％、18 ％）
は低いことが
分かった。

SMAC 専務理事 村田 正弘
学会最終日に村田専務理事より、啓発事業について
2014年1月

No.21号

東京都消費者月間交流フェスタ
平成25年10月25日（金）26日（土）新宿駅西口広場
にて東京都消費者月間交流フェスタが開催された。
SMAC も出展し、
食品や医薬品を中
心とした日常の健
康管理について消
費者へアピールを
行った。

SMAC からの情報発信

セルフメディケーション啓発のための市民講座
平成25年10月26日（土）開催の、明治薬科大セルフメ
ディケーション学（石井文由教授）主催の公開シンポ
ジウム「薬剤師が支援するセルフメディケーション時
代の幕開け」で、村田専務理事「社会保障制度の確立
とセルフメディケーション」と安川理事「西洋ハーブ
サプリメントか医薬品か？」が特別講演を行った。
SMAC 健康支援隊
平成25年11月15日（金）に江東区東雲の公務員住宅
において本年度最後の健康運動指導及び健康相談を実
施した。（過去 3 回開催）

的進め方⑤薬学教育におけるセルフメディケーション
の役割⑥予防医学から見たセルフメディケーション⑦

セルフメディケーションオピニオン 「私から見たセ

セルフメディケーション推進の経済基盤の確立とその

ルフメディケーション」（セルフメディケーション・

効果⑧セルフメディケーションの受け皿づくり⑨がん

ネット）に掲載

集学的治療とセルフメディケーション

・OTC を正しく使うコツ（江戸清人）
・生 活者からみたセルフメディケーションのあり方

第20回理事会報告

（辻本利雄）
・セルフメディケーション雑感（大嶋耐之）
・
「くすり教育」によるセルフメディケーションの基
盤づくり（加藤哲太）

平成25年 6 月 3 日（月）第11回社員総会・第20回理
事会が商工会館（霞が関）で開催された。理事会終了
後に SMAC 理事 栗原毅先生（栗原クリニック東京・

・自分なりのセルフメディケーションを目指して！
（古田榮敬）

日本橋院長）による卓話「遠隔医療の実態」が行われ
た。

小冊子シリーズ
セルフメディケーションについて正しく理解を深める

今後の活動予定

ためにセルフメディケーション推進協議会認定ガイド
ブックを作成した。

（一社）日本生活習慣病予防協会と講演会を共催

・OTC 医薬品の上手な使い方

全国生活習慣病予防月間2014 市民公開講演会

・食事について考えてみましょう
月刊「集中」 SMAC 理事による連載
（セルフメディケーション Pro

に転載）

「生活習慣病の予防とがん治療」
日

時：2014年 1 月31日（金）18:30～20:30（開場18:00）

場

所：千 代田区立内幸町ホール（千代田区内幸町

【連載】
「セルフメディケーション」の現状と課題
①食事・運動・薬の知識共有する社会基盤づくりが不
可欠②わが国のセルフメディケーションはまだ黎明期
か③セルフメディケーションにおける OTC 医薬品の

1 -15- 1 ）
対

象：一 般生活者（100名）ならびに、医療・保健
指導スタッフ（80名）

参加費：無料

在り方④セルフメディケーションにおける運動の実践
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