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情報技術を活用し、
国民の健康を目指す社会教育を



現代社会における情報技術の進展
情報技術の異常とも思われる急速な発展は、われわ
れの生活に想像していなかった影響を与えている。長
い歴史の中で、支配者は富と権力を得るために情報の
先取り、独占を目指し、情報の格差がヒエラルキーを
構成してきた。
現代はデータの集積力、その膨大なデータの解析力
に関し、個人が IT に立ち向かうのは困難となった。
ツイッターで発信する国のリーダーをみて、時代が変
わったと痛感した。縦社会が横社会になって、リーダー
さえ情報の優位性によって国民を支配できない。
社会はスパイラルに駆け上って頂点に達した感があ
るが、今は横に拡散するか、スパイラルに下降するか
の選択を迫られている。総人口が頭打ちして、高齢者
あるいは要介護者の比率が増える現実を直視し、対処
が問われている。支配者に忠誠を尽くしても、見返り
の給付は期待できない。情報量において支配者と被支
配者の間に差がないから、活用は各個人の裁量になっ
た。国民が独立して行動できる画期的な時代である。
既得共有資産の活用と全ての国民への還元
蓄積した共有資産を効率的に運用する英知が必要で
ある。教育は知識の切り売りを止めて、考えて実践す
る訓練に転換しようではないか。セルフメディケー
ションは健康に関連する多様な事象を具体的に実践す
る訓練といってよい。人が健康で生活するためには、
自らがその気になることが原点である。医療、介護、
福祉に関する、国の社会保障施策は支配者の施しによ
るものではなく、全て国民の相互扶助を前提としてい
る。主体が国民にあるのに、集約されないまま漂流し
ているのはいくつかの原因がある。
健康ブームといわれながら、実態は国民の20% 程度
が演出している。
この層は理論も、実践も自身で行って
いて、行政も、メディアも、健康関連産業も一致してこ
の人達を対象としてきた。しかし、飽和状態に達し、更
なる呼び掛けは弊害を招いても、経済効果は生じない。
国あるいは行政が、対象とすべきは20% の外にい
る80% の人達であるはずなのに動く気配はみせない。
なぜなら、それが途方もなく困難で、試みて失敗すれ
ば自らの退場につながると心得ているからである。
なすべき術はないのか。国民に自らの行動が自らの
健康につながることを根気よく説明して納得し、行動
を促す地道な活動である。各人が本当と自覚したとき、
国民の自主独立によって健康社会が実現する。政治や

NPO 法人セルフメディケーション推進協議会
専務理事（会長代理） 村田 正弘

広告の中身をさめた目で評価
し、選択し生活に活用すれば
マクロとして経済の活性化に
つながっていく。
過去の経緯をみれば、20%
を拡大することが容易ではな
い こ と は 明 白 で あ る。 超 高
齢・少子社会の到来は20年以
前より予知され、それに伴う
社会保障費の増大も計算され
ていた。調査や対策も、結果の公表も考察も残されて
いる。にもかかわらず、それは一部の有識者と認識し
た20% に留まったままである。
地域包括ケア実現へ行政組織の再構築を
昨年、政府は地域包括ケア体制を提言し、居住地を
中心とした医療・介護共通の安心できる環境を整備す
るとした。構想に異議を唱える自治体はなしとしても、
本気に取組むところが少ないのも事実である。包括は
課題が大き過ぎて、細分化された自治体の末端組織で
は扱いようがないのである。病院・診療所を代表とす
る医療提供機関は保険診療という莫大な既得権益の再
配分に積極的に動かない。医薬品、医療機器、健康関
連産業も思いは同じで、利益の確保・維持を優先する。
議論しても仕組みを変えるための費用も、人材も捻出
できないままである。
日本は終戦後国民教育として、学校教育法による6,3
制の義務教育を定着させた。見過しがちなのはほぼ同
時に制定されている社会教育法である。対象は文字通
り、義務教育を修了した成人―社会人である。社会教
育法第20条に市町村は公民館の設置が義務付けられ、
事実定期講座や実習が盛んなところもある。社会教育
で一番必要なのは超高齢社会における健康啓発とその
実践ではないか。国民が共通に認識しているのに、健
康欲求と破たんした状態―疾病との落差を解消できな
いもどかしさと不安を抱えている。趣味や演芸などは
個人の自由に任せ、現代生活に必須の法制度と健康生
活の基本を学び、実践する場にすることを提案する。
教育は文科省、医療福祉は厚労省、市町村行政は総
務省―縦割り分割を崩し、情報技術を背景に住民本位、
相互扶助の生活環境を新生させることは不可能ではな
い。SMAC はセルフメディケーションの推進のため
の様々な提言をしてきたが、今年こそひとつでも実現
させたい。皆様の理解と支援をお願いしたい。
2018年2月
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セルフメディケーションをめぐる考察
九州大学名誉教授
尾形裕也
筆者は、
「セルフメディケー
ション」の専門家ではないが、
現在「健康経営」の調査研究に
当たっている立場から、若干の
考察を行ってみたい。
「岡目八
目」ということもあるかもしれ
ないので一つ気楽にお読みいただければ幸いである。
「健康経営」も「セルフメディケーション」も、
その背景には、わが国が超少子・高齢社会、人口減
少社会に突入したという基本的な事実がある。長期
的に人口は減少し、労働力の中高齢化、さらには労
働力不足が懸念されている。これは長い日本の歴史
の中でも未曽有の事態であり、しかも日本が世界の
先陣を切っているという意味では、模倣すべきモデ
ルのない事態でもある。日本自身がフロントラン
ナーとして新たなモデルを構築し、これを世界に向
けて提示していかなければならない。そうした中で、
今まで以上に「人」は貴重な「資産」であり、その
健康をいかにして保持・増進し、生産性を高めてい
くかは大きな課題である。
その際、留意すべきなのは、人々の「健康」とい
うのは、受け身で与えられるものではなく、自らが
主体的に形成すべきものであるという点だ。たとえ
ば、医療法では「医療は、国民自らの健康の保持増
進のための努力を基礎として・ ・ ・提供されなけ
ればばらない」と明記されている（医療法第 1 条の
学術フォーラム2018を平成30年 3 月に開催
１ ．趣旨・目的：本協議会では、安心できる健康の維
持と安定した医療費の確保を両立する「セルフメ
ディケーション」によって「健康で活気あふれる21
世紀の生活環境を作る」ことをスローガンとしてい
る。今回のフォーラムでは、生活者のためのセルフ
メディケーションの推進を、学術的な側面から検討
していくことを目的とし、
「地域におけるセルフメ
ディケーション教育を考える」をメインテーマとし
た。
２ ．主催：NPO セルフメディケーション推進協議会
３ ．会期：2018年（平成30年） 3 月 4 日（日）
４ ．会場および所在地：帝京平成大学中野キャンパス
〒164-8530 東京都中野区中野 4 -21- 2【交通】JR『中
野駅』北口から徒歩 9 分
５ ．テーマ：地域におけるセルフメディケーション教
育を考える
６ ．プログラム：
9 ：30
受付開始
10：00～10：10 開会挨拶 濃沼政美（実行委員長）
10：10～11：10 教育講演「セルフメディケーショ
ンのすすめ（仮題）」
村田正弘（SMAC 専務理事 / 会長代理）
11：15～12：05 一般演題（ポスター発表）
12：10～13：10 ランチョンセミナー
セルフメディケーション推進協議会会報

2 第 2 項。下線は引用者）。「セルフメディケーショ
ン」における「セルフ」とは、正にこうした個人の
主体的な関わりを重視した考え方であろう。単に一
時の医療費削減といった視点ばかりではなく、健康
や医療というのは、そもそもそうした主体的な努力
の上に成り立つものなのだという基本的な認識が重
要である。
一方、わが国の医療政策は、伝統的に、皆保険体
制の下で、保険給付の範囲は広く維持しつつ、患者
負担の割合を引き上げる方向がとられてきた。現在
の患者 3 割負担というのは、国際的に見てもかなり
高い負担率である（もっとも、高額療養費制度等の
効果により、実際の患者負担率は国民医療費の１２％
程度に留まっている）。今後、 3 割負担を 4 割、 5
割に引き上げることは現実的ではない。そうなると、
今後考えられるのは、高額療養費制度の見直し及び
保険給付範囲の見直しということになる。いずれも
政治的には大きな困難が伴う問題ではあるが、これ
らを避けて通ることはできない。
特に公的な医療保険の保険給付範囲の見直しとい
う政策転換に当たって １ つのカギとなるのが「セル
フメディケーション」である。保険の給付範囲を見
直すに当たっては、医療技術の厳密な評価が前提と
なるが、それと同時に、見直し後の適切な代替方策
の存在、すなわち「セルフメディケーション」が重
要である。今後、 SMAC が保険者や自治体と連携
しながら「セルフメディケーション」の啓発・普及
にさらなる成果を挙げられることを期待したい。
13：15～14：15 特別講演「セルフメディケーショ
ンに対する行政の取り組み（仮題）」
渡邉伸一（厚生労働省医薬・生活衛生局 医薬品
審査管理課）
14：25～16：25 シンポジウム『地域におけるセル
フメディケーション教育を考える』
基調講演「地域医療におけるセルフメディケーショ
ン（仮題）」
渡辺幸康（のがたクリニック 院長）
シンポジスト
波多江 崇（神戸薬科大学 薬学臨床教育センター
准教授）
高松 登（新渡戸記念中野総合病院薬剤科長 東
京都薬剤師会常務理事）
月岡 良太（㈱アインホールディングス 運営統括
本部 運営研修部次長）
16：25～16：30 閉会挨拶
７ ．参加方法（ウエブサイトより事前登録 http：//
www.self-medication.ne.jp）
参加費：事前登録 3500円；
当日 4000円；学生 500円
８ ．事務局：〒164-8530 東京都中野区中野 4 -21- 2 帝
京平成大学中野キャンパス1049室
電話 ： 03-5860-4243
E-mail：selfmedicationforum@gmail.com

SMAC の活動報告
「学術フォーラム 2016」を開催
2017年 3 月 5 日（日）に神戸学院大学 ポートア
イランドキャンパスにおいて、
「次世代型セルフメ
ディケーションを考える」をメインテーマとして学
術フォーラムが開催された。
教育講演：
「地域包括ケアにおけるセルフメディケーション
の位置づけと将来展望」乾 英夫 氏（公益社団法
人日本薬剤師会副会長）
特別講演：
「次世代型セルフメディケーションとは」吉岡ゆ
うこ 氏（ネオフィスト研究所所長）
ポスター発表：11演題
シンポジウム：テーマ「セルフメディケーションの
さらなる充実と普及に向けて」
シンポジスト：宇田 勲 氏（おしどり調剤薬局 代
表取締役）
、蓬莱 哲也 氏（阪神調剤ホールディ
ング株式会社）
、磯脇 雄一 氏（キリン堂医療事
業本部）
、安部 恵 氏（一般社団法人 くすりの適
正使用協議会）
、國澤 純 氏（国立研究開発法人
医薬基盤・健康・栄養研究所）

は、ドイツを含むヨーロッパのセルフメディケー
ションの実情について紹介され、「次世代型セルフ
メディケーション」に関する提言がなされた。
シンポジウムでは、セルフメディケーションにお
ける食事指導の重要性と指導実績（宇田氏）、歴史
的経緯を踏まえながら、 OTC 薬の役割と位置づけ
（蓬莱氏）、今進められている健康サポート薬局への
取り組み（磯脇氏）、さらなる充実が期待される「く
すり教育」の問題点と展望（安部氏）、サプリメント・
健康食品の普及に必要な科学的根拠の確立（國澤氏）
についての発表の後で、セルフメディケーションの
さらなる充実と普及についての討論が行われた。今
後、今回示された様々な立場での取組に関する情報
を、どのように共有し充実させていくかが大きな課
題となると考える。

乾氏（教育講演）は、現在進められている「かか
りつけ薬剤師」
「健康サポート薬局」の充実を取り
上げ、地域包括ケアにおけるセルフメディケーショ
ンの位置づけと、薬剤師・薬局への期待と展望に関
して講演された。続いて、吉岡氏（特別講演）から

SMAC 健康支援隊による「避難施設の活動」
―東雲での支援活動は今回で終了―
東日本大震災での福島の被災の方達が避難先とし
ている江東区東雲の公務員宿舎での住民懇談会「東
雲サロン」に近隣在住の西山理事が参加して住民と
の話し合いから11月10日（金） 9 時～12時の会場確
保が出来、平成29年度 ２ 回目の支援活動を行った。
当協議会の諸般の理由と江東区東雲 国家公務員宿
舎利用の被災者の減少から当地での活動は今回で終
了とした。
これまでの SMAC の健康支援活動は、平成23年
3 月11日の「東日本大震災」以来、 3 月12日に「東
日本大震災救援対策委員会」を立ち上げ、医薬品搬
送（宮城・福島・山形各県）を行い、救援ボランテ
ア講習会をしながら健康支援活動を展開してきた。
（平成26年 3 月11日 田村憲久厚生労働大臣より感
謝状）
東雲での支援活動は、
・23年（ 7 回： 7 月 1 回、 8 月 2 回、 9 月 2 回、10
月 2 回）
）
・24年（東雲なし；宮城県・石巻市及び気仙沼市な
どで実施）

・25年（ 4 回： 2 月、 4 月、 7 月、11月）
・26年（ １ 回：11月14日）
・27年（ 3 回： 3 月、 6 月、10月）
・28年（ 3 回： 3 月、 6 月、11月）
・29年（ 2 回： 6 月、11月）
東雲での活動は、江東区東雲国家公務員宿舎利用
の被災者の減少などの理由で、今回11月10日（20回）
で終了する。
***********
今回移転準備で、これまでほぼ毎回参加していた
方の姿が無いのは残念でしたが、故郷あるいは新転
地で健康な生活を送ることを祈願する。これからの
生活地が健康で活気あふれる生活環境であるため
「すべての生活者の健康・医療・福祉の推進を図る」
SMAC の目的で健康支援活動を行ってきましたが、
これを利かして頂きたい。
これまでの活動から生活者の生活環境に適応した
心身の健康を包括して支援する必要を痛感するの
で、当 SMAC が得意とする領域分担で、今後も一
般生活者の健康への注意喚起での支援活動に努力す
る。（東日本大震災救援支援委員会委員長 理事
辻本利雄）
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「第36回みなと区民まつり」に参加
10月 7 日、 8 日に都立芝公園一帯で開
催された「2017（第36回）みなと区民ま
つり」に参加した。2011年のみなと区民
まつり初参加以来、今年で 7 回目となる。

会場では骨密度測定を実施し、その結
果に基づくアドバイスと健康相談を行っ
た。また恒例となっている健康運動指導
士による「らくらく簡単健康運動」の実
演指導を行った。

アンケート調査から
同時に「健康相談及び健康運動」のアンケート調査
も行ったので、その結果について概説する。
骨密度測定と健康相談・健康運動のアンケート調査
結果
＜アンケート調査をした人＞
総人数：124人 男子：29人、女子：95人
骨密度の測定者は、年齢では60歳代と70歳代が、そし
て女性が大多数を占めた。健骨度測定の複数回経験者
が今回初めての測定者の 2 倍近く、また「骨粗鬆症」
を「知っていると答えた人」
薬・健康の相談
が「知らないと答えた人」
ドラッグストア
その他
７％
の10倍近いことから、骨密 ６％
保険薬局
８％
度が健康バロメーターとし
相談し
その他の薬
ない
て関心事と思われ、健康診
局
21％
０％
病院・医院
断に「健骨度測定」を通常
58％
測定項目とする時期に来て
いると考える。
図１
「くすり・健康」につい
ての相談場所に関しては、 健康サポート薬局の認知度
病院・医院との答えが半数
以上で、ドラッグストア、保
21%
険薬局を相談場所にしてい
る人は少なく、さらに相談
しない人も多い
（図 1 ）。ま
79%
た現在進められている健康
サポート薬局の存在は、ま
知っている
知らない
だ十分には認知されていな
い。
（図 ２ ）
。薬局そして薬剤 図 2

師また自治体担当者の積極的な取組が急務と考える。
健康のため食事バランスと運動への配慮は見られた
が、骨密度測定による健骨度は女性に、年齢平均値よ
り劣る人が多く見ためられた（図 3 ）。高齢の人が多く、
一人暮らしで、粗食でカルシウム不足に陥っている可
能性が考えられた。

データ紹介
健康サポート薬局の現状
健康サポート薬局とは、
「患者が継続して利用する
ために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進
への取組を積極的に支援する機能を有する薬局」と定
義されている（医薬品医療機器法施行規則）。
厚生労働大臣が定める基準（2016年厚生労働省告示
第29号）に適合し、あらかじめ都道府県知事などに届
け出た薬局は、
「健康サポート薬局」である旨を表示
することができる。届出の受付は2016年10月 1 日に開
始され、現在届出数は700を超えている。

健康サポート研修終了薬剤師数：2018年 1 月10日現
在4382名

健骨度測定結果
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転倒・骨折経験者
転倒
また、骨折・転倒経験者
25％
が40％以上いる（図 4 ）こと
から、このイベントに外出
参加した60代、70代の健常
者であっても、運動不足に
骨折
なし
16％
59％
ならないよう、食事バラン
スを考慮し、日々の生活習
慣を見直すことが必要と考 図 4
える。アンケートに見られる「くすり・健康について
病院・医院で相談する人が過半数以上」また「くすり
を買っても相談しない、相談するところが無いと答え
て人が20％以上」の結果は、健康サポート薬局推進の
ためには、さらなる取り組みの必要性を示している。

理事会報告
第15回通常総会・第28回 SMAC 理事会を
平成29年 6 月 ７ 日（水） 午後 3 時～午後 5 時
㈱創新社 港区西新橋 2 - 8 -11 第 7 東洋海事ビル 8
階で開催した。
議題：
第 1 号議案
平成28年度事業報告、決算報告
第 2 号議案
平成29年度事業計画、予算案
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