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会長からのメッセージ

自ら考え、納得して行動しよう



セルフメディケーション推進協議会

村田

昨年の当協議会のフォーラムテーマは「災害対策」

正弘

し過ぎていないか。基

であった。東日本大震災から 8 年を経過し、災害への

本的知識を理解しない

対応をあらためて考え討議した。 1 ヶ月も経ないうち

まま、成果の誇示が繰

に超大型台風による風水害が相次ぎ、脅威を実感した。

り返されると、人は否

年が変わると、中国で生じた新型コロナウィルスはた

定した場合の不安か

ちまち拡大し、 3 月初めの時点で日本を含む世界で深

ら、評価なしで指示に

刻な事態となり、終息を見通せない危機の中にいる。

従う行動をとりがちに

災害は予期しない力に起因し、身体、財産の損失に

会長

なる。

つながる。地震、津波、台風、火災等多くは自然災害

健康維持、疾病予防は生活習慣―食事と運動―の改

といわれ人類の力では発生を抑制できない。しかし、

善を心がけ、不調に早く気づき、素早い処置をとるの

過去の記録を精査し、助長する行為を避け、対策を練

が基本である。火事、風水害に対する備え、初動対応

り、訓練を重ねて減災につなげることは可能である。

と同じである。標語や説教より、「何故必要か ?」を

疾病も災害のひとつであり、人類はこの災厄を免れよ

正しく理解し、納得して自ら行うことが原点である。

うと努力を続け、
健康啓発、
医療施策を進展させてきた。

当協議会は国民への「健康啓発教育」の実践を検討し

被災は平等に生じないので、損害による負担を被災

てきたが、近く提言する予定である。

者に集約させないため、損害保険制度が導入されてい

新型コロナウイルスはわが国の社会構造の脆弱さを

る。医療に関しては1961年に国民健康保険法が制定さ

露呈させた。医療・保健領域に限っても、国、地方行

れて以来、様々な経緯をとりながら継続されてきた。

政の縦割り、細分化、硬直化が円滑を欠き、後手に回

高齢化や難疾患等による被害総額の増加は、保険財政

る因になった。保険適応についても、検討を怠ってき

の悪化による制度崩壊の危機に直面している。減災の

た急所を突かれている。人口減少に向かう新たな局面

ためには保険加入者、すなわち国民全員の健康意識の

を見据え、国民の自立した賢明な行動を支援する活動

共有と行動開始が必要である。

を続けていきたい。

日本の教育は 6 ・ 3 制義務教育が終戦後に確立し、
基本的に継続している。当時の平均寿命は60才、現在

最近の活動

は80才を超え、社会環境は大きく変わっている。初等

2020年 3 月 4 日

基礎教育に続く、成人社会教育、さらに高齢者健康教
育への一貫した継続性が必要である。画期的に進歩し
た情報通信技術が経済優先を名目に、商魂繁盛に偏重

新型コロナウイルスの感染防

止についての緊急メッセージ発信
2020年 2 月 5 日 SMAC 共催の「全国生活習慣
病予防月間2020」一般市民公開講演会に登壇
2020年3月
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学術フォーラム2019

大会報告
金城学院大学薬学部

学 術 フ ォ ー ラ ム 2019

大嶋

耐之

ワークショップ：「病院・薬局に必要な知識と備え」

は、「災害時における医

今回新たに実施されたワークショップでは、様々な

療従事者の役割―病院・

業種から、 1 グループ 8 名の SG で、病院グループ

薬局に必要な知識と備

（ 4 SG）と薬局グループ（ 7 SG）に分かれ、討議がな

え」をテーマに、2019年

されました。最初に愛知医科大学病院薬剤部の竹内正

10月 6 日（日）に名古屋

幸先生より趣旨説明があり、その後、各 SG に分かれ、

で開催されました。当日

SGD が行われました。

は、薬剤師はもとより、

各位が活発な討議で、時間も忘れ、熱のこもった空

看護師、医師、行政関係

気が会場をわかせていました。各 SG のまとめを発表

者、医療事務など多彩な

した後、災害医療コーディネーター（愛知医科大学病

職種の方々が、158名参

院救急診療部教授

加納秀記先生）、災害薬事コーディ

加され、
フォーラムは成功裏に終了しました。本フォー

ネーター（（公社）静岡県薬剤師会副会長

秋山欣三

ラムは災害時、医療従事者は「まず何をすればよいの

先生）、災害派遣医療チーム（名古屋医療センター医

か」
、また、そのために「どんな備えが必要か」を検

療情報管理部長

証し、病院・薬局に必要な知識と備えを改めて見直す

内容について、意見をいただき、最後は名古屋市薬剤

機会とし開催され、新たにワークショップも実施され、

師会会長の野田雄二先生のまとめで熱い空気も冷めや

参加者各位が実りある結果を持ち帰ったものと自負し

らぬまま、フォーラムは幕を閉じました。このワーク

ています。プログラムは以下のとおりでした。

ショップの結果は最後に示します。まとまりきれぬ部

佐藤智太郎先生）の立場から、討議

分もありますが、今後の参考にしてください。最後に、
教育講演：「災害のための備え」


このフォーラムを盛り上げていただいた参加者各位に

愛知県防災安全局防災部防災危機管理課

近藤竜也氏

深謝いたします。

ポスター発表：12演題発表
ランチョンセミナー：「災害時の食料備蓄～危機管理
は健康管理」

甲南女子大学

奥田和子先生

特別講演：「災害時における病院・薬局の薬剤師に期
待すること」
 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課薬事審議官 安川孝志先生

メインテーマ：
「災害時における医療従事者の役割」～病院・薬局
に必要な知識と備え～

セルフメディケーション推進協議会会報

日

時：2019年10月 6 日（日） 9 時30分～16時30分

会

場：金城学院大学

主

催：NPO 法人セルフメディケーション推進協議会

共

催：NPO 法人名古屋臨床薬剤師研究会

SMAC の現在行っている主な活動
セルフメディケーション推進協議会（SMAC）では現在次のような活動を行っています。
（フォーラム、共催のイベント等は除いています）

健康啓発に関する活動

メインアリーナで

・東京都港区主催のみなとまつりへの参加、骨密度測

開催の東京都主催

定、関連する健康相談は台風接近により中止となり

「外国人のための

ました。

防災訓練～楽しく

・非侵襲性の健康測定機器による健康度測定値をもと

勉強して、地震や

に行動変容を促進する企画について検討中です。骨

火事の時の準備を

密度測定器具購入の蓋然性に疑問点があり、行政担

しよう～」に避難

当部署に照会中です。

所体験での健康体

・健康啓発に関する国民教育に関しては、昨年総会の

操として「血行促

承認を得て、法務委員会を設置し、提案内容の詳細

進らくらく簡単体

を検討中です。

操」のテーマで参

・新型コロナウイルス感染防御に関し、 HP 上に国民
に
「正しい手洗いの実践」を呼び掛ける緊急メッセー
ジを掲載、内閣府宛て啓発方法を提案しました。

加しました。
220 人 以 上 の 外
国人そしてメディアと視察者やボランティアの参加で
した。

医療関連の法制度に関する活動

SMAC の避難所体験内容は、避難所や車中などの

・セルフメディケーション推進のための OTC 医薬品

限られた場所では身体を動かすことが少なく、血行が

使用促進のため、 OTC 販売医薬品と重なる医療用

悪くなり血栓が生じやすいリスクからエコノミークラ

医薬品の保険適用除外の提言を準備しています。

ス症候群への危険性を説明し、この危険回避と予防の

・セルフメディケーション税制については、時限立法

ための「血行促進らくらく簡単健康運動」を参加者に

の期限を前に継続、範囲拡大緩和等の議論がありま
すが、抜本的見直しが必要と考えています。

実践指導しました。
参加者は楽しみながら笑顔で体を動かし、大好評で
した。今年は、小池東京都知事も短時間でしたが体操

災害救援に関する活動
・東日本大震災による福島県被災者で東京都江東区東

に参加しました。実践した運動は自宅でも出来るよう
に、英語版の運動パンフレットを配布しました。

雲公務員宿舎に居住される方を対象とした「いきい
き健康体操」などの定期訪問活動は2018年で終了し
ました。以後は宮城、福島県などの現地との連絡を
継続しています。

SMAC 健康支援隊による「防災活動」

東京都主催「外国人のための
防災訓練」に参加
2020年 1 月28日（火）、 SMAC は昨年に続き今年も
東京都の協力要請で、武蔵野の森総合スポーツプラザ
2020年3月
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学術フォーラム2019 ワークショップ結果
災害時に備えるべき知識と備品など

病

院（4SG）

薬

局（7SG）

【備えるべき知識】 医薬品の代替薬（含 OTC 薬）の
知識；応急処置、公衆衛生（消毒など）の知識；薬局
トリアージの知識；病態把握して処方提案できる知

【備えるべき知識】 自施設内指揮命令系統；院内災害

識；災害マニュアル、災害処方せん対応；行政、薬剤

マニュアルの作成・保管場所；他職種のアクション

師会との連携（地域での情報共有）；情報収集の方法、

カード；災害時医薬品・食品等供給マニュアル；電子

緊急時の連絡先；備蓄品リストと保管場所；避難場

カルテがストップした場合の対応；医薬品・食料の備

所、経路までの誘導；グレーゾーンの判断（麻薬、公

蓄量；災害時の電源確保、優先順位；情報伝達（ライ

的ルール）；非常時の調剤方法；被災者のメンタル面

フラインの状況把握、連絡手段）；EMIS（支援の要請

でのフォローアップ

先）の入力；災害シミュレーションの実施

【備えるべき備蓄品】 医薬品、消毒薬、食料（飲料水）
；

【備えるべき備蓄品】 医薬品、食料（飲料水）；医療

薬局備品（薬包紙、ユニパック、軟膏壺など）、電池

材料、医療ガス；衛生用品、簡易トイレ；ライフライ

で動く天秤；衛生用品（マスクなど）；ポケット医薬

ン、燃料；ストレッチャー、簡易ベッド（マット）、

品集；ライフライン；非常用電源バッテリー、 LED

毛布；通信機器、非常電灯；人手、人材

ライト；ラジオ（情報収集）；簡易トイレ；防寒具；

【その他、 WS で気づいたこと】 日常的に危機意識を

土のう

持つことが重要；正確な情報を取得、伝達、共有記録

【その他、 WS で気づいたこと】 日常的に患者の病態

することの大切さ；過去の災害で出た特例措置、法律

を把握して処方提案できるような能力の必要性；災害

の把握；医療従事者間で異なる視点からみた連携が必

ボランティアの参加、被災者の意見の収集；マニュア

要；病院が避難所になる想定；夜間対応の職員が少な

ル作成の必要性；備蓄品を保管する場所の確保；ド

い実態；自己完結型（個人で 3 日分の食品や着替えを

ラッグストアの活用；非常時電源確保の必要性；一歩

用意）の必要性

前に出る勇気
育の提言

総会・理事会報告
第31回 SMAC 理事会

第17回通常総会・第32回 SMAC 理事会

日

日

時：2019年 3 月15日（金） 午後 2 時00分～午後
3 時30分

時：2019年 5 月24日（金） 午後 2 時00分～午後
4 時00分

場

所：神戸大学東京六甲クラブ

場

所：神戸大学東京六甲クラブ

議

題：2018年度事業報告、2018年度決算見込み

議

題：第 1 号議案

2018年度事業報告、決算報告

：2019年度事業計画、2019年度予算、新理事

第 2 号議案

2019年度事業計画、予算案

推薦の件、通常総会の件、健康啓発国民教

第 3 号議案

人事案件

編集後記：医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律が
可決・成立しました。薬剤師や薬局にかかる部分においては、服用期間中のフォロー、遠隔服薬指導、薬局
のガバナンス強化など、影響の大きい改正です。施行日は公布より、 1 ， 2 ， 3 年以内の 3 段階になってま
すが、期待に応えられるよう、心して取り組んでいかなければならないと考えます。国民が“自ら考え、納
得して行動できる”よう支援するために。
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