生薬配合家庭薬物語
少子高齢化︑新型コロナウイルスの拡大で︑
ますますセルフメディケーションの重要性が高まっている︒
日頃から自分の健康状態を把握し︑体調が少し優れないときに市販の家庭薬を上手に使って
回復に向かわせることが重要だと発信する東京都医師会会長の尾﨑治夫氏と
日本家庭薬協会副会長で龍角散社長の藤井隆太氏にお話をうかがう︒
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正
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理解

日本家庭薬協会副会長
株式会社龍角散代表取締役社長

藤井隆太
Ryuta Fujii

にわたる不定愁訴なども漢方薬で改善
したりすることがあります︒西洋薬と

尾﨑治夫

尾﨑 たとえば風邪の原因の九割はウ
イルス︒新型コロナウイルスの感染予

治療 薬 服用歴
自分 把握

︒

藤井 ユーザーからお問い合わせをい
ただく中で痛感するのは︑生活者の心
得として過去の受診履歴や現在の健康
状態を把握する必要性です︒そのため
には︑個人情報の取り扱いで異論もあ
るでしょうが︑マイナンバーカードの

定着し︑それでも病気になってしまっ
た人を高度な治療法も駆使して救う医
療体制に転換しなければいけません︒

防指導などでも診療報酬を得られるよ
うにするべきです︒小学校から学校医
によるヘルスリテラシー教育を徹底し
て健康に関する正しい理解や予防法を

乳幼児への健康指導や生活習慣病の予

的で合理的という認識が広がるといい
ですね︒
尾﨑 これからは医師も軽症の患者を
大勢診察して生業を立てるのではなく︑

りました︒しかしそうしたインセンテ
ィブ以上に︑日頃から予防し︑軽症の
うちに治す習慣を身につけるのが健康

スイッチＯＴＣ医薬品の購入に
医療費控除が適用されるセルフメディ
ケーション税制が二〇一七年から始ま

︱

べきですが︑持病のない若年層はＯＴ
Ｃ医薬品を服用して休養し︑症状が緩
和されなかったら医療機関を受診する
としても決して遅くありません︒これ
までは体調が悪いのに無理して会社や
学校に行くからインフルエンザが蔓延
しました︒集団の中に出て行くのが感
染拡大の原因です︒せっかくリモート
で仕事も勉強もできるとわかったのだ
から︑体調が悪ければ無理せず自宅に
いることが当たり前の社会になってほ

使える製品も多いです︒たとえば喉に
ちょっと違和感があるときに使うと風
邪の予防になるなど︑使い方を身につ
けていただければ生薬製剤はお役に立
てると思います︒
尾﨑 西洋医学は臓器別に症状をピン
ポイントで抑え︑東洋医学は身体全体
を整えて活性化します︒風邪でも初期
カ ツコ ント ウ
に葛根湯などで悪化を防げたり︑多岐

藤井 ＯＴＣ医薬品の中でも生薬製剤
は︑西洋薬のように強い成分で症状を
抑えるのではなく︑普段のケアとして

しいですね︒

漢方薬は優劣ではなく補完の関係とし
て取り入れるのが望ましいでしょう︒

防でマスク︑手洗い︑うがいを慣行し︑
睡眠と栄養をよくとる人が増え︑風邪
もほかの感染症も減っています︒持病
のある高齢層は風邪をひきがねに肺炎
を起こす頻度が高いので早めに受診す
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今こそ
セルフメディケーションの
正しい知識を身につけよう︒
健康 対
知識 持

﹁セルフメディケーション﹂と
いう言葉が近年よく聞かれます︒

︱
尾﨑 文字どおり捉えれば﹁自分で自
分を治療する﹂という意味ですが︑ま
ず前提として︑健康に対する正しい理
解と知識︑つまりヘルスリテラシーを

︱

ＯＴＣ医薬品は自己判断で使い

を適切に使うことが大切です︒

もつ必要があります︒健康とはどのよ
うな状態を指すのか︑どうすれば健康
を保てるか︑病気の予防には何が必要
などをわかったうえで︑かかり
か
つけの薬剤師や医師に相談し︑知識と
判断力を高め︑ＯＴＣ医薬品 ︵市販薬︶
藤井

ますが︑セルフメディケーションだか
ら勝手に判断してよいのではなく︑必
要に応じて専門家の指示を仰ぐのが原
則︒これはぜひ︑皆さんにわかってい
ただきたいですね︒
健康保険制度や国民医療費との
関係についてはいかがでしょう︒

︱
尾﨑 保険料五割︑税金四割︑自己負
担一割で成り立つ限られた医療費は︑
命に関わるような病気を妥当な費用で

医師が治療できるようにするための仕
組みです︒ところが︑たとえば医師に
処方される湿布薬やビタミン剤などと
同じ効能のＯＴＣ医薬品や︑医療用か
ら転用されたスイッチＯＴＣ医薬品だ
と保険が効かず全額自己負担なので︑
あえて医院で保険のきく医療用医薬品
を求める患者さんがいる ︱︱これが
保険財政を圧迫している面もありま
す︒説明を受け納得した上でＯＴＣ医
薬品を利用するのは国民皆保険制度を
維持していくためにも重要です︒
藤井 健康保険組合連合会の調査によ
れば︑コロナ禍で二〇二〇年四〜六月
の受診率が極端に低下しました︒七割
の人がＯＴＣ医薬品で済ませたと回答
しています︒もちろん持病があり定期
的に受診が必要な人はその限りではあ
りませんが︑結果的にセルフメディケー
ションに目覚めた人が多かったようで
す︒

システムに医療履歴を紐付けるのが有
効だと思います︒薬の服用歴や治療履
歴がすぐにわかれば診療もスムーズに
進むでしょう︒ＯＴＣ医薬品はデータ
ベースがありますから︑デジタル一元
管理をしようと思えばできます︒医療
をどう使うか︑皆で考えることが大切
です︒
尾﨑 われわれもそれを進めようとし
ていて︑ＰＨＲ ︵パーソナル・ヘルス・レ
といいます︒たとえばスウェー
コード︶
デンのように電子化された自分の健康

情報をスマートフォンで管理できるよ
うに︑構想にはヘルスリテラシー啓発
も入っています︒今のように特定健診
を四十歳から行うのはおかしい︒小中
高大とヘルスリテラシー教育を継続
し︑二十〜三十代で予防を徹底すれ
ば︑あとは自己管理で生活習慣病やフ
レイル ︵加齢による虚弱︶も減るでしょ
う︒セルフメディケーションのできる
健康社会をつくるには︑小手先の施策

手︑﹁東京人﹂
編集長

︒
︒

ではなく二十年︑三十年先を見据えた
ビジョンが必要です︒ ●
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