
２０１９年度  一般社団法人日本くすり教育研究所  事業報告 

 

概要 

青少年への医薬品教育、薬物乱用防止教育を中心に、飲酒・喫煙の害、アンチドーピング

教育、さらには薬剤師を主とする医療従事者、教員への啓発活動など、会員の専門分野での

活動の充実に取り組んだ。 また、 保護者への情報発信・啓発活動にも取り組んだ。 

 

１．会員数の増加のための広報活動と正会員の活動への積極的参加を呼びかけた。 

2020/3/31現在  メルマガ会員：   1,269名(前年：1,023 名) 

      正会員：           108 名(前年：86名) 

  賛助会員：          2社（４口）(前年：2社) 

（株式会社 小学館集英社プロダクション；佐藤製薬株式会社） 

  企業からの寄付金   1社（大日本住友製薬株式会社） 

 

２． 健康教育指導者養成を目指した研修会の開催と指導用素材の作成を行った。 

【啓発事業成果報告】より 福田（OSPF 助成：啓発事業） 

 （1）『おくすり教育検討会（拡大版）』の開催 

9 月 12 日は基調講演に続きパネルディスカッション形式、2 月 13 日においては

基調講演後は実践者の活動報告という異なる形態で 2 回の『おくすり教育検討会

（拡大版）』を開催することができ、参加延べ人数は 87 人であった。参加者には

いずれの回も大変ご好評をいただき、“おくすり授業”などの経験者にとっては、

授業の構成や手法の工夫が参考になり、自身のスキルアップにつながったとの声

が聞かれ、これから取り組もうという方にとっては、学校関係者への授業導入の

ためのアプローチ方法や実際の授業のイメージを掴むことができ一歩踏み出す意

欲につながったとの感想をいただいた。また、両者ともセルフメディケーション

における医薬品の適正使用への取り組みは、薬物乱用防止においても必要な活動

であり、連動して行っていく必要性があるということを深く認識していただけた。 

（2）小中学校における『保健だより』素材作成 

①『日本くすり教育研究所』のホームページを運営している創新社に委託しトップ

ページに『保健だよりに使える“学校薬剤師からのひとこと”』のバナーを貼って

いただいた。そこから保健だよりの素材を入手できる新コーナーを開設し、現在、

20 余りの素材を作成し掲載した。今後さらに医薬品の適正使用や健康管理、セル

フメディケーションに関する情報を中心に、保健だよりや保護者あての情報提供

用のプリントに使用していただけるような素材を追加したり、利用者のリクエス

トにも応じて素材を作成したりするなど、継続的にコーナーのブラッシュアップ

を図りたいと考えている。 



②この新コーナー開設の啓発のためにサンプル集を現在制作中。完成次第、学校薬

剤師、養護教諭をはじめとする学校関係者に配布し、積極的に『日本くすり教育

研究所』サイト内の『保健だよりに使える“学校薬剤師からのひとこと”』より素

材を入手し活用していただけるように働きかけたいと考えている（福田）。 

 

３．新しい情報提供サイトの新設などによりホームページの充実を図った。 

① 「青少年の健康教育」に関する活動報告  を新設 （資料１） 

    全会員に情報の提供を依頼した。 

    2019年度集計結果（会員が指導した児童生徒数：１１,２２８人）   

      医薬品教育 （１,３１３人）    薬物乱用防止教育他 （９,９１５人） 

② 「くすり教育に関するオピニオン」 を新設 （資料２） 

  青少年の「くすり教育」をより充実させるために「くすり教育に関するオピニオン」を立

ち上げた。医薬品教育はもちろん、薬物乱用防止教育、飲酒・喫煙の害、アンチドーピング等

の話題を取り上げ、理事をはじめ多くの専門家の方々からの意見をいただき、発信するページ

とする。 

③ 保健だよりに使える「薬剤師からのひとこと」 を新設（資料３） 

  保護者への健康教育の充実を目指す。 

  啓発活動として、継続的にコーナーのブラッシュアップを図る。 

 

４．資金増を目指した行動を行った。 

   賛助会員、正会員数の増加は十分ではない。 

   大日本住友製薬株式会社より寄付金 （HP “お役立ち情報”掲載で協力） 

 

５． 平成30年度薬物乱用防止啓発訪問事業（厚生労働省委託業務）（（株）小学館集英社 

プロダクションパブリックサービス事業部）において、ホームページでの活動内容及び訪問

事業の申し込みの紹介、 教材作成、 研修会で講師として参画した（資料４）。 

 

６． 小・中・高等学校にける医薬品教育、 薬物乱用防止教育などを中心にした健康教育に

参画した（資料４）。 

・小・中・高等学校にける健康教育 （医薬品教育、 薬物乱用防止教育など） 授業 

・市民への「医薬品の適正使用」講演会 

・保護者への情報発信・啓発活動の実施 

・登録販売者研修のための教材作成/研修会に参画 

 

７． 他団体・企業からの連携、 相談対応 
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実施日 分類 内容分類 場所 学校名・団体名 対象 人数

190405 ＊授業⇒ 薬物高大 東京都 東京薬大生命科学科 1年 240

190514 ＊授業⇒ 薬物高大 東京都 学習院大学 1年 120

190531 ＊授業⇒ くすり小中 東京都 小平市立小平第四小学校 6年 85

190608 ＊授業⇒ 薬物小中 東京都 千代田区立和泉小学校 6年 50

190617 ＊授業⇒ 薬物小中 東京都 小平第二中学校 1年 165

190621 ＊授業⇒ 薬物小中 東京都 日野市立平山小学校 6年 92

190624 ＊授業⇒ 薬物小中 静岡県 富士市立吉原第三中学校 全校 234

190701 ＊授業⇒ 薬物小中 東京都 千代田区立麹町小学校 6年 93

190911 ＊授業⇒ くすり小中 東京都 豊島区立高松小学校 6年 78

190912 ＊授業⇒ くすり小中 東京都 日野市立東光寺小学校 5年 78

190913 ＊授業⇒ 薬物小中 東京都 千代田区立番町小学校 6年 70

190921 ＊授業⇒ 薬物小中 東京都 豊島区立高松小学校 6年 80

191009 ＊授業⇒ 薬物高大 岐阜県 武義高校 全校 580

191031 ＊授業⇒ 薬物小中 東京都 小平市立小平第五小学校 6年 91

191109 ＊授業⇒ 薬物小中 東京都 小平市立小平第七小学校 6年 126

191114 ＊授業⇒ くすり小中 東京都 小平市立小平第三小学校 4年 113

191116 ＊授業⇒ 薬物小中 東京都 豊島区立巣鴨北中学校 2年 90

191118 ＊授業⇒ 薬物高大 愛知県 愛知県立豊野高等学校 全校 940

191126 ＊授業⇒ 薬物小中 東京都 町田市立町田第五小学校 6年 96

191127 ＊授業⇒ 薬物小中 岐阜県 神戸北小学校 6年 36

191129 ＊授業⇒ くすり小中 東京都 小平市立上水中学校 1年 108

191207 ＊授業⇒ くすり小中 東京都 豊島区立朋有小学校 6年 74

191217 ＊授業⇒ 薬物小中 東京都 小平市立小平第十小学校 6年 123

191218 ＊授業⇒ くすり小中 東京都 小平市立第四小学校 4年 75

191219 ＊授業⇒ 薬物高大 埼玉県 埼玉栄中・高等学校 全員 2800

200116 ＊授業⇒ くすり小中 東京都 豊島区立朝日小学校 6年 30

200116 ＊授業⇒ 薬物小中 東京都 豊島区立朝日小学校 6年 30

200118 ＊授業⇒ 薬物小中 東京都 豊島区立富士見台小学校 6年 60

200122 ＊授業⇒ 薬物小中 東京都 小平市立小平第五小学校 5年 95

200125 ＊授業⇒ 薬物小中 東京都 豊島区立長崎小学校 6年 50

200128 ＊授業⇒ 薬物小中 東京都 小平市立小平第十二小学校 6年 60

200207 ＊授業⇒ 薬物小中 東京都 町田市立町田第三小学校 6年 94

200208 ＊授業⇒ 薬物小中 東京都 豊島区立千川中学校 １年 78

200210 ＊授業⇒ 薬物小中 東京都 世田谷区立東玉川小学校 6年 54

200214 ＊授業⇒ くすり小中 東京都 小平市立小平第五小学校 4年 88

200215 ＊授業⇒ 薬物小中 東京都 豊島区立池袋小学校 6年 68

200219 ＊授業⇒ 薬物小中 東京都 豊島区立朋有小学校 6年 74

200221 ＊授業⇒ 薬物小中 東京都 町田市立木曽中学校 １年 110

授業小計 7588



 

実施日 分類 内容分類 場所 学校名・団体名 対象 人数

190508 ＊講演⇒ くすり指導 大阪府 NetP登録販売者研修 登販 60

190515 ＊講演⇒ くすり市民 神奈川県 大和市/小プロ 市民 30

190521 ＊講演⇒ くすり指導 東京都 NetP登録販売者研修 登販 40

190522 ＊講演⇒ くすり市民 神奈川県 大和市/小プロ 市民 30

190529 ＊講演⇒ くすり指導 福岡県 NetP登録販売者研修 登販 40
190530 ＊講演⇒ 薬物指導 千葉県 習志野市健康福祉センター 指導員 30
190606 ＊講演⇒ 薬物指導 鳥取県 鳥取保健所 指導員 45
190613 ＊講演⇒ くすり指導 東京都 小平くすり教育検討会 学薬 35
190703 ＊講演⇒ くすり指導 神奈川県 日本学校保健会くすり 教員 93
190704 ＊講演⇒ 薬物指導 群馬県 群馬県教育委員会 指導員 180
190711 ＊講演⇒ くすり市民 東京都 遠隔生涯学習講座 市民 20
190721 ＊講演⇒ 薬物指導 静岡県 県健康福祉部薬事課（浜松） 指導員 95
190722 ＊講演⇒ 薬物指導 静岡県 県健康福祉部薬事課（沼津） 指導員 80
190724 ＊講演⇒ 薬物指導 静岡県 県健康福祉部薬事課（静岡） 指導員 80
190726 ＊講演⇒ 薬物指導 宮城県 小プロ研修会　 指導員 39
190730 ＊講演⇒ 薬物指導 福岡県 小プロ研修会　 指導員 39
190731 ＊講演⇒ 薬物指導 広島県 小プロ研修会　 指導員 39
190801 ＊講演⇒ 薬物指導 大分県 大分市学薬 薬剤師 35
190802 ＊講演⇒ 薬物指導 大分県 大分南部保健所 指導員 32
190806 ＊講演⇒ 薬物指導 愛知県 小プロ研修会　 指導員 30
190807 ＊講演⇒ 薬物指導 大阪府 小プロ研修会　 指導員 56
190819 ＊講演⇒ 薬物指導 東京都 小プロ研修会　 指導員 81
190820 ＊講演⇒ 薬物指導 東京都 小プロ研修会　 指導員 62

190821 ＊講演⇒ くすり指導 東京都 豊島区養護部会
養護教
諭

35

190912 ＊講演⇒ くすり指導 東京都 拡大くすり検討会 薬剤師 49
190919 ＊講演⇒ 薬物指導 群馬県 高崎市ライオンズクラブ 指導員 40
190925 ＊講演⇒ くすり市民 東京都 日本機械学会 会員 27
191009 ＊講演⇒ 薬物指導 岐阜県 県教育委員会 指導員 45
191016 ＊講演⇒ 薬物指導 東京都 府中市学薬 薬剤師 30
191108 ＊講演⇒ くすり市民 東京都 府中市立本宿小家庭教育学級 保護者 35
191110 ＊講演⇒ その他 東京都 東村山市薬乱市民講座 市民 30
191114 ＊講演⇒ くすり指導 東京都 小平市おくすり検討会 薬剤師 40
191119 ＊講演⇒ 薬物指導 茨城県 茨城県薬務課 指導員 120
191120 ＊講演⇒ 薬物指導 山梨県 山梨県精神保健福祉センター 指導員 60
191127 ＊講演⇒ 薬物指導 岐阜県 岐阜県教育委員会 指導員 40
191212 ＊講演⇒ 薬物指導 東京都 荒川区学校保健会 保健会 33
200131 ＊講演⇒ 薬物指導 山梨県 富士東部保健所 指導員 60
200213 ＊講演⇒ 薬物指導 東京都 拡大おくすり検討会 薬剤師 40
200318 ＊講演⇒ その他 東京都 NetP意見交換会 関係者 5

講演小計 1900
合計 9488


