
各都道府県で行われる啓発イベント（平成30年度　薬と健康の週間）（9月28日時点）

都道府県 イベント名 開催日 開催場所 主催 協賛 実施内容

北海道
薬に関する街頭相
談

10月17日～10月23
日

全道市町村
薬と健康の週間
北海道実行委員会

－

薬の正しい知識等に関するパネル・ＤＶＤ等啓発
資材の貸し出しと、関係する小冊子、リーフレッ
ト等の送付、日本薬剤師会が企画する全国統一事
業の実施

街頭献血 未定 未定
薬と健康の週間
北海道実行委員会

－
血液事業に関するリーフレットの配布と移動採血
車による献血

薬に関する消費者
懇談会

10月18日 深川市
薬と健康の週間
北海道実行委員会

－
消費者と懇談を行い、医薬品の正しい知識の普及
を図るとともに、消費者の意見を業界及び行政に
反映させることを目的とする。

薬に関するパネル
展

10月22日、23日 北海道庁本庁舎１階ロビー
薬と健康の週間
北海道実行委員会

－
薬に関するパネル展示、リーフレットの配布、相
談受付

薬事功労者知事表
彰式・祝賀会

未定 未定
薬と健康の週間
北海道実行委員会

－ 表彰式・祝賀会

薬祖神祭 10月17日 札幌市　三吉神社
薬と健康の週間
北海道実行委員会

－ 病気を治す薬に感謝し薬祖神に祈願

薬に関するパネル
展

10月28日
札幌駅前地下歩行空間「憩い
の空間W2-W4」

札幌薬剤師会 北海道薬剤師会
薬に関するパネル展示、リーフレットの配布、相
談受付

青森県
青森県薬事功労者
知事表彰式

１０月下旬 青森県庁 青森県 －
薬事衛生の普及等に貢献のあった方に知事表彰状
を授与する。

宮城県
薬と健康のつどい２０
１８

10月27日
10:30～16:30

せんだいメディアテーク 宮城県・宮城県薬剤師会
宮城県病院薬剤師会・宮城県医薬品卸組合・東北医
薬品協議会

公開講演会、健康相談会、健康チェックコーナー、子
供模擬調剤体験コーナー、各種啓発資材配布・パネ
ル展示等

りふ環境まるごとフェ
ア２０１８

10月7日
 9:00～16:00

グランディ21　ひとめぼれスタジ
アム円形広場

利府町 塩釜地区薬剤師会、塩釜保健所 お薬相談，健康相談，薬乱防止啓発等

しばた健康まつり
2018

10月13日
9:45～14:00

柴田町役場保健センター1階 柴田町
柴田歯会、仙南薬剤師会柴田支部、仙台大学、成人
病予防協会、宮城県対がん協会、宮城県国民健康保
険団体連合会他

運動に関する講話、実技、栄養、食生活について、子
供と大人の口チェック、口腔の健康づくり、禁煙相談、
お薬相談など



宮城県
第13回大崎市健康と
福祉の集い

10月20日、21日
10:00～16:00

大崎市古川保健福祉プラザ 大崎市 －
お薬何でも相談コーナー
薬物乱用「ダメ。ゼッタイ。」コーナー

第17回角田市保健福
祉まつり

10月21日
9:30～13:30

角田市総合保健福祉センター 角田市社会福祉協議会 － お薬相談コーナー

第28回おおがわら
オータムフェスティバ
ル

10月21日
9:00～15:00

大河原町役場駐車場、保健セン
ター、中部2号公園

大河原町観光物産協会、大河原町商工会 仙南薬剤師会柴田支部、宮城県病院薬剤師会
お薬相談、模擬調剤体験、無料血圧測定、ノロウィル
ス及びインフルエンザの予防相談、薬物乱用防止普
及啓発活動

平成30年度健康と福
祉のつどい

10月28日
9:30～14:30

丸森まちづくりセンター 丸森町 － お薬相談コーナー

第10回白石市健康福
祉まつり

11月3日
10:00～15:00

白石市文化体育活動センター
(ホワイトキューブ)

白石市 － お薬相談、禁煙相談、パネル展示

第7回石巻市民食育
健康フェスティバル

10月14日
10:00～14:30

石巻市遊楽館 石巻市民食育健康フェスティバル実行委員会 石巻市、宮城県東部保健福祉事務所

1.トークイベント、2.健康相談コーナー（歯科、育児、こ
ころ、お薬、禁煙、各種相談等）3.体験コーナー（ダン
ベル体操、スクエアステップ、介護職、調剤体験等）、
4.食育コーナー（展示、試食等）5.地場産品の販売コー
ナー、6.その他（DVT検診、体組成測定、骨密度測定、
血管年齢測定、血圧測定、薬物乱用防止コーナ、各
種パネル展示、抽選会ほか）

第3回ひがしまつしま
食べメッセ

11月18日
10:00～14:00

東松島市コミュニティセンター 東松島市、東松島市教育委員会 －

1.オープニングセレモニー、表彰式、2.五感で体験「東
松島食べる学校」1日入学体験、3.ひがまつヘルスベ
ジまつり大抽選会、4.子育て応援コーナー、5.来場記
念、6.JAくらしの活動も同時開催

陸上自衛隊仙台駐屯
地一般開放（夏まつ
り）

7月20日 陸上自衛隊仙台駐屯地 宮城県
・「薬物乱用防止について」リーフレット、啓発資材配
布・「献血について」啓発資材配布

政令市薬剤師会薬乱
キャンペーン

7月21日
JR仙台駅構内ペデストリアン
デッキ

（一社）仙台市薬剤師会
・「薬物乱用防止について」リーフレット、啓発資材配
布・「献血について」啓発資材配布

仙台市役所ギャラ
リーホール啓発展示

7月17日～27日 仙台市役所 仙台市
・「薬物乱用防止について」リーフレット、啓発資材配
布・「献血について」啓発資材配布・パネル展示

泉区民ふるさとまつり 8月25日 七北田公園泉中央駅入口広場 泉区民ふるさとまつり協賛会
・「薬物乱用防止について」リーフレット、啓発資材配
布・「献血について」啓発資材配布



宮城県
市立病院ふれあいま
つり

9月29日 仙台市立病院 仙台市立病院
・「薬物乱用防止について」リーフレット、啓発資材配
布・「献血について」啓発資材配布

みやぎの・まつり 10月21日 榴岡公園 みやぎの区民協議会、仙台市宮城野区
・「薬物乱用防止について」リーフレット、啓発資材配
布・「献血について」啓発資材配布

若林区民ふるさとま
つり

10月21日 若林区役所特設会場 若林区民ふるさとまつり実行委員会
・「薬物乱用防止について」リーフレット、啓発資材配
布・「献血について」啓発資材配布

太白区民まつり 10月21日 杜の広場公園 太白区まちづくり推進協議会、太白区
・「薬物乱用防止について」リーフレット、啓発資材配
布・「献血について」啓発資材配布

薬と健康の週間 10月17日～23日 仙台市役所 仙台市 「薬と健康の週間」チラシ掲示と設置

薬と健康の週間 10月17日～23日 仙台市役所、仙台市関連施設 仙台市 「薬の知識」パンフレット設置

青葉区民まつり 11月3日 勾当台公園市民広場
いきいき青葉区推進協議会、青葉区民祭り実行委員
会、仙台市青葉区

・「薬物乱用防止について」リーフレット、啓発資材配
布・「献血について」啓発資材配布・パネル展示

薬物乱用防止・防煙
キャンペーン

11月4日 せんだいメディアテーク （一社）仙台市薬剤師会
・薬物乱用防止イベント開催・「薬物乱用防止につい
て」リーフレット、啓発資材配布・パネル展示

PTAフェスティバル 11月11日 市役所前市民広場前市道 仙台市ＰＴＡ協議会
・「薬物乱用防止について」リーフレット、啓発資材配
布・「献血について」啓発資材配布・パネル展示

第２回元気やまもと
みんなの健康まつり

7月8日
防災拠点山下地域交流センター
「ひだまりホール」

山元町 岩沼薬剤師会等
薬剤師会員によるお薬相談及び骨密度測定
式典，講演会，歯磨き大会
体験コーナー（がん予防コーナー）

救急フェア 9月9日 イオン気仙沼店

・気仙沼市
・気仙沼・本吉地域広域行政事務組合
・気仙沼保健所
・気仙沼市地域医療委員会

-
店頭にてパンフレットによる献血の普及及び啓発や、
健康相談を行う。

平成30年度健康フェ
スティバル

10月28日
10:00～14:30

気仙沼市民健康管理センター
「すこやか」

気仙沼市
公益財団法人味の素ファンデーション、味の素AGF
（株）

薬剤師による薬やたばこに関する相談
・スモーカライザーによる肺の中のCO2濃度チェック・
おくすりクイズ（粗品あり）・おくすりに関する相談



宮城県 広報10月号に掲載 10月 町内 南三陸町 -
医薬品の正しい使用方法について広報誌を用いて啓
発

-
気仙沼地区薬物乱用防止指導員協議会,気仙沼保健
所

-
地元紙の「薬と健康の週間」特集スペースに,薬物乱用
防止等の広告を掲載して啓発を行う。

健康推進課　窓口 富谷市
ポスター掲示（薬物乱用防止、ジェネリック医薬品等）
パンフレット、小冊子設置（ジェネリック医薬品等）

市民交流ホール 富谷市
ポスター掲示（薬物乱用防止、ジェネリック医薬品等）
パンフレット、小冊子設置（ジェネリック医薬品等）

胃がん検診未検者対
策

10月18日～21日 市内　公民館 富谷市
ポスター掲示（薬物乱用防止、ジェネリック医薬品等）
パンフレット、小冊子設置（ジェネリック医薬品等）

広報とみや　掲載 毎月 富谷市献血推進協議会 宮城県、赤十字血液センター
市内での献血実施日時及び場所の周知、献血への協
力依頼

健康推進員定例会 9月21日 赤十字血液センター 富谷市健康推進員会 献血の精神、思想の普及啓発

2018活き活き健康
フェスティバル

5月26日 登米祝祭劇場 登米市 登米保健所他 お薬相談、禁煙相談、健康相談

第13回大崎市健康と
福祉のつどい

10月20日、21日 大崎市古川保健福祉プラザ
大崎市，大崎市健康づくり推進協議会，大崎市社会福
祉協議会

なし
大崎薬剤師会と共に，薬の正しい使用法についての
啓発・相談コーナーを設ける。

健康フェスティバル
（加美町秋まつりで開
催）

10月28日 陶芸の里スポーツ公園　体育館 加美町秋まつり実行委員会
健康フェスティバルのコーナーとして「お薬相談」、「子
ども調剤体験」などを実施する。【加美町薬剤師の会
の協力】

新聞広告啓発による
啓発活動

10月



秋田県
薬とくらしの
健康展

9月29日
秋田市にぎわい
交流館ＡＵ２階アート工房１、２

秋田県薬剤師会
秋田県医薬品登録販売者協会
秋田県医薬品配置協会
秋田県医薬品卸業協会
全国健康保険協会秋田支部
秋田県

・骨健康度測定
・血管年齢測定
・食品サンプル展示(塩分モデル、糖分モデル、野菜)
・肺のモデル展示(たばこ)
・配置箱展示
・薬の歴史に関するパネル展示
・健康食品サンプル配布
・認知症啓発プログラム
・健康相談コーナー
・薬物乱用防止クイズラリー、シューティングゲーム

山形県
薬事功労者知事
感謝状贈呈式

10月31日 山形県庁 山形県
薬事関係の業務に従事し、特に功績の顕著な個人又
は団体に対し知事の感謝状を贈呈する。

「薬と健康の週間」の
啓発

10月17日～23日 村山保健所庁舎 村山総合支庁保健企画課医薬事室
庁舎内への「薬と健康の週間」の普及啓発ポスターの
掲示、啓発リーフレットの配布

広報 10月1日 広報誌 最上総合支庁
最上総合支庁広報誌「エコポリス最上」10月号にて、
「薬と健康の週間」のお知らせを掲示

街頭啓発 10月18日 新庄警察署・新庄信用金庫 最上総合支庁
献血会場にて薬物乱用防止・薬の使い方に関する資
料の配布

ハーバーラジオによ
る啓発

10月15日、19日 酒田ハーバーラジオ徴収エリア 庄内保健所
酒田FM76.1MHzハーバーラジオにおいて「薬の正しい
使い方」についての放送を実施

県薬会館 山形県薬剤師会 「薬と健康の週間」懸垂幕表示

薬局店舗内 山形市薬剤師会 ポスター掲示

上山市産業まつり 10月28日 上山市体育文化センター 上山市総合産業まつり実行委員会 上山市薬剤師会 お薬相談、血圧・肺年齢測定、こども薬剤師体験

「薬と健康の週間」事
業周知

10月17日～23日 各薬局店舗内 上山市薬剤師会 ポスター掲示、来場者へのPR

「薬と健康の週間」事
業周知

10月17日～23日



山形県
カイエイ薬局健康講
座

10月20日 カイエイ薬局店舗内 (一社)酒田地区薬剤師会 来店者及び一般市民

神農祭 10月20日 未定 (一社)酒田地区薬剤師会 会員及び賛助会員研修会

いきいきふれあい健
康福祉祭2018

10月6日 天童市健康センター 天童市 天童・東村山地区薬剤師会 薬の相談コーナー

鶴岡市民健康つどい 10月7日 小真木腹総合体育館 鶴岡市 鶴岡地区薬剤師会
めまいふらつき平衡障害判定、お薬相談コーナー、パ
ンフレット配布等

「大衆薬普及運動」街
頭キャンペーン

10月20日 山交ビル店頭 山形県医薬品登録販売者協会
広く県民に「薬の正しい使い方」と「薬物乱用防止」の
パンフレット等を配布予定

福島県
あなたの健康を測定
しよう！

11月18日 コラッセ福島３F　　　企画展示室 福島薬剤師会 未定

血圧測定・血管年齢測定・骨密度測定・最終糖化物測
定・塩分味覚測定・認知症測定・お薬相談・健康相談・
放射線相談・スポーツファーマシストによるド-ピング相
談・こども調剤室

福島市健康フェアー 10月14日 AOZ福島 福島市 塩分味覚チェック・こども調剤室（ココア分包）

2018本宮市しらさわ
秋祭り「第12回健康と
福祉祭り」

11月11日
本宮市民元気いきいき応援プラ
ザ

本宮市 薬の相談・調剤体験等

ファミリーフェスタ
2018

9月30日 ビッグパレットふくしま 郡山市社会福祉協議会 郡山市他 キッズおくすり体験コーナー（調剤体験）

すかがわ産業フェス
ティバル2018

11月18日 須賀川アリーナ
須賀川市
夢みなみ農業協同組合
須賀川商工会議所

須賀川商店会連合会他
薬剤師体験コーナー
献血運動
おくすり相談

薬と健康の集い 11月18日 マイタウン地下1階 白河薬剤師会 体力測定、健康診断、薬の相談等

- 石川郡薬剤師会の各薬局 ポスター掲示とパンフレット「薬の知識」の配布



福島県
会津若松市健康まつ
り

9月30日 会津若松市文化センター
会津薬剤師会
会津若松市

HbA1c血糖測定、肺年齢測定、薬と健康の相談他

薬と健康ファア 11月11日 南相馬ジャスモール 相馬薬剤師会
（株）クリニコ
（株）湯山製作所

血管年齢、体組成等測定、子供薬剤師体験、栄養補
助食品紹介、健康相談

いわきニュータウン夏
祭り

7月22日
いわきニュータウンセンタービル
及び同駐車場

いわき市薬剤師会
（いわきニュータウン夏祭り実行委員会）

いわき市
いわき市教育委員会
福島県赤十字血液センター
医薬品卸各社

献血キャンペーン
健康相談

茨城県 薬事功労者知事表彰 10月21日 イオンモールつくば 茨城県 薬事功労者に対する表彰

「薬と健康の週間」ポ
スター表彰式

10月21日 イオンモールつくば
茨城県，(公社)茨城県薬剤師会，茨城県医薬工業会 「薬と健康の週間」ポスターコンクール優秀作品に対す

る表彰

いばらきのくすり展 10月20日、21日 イオンモールつくば 「いばらきのくすり展」運営委員会
県内製造医薬品等の展示，くすりの相談所の開設，こ
ども理科教室・調剤体験コーナーの開催，その他啓発
活動

くすりの相談所 ９月～11月 県内各地 薬剤師会各支部 各保健所 薬に関する相談の受付

栃木県 お薬相談・展示会 10月20日、21日
ベルモールカリヨンプラザ（宇都
宮市陽東６－２－１）

栃木県、（一社）栃木県薬剤師会、（一社）栃木県病院
薬剤師会、（一社）宇都宮市薬剤師会、栃木県薬事工
業会

宇都宮市、（公社）日本薬剤師会、（一社）日本病院薬
剤師会、全国健康保険協会栃木支部、栃木県保険者
協議会

・薬剤師によるお薬・健康サポートに関する相談
・上手に使おう「かかりつけ薬局・薬剤師」「お薬手帳」
・ちびっ子調剤体験
・ジェネリック医薬品Q＆A
・健康に役立つパネル展示
・生活習慣病に関するパンフレット配布
・覚せい剤・危険ドラッグなどの違法薬物模型の展示
＆解説
・骨密度測定コーナー

群馬県
渋川地区医療・介護・
看護連携フォーラム

6月24日 渋川市役所第2庁舎 渋川地区医療・介護・看護連携フォーラム実行委員会 渋川地区薬剤師会等
お薬相談会、
こども調剤体験

群馬県 健康まつり 9月30日 いせさき市民のもり公園 伊勢崎市 薬の正しい使い方等の啓発活動

館林市健康まつり 10月8日 館林市役所 館林市役所
啓発資材配布（薬の使い方・薬物乱用防止に関する
パンフレット、ティッシュ等）



群馬県 館林市健康まつり 10月17日～23日 館林保健福祉事務所 館林保健福祉事務所
啓発資材配布（薬の使い方・薬物乱用防止に関する
パンフレット、ティッシュ等）

藤岡市健康福祉祭
(お薬相談会)

10月20日 藤岡市民ホール 藤岡市
藤岡保健福祉事務所
藤岡薬剤師会

薬剤師による、おくすりの相談会

高崎市薬剤師会くす
りと健康の週間事業
「第５回健康フェア」

10月21日
高崎市総合保健センター1階～3
階

高崎市薬剤師会 群馬県薬剤師会、高崎市学校薬剤師会
・薬と健康の相談、各種測定（血圧、血管年齢、体組
織、肺年齢、嗅覚識別）、子供薬剤師体験など。

健康フェスタin  まえ
ばし２０１８

10月28日 前橋プラザ元気21 前橋市保健所 前橋市薬剤師会
医薬品に係る正しい知識を知ってもらうために、前橋
市薬剤師会の協力を得てお薬相談コーナーを設置す
る。併せて知識普及のためのクイズを実施する。

中之条保健環境まつ
り（お薬相談会）

11月4日 中之条町ツインプラザ 中之条町 吾妻薬剤師会　　　吾妻保健福祉事務所
「お薬相談会」を開催し、医薬品の安全使用普及のた
め来場者の医薬品等に関する相談に応じる。併せて
薬物乱用防止の啓発活動を実施する。

埼玉県 わらび健康まつり 10月21日 蕨市民体育館
蕨市
わらび健康まつり実行委員会（蕨市薬剤師会含む）

シンコースポーツ(株) 薬の相談　他

戸田市健康福祉まつ
り
お薬相談コーナー
（戸田市薬剤師会設
置）

10月7日 戸田市福祉保健センター
戸田市
戸田市社会福祉事業団
戸田市社会福祉協議会

薬の相談　他

朝霞地区薬剤師会
講演会

9月11日 志木ふれあいプラザ (一社)朝霞地区薬剤師会 コンプライアンス（法令順守）について講演

薬学生講習会 9月20日 朝霞保健所
(一社)朝霞地区薬剤師会
富士見・三芳薬剤師会

保健所の役割、
薬事衛生についての講義

医師臨床研修
10月22日～26日のう
ち1日

朝霞保健所 朝霞保健所
保健所の役割、
薬事衛生についての講義

薬物乱用防止研修会 通年 朝霞保健所 朝霞保健所 薬物乱用防止教室

普及啓発活動 通年 朝霞保健所 朝霞保健所
「薬と健康の週間」等各種ポスターの掲示、薬局マップ
の配布等



埼玉県
平成30年度薬物乱用
防止指導員研修会

10月 越谷市保健所
春日部保健所及び草加保健所管内薬物乱用防止指
導員協議会

薬物乱用防止指導員、学校関係者、学校薬剤師等を
対象に研修を実施

越谷市民まつり 10月28日 越谷市役所周辺 越谷市 薬物乱用防止啓発活動（啓発資材の配布）

薬物乱用防止教室 10月31日 春日部保健所管内学校 春日部保健所管内学校
薬物乱用防止指導員を講師として児童に対し薬物乱
用防止教室を実施

消毒衛生講習会 10月16日 春日部保健所 埼玉県理容生活衛生同業組合 理容業者を対象とした講習会を実施

薬についてのポス
ター掲示、パンフレッ
ト配布

9月1日～11月30日 草加保健所 草加保健所 保健所ロビーに掲示、設置

薬物乱用防止教室 9月8日 草加市立松原小学校 草加市立松原小学校 草加保健所から指導員を講師として派遣

薬物乱用防止教室 11月30日 吉川市立東中学校 吉川市立東中学校 草加保健所から指導員を講師として派遣

草加ふささら祭り
お薬相談コーナー

11月3日、4日 草加松原遊歩道 草加市役所 (一社)草加市薬剤師会 市民に対してお薬相談や健康相談、血圧測定を実施

三郷市民まつり
お薬相談コーナー

11月3日 におどり公園 三郷ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ等 (一社)三郷市薬剤師会 市民に対してお薬相談や健康相談、血圧測定を実施

糖尿病の集い
お薬相談コーナー

11月23日 三郷市文化会館 三郷市医師会・埼玉県糖尿病協会 (一社)三郷市薬剤師会 市民に対してお薬相談や健康相談、血圧測定を実施

八潮健康スポーツま
つり
お薬相談コーナー

11月11日 八潮市保健センター 八潮市役所等 (一社)八潮市薬剤師会 市民に対してお薬相談や健康相談、血圧測定を実施

薬物乱用防止指導員
研修会

11月中 越谷市保健所 草加・春日部保健所管内薬物乱用防止指導員協議会
薬物乱用防止指導員、学校薬剤師等を対象とした薬
物乱用防止研修会を実施



埼玉県 鴻巣市健康まつり 11月11日
クレアこうのす
小ホール

鴻巣市

・お薬相談
・薬物乱用防止啓発資材配布（リーフレット、ポケット
ティッシュ等）
・HbA1c簡易測定

第71回伊奈町
総合文化祭

11月11日 伊奈町総合センター 伊奈町・伊奈町教育委員会
ＪＡさいたま伊奈支店
伊奈町文化協会
伊奈町各種関係団体

・血管年齢測定
・健骨度測定による健康相談
・のみ残し薬の相談袋配布
・子どもの調剤体験
・かかりつけ薬局・かかりつけ薬剤師の啓蒙活動（ポス
ター掲示、リーフレット配布）
・薬物乱用防止啓発資材配布

薬物乱用防止・薬と
健康キャンペーン

11月3日
中仙道歩行者天国
（桶川市市民祭）

桶川市薬剤師会

・お薬相談
・血管年齢測定
・全身反応測定
・血圧測定
・体重体組成測定
・アルコールパッチテスト
・薬物乱用防止啓発資材の配布

北本まつり 11月11日 北本市役所
北本市薬剤師会
北本市役所

北本商工会
・かかりつけ薬局パンフレット配布
・お薬相談
・血圧測定

木のくにときがわまつ
り

11月2日～4日 ときがわ町 ときがわ町他 未定 薬物乱用防止啓発資材の配布

日本スリーデーマー
チ

11月2日～4日 東松山市 東松山市他 未定 薬物乱用防止啓発資材の配布

ふるさと商工祭 11月上旬 東秩父村 東秩父村他 未定 薬物乱用防止啓発資材の配布

嵐山まつり 11月上旬 嵐山町 嵐山町他 未定 薬物乱用防止啓発資材の配布

川島町農業商工祭 11月下旬 川島町 川島町他 未定 薬物乱用防止啓発資材の配布

滑川まつり 11月上旬 滑川町 滑川町他 未定 薬物乱用防止啓発資材の配布

小川町商工祭 11月上旬 小川町 小川町他 未定 薬物乱用防止啓発資材の配布

平成30年度少年の主
張大会

11月17日 坂戸市入西地域交流センター
坂戸市
青少年育成坂戸市民会議

麻薬覚醒剤乱用防止運動ポスター、リーフレット、啓発
資材等配布



埼玉県 ふれあい健康まつり 9月29日 鳩山町地域包括ケアセンター
鳩山町
公益社団法人鳩山町シルバー人材センター

薬物乱用防止運動ポスター、リーフレット、啓発資材等
配布

越生町健康まつり 11月3日 越生町保健センター
越生町
越生町健康づくり推進協議会

薬物乱用防止啓発パネル、薬物乱用防止啓発モデル
標本貸出、麻薬覚醒剤乱用防止運動ポスター、リーフ
レット等配布

普及啓発活動 9月～11月 坂戸保健所 坂戸保健所 薬と健康の週間ポスター及びパンフレット掲示・配布

普及啓発活動 10月 坂戸保健所管内薬局 坂戸保健所
坂戸鶴ヶ島市薬剤師会あて、ジェネリック医薬品啓発
資材、麻薬覚醒剤乱用防止運動ポスター等配布

普及啓発活動 10月 坂戸保健所管内市町 坂戸保健所
麻薬覚醒剤乱用防止運動ポスター、リーフレット等配
布
広報紙等への広報依頼

所沢市健康まつり 11月11日 所沢市保健センター 所沢市 (一社)所沢市薬剤師会
薬剤師による薬の相談
薬物乱用防止指導員が薬物乱用防止啓発活動

お薬相談会 10月18日 グランエミオ所沢 所沢市 (一社)所沢市薬剤師会 薬剤師による薬の相談

はんのう健康まつり 10月21日 飯能市総合福祉センター 飯能市 飯能地区薬剤師会
薬剤師による薬の相談
薬物乱用防止指導員が薬物乱用防止啓発活動

武蔵野学院大学・武
蔵野短期大学なでし
こ祭

10月20日、21日
武蔵野学院大学・武蔵野短期大
学

武蔵野学院大学・武蔵野短期大学 狭山市薬剤師会
薬剤師による薬の相談
薬物乱用防止指導員が薬物乱用防止啓発活動

薬学実習生保健所講
習会

9月26日 狭山保健所 狭山保健所管内薬剤師会
保健所職員による医薬品の適正使用等の講習会、薬
物乱用防止啓発

食品衛生責任者実務
講習会

11月14日 日高市総合福祉センター 飯能・日高食品衛生協会 薬物乱用防止指導員が薬物乱用防止啓発活動

食品衛生責任者実務
講習会

11月27日 入間市産業文化センター 狭山・入間食品衛生協会 薬物乱用防止指導員が薬物乱用防止啓発活動



埼玉県
行田市ふれあい福祉
健康まつり

10月20日 行田市産業文化会館 行田市ふれあい福祉健康まつり実行委員会 行田市社会福祉協議会、行田市
薬物乱用防止啓発及び資材配布
（啓発実施主体：行田市薬剤師会）

加須地域市民まつり 10月14日 加須市民運動公園 加須地域市民まつり実行委員会 埼玉県都市競艇組合、加須市
薬物乱用防止啓発及び資材配布
（啓発実施主体：加須市薬剤師会、加須ライオンズクラ
ブ）

羽生市民福祉健康ま
つり

10月28日 羽生市民プラザ 羽生市民福祉健康まつり実行委員会
羽生市福祉関連法人連絡会
（後援：羽生市、羽生市社会福祉協議会）

薬物乱用防止啓発及び資材配布
（啓発実施主体：羽生市薬剤師会）

久喜市民まつり薬物
乱用防止街頭キャン
ペーン

10月21日 久喜駅周辺 久喜白岡薬剤師会
久喜ライオンズ
クラブ

薬物乱用防止啓発、資材の配布、こども調剤体験

幸手市健康福祉まつ
り

11月4日 ウエルス幸手 幸手薬剤師会
薬物乱用防止啓発、資材の配布、健康相談、コレステ
ロール値測定、HbA1c測定、ロコモ体操実施、リンパ
マッサージによる血行改善

幸手市民まつり 11月11日 幸手駅周辺
久喜・幸手地区保
護司会幸手支部

薬物乱用防止啓発、資材の配布

幸手吉田地区民祭 10月7日
幸手市立吉田小学校
運動場

幸手食品衛生協会 薬物乱用防止啓発、資材の配布

蓮田市やさしさいきい
きフェスティバル

10月28日
 総合市民体育館
（パルシー）

蓮田市薬剤師会
薬物乱用防止啓発、資材の配布
健康相談、こども調剤体験

麻薬・覚醒剤乱
用防止運動

10月1日～11月30日 幸手保健所管内市町 幸手保健所
管内市長への薬物乱用防止啓発広
報依頼、資材の掲示・配布

薬と健康の週間 10月17日～23日 幸手保健所 資材の掲示・配布

森の音楽祭inふかや
緑の王国

10月14日 ふかや緑の王国 深谷市、ふかや緑の王国ボランティア NPO法人地域環境緑創造交流協会 お薬相談、薬物乱用防止の啓発

熊谷保健所管内薬物
乱用防止研修会

10月15日
熊谷文化創造館
さくらめいと

熊谷保健所・熊谷保健所管内薬物乱用防止指導員協
議会

薬物乱用防止・ドーピングに関する講演



埼玉県
深谷市福祉健康まつ
り

10月27日、28日 深谷市総合体育館 深谷市 深谷市薬剤師会ほか お薬相談、薬物乱用防止の啓発

ピンクリボンデーinく
まがや

10月28日 熊谷市立文化センター文化会館 NPO法人くまがやピンクリボンの会 熊谷市医師会 お薬相談、薬物乱用防止の啓発

寄居町健康まつり 11月11日 寄居町役場 寄居町 寄居薬剤師会ほか お薬相談、薬物乱用防止の啓発

熊谷市産業祭 11月11日 熊谷市スポーツ文化公園 熊谷市農業振興課 お薬相談、健康測定による健康相談

献血推進ポスターコ
ンクール優秀作品の
掲示

9月12日～10月23日 熊谷駅献血ルーム 熊谷保健所・赤十字血液センター熊谷駅出張所 献血推進ポスターの掲示

美里町健康まつり 10月28日 美里町保健センター
本庄市児玉郡薬剤師会
美里町役場

お薬相談、薬物乱用防止啓発、健康茶の提供等

薬物乱用防止啓発 10月18日 秩父市立病院 秩父郡市薬剤師会 献血会場で薬物乱用防止の啓発を行う

2018ツール・ド・フラン
スさいたまクリテリウ
ム

11月4日 さいたま市 さいたま市
薬物乱用防止リーフレットの配布
献血啓発クリアファイルの配布

学校訪問 10月10日～30日 さいたま市内の高校 さいたま市 若年層への献血の普及啓発

南区ふるさとふれあ
いフェア（さいたま市
薬剤師会コーナー設
置）

10月6日 浦和競馬場 さいたま市 (一社)さいたま市薬剤師会 薬事相談、薬物乱用防止啓発活動

岩槻やまぶきまつり
（さいたま市薬剤師会
コーナー設置）

10月14日 岩槻文化公園 さいたま市 (一社)さいたま市薬剤師会 薬事相談、薬物乱用防止啓発活動

桜区区民ふれあいま
つり（さいたま市薬剤
師会コーナー設置）

10月20日 プラザウエスト（桜区役所） さいたま市 (一社)さいたま市薬剤師会 薬事相談、薬物乱用防止啓発活動



埼玉県
緑区区民まつり（さい
たま市薬剤師会コー
ナー設置）

10月20日
緑の広場（農業者トレーニングセ
ンター）

さいたま市 (一社)さいたま市薬剤師会 薬事相談、薬物乱用防止啓発活動

大宮区民ふれあい
フェア（さいたま市薬
剤師会コーナー設
置）

10月27日 大宮ソニックシティ さいたま市 (一社)さいたま市薬剤師会 薬事相談、薬物乱用防止啓発活動

北区区民まつり（さい
たま市薬剤師会コー
ナー設置）

11月4日 市民の森見沼グリーンセンター さいたま市 (一社)さいたま市薬剤師会 薬事相談、薬物乱用防止啓発活動

浦和区健康まつり（さ
いたま市薬剤師会
コーナー設置）

11月4日 浦和コミュニティセンター さいたま市 (一社)さいたま市薬剤師会 薬事相談、薬物乱用防止啓発活動

西区ふれあいまつり
（さいたま市薬剤師会
コーナー設置）

11月10日 三橋総合公園 さいたま市 (一社)さいたま市薬剤師会 薬事相談、薬物乱用防止啓発活動

見沼区ふれあいフェ
ア（さいたま市薬剤師
会コーナー設置）

11月10日 堀崎公園（見沼区役所隣） さいたま市 (一社)さいたま市薬剤師会 薬事相談、薬物乱用防止啓発活動

中央区区民まつり（さ
いたま市薬剤師会
コーナー設置）

11月10日、11日 中央区役所周辺 さいたま市 (一社)さいたま市薬剤師会 薬事相談、薬物乱用防止啓発活動

薬と健康の週間事業 10月20日 ウエスタ川越 (一社)埼玉県薬剤師会

共催
①埼玉県
②(一社)川越市薬剤師会
③城西大学
④日本薬科大学

後援
①川越市
②(一社)川越市医師会

①かかりつけ薬剤師・薬局PRコーナーの実施
②お薬相談コーナの実施
③検体測定室(HbA1C)の簡易検査コーナーの実施
④健康測定コーナーの実施
⑤薬物乱用防止啓発写真パネルの展示
⑥薬物標本（ダミーセット）の展示
⑦アルコールパッチテストの実施
⑧薬物乱用防止の啓発資材の配布
⑨献血協力推進資材の配布

上尾市健康まつり 7月7日 上尾市東保健センター 上尾市
①医師会
②歯科医師会 ほか

①薬事相談　②ｱﾙｺｰﾙﾊﾟｯﾁﾃｽﾄ
③子供調剤体験

朝霞市総合防災訓練
「防災フェア」

9月30日 朝霞の森 朝霞市
①朝霞地区医師会
②朝霞地区歯科医師会
③商工会　ほか

①お薬手帳の普及　②熱中症予防対策
③お薬相談

朝霞市健康まつり 11月23日
朝霞市健康増進センター
わくわくドーム

朝霞市

共催
①朝霞地区医師会
②朝霞地区歯科医師会

協賛
①朝霞市健康まつり実行委員会
②健康あさか普及委員会

①血流測定(血圧含む)
②体脂肪測定（BMI測定含）
③ｷｯｽﾞﾌｧｰﾏｼｰ体験
④生活習慣病予防、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布
⑤経口補水液について

第2回市民フォーラム
『知って得するくすり
の話』～毎日飲む薬
について薬剤師に聞
いてみよう～

9月2日 新座市ふるさと新座館 (一社)朝霞地区薬剤師会

①朝霞地区医師会
②朝霞地区歯科医師会
③朝霞市
④新座市
⑤志木市
⑥和光市

①講演
演題　「より良い医療を受けるために」
講師　国立病院機構埼玉病院元院長
 　　　　セコム医療ステム顧問
　　　　　　関塚　永一　氏
②薬剤師による無料お薬相談　など



埼玉県
第38回新座市健康ま
つり

10月21日 新座市保健センター 新座市健康まつり実行委員会

共催
①新座市
②新座市教育委員会

協賛
・朝霞保健所

①薬の相談
②キッズファーマシー
③健康茶の試飲・配布
④BMI指数の検査と食事、運動アドバイス

志木市健康まつり 10月14日 志木市健康増進センター 志木市 ①血管年齢測定　②薬相談　など

和光市 BOSAIフェア 10月21日 和光市樹林公園　総合体育館 和光市危機管理室
①災害時の薬剤師の活動
②災害時のおくすり手帳の有効性の啓発
③経口補水液の配布　等

和光市健康フェア 11月11日 和光市保健センター 和光市民まつり実行委員会
①こども薬剤師調剤体験ｺｰﾅｰ
②おくすり相談ｺｰﾅｰ

春日部市災害時医療
救護訓練

11月18日 春日部市武里南小学校 春日部市 五師会 ①ﾄﾘｱｰｼﾞ　②お薬手帳啓発　③お薬相談

定期市民講座 10月4日 大井総合福祉センター ふじみ野市 カイエー薬局グループ
①脂質異常症について（病態・薬物治療・生活習慣・
予防など）

第21回川口健康フェ
スティバル

9月30日
川口総合文化センター
（リリア1階展示ホール）

川口健康フェスティバル
実行委員会

①薬相談　②HbA1c簡易検査の実施

川口市市産品フェア
2018

10月26日～28日 SKIPシティ 川口市 HbA1c簡易検査の実施

川越市健康まつり 11月4日 ウェスタ川越 川越市 川越市薬剤師会　他
①薬の相談、介護相談、血圧・体脂肪測定
②子供薬剤師の体験、介護用品（オムツ等）の提供
③アンケートの実施（薬剤師業務に関すること）

久喜市食育推進大会 11月4日 久喜文化会館
①久喜市
②関係団体

①薬物乱用防止ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
②HbA1c測定　③子供調剤体験

市民と薬剤師で共に
考えよう

6月10日 越谷市中央市民会館 (一社)越谷市薬剤師会

共催
・越谷市

協賛
①(一社)埼玉県薬剤師会
②(一社)越谷市医師会
③(一社)越谷市歯科医師会
④越谷市接骨師会

講演
演題１　「知って得する薬剤師活用術」
講師１　熊本県山鹿地区薬剤師会
　　　　　理事　大森　眞樹　氏

演題２　「ポリファーマシーって何？」
講師２　栃木県医療センター内科医長
　　　　　　矢吹　拓　氏

杉戸町産業祭 11月3日 アグリパークゆめすぎと 杉戸町商工会議所
①お薬相談　②残薬について
③血圧測定　など



埼玉県 富士見市健康まつり 10月28日 富士見健康増進センター 富士見市 お薬相談

ところざわまつり 10月7日 所沢駅周辺 所沢商工会議所
薬の正しい飲み方のチラシ、マスク、紙風船、ポケット
ティッシュ、ガンパンフを配布

さいたま市農業祭 11月17日、18日 見沼グリーンセンター さいたま市広報課
薬の正しい飲み方のチラシ、マスク、紙風船、ポケット
ティッシュ、ガンパンフを配布

毛呂山町産業祭り 11月17日、18日 毛呂山総合公園 毛呂山町産業振興課
薬の正しい飲み方のチラシ、マスク、紙風船、ポケット
ティッシュ、ガンパンフを配布

全国統一献血 10月24日 大宮献血ルームウエスト (一社)埼玉県医薬品配置協会
配置協会チラシ、ボールペン、ガンパンフ、紙風船、カ
ロリーメイトを配布

街頭献血 11月14日 大宮献血ルームウエスト (一社)埼玉県医薬品配置協会
配置協会チラシ、ボールペン、ガンパンフ、紙風船、カ
ロリーメイトを配布

薬の日 10月17日～23日 配置先の各家庭 (一社)埼玉県医薬品配置協会 薬の正しい飲み方のチラシを配布

千葉県
第49回薬と健康の週
間ちば県民の集い

10月28日 千葉県文化会館
千葉県
千葉県薬業連絡協議会

表彰式、講演等、お薬相談

事業所見学会 10月12日 ㈱アサヒ八千代工場 千葉県薬業連絡協議会 工場見学

県内高等学校へ記念
図書贈呈

10月下旬 －
千葉県
千葉県薬業連絡協議会

図書贈呈

東京都 観察会 10月中 未定 東京都 未定

薬草教室 10月10日 東京都薬用植物園 東京都 中高年からの漢方健康法



東京都
薬事及び薬物乱用関
係功労者知事感謝状
贈呈式

10月17日 新宿区立角筈区民ホール 東京都
薬事及び薬物乱用防止関係功労者に対する知事感
謝状の贈呈式

おくすり講座 10月18日 東京都健康安全研究センター 東京都健康安全研究センター
「薬の基本、薬局・薬剤師との付き合い方」をテーマと
した「おくすり講座」を開催

くすりと健康フェア
2018

10月21日、27日、28
日

・21日
イトーヨーカ堂大井町店2階入口
・27日28日
星薬科大学

品川薬剤師会
荏原薬剤師会
星薬科大学
品川区

各種測定（血糖・血圧等）
お薬・栄養相談
パンフレット配布
アンケート等

薬剤師のおくすりな
んでも相談

11月23日 目黒区役所総合庁者２Ｆ （一社）目黒区薬剤師会 「在宅療養フェアin目黒」の相談コーナーにおいて実施

くすりと健康のつどい
事業①

10月17～23日、27日
世田谷区役所および薬剤師会
会員薬局

薬剤師会に委託し、（１）期間中・期間前のチラシ配布
およびポスター掲示（２）薬剤師による薬の無料相談
（10月27日：「せたがや産業フェスタ2018」にブース出
展、10月17日～23日：会員薬局において実施）

くすりと健康のつどい
事業②

9月30日 世田谷区保健センター
薬剤師会に委託し、薬剤師による薬の無料相談およ
びチラシ等の配布（9月30日：「保健センターまつり
2018」にブース出展）

くすりの相談会 10月7日
帝京平成大学中野キャンパスに
ぎわいフェスタ敷地内

中野区薬剤師会
薬を購入する際の留意点や薬の飲み方、薬の飲み合
わせなどについて中野区薬剤師会薬剤師が相談に応
じる。

くすりと健康の無料相
談

10月21日
首都大学東京　　荒川キャンパ
ス

荒川区薬剤師会
荒川区
（後援）

〇薬・健康・健康食品・サプリメント・禁煙・栄養等の無
料相談
〇体脂肪測定・血管年齢測定・健康みらい予報
〇中学生以下対象の薬剤師体験

みんなの健康だより 11月1日発行 ― 町田市
町田市が発行する「みんなの健康だより」に医薬品の
適正使用に関する記事を掲載する。

武蔵野市
「薬と健康展」

10月21日
イトーヨーカドー武蔵境店　東館
入口

武蔵野市薬剤師会 薬と健康の無料相談会

小平市薬事相談会
(小平市民まつり会
場)

10月21日 あかしあ通り
小平市薬剤師会
小平市

かかりつけ薬局の普及啓発を行う。

小金井なかよし市民
まつり

10月20日 都立小金井公園 小金井市薬剤師会 薬の相談、健康相談、肺機能テスト等



東京都 くすりの講演会 10月24日 東大和市立保健センター 東大和市 かかりつけ薬局を持つメリットについての講演

神奈川県
お薬相談と薬物ク
リーンキャンペーン

9月9日
海老名中央公園（ビナウォーク3
番館マルイファミリー海老名）南
側

神奈川県薬物乱用防止指導員協議会厚木支部
海老名市薬剤師会

海老名・座間・厚木各保護区保護司会
海老名・座間・厚木愛甲各更生保護女性会

チラシ等を配布して薬物乱用防止の啓発活動を行う。

献血 9月15日 南郷上ノ山公園 神奈川県赤十字血液センター 葉山町（協力）
献血実施に合わせ、地域住民に対して献血への理解
を求める普及啓発を協力して行う。

薬物乱用防止キャン
ペーン

9月17日
座間市役所正面入口付近（座間
市緑ヶ丘１－１－１）

神奈川県薬物乱用防止指導員協議会厚木支部
座間市薬剤師会

座間・海老名・厚木各保護区保護司会
座間・海老名・厚木愛甲地区更生保護女性会

チラシ等を配布して薬物乱用防止の啓発活動を行う。

健康・福祉フェスティ
バル

9月27日
箱根町総合保健福祉センター
（さくら館）

箱根町保険健康課 神奈川県薬物乱用防止指導員協議会平塚支部
・薬の相談
・リーフレット配布

「薬と健康の週間」事
業

10月 会員薬局（約2600薬局） 神奈川県薬剤師会 健康、薬、在宅医療などに関する相談、普及啓発

薬物乱用防止街頭
キャンペーン

10月予定 未定 薬物乱用防止指導員協議会　藤沢支部 藤沢市保健所 薬物乱用防止について通行者に対し啓発する

薬物乱用防止街頭
キャンペーン

10月4日
藤沢駅北口サンパレット・サン
パール広場及び同南口自由通
路

藤沢地区薬物乱用防止推進地域連絡会 薬物乱用防止について通行者に対し啓発する

献血 10月4日 葉山町役場 神奈川県赤十字血液センター 葉山町（協力）
献血実施に合わせ、地域住民に対して献血への理解
を求める普及啓発を協力して行う。

薬物乱用防止キャン
ペーン

10月7日 大岡健康プラザ いきいきふれあい南なんデー実行委員会 パネル展示、パンフレット・カットバン・風船の配布

薬物乱用防止教室 10月11日 県立秦野曽屋高等学校 平塚保健福祉事務所秦野センター 青少年に対する薬物乱用防止の啓発活動の実施

伊勢原観光道灌まつ
り

10月13、 14日 道灌まつり会場 平塚保健福祉事務所秦野センター
神奈川県薬物乱用防止指導員協議会秦野伊勢原支
部

薬物乱用防止パネルの展示リーフレットの配布等



神奈川県
麻薬・覚醒剤乱用防
止運動（大磯チャレン
ジフェスタ2018）

10月14日
大磯運動公園（からだのケンサ
体験パーク）

平塚保健福祉事務所 神奈川県薬物乱用防止指導員協議会平塚支部
・薬物乱用防止啓発リーフレット等の配布、薬物見本・
ポスターの掲示
・ハイ・チェッカーによる肺年齢測定

受診行動適正化事業
（重複服薬）

10月17日発送予定 厚木市
重複服薬者に対し適正受診に関する通知を送付し、
重複する投薬等について主治医と相談するよう案内す
る。

「薬と健康の週間」に
おける啓発運動

10月17日～23日
平塚保健福祉事務所秦野セン
ター

平塚保健福祉事務所秦野センター ポスター掲示、リーフレット・ハンドブックの配布

薬物乱用防止のポス
ター掲示

10月17日～23日 平塚市保健センター 平塚市 神奈川県 市民への周知のためポスター掲示

献血事業のポスター
掲示

10月17日～23日 平塚市保健センター 平塚市 神奈川県 市民への周知のためポスター掲示

くすりと健康すこやか
フェア

10月18日 横浜駅東口そごう前広場 くすりと健康すこやかフェア実行委員会 神奈川県横浜市健康福祉局
お薬相談、健康測定、薬物乱用防止啓発、薬のパネ
ル展示、他

事業所献血 10月18日
日本パーカライジング株式会社
総合技術研究所

平塚市 日本パーカライジング株式会社 事業所の協力を得て献血を実施

さがみはら健康フェス
タ2018における薬物
乱用防止啓発活動

10月20日 ウェルネスさがみはら 相模原市役所相模原市薬剤師会
インスタグラム風フォトスポットの設置、リーフレット等
の配布、キッズ調剤体験

薬の講演会 10月21日 藤沢商工会館ミナパーク 藤沢市薬剤師会 公益財団法人藤沢市保健医療財団
・薬剤師及びパラサイクリング選手による講演会
・薬剤師によるお薬相談
・血圧、体組成、脳年齢測定等の無料体験コーナー

第32回津久井やまび
こ祭りにおける薬物
乱用防止啓発活動

10月21日予定 中野中学校校庭 相模原市保護司会協議会相模原市役所
リーフレット等の配布、薬物見本展示、のぼり掲揚、ポ
スター掲示

事業所献血 10月22日 日産車体株式会社第2地区 平塚市 日産車体株式会社 事業所の協力を得て献血を実施



神奈川県 事業所献血 10月22日
関西ペイント株式会社　平塚事
業所

平塚市 関西ペイント株式会社 事業所の協力を得て献血を実施

献血 10月22日
・箱根町役場本庁舎
・総合保健福祉センター

神奈川県赤十字血液センター

箱根町、箱根ライオンズクラブ、さがみ信用金庫湯本
支店、さがみ信用金庫宮城野支店、スルガ銀行箱根
支店、横浜銀行湯本支店、かながわ西湘農協箱根支
店、一般財団法人箱根町観光協会、箱根町温泉旅館
ホテル共同組合、湯本富士屋ホテル、株式会社勝俣
組、有限会社箱根清掃公社、箱根水道パートナーズ
株式会社、箱根登山バス株式会社宮城野営業所、箱
根登山バス株式会社本社運輸部、社会法人箱根町社
会福祉協議会

献血

薬物乱用防止パネル
展

10月23日～29日
都筑区総合庁舎２階行政情報Ｐ
Ｒスペース

横浜市都筑区生活衛生課 薬物乱用防止パネル展示

聳塔祭 10月27、 28日 文教大学 茅ヶ崎市保健所 薬物乱用防止啓発資材配布

薬と健康フェアかまく
ら

10月28日 鎌倉生涯学習センター玄関前 鎌倉市薬剤師会 鎌倉市市民健康課鎌倉保健福祉事務所
啓発ポスター展示、薬物標本展示、リーフレット及び啓
発資材の配布

薬の講演会 11月1日
秦野市役所教育庁舎ＡＢＣ会議
室

国保年金課 薬剤師の講演ジェネリック医薬品の普及啓発

市民の日 11月3日 文化会館駐車場 秦野市市民の日運営委員会
薬剤師会による薬の相談会ジェネリック医薬品の普及
啓発

麻薬・覚醒剤乱用防
止運動

11月3日予定 相模大野駅周辺 相模原市役所
リーフレット等の配布、薬物見本展示、のぼり掲揚、ポ
スター掲示

くすりと健康フェアか
わさき2018

11月11日
川崎市コンベンションホール
（ホールA）

川崎市薬剤師会川崎市役所 （株）大塚製薬工場
こども調剤体験コーナー、くすりの相談コーナー、健康
チェックコーナー、展示コーナー（薬物乱用防止・献血
の推進）等

みうら市民まつり 11月18日 三浦市総合体育館 実行委員会形式 未定
三浦市薬剤師会が特設ブースを設けて薬に関する正
しい知識等について広報及び相談を受ける

保健福祉センターフェ
スティバル

2月上旬 秦野市保健福祉センター 秦野市保健福祉センターフェスティバル実行委員会 ジェネリック医薬品の普及啓発

市広報 綾瀬市 10/1号広報で市民に周知



神奈川県
コミュニティーバスイ
ベント情報

綾瀬市 10月号市コミュニティーバスイベント情報で周知

新潟県 新潟県薬事功労者表彰式10月 県庁周辺 新潟県
新潟県薬事功労者・薬物乱用防止推進功労者に対し
感謝状を贈呈

元気館健康まつり
2018

9月15日 元気館 柏崎市 脳年齢ﾁｪｯｸ、お薬相談、啓発資材配布　等

くらしとこころの総合
相談会

9月19日 三条東公民館 三条地域振興局　　　　　　　　　　　　新潟県弁護士会
県央薬剤師会、社会保険労務士会、ハローワーク、社
会福祉協議会、地域包括支援センター、三条市、燕
市、加茂市、田上町、弥彦村　他

お薬相談、啓発資材配布など

すこやか・ともしびま
つり2018

9月29日、30日 アオーレ長岡 長岡市 お薬相談・調剤体験　他

薬と健康展 9月29日 アオーレ長岡
長岡市、長岡市薬剤師会、新潟県薬剤師会、薬事団
体連絡協議会

お薬相談、啓発資材配布など

第37回小千谷健康福
祉まつり

10月7日 小千谷市総合体育館 小千谷市、魚沼薬剤師会 お薬相談、啓発資材配布 等

第35回がん征圧新潟
県大会　併設　生活
習慣病予防展

10月12日 糸魚川市民会館 新潟県健康づくり財団 お薬相談など

新発田市健康フェス
ティバル

10月14日 新発田市生涯学習センター 新発田市 きっず薬剤師体験、お薬相談 など

岩室健康展　併催
ピンクリボンホリデー
2018

10月21日 岩室地区公民館
岩室地域コミュニティ協議会
新潟はっぴー乳ライフ

お薬相談、啓発資材配布など

市民公開講座 11月3日 アオーレ長岡 長岡市薬剤師会 長岡市健康課 目の薬についての講演等

健康寿命延伸フォー
ラム

11月8日 新潟ユニゾンプラザ

県医師会・県歯科医師会・県薬剤師会・県看護協会・
県歯科衛生士会・県歯科技工士会・県栄養士会・県理
学療法士会・県作業療法士会・県診療放射線技師会・
県接骨師会・県鍼灸マッサージ師会・県鍼灸師会・県
介護福祉士会・県介護老人保健施設協会・県言語聴
覚士会・県小規模多機能型居宅介護事業者協議会・
県認知症高齢者グループホーム協議会

講演会、啓発資材の配布



新潟県 上越市市民公開講座 11月18日 上越市市民プラザ 上越薬剤師会
埼玉成恵会病院 外科医　清水広久先生の講演、一般
市民を対象としたイベント（予定）

山梨県 山梨県薬事衛生大会 10月17日
ホテル
クラウンパレス甲府

＜山梨県＞
＜山梨県薬と健康の週間実行委員会＞
　・(一社)山梨県薬剤師会
　・山梨県医薬品登録販売者協会
　・山梨県医薬品配置協議会
　・山梨県医薬品卸協同組合

＜表彰式典＞ ・ 薬事功労者（厚生労働大臣表彰：披
露）
　　　　　　　　 　・ 薬事功労者等表彰（知事表彰）
                  　・ 優良従業員（実行委員会会長表彰）
＜記念講演＞ ・  「笑ってスッキリ」
                       講師：笑福亭　松枝　氏

健康を守るくすり展 10月20日
イオンモール甲府昭和
さくら広場

＜山梨県＞
＜山梨県薬と健康の週間実行委員会＞
　・(一社)山梨県薬剤師会
　・山梨県医薬品登録販売者協会
　・山梨県医薬品配置協議会
　・山梨県医薬品卸協同組合

・ 薬相談コーナーの開設
・ 薬の紙芝居
・ 薬草の展示
・ 薬に係るアンケートの実施
・ 薬物乱用防止、献血推進、後発医薬品の使用促進
に係る啓発活動
・ 甲府市内しらゆり幼稚園キンダー鼓隊の演奏

くすりと健康の
相談会・講演会

9月9日 山梨県立図書館
　・(公社)甲府市薬剤師会

㈱大塚製薬工場

＜相談会＞  お薬相談、血圧・血糖値測定　他
＜講演＞「独身五十男が認知症母の介護をしてみた
ら」
                       講師：松浦　晋也　氏
＜講演＞  「認知症の予防・治療・介護
　　　　　　　　　                     ～多職種で支える～」
                       講師：永松　正明　氏

長野県 薬剤師の健康相談 10月 小諸ふーどまつり内 小諸商工会議所
ライオンズクラブと連携し、健康ブース展を出展し、健
康についての相談を受付ける。

松本市健康フェスティ
バル

9月24日 松本市波田体育館 松本市
ブース出展(薬の相談コーナー、自動分包機による調
剤体験コーナー、お薬○×クイズ、ハーブティー試飲
コーナー)

健康を守る大会 10月17日 松本市音楽文化ホール 松本地区健康管理推進会議 ハーブティーの試飲コーナー

市民公開講座 10月21日 フラワーパレス （一社）上伊那薬剤師会

講演会（人間性脳科学研究所長、武蔵野学院大学教
授　澤口俊之先生「脳を育む　脳老化・認知症の予防
と改善法）
健康チェック・お薬相談コーナー（ゴースト血管・血管
年齢・骨量、血圧、肌年齢、物忘れ）

テレビでの広報 10月1日～31日 長野県下全域 長野県薬剤師会
テレビのニュース番組内のお知らせコーナー等を利用
したかかりつけ薬局・薬剤師等のＰＲ

新聞広告 10月16日 長野県下全域 長野県薬剤師会 新聞のＢＳ番組欄におけるお薬相談ＰＲ

ポスター・チラシ配布 10月1日～31日 長野県下全域 県、長野県薬剤師会
保健所、薬局等におけるポスター掲示、パンフレット・
チラシ配布



長野県

薬剤師・薬局から発
信！「測ろう血圧！受
けよう健診・歯科
チェック」

9月～10月
長野県薬剤師会
会員薬局

長野県薬剤師会

薬局店頭における声かけ及び対応
「ご自分の血圧をご存じですか？」
「今年は健診受けましたか？」
「歯科チェック受けていますか？」

薬剤師・薬局から発
信！「お薬バッグで残
薬にサヨナラしません
か？お宅にも伺いま
す！」

11月～12月
長野県薬剤師会
会員薬局

長野県薬剤師会
薬局店頭における声かけ及び対応
「お薬たまっていませんか？」
「薬剤師のおためし訪問を利用してみませんか？」

富山県
｢薬と健康の週間｣薬
事功労者等表彰式及
び講演会

10月20日 富山電気ビル
・富山県
・公益社団法人
　富山県薬剤師会

（後援）
・富山県教育委員会
・一般社団法人富山県薬業連合会
・一般社団法人富山県医薬品登録販売者協会
・富山県医薬品小売商業組合

・富山県薬事功労者等表彰式
・講演会

石川県
薬と健康の週間製薬
工場見学会

10月19日 参天製薬(株)能登工場 石川県 薬事振興会 製薬工場見学

薬と健康の週間薬草
観察ハイキング

10月20日 石川県森林公園 石川県 薬事振興会 薬草ハイキング

薬事功労者県知事感
謝状贈呈式

未定 石川県庁 石川県 知事表彰

薬と健康の週間にお
ける薬物乱用防止の
ための街頭キャン
ペーン

10月21日 未定
石川県登録販売者協会
石川県医薬品配置協議会

薬事振興会 薬物乱用防止啓発資材等の街頭での配布

福井県
くすりと健康フェア
2018

9月2日
福井駅前電車通り（雨天時：ガレ
リア元町アーケード内）

（一社）福井県薬剤師会 福井県製薬団体連合会
健康相談、ドーピング相談、薬物乱用防止啓発活動ほ
か各種イベント等を行う

薬と健康の週間
街頭キャンペーン

10月17日 JR福井駅西口および東口周辺 （一社）福井県医薬品登録販売者協会 共催：福井県薬物乱用防止指導員福井地区協議会 通勤・通学する者に医薬品の適正使用を呼びかける

薬と健康の週間街頭
キャンペーン

10月20日
みくにショッピングワールド　イー
ザ

（一社）福井県医薬品登録販売者協会、全日本医薬品
登録販売者協会

なし 来客者に薬の適正使用を呼びかける

薬と健康の週間
街頭キャンペーン

10月21日 たけふ菊人形 （一社）福井県医薬品登録販売者協会鯖江・越前支部 共催：福井県丹南健康福祉センター 来客者に薬の適正使用を呼びかける

岐阜県
第39回岐阜市民健康
まつり

11月 市民健康まつり実行委員会 ポスターの掲示、リーフレットの配布



岐阜県 広報はしま 10月号
羽島市役所
子育て･健幸課

広報はしまに掲載

広報掲載 10月1号 各務原市 10月1号　広報紙掲載予定

広報掲載 10月号 笠松町 広報にて薬と健康について周知

広報掲載 10月号 岐南町役場
「薬と健康の週間」についてを広報に掲載し普及啓発
を図る

ポスター掲示 期間中 北方町、山県市 各市町 各市町の庁舎にポスターを掲示する

山県市 「薬と健康の週間」周知

揖斐川町
いびがわチャンネル（町営ケーブルテレビ）データ放送
で「薬と健康の週間」について放送

大野町
「大野町の事業・行事のご案内」カレンダーに週間名を
記載

大野町
大野町ホームページ内で薬の安全な使い方について
啓発記事を公開する

池田町
広報いけだ10月号に、「薬と健康の週間」と題し、薬の
使用上の注意や、かかりつけ薬局・薬剤師を決めるよ
う掲載し、薬について啓発活動を行う。

健康・福祉・エコ フェ
アいけだ

11月18日
池田町中央公民館
多目的ホール
役場ロビー

・池田町
・池田町社会福祉
　協議会

・薬業組合
・薬剤師会

薬業組合･薬剤師会による薬の相談、薬草･民間薬の
試飲と展示等

山県市10月号広報掲載



岐阜県 関市お薬相談会 10月14日 関市文化会館屋内 関薬剤師会 市民健康課 お薬相談、HbA1C測定

第3回みの健康講座
ラリー
「お薬の上手な飲み
方について」～お薬
の適正使用～

9月30日
美濃病院健診棟2階「みの健康
ホール」

美濃市役所
民生部健康福祉課

関薬剤師会
薬剤師による講座
服薬グッズの展示
薬剤師による相談コーナー(予定)

郡上ケーブルTV文字
放送

10月17日～23日 郡上市内 郡上市健康福祉部健康課 文字放送で、医薬品の正しい使用を普及啓発する。

ポスター掲示 10月17日～23日 可茂保健所 可茂保健所 「薬と健康の週間」啓発ポスター掲示

第28回健康フェア可
児

10月14日 可児市文化創造センターala 可児市健康づくり推進協議会
・「薬と健康の週間」啓発ポスター掲示
・薬物乱用防止の啓発活動

第２４回健康・福祉す
こやかフェスティバル

10月27日 美濃加茂市総合福祉会館 美濃加茂市・美濃加茂市社会福祉協議会 可茂薬剤師会 健康と薬について個別相談会を実施する。

無 10月17日～23日
可児市本庁舎、
可児市子育て健康プラザ及び可
児市保健センター

無 無 「薬と健康の週間」啓発ポスター掲示

健康講座 8月29日 総合福祉会館 坂祝町
薬剤師を講師に、血糖値とお薬をテーマに健康講座を
実施

１歳歯磨き教室 10月12日 保健センター 坂祝町
１歳歯磨き教室で医薬品の誤飲事故防止についての
指導

健康相談 10月23日 総合福祉会館 坂祝町 健康相談時に医薬品の正しい使用について指導

生活カレンダー記載 10月 坂祝町
生活カレンダー１０月のページに薬と健康の週間につ
いてＰＲ

麻薬・覚せい剤乱用
防止

平成28年6月～ 富加町ホームページ 富加町福祉保健課　福祉保健係 ホームページに薬物乱用防止についての情報を掲載



岐阜県 お薬手帳の活用 10月 広報とみか 富加町福祉保健課　福祉保健係
広報とみか10月号にお薬手帳の活用方法についての
情報を掲載

富加町福祉保健課　福祉保健係
富加町役場、保健センター、タウンホールとみかにポ
スターを掲示

川辺町住民課 広報かわべ１０月号掲載

川辺町住民課 広報無線による啓発

おいでよふる里まつ
り

10月28日 七宗町町民体育館 七宗町おいでよふる里まつり実行委員会 健康づくりブースの来場者にリーフレットを配布

健康カレンダー掲載 10月 八百津町健康福祉課 健康カレンダー掲載

広報掲載 10月 八百津町健康福祉課 広報やおつ掲載

10月中 白川町町民会館 白川町保健福祉課 ポスターの掲示

薬と健康について周
知

10月17日～23日 東白川村内 東白川村保健福祉センター
ケーブルテレビで薬と健康について放送し、薬の管理
について周知する。

10月15日～26日 御嵩町保健センター
御嵩町役場
福祉課

ポスター掲示

ポスター掲示 ～10月23日 多治見市保健センター ポスター掲示

広報掲載 10月1日号 多治見市内 多治見市 多治見市広報に掲載

薬と健康の週間 10月
富加町役場、保健センター、タウ

ンホールとみか



岐阜県 フェイスブック掲載 10月17日～23日 多治見市内 多治見市 多治見市フェイスブックに掲載

健康を守る市民の集
い

10月21日 セラトピア土岐
土岐市
土岐市地域医療協議会

土岐ライオンズクラブ、土岐ロータリークラブ、土岐織
部ライオンズクラブ、株式会社コパン

薬の相談、薬草茶試飲

普及啓発 10月17日～23日 保健センター
土岐市役所
健康増進課

・保健センターに医薬品副作用被害救済制度のポス
ター掲示
・保健センターに危険ドラッグに関するポスター掲示
・市ホームページに危険ドラッグに関する記事を記載
・保健センターに献血のポスター掲示
・市ホームページに献血の記事を記載

高山市 第29回市民
健康まつり

9月23日 高山市役所・保健センター 高山市・高山市健康づくり推進協議会
お薬・健康相談
薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」

広報掲載
（10月号）

10月 飛騨市秘書広報課 広報に「薬と健康の週間」について掲載

広報掲載 10月 白川村役場村民課 広報に「薬と健康の週間」について掲載

広報　　　　（周知啓
発）

10月 下呂市
広報げろ１０月号において「薬と健康の週間」の周知
記事を掲載する予定。

老人保健施設への寄
贈

10月17日 岐阜県製薬協会
岐阜県下22施設へタオルと医療用使い捨て手袋を寄
贈

くすりの博物館の見
学会

10月18日 内藤記念くすり博物館 岐阜県製薬協会
一般県民を対象に内藤記念くすり博物館とエーザイ工
場の見学会及び岐阜県薬務水道課による「薬の知識」
の啓発

ポスター、チラシでの
啓発活動

10月17日～23日 日本チェーンドラッグストアー協会岐阜県支部
薬局、店舗においてポスターの掲載とチラシを県民に
配布する。

V・drug店舗チラシで
の啓発活動

10月17日～23日 日本チェーンドラッグストアー協会岐阜県支部
店舗チラシに「薬の健康の週間」の内容を記載し、新
聞折込する。

医薬品相談室の設置 継続中 日本チェーンドラッグストアー協会岐阜県支部
中部薬品株式会社（支部長）に医薬品相談室を設置
し、ホームページでＰＲし、県民からの相談に応ずる。



岐阜県
第23回市民の健康広
場

10月21日 大垣城ホール 大垣市 西濃保健所

市民の「自分の健康は自分でまもる」という意識の高
揚を図るため、簡単な健診、医師・歯科医師・薬剤師
等による健康相談、フッ化物塗布などを国民健康保険
事業と共同で開催

広報せきがはらへの
掲載

10月広報 町内全域 関ケ原町 なし 薬剤師、薬局の役割について等の記事を掲載

わのうち広報 輪之内町
「わのうち広報」10月号に掲載。広報紙による啓発宣
伝。

薬物乱用防止街頭啓
発

11月11日 東美濃ふれあいセンター 恵那保健所 農業フェスティバル会場での啓発活動の実施

静岡県
リレー・フォー・ジャパ
ン2018 静岡

9月8日、9日 静岡県立大学
(公財)日本対がん協会リレーフォーライフ静岡実行委
員会

イベントテント内にてアルコールパッチテスト、アロマテ
ラピー体験を実施

島田薬剤師会　お達
者講座

9月13日 大井町公会堂 島田薬剤師会 大井町自治会
島田薬剤師会が地域活動で自治会へ出向きお薬につ
いて講座を開催

2018 健康まつり 9月16日 富士フィランセ 健康まつり実行委員会

富士市医師会
富士市歯科医師会
富士市薬剤師会
富士市役所

①薬のトリビア、②アルコールパッチテスト、③血圧の
正しい測り方、④お薬相談、⑤民間薬の試飲

島田薬剤師会　お達
者講座

9月22日 宮川町公会堂 島田薬剤師会 宮川町なかよしクラブ
島田薬剤師会が地域活動で自治会へ出向きお薬につ
いて講座を開催

島田薬剤師会　お達
者講座

9月25日 松葉町あけぼの会館 島田薬剤師会 松葉町自治会
島田薬剤師会が地域活動で自治会へ出向きお薬につ
いて講座を開催

島田薬剤師会　お達
者講座

9月29日 北部ふれあいセンター 島田薬剤師会 神座・鵜網保健委員
島田薬剤師会が地域活動で自治会へ出向きお薬につ
いて講座を開催

献血啓発活動 9月30日 アピタ磐田店 静岡県西部保健所 静岡県赤十字血液センター
高校生献血ボランティア「アボちゃんサポーター」によ
る献血の啓発活動

薬とくらしの教室 10月12日 由比生涯学習交流館 由比生涯学習交流館 薬の正しい使い方等



静岡県 献血啓発事業 10月13日 カインズ藤枝店 静岡県中部保健所 静岡県赤十字血液センター アボちゃんサポーターによる献血の啓発活動

理容組合講習会 10月15日 静波コミュニティ防災センター 理容生活衛生同業組合榛南支部 薬とくらしの教室

追加集団検診 10月17日 森町総合体育館 森町 検診受診者に対し啓発資材の配布

薬事功労者表彰式 10月18日 クーポール会館
静岡県
一般社団法人静岡県薬事振興会

薬事功労者表彰式

島田薬剤師会　お達
者講座

10月19日 岡田公民館 島田薬剤師会 岡田地区老人会
島田薬剤師会が地域活動で自治会へ出向きお薬につ
いて講座を開催

松崎町ふれあい広場 10月21日 松崎町立松崎中学校 松崎町、松崎町社会福祉協議会 薬と健康の啓発資材の配布

第38回市民福祉まつ
り

10月21日 中央公園 富士市 静岡県富士地区薬物乱用防止協議会 薬物乱用防止啓発活動

第38回市民福祉まつ
り

10月21日 中央公園 富士市
富士保健所
静岡県赤十字血液センター

献血の啓発活動

初倉まつり 10月21日 ＪＡおおいがわ初倉支店周辺 島田市商工会
静岡県中部保健所、静岡県赤十字血液センター、日
赤奉仕団

アボちゃんサポーターによる献血の啓発活動

浜松市くすりと健康
フェスタ～危険ドラッ
グ撲滅キャンペーン
～

10月21日 ギャラリーモール「ソラモ」
浜松市薬剤師会
浜松市

危険ドラッグ撲滅キャンペーン、健康相談、健康チェッ
ク、お子様調剤体験、パネル展示、モバイルファーマ
シー他

熱海市健康まつり 10月28日
熱海市役所第3庁舎2階福祉セ
ンターホール

熱海市健康まつり実行委員会

健康をテーマとしたイベント。
内容：＊お薬相談（薬剤師会）その他（医療・福祉等の
専門職による相談・＊体力・健康測定による健康チェッ
ク＊講演会＊味覚チェックやクイズ等による各種啓発
等）

天竜産業観光まつり 11月3日 天竜区二俣町クローバー通り 天竜産業観光まつり実行委員会 お薬クイズ、薬の知識、骨密度測定、他



静岡県
島田薬剤師会　お達
者講座

11月6日 向谷元町公会堂 島田薬剤師会 向谷元町いきいき元寿会
島田薬剤師会が地域活動で自治会へ出向きお薬につ
いて講座を開催

島田薬剤師会　お達
者講座

11月9日 松葉町あけぼの会館 島田薬剤師会 松葉町自治会
島田薬剤師会が地域活動で自治会へ出向きお薬につ
いて講座を開催

伊東市健康フェスタ 11月11日 伊東市福祉センター 伊東市役所他 （未定）

浜北ふれあい広場 11月11日 浜北総合体育館 浜松市社会福祉協議会 お薬クイズ、薬物乱用防止啓発、他

献血啓発活動 11月17日 JA遠州夢咲本店 静岡県西部保健所 静岡県赤十字血液センター
高校生献血ボランティア「アボちゃんサポーター」によ
る献血の啓発活動

東伊豆町健康福祉ふ
れあい広場

11月18日 東伊豆町保健福祉センター 東伊豆町 薬と健康の啓発資料の配布

薬とくらしの教室 11月22日 牧ケ谷公民館 藁科保健福祉センター 薬の正しい使い方等

島田薬剤師会　お達
者講座

9月・10月予定 はなみずき中央会館 島田薬剤師会 はなみずき中央自治会
島田薬剤師会が地域活動で自治会へ出向きお薬につ
いて講座を開催

愛知県 蟹江町民まつり 10月6日、7日 蟹江町体育館 蟹江町民まつり実行委員会 蟹江町商工会 ポスター掲示・ちらし・クイズ等による普及啓発

健康フェスティバル 10月7日 稲沢市保健センター 稲沢市保健センター 薬剤師会
禁煙サポート相談、薬剤師に聞いてみよう（薬剤師相
談）、キッズクイズラリー

ナナちゃん人形装飾 10月10日～16日
名鉄百貨店メンズ館前ナナちゃ
ん人形

一般社団法人愛知県薬剤師会
名古屋駅前のナナちゃん人形を薬剤師姿に装飾して
「かかりつけ薬局・薬剤師」を啓発。

「かかりつけ薬局・薬
剤師」啓発活動

10月14日
名鉄百貨店メンズ館前ナナちゃ
ん人形付近

一般社団法人愛知県薬剤師会
薬剤師姿に装飾したナナちゃん人形付近でノベルティ
グッズ等を配布してＰＲ活動。



愛知県 尾張支部献血 10月14日 コーナン一宮今伊勢店 愛知県医薬品配置協議会
献血の推進と、置き薬をとおしてセルフメディケーショ
ンの推進をはかる。

麻薬・覚醒剤乱用防
止運動街頭活動

10月14日
こざかい葵まつり会場（豊川市
小坂井支所）

豊川保健所地区薬物乱用防止推進協議会

豊川保健所
豊川市役所
豊川警察署
豊川保護区保護司会
豊川ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ他

麻薬、覚醒剤をはじめ、危険ドラッグ等の危険性及び
乱用が健康に及ぼす影響を周知し、特に青少年に対
する薬物乱用防止の啓発活動を展開する。

骨髄ﾊﾞﾝｸﾄﾞﾅｰ登録会
（献血併行型）

10月14日
こざかい葵まつり会場（豊川市
小坂井支所）

愛知県（豊川保健所）
豊川中ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ
（公財）日本骨髄ﾊﾞﾝｸ

愛知県骨髄ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ
NPO法人あいち骨髄
ﾊﾞﾝｸを支援する会

地域住民に対し、献血への理解を求める普及啓発を
行う。

おくすり相談 10月17日 犬山市民健康館 犬山薬剤師会 犬山市健康推進課
お薬に関する相談全般
城東薬局　薬剤師　間宮進氏

愛知県薬剤師会「薬
と健康の週間」表彰
式

10月20日
愛知県薬剤師会館2階あいやく
ホール

一般社団法人愛知県薬剤師会 愛知県薬剤師会が定める規程に基づく会員表彰。

第２６回知立市福祉
健康まつり

10月21日 知立市福祉の里八ツ田 知立市社会福祉協議会、知立市
各福祉団体
各ボランティアグループ
各関係機関及び団体

健康のひろばにおいて、知立市薬剤師会による相談
や啓発等の実施
（予定内容：お薬相談、調剤体験、健康茶試飲、その
他）

愛知県薬剤師会福祉
医療公開講座

10月21日 名鉄グランドホテル11Ｆ柏の間 一般社団法人愛知県薬剤師会
女優・藤田弓子氏をメイン講師に迎えての県民向け公
開講座。

稲沢まつり 10月21日 国府宮神社参道 稲沢商工会議所 麻薬、覚醒剤、危険ドラッグ等の薬物乱用防止の啓発

弥富市健康フェスタ
2018

10月28日 十四山スポーツセンター 弥富市健康まつり実行委員会 弥富市
津島海部薬剤師会によるお薬相談や薬の調合体験な
ど（薬剤師コーナーにて9時～15時30分まで開催）

薬物乱用は「ダメ。
ゼッタイ。」シューティ
ングで薬物を撃退し
よう！！

10月28日 豊橋市広小路通一丁目 豊橋市保健所、豊橋市薬剤師会

・麻薬、覚醒剤などの薬物乱用による危害等を広く市
民に周知するための啓発活動
　・薬物撃退シューティングゲーム（薬物クイズに答
え、的あてゲームに参加した人に景品、啓発資材を配
布する※主に子供向け）
　・豊橋市薬剤師会によるお薬相談、正しい薬の使い
方
　・その他（パネル展示、募金ＢＯＸの設置）

麻薬・覚醒剤乱用防
止運動街頭活動

10月28日
田原市民まつり会場（田原文化
会館）

豊川保健所地区薬物乱用防止推進協議会

豊川保健所
田原市役所
田原警察署
田原保護区保護司会
田原ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ他

麻薬、覚醒剤をはじめ、危険ドラッグ等の危険性及び
乱用が健康に及ぼす影響を周知し、特に青少年に対
する薬物乱用防止の啓発活動を展開する。

骨髄ﾊﾞﾝｸﾄﾞﾅｰ登録会
（献血併行型）

10月28日
田原市民まつり会場
（田原文化会館）

愛知県（豊川保健所）
田原ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ
（公財）日本骨髄ﾊﾞﾝｸ

愛知県骨髄ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ
NPO法人あいち骨髄
ﾊﾞﾝｸを支援する会

地域住民に対し、献血への理解を求める普及啓発を
行う。



愛知県 びさいまつり 10月28日 尾西庁舎付近 尾西商工会 麻薬、覚醒剤、危険ドラッグ等の薬物乱用防止の啓発

市民健康教育講座 10月30日 碧南市役所会議室４・５
碧南市健康を守る会、碧南市、（公社）愛知県医師
会、（一社）碧南市薬剤師会

「セルフメディケーションとかかりつけ薬剤師」と題し、
碧南市薬剤師会の池岡正康先生による市民健康教育
講座を実施。

飛島村健康福祉祭
（お薬相談・薬剤師体
験）

11月3日 飛島村すこやかセンター 飛島村 （社）津島海部薬剤師会
薬剤師によるお薬相談
子ども向け、薬の分包体験

愛知県薬剤師会「薬
と健康の週間」メイン
行事

11月4日 豊明市役所
日進豊明薬剤師会
一般社団法人愛知県薬剤師会

お薬相談、認知度検査、骨密度検査

愛知県薬剤師会「薬
と健康の週間」メイン
行事

11月11日 東郷町いこまい館
日進豊明薬剤師会
一般社団法人愛知県薬剤師会

お薬相談、こども調剤体験

こうた健康福祉まつり
お薬相談

11月11日 幸田町民会館 岡崎薬剤師会 薬の相談、残薬管理

健康まつり 11月17日 瀬戸市文化交流館 瀬戸市 瀬戸旭長久手薬剤師会 薬剤師相談

愛知県薬剤師会「薬
と健康の週間」メイン
行事

11月18日 日進市スポーツセンター
日進豊明薬剤師会
一般社団法人愛知県薬剤師会

お薬相談、もの忘れ相談、脳年齢チェック、HbA1c測
定

あなたの疑問にお答
えします！薬の常
識！アレ・コレ？

12月14日 やすらぎ会館 瀬戸市　健康課 瀬戸旭長久手薬剤師会 薬の健康講話

三重県 街頭啓発 10月21日 イオンタウン津城山
三重県薬剤師会
三重県薬事団体連合会

チラシ等の啓発資材の配布を行う。

街頭啓発 10月18日 近鉄四日市ふれあいモール 全日本医薬品登録販売者協会 三重県医薬品登録販売者協会 チラシ等の啓発資材の配布を行う。

街頭啓発 未定 伊勢市内 全日本医薬品登録販売者協会 三重県医薬品登録販売者協会 チラシ等の啓発資材の配布を行う。



三重県 街頭啓発 未定 イオンタウン津城山（予定）
全日本医薬品登録販売者協会
津保健所

三重県医薬品登録販売者協会 チラシ等の啓発資材の配布を行う。

薬事功労者表彰（三
重県医療保健及び子
ども・福祉関係功労
者感謝のつどいに
て）

12月18日 ホテルグリーンパーク津 三重県
医療保健及び子ども・福祉各分野で貢献されている
方々の功績を称え、表彰式を行う。

出前トーク（薬の正し
い使い方）

通年 県内各地 三重県
薬の正しい使い方について、スライド等を用いて対象
者に応じて分かりやすく説明する。

滋賀県

No!DRUG,KNOW
DRUG しが「危険ド
ラッグ等薬物乱用防
止啓発キャンペーン」

10月14日 ピエリ守山

危険ドラッグ等薬物乱用防止啓発キャンペーン実行委
員会（（一社）滋賀県薬剤師会、滋賀県、びわこ成蹊ス
ポーツ大学スポーツ学部、立命館大学薬学部、びわ
湖放送(株)、(株)エフエム滋賀））

医薬品製造業各社、医薬品卸業各社、県内薬局各
店、関連業者　他

・式典（主催者挨拶、薬物乱用防止ポスター表彰式）
・アトラクション（大学生による薬物乱用防止アピール）
・薬物乱用防止講演会
・スペシャルトークショー
・ラジオ公開収録
・肺年齢チェック
・子ども向け調剤体験教室

滋賀のくすりと健康
フェア2018
「伸ばそう！滋賀のく
すりで健康寿命！」

10月20日、21日
アル･プラザ水口
（太陽の広場）

一般社団法人滋賀県薬業協会
滋賀県製薬工業協同組合

一般社団法人滋賀県薬剤師会
一般社団法人滋賀県医薬品登録販売者協会
滋賀県医薬品配置協議会
滋賀県医薬品卸協会
滋賀化粧品工業会
滋賀医療機器工業会

【展示コーナー】セルフメディケーション、くすりの知識
と正しい使い方、薬物(危険ドラッグ等)乱用防止、滋賀
のくすりと製薬業など
【体験コーナー】相談コーナー（保健師、薬剤師、管理
栄養士）、模擬調剤体験、電子おくすり手帳、健康測
定器（血流、体脂肪、肌年齢、血管年連、骨の健康
度）、「ACTIVE5」体操など

京都府
薬事功労者知事表彰
贈呈式

10月下旬 京都府公館 京都府 薬事関係に功績のあった方を表彰

学生祭典 10月7日 平安神宮、岡崎公園一帯 京都学生祭典実行委員会 薬物乱用防止啓発

御薗橋まつり 10月中旬 御薗橋商店街 北区薬物乱用防止指導員協議会 薬物乱用防止啓発

伏見区薬物乱用防止
パレード

10月20日 大手筋商店街 伏見区薬物乱用防止指導員協議会 薬物乱用防止啓発

ハロウィンイベント 10月予定 三条会商店街 中京区薬物乱用防止指導員協議会 薬物乱用防止啓発

右京区民フェスティバ
ル

10月27日 太秦安井公園 右京区薬物乱用防止指導員協議会 薬物乱用防止啓発



京都府

きょうと薬物乱用防止
行動府民会議総会
（高校生と考える　薬
物乱用防止シンポジ
ウム）

11月11日
京都外国語大学（森田記念講
堂）

きょうと薬物乱用防止行動府民会議 薬物乱用防止啓発

SKYふれあいフェス
ティバル

9月15日、16日 パルスプラザ 京都府、京都府薬剤師会 お薬相談、電子お薬手帳の啓発

くらしと健康展 10月28日 京都府医師会館 京都府薬剤師会 お薬相談、電子お薬手帳の啓発

市民すこやかフェア 11月10日 みやこめっせ 京都府薬剤師会 お薬相談、電子お薬手帳の啓発

乙訓親まなびフォー
ラム

11月4日 乙訓高校 乙訓教育局　ほか 薬物乱用防止啓発

たそがれコンサート 9月1日
ＪＲ長岡京駅西口
バンビオ広場

乙訓薬物乱用防止指導員協議会 薬物乱用防止啓発

天王山ゆひまつり 11月4日
大山崎小学校
運動場

乙訓薬物乱用防止指導員協議会 薬物乱用防止啓発

長岡京ガラシャ祭 11月11日 長岡京市中央公民館 乙訓薬物乱用防止指導員協議会 薬物乱用防止啓発

向日市まつり 11月17、18日 向日町競輪場 乙訓薬物乱用防止指導員協議会 薬物乱用防止啓発

あそびのはくぶつ館 9月9日 鴻ノ巣山運動公園 城陽市青少年健全育成市民会議
京都薬物乱用防止及び京都e-お薬手帳に係る啓発
活動

八幡市民文化祭 10月28日 八幡市文化センター 八幡市文化協会
京都薬物乱用防止及び京都e-お薬手帳に係る啓発
活動

宇治田原町商工祭 11月3日 宇治田原町住民グラウンド 宇治田原商工会商工祭実行委員会
京都薬物乱用防止及び京都e-お薬手帳に係る啓発
活動



京都府 井手町文化祭 11月3日 井手町図書館 井手町文化祭実行委員会
京都薬物乱用防止及び京都e-お薬手帳に係る啓発
活動

おもろいんやんか木
幡

11月11日 宇治市立木幡中学校 木幡中学校区青少年健全育成協議会
京都薬物乱用防止及び京都e-お薬手帳に係る啓発
活動

おうばくまつり＆ス
ポーツフェスタ

12月9日 黄檗公園 東宇治ふれあいネット
京都薬物乱用防止及び京都e-お薬手帳に係る啓発
活動

薬物乱用防止啓発活
動

10月中旬 管内のスーパー 京都府薬物乱用防止指導員相楽地区協議会 啓発資材配布

薬物乱用防止啓発活
動

11月中旬 木津川市 京都府薬物乱用防止指導員相楽地区協議会 啓発資材配布

広報誌 10月発行分 亀岡市 亀岡市 「無承認・無許可医薬品」の注意喚起

広報誌 10月発行分 南丹市 南丹市 「無承認・無許可医薬品」の注意喚起

広報誌 10月発行分 京丹波町 京丹波町 「無承認・無許可医薬品」の注意喚起

出前語らい 10月10日 京都府立亀岡高校 京都府立亀岡高校 薬の適正使用について講義

ポスター、リーフレット
等による啓発

１０月中旬 中丹西保健所及び福知山市 中丹西保健所及び福知山市 お薬手帳、医薬品の適正使用等について

薬局・店舗の監視 １０月中旬 中丹西保健所 中丹西保健所 制度の適正運用の周知徹底について

広報誌等による啓発 １１月上旬 福知山市 福知山市 かかりつけ薬局等について



京都府 農薬取扱講習会 10月23日 綾部市中央公民館 中丹広域振興局 京都e-お薬手帳の普及

薬物乱用防止教室 10月17日～23日 舞鶴市・綾部市 中丹東保健所 医薬品の正しい使い方等の講習

薬事監視 10月17日～23日 舞鶴市・綾部市 中丹東保健所 薬局・店舗販売業に対する啓発・監視指導

丹後はぐくみフェス
ティバル

9月 野田川体育館
京都府丹後教育局
京都府丹後保健所

電子お薬手帳の紹介
医薬品の適正使用に関する展示
薬物乱用防止に関する展示

薬物乱用防止を呼び
かける街頭啓発

10月18日 ミップル前
京都府薬物乱用防止指導員協議会
宮津・与謝地区協議会

リーフレット、ティッシュの配布により薬物乱用の防止
を呼びかける

ポスター掲示 10月 丹後保健所 丹後保健所 啓発ポスターの掲示

薬物乱用防止教室 未定 各学校 丹後保健所 薬物乱用防止教室

山科区薬物乱用防止
街頭啓発

11月14日 地下鉄山科駅
京都市
山科区薬物乱用防止指導員協議会

薬物乱用防止について街頭啓発を
京都薬科大学の学生と共に行う

大阪府
平成30度薬と健康の
週間「府民のつどい」

10月14日
なんばウォーク広場（クジラパー
ク）

大阪府「薬と健康の週間」実行委員会 薬業関係団体
こども調剤体験、
電子版おくすり手帳体験、
お薬・禁煙相談等

啓発用ボスター原
画・川柳入賞者表彰

10月14日
なんばウォーク広場（クジラパー
ク）

大阪府「薬と健康の週間」実行委員会 薬業関係団体

薬事関係等功労者知
事表彰

10月18日 大阪府薬剤師会館 大阪府 ―

兵庫県 お薬と健康の週間 10月20日 JR芦屋駅ペデストリアンデッキ 芦屋市薬剤師会
お薬・健康の相談、ストレスチェッカーでストレスの測
定



兵庫県
薬と健康の週間
行事

10月18日 宝塚市立西公民館 宝塚市薬剤師会 講演会、おくすり相談会

健康大学 9月20日 高砂市文化会館展示集会室 高砂市 播磨薬剤師会
増田雅俊薬剤師による講演会「お薬について知ってお
いて頂きたい事」

健康大学 9月20日 高砂市文化会館展示集会室 高砂市 播磨薬剤師会 薬剤師による薬の相談コーナー

加西市健康福祉まつ
り

10月6日 加西市健康福祉会館 加西市、兵庫県薬剤師会加西支部 お薬相談

健康づくりの集い 9月2日 三木市総合保健福祉センター 三木市健康増進課 三木市薬剤師会等 薬剤師会コーナー、薬の相談等

1歳6か月児健診 月に1回実施 三木市総合保健福祉センター 三木市健康増進課 誤飲についてリーフレットを配布

成人保健相談 月に各1回実施
三木市総合保健福祉センター、
吉川健康福祉センター

三木市健康増進課 医師による健康相談

元気アップセミナー 10月19日 小野市福祉総合支援センター 小野市
ミニ講話「薬の飲み方、かかりつけ薬剤師・薬局につ
いて」

町ぐるみ健診 10月2日 浜坂保健センター 新温泉町 ポスターの掲示（薬物乱用）、保健指導

町ぐるみ健診 10月2日 すこやか～に 新温泉町 ポスターの掲示（薬物乱用）、保健指導

婦人検診 10月22日、23日 浜坂多目的集会施設 新温泉町 ポスターの掲示（薬物乱用）、保健指導

篠山市民健康大学講
座

10月20日 篠山市民センター 篠山市薬剤師会、篠山市医師会、篠山市 健康講座「地域の薬剤師を上手に活用するために」



兵庫県
「薬と健康の週間」啓
発事業

10月21日 イオン洲本店 洲本健康福祉事務所、兵庫県薬剤師会淡路支部 淡路地区薬物乱用防止指導員協議会

コーナーを設け、薬の健康相談等を実施する。また、
淡路地区薬物乱用防止指導員により麻薬・覚醒剤等
の健康に及ぼす影響について周知し、薬物乱用防止
啓発物資の配布を行う。

10月30日 甲南女子大学 甲南女子大学 学生への薬物乱用防止に関する講習会

神戸学院大学祭 11月2日 神戸学院大学 神戸学院大学
学生への薬物乱用防止に関する啓発資材の配布、薬
物標本の展示等

神戸大学祭 11月11日 神戸大学 神戸大学
学生への薬物乱用防止に関する啓発資材の配布、薬
物標本の展示等

薬物乱用防止運動兵
庫大会

11月17日 うはらホール 厚生労働省、兵庫県等 神戸市、兵庫県警等 薬物乱用防止に関する講演会や演劇等

くすりと健康の週間～
かかりつけ薬剤師を
もとう～

9月17日 花の北市民広場 一般社団法人姫路薬剤師会

・うえちゃんのサイエンスショー　「回ってミラクル」
・こども薬局：かかりつけ薬剤師になってみよう
・化学実験教室（要予約）：大学の化学実験を体験しよ
う（中高校生むけ）
・健康相談、血圧測定、HbA1c自己測定会(成人の
み）、電子お薬手帳の使い方　など

尼崎市民まつり 10月8日 阪神尼崎駅周辺 尼崎市薬剤師会 尼崎市 「薬の正しい使い方」について説明

2018西宮市民健康
フェア

10月21日 西宮市北口保健福祉センター 西宮市健康づくり活動推進協議会 お薬・健康なんでも相談

2018西宮市民健康
フェア

10月21日 西宮市北口保健福祉センター 西宮市健康づくり活動推進協議会 薬物乱用防止啓発活動

第43回にしのみや市
民祭り

10月27日
西宮市役所周辺ふるさとブース
会場

にしのみや市民祭り協議会 未定 薬物乱用防止啓発活動

「2018薬と健康フェ
ア」
第11回県民公開講座
第16回市民講演会

9月15日 明石市立市民会館 (一社)兵庫県薬剤師会、（一社）明石市薬剤師会
明石市、明石市医師会、明石市歯科医師会、兵庫県
介護支援専門員協会

講演会：「がんと向き合う　～自分の身体と時間を大切
に～」講師：向井　亜紀　①ママサポート会・子育て支
援　②かかりつけ薬剤師健康サポート  ③骨密度測定
④血圧・肌年齢・ＡＧＥ測定　⑤薬物乱用防止コーナー
⑥介護用品・介護相談、パンフレットの配布、薬物乱
用防止活動等

くすりと健康の週間 9月17日 花の北市民広場 姫路薬剤師会

姫路市
姫路市教育委員会
姫路獨協大学
株式会社タカゾノ
徳島文理大学
姫路工業高校

サイエンスショー、こども薬局、化学実験教室、実検工
作、健康相談、血圧・ＨｂＡ1ｃ測定、禁煙支援ブース、
オリジナルハーブティー作成



兵庫県
第13回くすりと健康市
民講演会

9月30日 ゆめタウンポップアップホール

テーマ：認知症について　講師：社団法人順心病院脳
神経外科　川口哲郎先生　・兵庫県薬剤師会　小塚ひ
とみ先生　・丹波市認知症キャラバンメイト　薬物乱用
防止のポスター掲載、お薬相談コーナーの設置

第22回西区健康・福
祉フェア＆はっぴ～
カーニバル11ｔｈ

10月6日 西神中央プレンティ広場
西区社会福祉協議会、神戸市西区共同募金委員会、
西区役所、ＫＯＢＥ　ＷＥＳＴＮＥＴ

こども薬剤師体験、フレイルチェック、お薬相談

第29回こうべ福祉・健
康フェア

10月7日 しあわせの村

神戸市、(財）こうべ市民福祉振興協会、(社福）神戸市
社会福祉協議、神戸市教育委員会、ふれあいのまち
ＫＯＢＥ・愛の輪運動推進委員会財）神戸在宅ケア研
究所

薬の相談、健康測定とアドバイス、パンフレット・サンプ
ル配布、薬剤師の仕事体験

健康生活フェア＆お
薬ザニア（予定）

10月8日
アルカイックホテル1階シビック
ギャラリー

尼崎市薬剤師会
お薬と健康に関する相談、子供薬剤師体験「お薬ザニ
ア（小学生以下対象）チョコ＆ラムネを使ってのお薬づ
くり」、薬物乱用防止活動

区民健康講座 10月12日 東灘区医師会館3階 東灘区医師会、東灘区保健福祉部
講演：「生薬で食養生を考えましょう」、パンフレット配
布

第22回灘ふれあい秋
まつり

10月13日 灘区民ホール１階　ロビー 灘ふれあい秋まつり実行委員会 薬の相談

たるみ生き活き保健
福祉フェア

10月14日
レバンテ垂水2番館　1階・2階ロ
ビー

神戸市垂水区

薬の相談、医療機器体験（血管年齢計は30名限定）、
こども薬剤師さん、電子おくすり手帳ハルモ、フレイル
チェック、災害時持ち出しグッズの配布(アンケート回答
者）

但馬食文化祭 10月14日 イオン和田山駐車場 但馬・食文化まつり実行委員会
薬の相談、パンフレット配布、健康茶の試飲と説明、ブ
ラウンバックの説明、こども調剤体験、アンケート

薬と健康の週間 10月18日 宝塚市立西公民館 宝塚市薬剤師会

講演会（講演時間：14時～15時半、演題：「今を生きる
コツ～より良く生きるために～」、演者：宝塚市立病院
緩和ケア病棟チャプレン　沼野尚美先生）　、お薬相談
会、パンフレット配布、禁煙・薬物乱用防止啓発品配
布、粗品配布

区民健康のつどい
こども調剤体験

10月20日 兵庫公会堂・兵庫公会堂横
兵庫区医師会、兵庫区歯科医師会、兵庫区薬剤師
会、兵庫県看護協会、兵庫区訪問看護ステーション連
絡会、兵庫区医療介護サポートセンター

区民健康のつどい、「エンディングプラン～私があなた
に伝えておきたいこと～」寸劇、こども調剤体験（小学
生対象）

小野市産業フェスティ
バル

10月20日
小野市うるおい交流館エクラ周
辺

小野市
薬物乱用防止活動、パンフレット配布、お薬なんでも
相談（健康測定とアドバイス等）

医療フォーラム 10月20日 神戸市防災コミュニティセンター 長田消防署
(1部）摂食・えん下をテーマに、医師・歯科医師・薬剤
師　各々より区民に向けて講演　　　　　　　　（2部）い
つまでもおいしく元気に　寸劇



兵庫県
薬と健康の週間～か
かりつけ薬局・まちの
保健室）

10月20日
赤とんぼ広場一番街　一階特設
会場

龍野薬剤師会
健康クイズ参加の方にお花小鉢をプレゼント、薬物乱
用防止啓発、健康測定

宍粟市歯科医師会主
催「いい歯の集い」内
宍粟市薬剤師会「くす
りと健康の週間イベ
ント」

10月28日 宍粟市役所北庁舎 西播薬剤師会　　　　　　　　　　　　宍粟市薬剤師会 龍野健康福祉事務所

薬剤師がお答えする「くすりと健康相談コーナー」開
設、「くすりの正しい使い方」ミニ講演会開催、「薬物乱
用はダメ！ゼッタイ！」ＶＴＲ上映、パンフレット・粗品配
布　他

ＲＵＮ伴 2018 in あこ
う　　　　　　　薬と健
康の週間

10月28日
赤穂市文化会館ハーモニーホー
ル

ＲＵＮ伴 あこう実行委員会 赤穂市、赤穂市医師会ほか
市民向けアンケート調査、お薬相談、こども薬局、脳活
バランサー

秋華祭 11月3日
コミスタこうべ（神戸市生涯学習
センター）

中央区まちづくり支援課
お薬相談、健康相談、ママサポート、薬物乱用防止
キャンペーン

東灘区”食育フェア” 11月3日 御影公会堂 東灘区社会福祉協議会
こどもの薬剤師体験、お薬相談、フレイルチェック、パ
ンフレット配布など

第21回灘区民健康特
別講座

11月10日 灘区民ホール
灘区薬剤師会、灘区医療介護サポートセンター、エー
ザイ（株）

『認知症にやさしい灘の街～終末期に生じる認知症の
支え方を考える～』をテーマに市民啓発演劇「水道筋
太郎さんが認知症に？」を開催

こうのとり翔る
但馬まるごと感動市

11月10日、11日 全但バス但馬ドーム 但馬まるごと感動市実行委員会
こども薬剤師体験、お薬相談会、啓発資材（節薬バッ
ク、パンフレットなど）の配布・説明、健康食品（サンプ
ル）の案内

川西まつり 11月11日
川西まつり会場（キセラ川西せ
せらぎ公園）

川西商工会

薬の相談、健康相談、体脂肪測定・握力測定を行い健
康のアドバイス、薬物乱用防止・禁煙推進の啓発活
動、子供体験コーナー：白衣を着用してスライム作り、
簡単な薬のお話、薬の包み方など

ハートフルフェスタ 11月18日 神戸市勤労会館 中央区社会福祉協議会、中央区役所
お薬相談、健康相談、ママサポート相談、禁煙相談、
薬物乱用防止、子供科学実験室

若い夢フェスティバル
2018

11月25日 加古川市民会館（予定） 加古川青少年団体連絡協議会
ＨｂＡ1ｃ測定とアドバイス、パンフレット配布、薬物乱用
防止活動

まちの文化祭 11月25日 ふたば学舎 ふたば学舎 ㈱大塚製薬工場
お薬相談、フレイルチェック、子供白衣体験、経口補水
液の紹介

第8回神戸市北区健
康講座

2月9日 すずらんホール大ホール 北区薬剤師会
講演テーマ：睡眠　講師：順天堂大学　タニガワタケシ
氏



兵庫県
ポーポキピースネット
ワーク：健康って何
色？

10月20日
兵庫医療大学
地域連携実践ステーション

兵庫医療大学 身近な健康・平和・安心・安全を考える

第13回健康サポート
セミナー

10月1日
神戸薬科大学
地域連携サテライトセンター

神戸薬科大学 神戸市東灘区役所 漢方、簡単な体操、健康度測定

第5回くすりと健康セ
ミナー

10月8日
神戸薬科大学
地域連携サテライトセンター

神戸薬科大学 東灘区薬剤師会共催
「認知症と間違われやすい高齢者てんかん」、お薬相
談会

第87回リカレントセミ
ナー
薬剤師に必要な疾患
を学ぼう-呼吸器系感
染症（肺炎、結核、イ
ンフルエンザ）

10月14日 神戸薬科大学 神戸薬科大学エクステンションセンター 日本薬学会

講演1：「薬剤師に知っておいてほしい呼吸器系感染症
の診断」地方独立行政法人堺市立病院機構堺市立総
合医療センター呼吸器内科医長総合診療センター副
センター長　西田　幸司　氏
講演2：「薬剤師に知っておいてほしい呼吸器系感染症
の治療と抗菌薬」地方独立行政法人堺市立病院機構
堺市立総合医療センター薬剤科　科長　安井　友佳子

地域健康サポートカ
フェ

10月27日
神戸薬科大学
地域連携サテライトセンター

神戸薬科大学 ほっこり塾

第27回健康食品講座
健康食品と食生活･
健康管理3

10月27日
神戸薬科大学
地域連携サテライトセンター

神戸薬科大学エクステンションセンター 日本薬学会

講演1：「健康食品の実力について　－科学的根拠に
基づいて－」　武庫川女子大学薬学部環境機能制御
学研究室 教授　篠塚　和正 氏
講演2：「薬剤師が薦めるスーパーフードの活用と留意
点」　帝京平成大学薬学部薬学科　教授　井手口　直
子　氏
講演3：「健康食品で認知症を予防する　～亜鉛とカル
ノシン～」　武蔵野大学薬学部生命分析化学研究室
教授　川原　正博　氏

第28回健康食品講座
健康食品購入･利用
時の助言･指導

10月28日
神戸薬科大学
地域連携サテライトセンター

神戸薬科大学エクステンションセンター 日本薬学会

講演1：「健康食品･サプリメントについて薬剤師が知っ
ておくべきこと」国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄
養研究所　国立健康・栄養研究所　食品保健機能研
究部長　千葉　剛　氏
講演2：「健康食品と医薬品の相互作用」　名城大学薬
学部医薬品情報学研究室　教授　大津　史子　氏
講演3：「健康食品の情報評価」　名城大学薬学部医薬
品情報学研究室　教授　大津　史子　氏

街頭活動、お薬相談 10月7日 ＪＲ神戸駅 兵庫県医薬品小売商業組合 医薬品卸、メーカー各社

メーカー提供の販促品を生活者1,000名に配布し薬の
正しい買い方、飲み方の啓発を行う。同時に薬剤師に
よる「おくすり相談」コーナー（無料）を設けて、生活者
の相談を受ける。週間中組合員の店頭において消費
者に声かけ、情報提供等の啓発を行う。

奈良県
大和の配置家庭薬の
啓発

9月11日～17日 奈良県立図書情報館 奈良県
奈良県配置薬の展示、正倉院宝物薬物パネルパネル
の展示、奈良県産の薬用作物の紹介

薬事功労者の奈良県
知事表彰

10月11日 奈良県庁 奈良県 表彰

薬物乱用防止街頭
キャンペーン

11月17日 イオンモール橿原
奈良県
奈良県薬物乱用対策推進本部

県民への啓発物品の配布等による薬物乱用防止街頭
キャンペーン

NaRaくすりと健康
2018

11月17日、18日 イオンモール橿原
奈良県
奈良県薬事団体連合会

・お薬相談
・禁煙相談
・健康チェック
・薬に関するパネル展示
・奈良県産の薬用作物の紹介　他



奈良県 薬物乱用防止運動 随時 県内各地
奈良県
奈良県警察本部

県内各地での薬物乱用防止教室等

和歌山県
第14回海南市民健康
まつり

10月14日 海南市保健福祉センター 海南市
海南薬剤師会、海南保健所、薬物乱用防止指導員海
南地区協議会

ブース設置、パネル展示、啓発資材配布、医薬品相談
会

青洲まつり 10月28日 青洲の里 紀の川市 那賀薬剤師会
血圧測定、お薬相談、健康相談コーナー、子供調剤体
験コーナーの設置等

海南市下津総合文化
祭

10月27、28日 海南市民交流センター 海南市
海南保健所、薬物乱用防止指導員海南地区協議会、
下津ライオンズクラブ

薬物乱用防止、献血啓発

街頭啓発 10月17、18日 松源妙寺店前、JR橋本駅前 橋本保健所 医薬分業推進の街頭啓発

街頭啓発 10月13日 オークワ箕島店
有田薬剤師会、登録販売者協会有田支部、湯浅保健
所等

街頭啓発

有田市消防フェスティ
バル

10月21日 有田市立箕島中学校 有田市、有田薬剤師会
専用ブース設置を設けた薬事相談、薬物乱用防止啓
発

ゆあさ愛・あい祭り 11月4日 湯浅町総合センター 湯浅町、有田薬剤師会
専用ブース設置を設けた薬事相談、薬物乱用防止啓
発

広川町ふるさと祭り 11月4日 広川町役場 広川町、有田薬剤師会
専用ブース設置を設けた薬事相談、薬物乱用防止啓
発

文化祭 10月27日
県立有田中央高等学校清水分
校

薬物乱用防止指導員協議会有田地区協議会、市町、
警察署、湯浅保健所

文化祭での啓発

文化祭 11月1日 県立箕島高等学校
薬物乱用防止指導員協議会有田地区協議会、市町、
警察署、湯浅保健所

文化祭での啓発

文化祭 11月17日 県立有田中央高等学校
薬物乱用防止指導員協議会有田地区協議会、市町、
警察署、湯浅保健所

文化祭での啓発



和歌山県 病院フェスティバル 11月18日 有田市立病院 有田市立病院 病院フェスティバルでの啓発活動

湯浅町総合センター
祭り

11月18日 湯浅町総合センター
薬物乱用防止指導員協議会有田地区協議会湯浅町、
湯浅警察署、湯浅保健所等

湯浅町総合センター祭りでの啓発

第18回御坊市健康福
祉まつり

9月22日 御坊市民文化会館 御坊保健所、日高薬剤師会 ブース設置、薬物乱用防止等の啓発

街頭啓発（予定） 10月20日 オークワパビリオンシティ田辺店 田辺保健所 薬物乱用防止等の街頭啓発

田辺市生涯学習フェ
スティバル

11月18日 未定 （一社）田辺薬剤師会
子供調剤体験、お薬相談コーナー、電子お薬手帳広
報活動

白浜町健康フェア（予
定）

10月28日 白浜会館 白浜町、田辺保健所
医薬品相談、啓発物品の配布、臓器移植、目の愛護
月間にかかる啓発

街頭啓発 10月17日～23日 串本古座高等学校 新宮保健所串本支所 高校前での街頭啓発

わかやまNo!DRUG!
フェスティバル

10月26日 新宮市立緑丘中学校 新宮保健所 学校における薬物乱用防止啓発イベントの開催

健康フェスタ 10月21日 新宮薬剤師会 新宮保健所 講演会、展示会の開催、薬物乱用防止啓発

くじら浦祭り 11月4日 太地町 新宮保健所 薬物乱用防止啓発

健康応援フェア 10月20日 和歌山市
健康サポート薬局、薬物乱用防止、献血推進に関する
啓発

広報誌等による啓発 和歌山市
市の広報誌、Twitterにおいて医薬品副作用被害救済
制度、献血推進について啓発



和歌山県 街頭啓発 10月17日 JR和歌山駅、南海和歌山市駅 （一社）和歌山県医薬品登録販売者協会 啓発資材の配布による街頭啓発

健康サポート2018 10月28日
和歌山県勤労福祉会館プラザ
ホープ

（一社）和歌山県薬剤師会 和歌山県製薬協会 医薬品適正使用、県内製薬メーカーの取り組み周知

鳥取県

おくすり博士
はかせ

の発

見！体験！不思議な

実験！

10月14日 米子市文化ホール
鳥取県
一般社団法人鳥取県薬剤師会

（後援）
米子市
境港市
鳥取県西部町村会
公益社団法人鳥取県西部医師会
一般社団法人鳥取県西部歯科医師会
公益社団法人鳥取県看護協会
公益社団法人鳥取県栄養士会
米子市教育委員会
山陰放送
日本海テレビ
山陰中央テレビ
新日本海新聞社
山陰中央新報社
株式会社中海テレビ放送
ＮＨＫ鳥取放送局
株式会社エフエム山陰
朝日新聞米子支局

〇イベントコーナー
・化学実験ショー：博士とお薬戦隊のコラボ
　　　　　　　　　「化学実験ショー」
・健康測定コーナー：体組成・骨密度・血糖HbA1c測定
等
・お薬・健康相談コーナー
〇参加型体験コーナー
・職業体験コーナー：調剤体験、介護体験、加齢体験
・化学実験コーナー：スライム作り、ふわふわ結晶、ア
ロ
                        マグッズ作り、つかめる水　他
〇展示コーナー：薬物乱用防止啓発活動、禁煙、感染
症
　　　　　　　　等、生活習慣病病の無料パンフレット配
布
〇薬膳カフェ：健康に良い薬膳スイーツ、薬膳茶（無
料）
〇モバイルファーマシー：薬局機能を搭載した機動力
の
　　　　　　　　　　　　　　ある災害対策医薬品供給車両

島根県
「薬と健康の週間」啓
発活動

10月18日
島根県
県民だより

島根県
県民向け広報誌に「薬と健康の週間」について掲載
し、一般住民に周知を図る。

「薬と健康の週間」啓
発活動

10月1日～23日
島根県庁前
電光掲示板

島根県
県庁前電光掲示板に「薬と健康の週間」について掲載
し、一般住民に周知を図る。

「かかりつけ薬剤師・
薬局」の啓発・普及活
動

10月15日～29日
各支部（10支部）において任意
会場

島根県薬剤師会
薬剤師による「かかりつけ薬剤師・薬局」のPR活動
（お薬手帳、残薬回収バッグ、PR用広報紙等の配布お
よび会場での能動的なPR）

出雲夢フェスタ 10月6日、7日 出雲市中心商店街 夢フェスタinいずも実行委員会
お薬相談会
薬剤師職能PR

浜田市健康フェスティ
バル

10月21日
浜田医療センター

浜田市総合福祉センター
浜田市健康福祉フェスティバル実行委員会

薬剤師、薬局の健康サポート機能のアピール
お薬相談、健康相談等

津和野町健康ふれあ
いまつり

9月30日 津和野町民センター体育館 津和野町社会福協議会
お薬相談会、残薬相談
薬剤師職能PR



岡山県 薬と健康の週間事業 10月27日 岡山ふれあいセンター（桑野）
岡山県
(一社)岡山県薬剤師会

岡山県教育委員会
岡山県市長会
岡山県町村会
（公社）岡山県医師会
（一社）岡山県医師会
岡山県赤十字血液センター
（一社）岡山県医薬品登録販売者協会
（一社）岡山県登録販売者協会
（公財）岡山県薬業会館
岡山県薬業振興会
岡山県病院薬剤師会
岡山県薬業協会
岡山県医薬品卸業協会
岡山県医薬品配置協議会
岡山県学校薬剤師会
岡山県女性薬剤師会

こども調剤体験、相談コーナー、パネル展示、薬物乱
用防止の啓蒙等

薬と健康の週間事業 10月17日～23日 薬剤師会倉敷支部各薬局 啓蒙資材の配布

薬と健康の週間事業 11月18日 イオンモール津山 薬剤師のおしごと体験

薬と健康の週間事業 10月28日 玉野市深山公園内薬草園 薬草教室

薬と健康の週間事業 11月25日 玉野市すこやかセンター お薬相談、お薬クイズ、パネル展示等

薬と健康の週間事業 10月28日 児島七番街 ＨｂＡ１ｃ測定、酢試飲

薬と健康の週間事業 10月14日 天満屋ハピータウン鴨方店 健康測定、こども調剤体験

薬と健康の週間事業 11月11日 玉島市民交流センター 健康測定等

薬と健康の週間事業 11月4日 笠岡市保健センター お薬相談、パネル展示等

薬と健康の週間事業 10月21日 井原市勤労者体育センター
くすりと健康の相談、パネル展示、血管年齢測定、骨
量測定



岡山県 薬と健康の週間事業 10月21日 天満屋ハピータウンリブ総社店
こども調剤体験、お薬よろず相談、血管年齢及び骨健
康測定等

薬と健康の週間事業 10月13日 高梁市総合文化会館 お薬相談、血圧測定

薬と健康の週間事業 10月21日 ポルカ天満屋ハピータウン
お薬相談、こども調剤体験、血圧・骨量測定、薬物乱
用防止啓蒙等

薬と健康の週間事業 10月14日 サンパーク新見 こども調剤体験、お薬相談

薬と健康の週間事業 11月4日 大佐総合センター周辺 こども調剤体験、お薬相談

薬と健康の週間事業 11月3日 赤坂ファミリー公園 骨密度測定・体組成チェック・お薬相談等

薬と健康の週間事業 11月11日 瀬戸内市中央公民館 こども調剤体験

薬と健康の週間事業 10月11日 久世エスパスホール
お薬相談、血糖・血管年齢測定、薬物乱用防止啓発、
講演会等

薬と健康の週間事業 10月7日 勝央町役場
血糖測定、相談コーナー、芳香剤作り、薬物乱用防止
に関する啓蒙

広島県 薬草に親しむ会 10月7日 湧永満之記念庭園
広島県
公益社団法人広島県薬剤師会

―
薬用植物の専門家とともに，野山に自生している薬用
植物を観察し，薬効，薬用部位，使用方法及び栽培方
法並びに漢方薬の正しい知識を習得する。

第３回薬と健康のやく
薬フェスタ

9月16日 広島駅南口地下広場 広島市薬剤師会 ― 医薬品に関する相談窓口の設置　等

平成30年度スポー
ツ・芸能・医療相談会

9月30日 東区総合福祉センター 広島市薬剤師会 ― 医薬品に関する相談窓口の設置　等



広島県
中区健康よろず相談
会

9月30日 広島市中区地域保健センター 広島市薬剤師会 ― 医薬品に関する相談窓口の設置　等

第34回西区民まつり 11月4日 広島サンプラザ，近隣公園 広島市薬剤師会 ― 医薬品に関する相談窓口の設置　等

第10回呉市健康の日
ウォーキング大会

10月13日
呉市二河公園多目的グラウン
ド・呉市中央公園

呉市薬剤師会 ―
医薬品に関する相談窓口の設置
HbA1c測定　等

広島国際大学　学園
祭

10月20、21日 広島国際大学呉キャンパス 呉市薬剤師会 医薬品に関する相談窓口の設置　等

くれ食の祭典2018 11月4日 呉市蔵本通周辺 呉市薬剤師会 ―
医薬品に関する相談窓口の設置
HbA1c測定　等

健康ふくやま21フェス
ティバル

10月6日 ローズアリーナ 福山市薬剤師会 ―
医薬品に関する相談窓口の設置
HbA1c測定　等

尾道市民健康まつり 11月11日 尾道市福祉センター
尾道薬剤師会
因島薬剤師会

―
医薬品に関する相談窓口の設置
HbA1c測定

糖尿病検査業務 9月15日 中央公民館 三原薬剤師会 ―
医薬品に関する相談窓口の設置
HbA1c測定

糖尿病検査業務 9月30日 フジグラン 三原薬剤師会 ―
医薬品に関する相談窓口の設置
HbA1c測定

2018だいわ元気まつ
り（糖尿病検査業務）

10月14日 三原市大和町 三原薬剤師会 ―
医薬品に関する相談窓口の設置
HbA1c測定

三原市民保健・福祉
まつり

10月27日 三原サンシープラザ 三原薬剤師会 ― 医薬品に関する相談窓口の設置　等

久井さわやか高原ま
つり（糖尿病検査業
務）

10月28日 三原市久井長 ―
医薬品に関する相談窓口の設置
HbA1c測定



広島県
みよし健康福祉まつ
り

未定 三次市福祉保健センター 三次薬剤師会 ― 医薬品に関する相談窓口の設置　等

庄原市健康まつり 未定 庄原市民会館 三次薬剤師会 ― 医薬品に関する相談窓口の設置　等

安佐南区元気イキイ
キ健康道場

未定 安佐医師会館 安佐薬剤師会 ― 医薬品に関する相談窓口の設置　等

オアシスあさみなみ 9月20日 安佐南区総合福祉センター 安佐薬剤師会 ― 医薬品に関する相談窓口の設置　等

健康相談 10月8日 安佐北区スポーツセンター 安佐薬剤師会 ― 医薬品に関する相談窓口の設置　等

安佐地区地域ケア
フォーラム2018

未定 安佐医師会館（予定） 安佐薬剤師会 ― 医薬品に関する相談窓口の設置　等

安佐南区民まつり 11月4日 安佐南区民文化センター 安佐薬剤師会 ― 医薬品に関する相談窓口の設置　等

スマイルあさきた「育
児講座」

11月15日 安佐北区総合福祉センター 安佐薬剤師会 ― 医薬品に関する相談窓口の設置　等

大竹ふれあい健康・
福祉まつり

10月28日
大竹市総合福祉センターサント
ピア大竹

大竹市薬剤師会 ― 医薬品に関する相談窓口の設置　等

佐伯区民まつり 11月11日
佐伯区民文化センター及び五日
市中央公園

広島佐伯薬剤師会 ― 医薬品に関する相談窓口の設置　等

大野健康福祉フェス
タ

10月7日 廿日市市大野体育館 廿日市市薬剤師会 ―
医薬品に関する相談窓口の設置
HbA1c測定　等

廿日市市あいプラザ
祭り

11月5日 廿日市市総合健康福祉センター 廿日市市薬剤師会 ―
医薬品に関する相談窓口の設置
HbA1c測定　等



山口県
東広島健康福祉まつ
り「くすり展」

11月4日 東広島総合福祉センター 東広島薬剤師会 ― 医薬品に関する相談窓口の設置　等

ふくふく健康２１
フェスタ

9月1日 シーモール下関
（一社）
下関市薬剤師会

―
薬の相談コーナー設置、健康チェックを実施（血管年
齢、体脂肪率等）

市民健康スポーツの
つどい
健康スポーツフェスタ

10月8日
岩国運動公園
総合体育館

（一社）
岩国薬剤師会

―
薬の相談コーナー設置
（薬、禁煙、お薬手帳の活用など）

ぶち元気がいいね
フェスタ

10月8日
周南市野球場（津田恒美メモリ
アルスタジアム）外周

（一社）
徳山薬剤師会

―
アルコールパッチテストの実施、薬の相談、健康茶の
試飲コーナー設置

宮野まつり 10月14日 宮野地域交流センター
（一社）
山口市薬剤師会

―
薬の相談、健康グッズの紹介、アルコールパッチテス
ト実施

市民公開講座
「ほうふ健康フォーラ
ム2018」

10月14日
防府市地域交流センター
アスピラート

（一社）
防府薬剤師会

―
血液・骨密度測定コーナー設置
ロコモ度テスト、健康相談実施

くすりのひみつ探検
講座

10月18日
武田薬品工業株式会社
光工場

山口県 ― 製薬工場の概要説明と見学

くすりのひみつ探検
講座

10月18日
協和発酵キリン株式会社
宇部工場

山口県 ― 工場見学、医薬品の適正使用に関する講習

第３３回
「福祉の市」

10月21日 美祢市民会館駐車場 美祢薬剤師会 ― 薬・健康食品に関する相談コーナー設置

ながとふるさとまつり 10月28日 ルネッサ長門 長門薬剤師会 ― 薬の相談コーナー設置

おごおり健康まつり 11月3日（予定）
山口市
小郡保健福祉センター

（一社）
吉南薬剤師会

― 健康相談、手洗いチェック、入浴剤作り体験

第９回
「SOS健康フェスタ」

11月18日
山陽小野田市文化会館
（不二輸送機ホール）

（一社）山陽小野田
薬剤師会

― 薬と健康の相談会



山口県 こどもっちゃ！商店街 11月23日 周南市銀南街
（一社）
徳山薬剤師会

― 薬剤師の仮想業務体験

下松市福祉健康まつ
り

12月2日
下松タウンセンター
中央広場

下松薬剤師会 ― 薬の相談、調剤体験コーナー設置

山口県薬剤師フォー
ラム2018
県民公開講座

12月2日 海峡メッセ下関
山口県
山口県薬剤師会

―
健康増進に関する講演会の実施
（乳がん、ポリファーマシー等）
健康相談コーナー設置（予定）

徳島県 薬事功労者表彰式 10月17日 薬学会館 徳島県 薬事功労者の知事表彰と保健福祉部長表彰

くすりと健康フェア 10月27日 徳島大学薬学部 徳島県

一般社団法人徳島県薬剤師会
徳島市薬剤師会
徳島大学薬学部
徳島県製薬協会
一般社団法人徳島県医薬品登録販売者協会
徳島県医薬品配置協議会
徳島県赤十字血液センター
徳島県薬草協会

子ども薬局
薬のなんでも相談窓口
展示（薬に関するパネル・薬事・生薬見本・献血推進ポ
スター入選作品）
薬に関する講演会
ヘモグロビンA1c自己測定
ジェネリック医薬品応援キャラクターデザイン表彰

香川県 平成30年度たかまつ認知症フェア9月1日 瓦町FLAG8階 高松市 － 高松市薬剤師会会員によるお薬、健康、介護相談会

すこやかフェスタ2018 10月6日、7日
香川大学医学部
キャンパス内

東讃保健福祉事務所 －
大学祭会場において、医薬品適正使用、薬物乱用防
止等についての啓発資材の配布

休日検診 10月8日 東かがわ市交流プラザ 東かがわ市 ひだまり薬局 薬剤師によるお薬相談会

ながおいきいき福祉まつり201810月14日 さぬき市立長尾小学校 さぬき市 － 大川薬剤師会会員によるお薬相談会

お薬と健康相談会 10月14日 ゆめタウン三豊 観音寺・三豊薬剤師会 －
観音寺・三豊薬剤師会会員によるお薬相談会、こども
薬局、残薬チェック、血圧、骨密度等測定

「かかりつけ薬剤師・
かかりつけ薬局を持
ちましょう」啓発事業

10月18日 JR高松駅周辺 香川県薬剤師会　 －
「薬と健康の週間」にあわせて、かかりつけ薬剤師・薬
局に関するパンフレット、ポケットティッシュ等配布



香川県 薬の講演会 10月19日 琴平町総合センター 琴平町 － 薬剤師による薬についての講演

ピンクリボンいくしま
ウォーク

10月21日 香川県総合運動公園 四国新聞社
ピンクリボン香川県協議会　香川県薬剤師会、高松市
薬剤師会（後援）

乳がん啓発を目的としたウォーキング大会「ピンクリボ
ンいくしまウォーク」のイベントとして、薬剤師によるお
薬相談会

神農祭 10月23日 香川県薬剤師会館 香川県薬剤師会　
香川県医薬品登録販売者協会　香川県医薬品小売商
業組合

薬祖「神農」を敬慕する神農祭の祭事、薬事功労者の
表彰

健康フェスタ2018inた
どつ

10月28日 多度津町民健康センター 多度津町 －
丸亀市薬剤師会多度津地区会員によるお薬相談、健
康相談、まちかど薬局ＰＲ、コンピューター診断

薬剤師によるお薬相
談会

10月28日 イオン高松ショッピングセンター 香川県薬剤師会 香川県病院薬剤師会　香川県
病院薬剤師、開局薬剤師が県民の薬や介護に関する
相談を受けたり、血圧測定、認知症測定、血管年齢測
定等

土庄町大商業祭 11月3日、4日 土庄町総合会館 土庄町 － 小豆郡薬剤師会会員によるお薬相談

郡家ふれあいまつり 11月4日 丸亀市立郡家小学区 ふれあい郡家まつり実行委員会 － 丸亀市薬剤師会会員によるお薬相談及び健康相談

王越・健康のつどい 11月4日 坂出市王越出張所
王越共に生きるまちづくり推進協議会、香川県薬剤師
会　ほか

－
坂出市薬剤師会会員によるお薬相談及び健康相談、
残薬チェック、認知症テスト

さかいで健幸まつり 11月23日 坂出市勤労福祉センター 坂出市・坂出市健康づくり推進協議会 － 坂出市薬剤師会会員によるお薬相談

－
坂出市薬剤師会宇多津地区会員によるお薬相談、物
忘れチェック、血糖検査

保健所・薬物乱用防止推進員
薬物乱用防止啓発コーナーにおいてポスターの掲示、
リーフレット、啓発グッズの配布

健康相談等 10月 市内各健康相談会場等 丸亀市 －
ジェネリック医薬品の利用促進パンフレット、シールの
配布

宇多津町うたづ健康まつり 11月23日 宇多津保健センター



香川県 HP等での啓発 10月 ホームページ掲載 坂出市 － 薬と健康の週間

ホームページ掲載
メール配信

多度津町福祉保健推進員会母子愛育班 － 薬と健康の週間、薬の上手な使い方等

重複・多受診者家庭
訪問

10月～3月 市内 丸亀市 － 正しい薬の使用方法等のパンフレット配布

ポスター等掲示
リーフレット等配布
懸垂幕
パンフレット設置

10月17日～23日を
含めた随時

各保健所
市町役場
保健センター
公民館等

－ － －

来店消費者啓発キャ
ンペーン

10月17日～23日 会員各店舗 (一社)香川県医薬品登録販売者協会 ―
登録販売者協会会員店頭における消費者啓発パンフ
レット等の配布

香川県 － 薬と健康の週間

高松市 － 薬と健康の週間

丸亀市 － 薬の上手な使い方等

坂出市 － 薬と健康の週間

観音寺市 － 薬の適正な利用方法等

東かがわ市 － 薬の上手な使い方

土庄町 － 薬と健康の週間

直島町 － －

綾川町 － －

多度津町 － 薬と健康の週間、薬の上手な使い方

さぬき市 － 薬の上手な使い方、麻薬・覚醒剤乱用防止

琴平町 － 薬の上手な使い方

ラジオ広報 10月 ＲＮＣラジオ 香川県 － 薬と健康の週間

広報誌による啓発 10月号広報誌 市・町内各戸配布



愛媛県
第43回「くすりと薬草
展」

9月30日
松山大学薬学部
松山大学薬用植物園

愛媛県薬事振興会
愛媛県

松山大学薬学部

薬事関係団体等による展示
薬剤師によるおくすり相談コーナー
健康測定コーナー
薬物乱用防止ポスターコンクール入賞作品展示
松山大学薬学部薬用植物園の一般公開　　など

市民公開講座
第16回薬剤師会お薬
セミナー

9月30日 松山大学薬学部
（一社）愛媛県薬剤師会
愛媛県病院薬剤師会

愛媛県
（公社）日本薬剤師会
（一社）日本病院薬剤師会
愛媛県薬事振興会
松山大学薬学部

講演会の開催

お薬手帳を活用しよ
う。かかりつけ薬局

10月15日（予定） 広報まつやまの紙面上にて 松山市保健所医事薬事課
薬と健康の週間に合わせ、お薬手帳と、かかりつけ薬
局の普及啓発

松山市保健所におけ
る広報

10月17日～23日 松山市保健所 松山市保健所医事薬事課
薬と健康の週間に合わせ、ポスターを保健所内に掲
示

薬事衛生推進大会 11月15日（予定） にぎたつ会館 愛媛県薬事振興会 愛媛県 薬事功労者表彰等

高知県
第14回いの町健康ま
つり

10月21日 すこやかセンター伊野
いの町健康づくり推進協議会
いの町

－ 薬物乱用防止活動に併せて、啓発を行う

高知東海岸グルメま
つり

10月6日予定 安芸ドーム 東部薬物乱用防止推進協議会 ― 薬物乱用防止キャンペーンに併せて啓発を行う

高知家の家族会議
～くすりと健康につい
て～（仮称）

10月27日 イオンモール高知 高知県健康政策部医事薬務課 調整中
お薬・健康相談ブース
栄養相談ブース
薬剤師体験、栄養講座、肌年齢チェックなどを行う

ほんがわ産業・文化・
福祉祭り

11月17日
本川プラチナ交流センター大
ホール
本川中学校体育館

本川地区文化協会
本川教育事務所
いの町社会福祉協議会本川支所

－ 薬物乱用防止活動に併せて、啓発を行う

安田町健康ふれあい
まつり

11月17日予定 安田町文化センター 東部薬物乱用防止推進協議会 ― 薬物乱用防止キャンペーンに併せて啓発を行う

みのりの王国芸西
フェスタ

11月18日予定 憩ヶ丘運動公園体育館 東部薬物乱用防止推進協議会 ― 薬物乱用防止キャンペーンに併せて啓発を行う

香南ふれあい祭り 11月23日 香南市のいちふれあいセンター
香南ふれあい祭り実行委員会

香南市人権フェスティバル実行委員会

香南市、香南市教育委員会、香南市人権教育研究協
議会、安芸・香美地域人権啓発活動ネットワーク協議
会

薬剤師による薬の相談
ジェネリック等の普及啓発



高知県 田野町産業まつり 11月25日予定
田野町総合文化施設ふれあい
センター前広場

東部薬物乱用防止推進協議会 ― 薬物乱用防止キャンペーンに併せて啓発を行う

健康まつり（ヘルシー☆香美ング☆デー）11月4日 香美市立中央公民館 香美市 －
骨密度測定、血圧測定、肥満度判定付き血管年齢測
定システムなどでの健康チェックや健康相談、薬剤師
によるお薬相談　など

健康なんこく
きらりフェア

12月15日 南国市立スポーツセンター 南国市 － 薬剤師による薬・健康相談

福岡県
くすりと健康フェア２０
１８

10月20日 エルガーラ・パサージュ広場 福岡県、福岡県薬業団体連合会

後援団体（予定）
福岡市、公益社団法人福岡県医師会、一般社団法人
福岡県歯科医師会、公益社団法人福岡県看護協会、
公益社団法人福岡県栄養士会、公益社団法人福岡県
介護支援専門員協会、公益社団法人福岡県老人クラ
ブ連合会、公益社団法人福岡市老人クラブ連合会、
健康保険組合連合会福岡連合会、日本赤十字社福岡
県支部、ライオンズクラブ国際協会３３７－Ａ地区、福
岡県保護司会連合会、福岡県麻薬協会、福岡県地域
婦人会連絡協議会、特定非営利活動法人福岡県レク
リエーション協会、福岡県藤楓協会、福岡県保険者協
議会

体成分分析体験、肺年齢測定体験、お薬相談、禁煙
相談、栄養相談、介護相談、流動食・介護食試食体
験、啓発パネル展示（薬物乱用防止、ジェネリック医薬
品推進等）

平成30年度健康くる
め21フェスタ

11月11日 えーるピア久留米 久留米市 薬の相談、健康相談（予定）

市民公開講座（仮） 12月2日 シティプラザ久留米 (一社)久留米三井薬剤師会 久留米市(予定)
薬剤師が体の内からｱﾝﾁｴｲｼﾞﾝｸﾞを行える内容の講演
を行う

第43回KASUYAデン
タルフェア

11月18日
須恵町地域活性化センター　オ
イコス

粕屋薬剤師会歯科医師会 粕屋薬剤師会
薬の相談、アルコールパッチテスト、たばこやに検査、
各種啓発ポスター展示（たばこの害、薬物乱用防止
等）

遠賀町健康･福祉ま
つり

10月21日 遠賀町ふれあいの里センター 遠賀町役場 －
薬の相談、健康相談、薬剤師体験、薬物乱用防止
コーナー

薬物乱用防止啓発活
動

7月28日
戸畑駅・戸畑区役所・
戸畑薬剤師会各周辺

戸畑薬剤師会 戸畑区役所 薬物乱用防止のうちわ配布

柳川市民健康まつり 10月28日 柳川総合福祉センター水の郷 柳川市役所 なし
お薬相談、禁煙相談、呼気中CO測定、肺年齢測定な
ど

みやま健康福祉フェ
スタ

11月11日 山川市民センター みやま市役所 なし
お薬相談、禁煙相談、呼気中CO測定、肺年齢測定な
ど



福岡県
処方箋がなくても相
談できる健康応援薬
局

10月1日～31日 糸島市内会員薬局 一般社団法人糸島薬剤師会 糸島保健福祉事務所
各店舗の外に「処方箋がなくても相談できる健康応援
薬局」のぼりを立て、地域住民の皆様からの薬や健康
についての相談に応じる

大木町福祉フェスタ
2018

11月11日 大木町総合体育館 大木町社会福祉協議会 薬の相談、健康相談など

福祉のつどい 12月16日 大川市文化センター 大川市役所 薬の相談、健康相談など

健康と食育の祭典＆
環境フェスタ

11月11日 サザンクス筑後 筑後市役所 こども薬局・お薬の相談

第35回歯と口の健康
フェア

6月3日 行橋市ウィズゆくはし 京都歯科医師会　　行橋市・苅田町・みやこ町 京都薬剤師会・京築保健福祉環境事務所他
薬局体験コーナ・在宅介護、在宅医療の広場・血管年
齢測定・歯ッピー検診他

第13回みやこ町産業
祭

11月18日 みやこ町役場犀川支所等 みやこ町産業祭実行委員会
お薬相談・薬局体験コーナー・在宅医療広場・足型測
定

第４回住民公開講座 9月22日 朝倉医師会病院 朝倉医師会病院 生活習慣とがん

救急の日のつどい 9月9日 イオンモール直方 嘉穂鞍手保健福祉環境事務所 心配蘇生法・AED実演・救急クイズ等

のおがた元気フェス
タ

9月23日 直方中央公民館 直方市 おくすり相談・パネル展示等

くらて元気まつり 10月28日 鞍手町立体育館 鞍手町 子供薬剤師体験・おくすり相談等

飯塚市みんなの健康
展

10月21日 穂波交流センター 飯塚市、飯塚医師会、西日本新聞社
飯塚薬剤師会、飯塚歯科医師会、看護協会筑豊支
部、県栄養士会、桂川消防署、県理学療法師会、飯塚
市市民協働部

分包機を使っての薬剤師体験、血圧計を使っての健
康相談、アルコールパッチテスト、特保のお茶等の試
飲

大牟田みんなの健康
展

9月9日 大牟田文化会館 大牟田地域健康推進協議会
①薬の相談②薬物乱用防止標語コーナー③子供薬剤
師体験コーナー④クイズコーナー⑤補水液コーナー⑥
各種啓発ポスター展示



福岡県
大型商用施設におけ
る街頭活動

10月20日 ゆめタウン大牟田店 大牟田薬剤師会 かかりつけ薬剤師およびお薬手帳の案内のビラ配り

健康応援薬局事業 9月1日～11月30日 会員薬局 宗像薬剤師会 -

１）「健康応援薬局のぼり」を活用し 会員薬局で健康
    支援の啓発を行う
２）地域住民の健康及び薬に関する相談に応じる
３）かかりつけ薬局・薬剤師の理解を深める

カミーリヤフェスティ
バル

9月30日
市総合保険福祉センター「カミー
リヤ」

筑紫野市健康推進課
薬の相談、ちびっ子薬剤師体験コーナー、ＣＯ測定、
アルコールパッチテスト、健康茶試飲コーナー

いきいきフェスタ春日
2018

10月21日 いきいきプラザ 春日市いきいきフェスタ実行委員会
薬の相談、ちびっ子薬剤師体験コーナー、ＣＯ測定、
アルコールパッチテスト、健康茶試飲コーナー

健康・食育フェスティ
バル

11月4日 大野城市すこやか交流プラザ 大野城市すこやか長寿課
薬の相談、ちびっ子薬剤師体験コーナー、ＣＯ測定、
アルコールパッチテスト、健康茶試飲コーナー

第42回皿倉山の薬用
植物を尋ねて

10月21日 皿倉山 八幡薬剤師会
八幡西区ささえあいネットワーク推進協議会、八幡東
区いきいき21推進協議会

皿倉山ケーブルカーにのって山上駅まで登り、講師と
ともに道沿いの薬用植物等について説明を受けながら
薬用植物園周辺を回り、薬用植物の正しい知識を身
につけます。

城南区さわやか健康
フェア

10月2日 城南区保健福祉センター 城南区健康づくり推進協議会
おくすり相談、薬草展示、健康茶試飲、アルコールパッ
チテスト、美肌チェック

中央区健康フェア 10月4日 あいれふ 中央区健康づくり推進実行委員会
お薬の相談、美肌チェック、アルコールパッチテスト
等

南区健康フェア 10月5日 南区保健福祉センター 南区健康づくり実行委員会
肺チェッカー、美肌チェック、
お薬の相談、健康相談　等

博多区健康フェスティ
バル

10月6日 博多区保健福祉センター 博多区健康づくり実行委員会
こども調剤体験、美肌チェック、アルコールパッチテス
ト、お薬相談等

薬草観察会 10月7日 飯盛山

早良保健所
早良区薬剤師会
城南保健所
城南区薬剤師会
西区保健所
西区薬剤師会

飯盛山をウォーキングしながら薬草の効能・効果等を
レクチャー

早良区健康まつり 10月11日 早良区保健福祉センター 早良区健康づくり実行委員会
肺年齢チェック、美肌チェック、アルコールパッチテス
ト、薬草鉢展示、健康茶試飲、お薬の相談、健康相談
等



福岡県
東区健康フェスティバ
ル

10月19日 東区保健福祉センター 東区健康づくり実行委員会
肺チェッカー、美肌チェック、
お薬の相談、健康相談　等

西区健康フェア 10月19日 西区保健福祉センター 西区健康づくり推進協議会
肺チェッカー、美肌チェック、
お薬の相談、健康相談　等

みなさんの健康応援
フェア

10月28日 塩原公民館 福岡市南区薬剤師会
肺チェッカー、美肌チェック、
お薬の相談、健康相談　子ども調剤体験等

くすりの日 9月3日 天神パルコ前 福岡県医薬品小売商業組合 くすりの日びら配布、ポケットティッシュ配布

薬の上手な使い方啓
蒙週間

10月21日 イオン穂波店正面入り口 福岡県医薬品登録販売者協会 田川支部、直方鞍手支部、飯塚支部 薬の上手な使い方冊子他配付

薬の上手な使い方啓
蒙週間

10月23日 博多駅イベント広場 福岡県　福岡薬業団体連合会 福岡、博多、宗像支部 薬の上手な使い方冊子他配付

薬の上手な使い方啓
蒙週間

10月27日 西鉄久留米駅　イベント広場 福岡県医薬品登録販売者協会 久留米支部 薬の上手な使い方冊子他配付

医薬品啓発講習会 7月31日 鳥飼公民館 城南区保健福祉センター 城南区薬剤師会 「薬の飲み方」について講習会を実施。

医薬品啓発講習会 9月3日 金山公民館 城南区保健福祉センター 城南区薬剤師会 「薬の飲み方」について講習会を実施。

医薬品啓発講習会 9月25日 長尾五丁目集会所 城南区保健福祉センター 城南区薬剤師会 「薬の飲み方」について講習会を実施。

医薬品啓発講習会 2月6日 南片江公民館 城南区保健福祉センター 城南区薬剤師会 「薬の飲み方」について講習会を実施。

医薬品に関する啓発
講習会

9月22日 高取公民館 早良区保健福祉センター 早良区薬剤師会
医薬分業，かかりつけ薬局，後発医薬品などに関する
正しい知識の普及啓発



福岡県
医薬品に係る啓発講
習会

11月29日 福重公民館 西区保健福祉センター健康課 西区薬剤師会 医薬品の適正使用に関する講習会を実施。

あのく祭での薬物乱
用防止啓発活動

11月3日 久留米大学御井キャンパス 久留米市役所
大学祭での薬物乱用防止啓発活動（啓発資材の配
布）

献血会 10月17日 津福校区コミュニティーセンター 久留米市献血推進協議会
津福校区献血推進委員会
福岡県赤十字血液センター

血液事業に関するリーフレットの配布
移動採血車による献血

献血会 10月18日
宮ノ陣校区コミュニティーセン
ター

久留米市献血推進協議会
宮ノ陣校区献血推進委員会
福岡県赤十字血液センター

血液事業に関するリーフレットの配布
移動採血車による献血

献血会 10月19日 御井校区コミュニティーセンター 久留米市献血推進協議会
御井校区献血推進委員会
福岡県赤十字血液センター

血液事業に関するリーフレットの配布
移動採血車による献血

献血会 10月22日 三潴保健センター 久留米市献血推進協議会
犬塚校区献血推進委員会
福岡県赤十字血液センター

血液事業に関するリーフレットの配布
移動採血車による献血

佐賀県
自然と薬草に親しむ
集い

10月7日 佐賀県北山少年自然の家

・佐賀県
・(一社)佐賀県薬剤師会
・佐賀県製薬協会
・佐賀県医薬品卸業協会
・佐賀県医薬品配置協議会
・佐賀植物友の会

・薬草観察
・薬草に関する講和

薬事功労者知事感謝
状贈呈式

10月18日 佐賀県庁 佐賀県 薬事功労者知事感謝状の贈呈

くすりのふるさと佐賀 10月21日 佐賀県薬剤師会館

・佐賀県
・(一社)佐賀県薬剤師会
・佐賀県製薬協会
・佐賀県医薬品卸業協会
・佐賀県医薬品配置協議会

・県内製薬メーカーおよび配置薬の展示
・キッズ薬局（調剤体験）
・くすりのなんでも相談
・「かかりつけ薬剤師・薬局」等のＰＲ
・「けんけつ応援薬局」出張相談
・薬に関する講演会　　など

長崎県
薬と健康県民セミ
ナー

9月30日 壱岐の島ホール 長崎県、（一社）長崎県薬剤師会 長崎県薬事協議会 医薬品と健康についての講話の実施

薬事功労者表彰式 10月18日 平安閣サンプリエール（長崎市） 長崎県、長崎県薬事協議会 薬事功労者（県知事、関係団体長）の表彰等

「薬と健康の週間」街
頭キャンペーン

10月21日 ベルナード観光通り（長崎市） 長崎県、長崎県薬事協議会 お薬相談コーナー等各種啓発活動を繁華街で実施



熊本県
第32回(2018)動物愛
護まつり

9月23日
熊本県農業公園カントリーパー
ク

一般社団法人熊本県獣医師会菊池支部、熊本県菊池
保健所

セルフメディケーション等に係る啓発資材の配布及び
展示

消防フェア2018 10月13日
イオンモール熊本　ウエストスク
エア

上益城消防組合消防本部
①健康相談・体力測定
②「医薬品の正しい使い方」等のリーフレットを配布し
薬に対する啓発を実施予定

健康と福祉の集い 11月22日 南の関　うから館 南関町 南関町社会福祉協議会 福祉功労者の表彰・健康に関する講演会の開催

山鹿市健康まつり 未定 未定 山鹿市 未定
山鹿市が開催する左記イベントにおいて、啓発資料を
配布し、薬の正しい使用方法、医薬分業等を啓発

宇城健康フェア 未定 宇城市保健福祉センター 宇城市
健康フェア（コ・メディカルのスタッフによる健康情報提
供等）

薬の相談フェア
未定（宇城健康フェア
と同時開催）

同上 宇城薬剤師会
薬剤師によるお薬の相談受付
ジェネリック医薬品の推進、薬物乱用防止等

大分県
大分県農林水産祭
（農林部門）

10月13日又は14日 別府公園
(一社)別府市薬剤師会
東部保健所

－

s お薬相談窓口の設置
s 街頭啓発（ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等の配布）
大分県農林水産祭（農林部門）の来場者を対象に実
施

街頭啓発イベント 10月20日 トキハインダストリー日出町店
杵築速見薬剤師会
東部保健所

－ s 街頭啓発（ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等の配布）

街頭啓発イベント 10月22日 アタックス国東店
国東市薬剤師会
東部保健所国東保健部

－ s 街頭啓発（ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等の配布）

街頭啓発イベント 10月25日 コープうすき
中部保健所
臼津薬剤師会（参加）

－ s 街頭啓発（ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等の配布）

街頭啓発イベント 10月17日 イオン挾間店
中部保健所由布保健部
大分市薬剤師会

－ s 街頭啓発（ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等の配布）

薬に関する懇談会 10月28日 佐伯市保健福祉総合センター
(一社)佐伯市薬剤師会
南部保健所

大分県薬業団体
・大分県薬剤師会
・大分県医薬品登録販売者協会
・大分県医薬品卸業協会
・大分県製薬協会
・大分県医薬品配置協会
・大分県医療機器協会

【薬に関する懇談会】
佐伯市内の高校生を対象に、薬に関する懇談会を実
施
（1）講話
講話①：「薬に関係する仕事について」
　       講師：薬事監視員（保健所）
講話②：「薬の正しい使い方について」
　      講師：佐伯市薬剤師会
講話③：「薬剤師を目指してみませんか」
　      講師：九州保健福祉大学薬学部教員
（2）意見交換会
薬剤師と高校生でグループを作り意見交換を行う



大分県 健康フェスタ 10月28日
佐伯市役所
南側公用車駐車場

(一社)佐伯市薬剤師会
南部保健所

－

【健康フェスタ】
・ モバイルファーマシーの展示
・ お薬相談コーナーの設置
・ 健康測定コーナーの設置

健康フェア 10月8日 豊後大野市大原総合体育館
豊肥保健所
豊後大野市薬剤師会

－

【健康フェア】
・ 啓発資材の配布
・ 薬･健康に関する相談コーナー
・ 各種健康測定
　　 血管年齢測定
　　 骨密度測定
　　 肌年齢測定
三重スポーツクラブ主催「体力測定フェスティバル」参
加者を対象に実施

街中おくすり相談会 10月21日 ダイハツ九州アリーナ
中津薬剤師会
北部保健所

－

【街中おくすり相談会】
・ おくすり健康相談コーナー
・ 啓発資材の配布
・ ｢ﾀﾞﾒ｡ｾﾞｯﾀｲ｡｣国連支援募金
募金活動

街頭啓発イベント 10月17日 ハイパーモールメルクス宇佐
宇佐市薬剤師会
北部保健所

－ 街頭啓発（ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等の配布）

街頭啓発イベント 10月18日
トキハインダストリーアイム高田
店

豊後高田市薬剤師会
北部保健所豊後高田保健部

－ 街頭啓発（ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等の配布）

街頭啓発イベント 10月18日 マックスバリュ豊後高田店
豊後高田市薬剤師会
北部保健所豊後高田保健部

－ 街頭啓発（ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等の配布）

街頭啓発イベント 10月17日
大分駅前広場
（北口、南口）

大分県福祉保健部薬務室
大分市保健所
大分県薬業団体
・大分県薬剤師会
・大分県医薬品登録販売者協会
・大分県医薬品卸業協会
・大分県製薬協会
・大分県医薬品配置協会
・大分県医療機器協会

－ 街頭啓発（ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等の配布）

県民公開講座お薬セ
ミナー

10月21日 コンパルホール (公社)大分県薬剤師会 大分県（後援）

【県民公開講座お薬セミナー】
（1）一般講演
「知って得する薬の話～日々の仕事を通して感じたこ
とから～」
　講師：大分県薬剤師会

（2）特別講演
「笑いはおくすりパート２・健康寿命日本一を目指して」
　講師：佐伯市梅町鷹鳥屋神社
　　　　宮司　矢野大和　先生

鹿児島県 お薬相談会 「健康まつり」等開催日
各市町村「健康まつり」等開催会
場

鹿児島県薬剤師会地域薬剤師会 鹿児島県（各保健所）
各市町村が実施する「健康まつり」等において，「薬に
関する相談コーナー」を設置し，地域住民の薬に関す
る相談に応じる。

「薬草の集い」オータ
ム

10月21日 自然薬草の森
鹿児島県
鹿児島県薬剤師会

薬草教室や自然薬草の森の園内案内を実施し，県民
の自然，健康，薬に対する関心と理解を深める。

薬事功労者知事表彰
式

10月19日 鹿児島県庁 鹿児島県
薬事関係の業務に従事し，その功績が特に顕著な者
に対し，知事が表彰を行う。



鹿児島県 街頭キャンペーン 未定 未定 鹿児島県（保健所）

駅や商業施設，各市町村が実施する「健康まつり」等
において，パンフレット等を配布し，医薬品や薬剤師等
の専門家の役割に関する正しい知識等について普
及・啓発を図る。

宮崎県 くしふる神社　例大祭 10月8日 高千穂町　　　　くしふる神社 高千穂神社 高千穂祭典　　　奉賛会 啓発パンフレットを入れたエコバッグ　約５００枚を配布

飫肥城下まつり 10月21日 飫肥城下まつり会場 薬物乱用防止指導員日南地区協議会 －
地域住民等に対しての薬物乱用防止の啓発資材の配
布及び「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金活動等の啓発
活動を行う。

「薬と健康の週間」in
日向市

10月21日 日向市駅東口 日向市・東臼杵郡薬剤師会 －
・お薬相談、血管年齢測定、肺年齢測定（予定）、スト
レスチェック（予定）、セルフメディケーションの推進活
動

第13回都城市環境ま
つり

10月27日 都城市リサイクルプラザ 都城市 － 薬物乱用防止に関する啓発資材の展示及び配布

薬剤師体験イベント 10月27日 西都商工会議所 西都地区薬剤師会 高鍋保健所 子供達に対しての薬剤師体験イベント

平成30年度くすりと健
康講演会

10月28日 都城市コミュニティセンター
都城市北諸県郡薬業団体連絡協議会・(一社)都城市
北諸県郡薬剤師会

宮崎県都城保健所・(公社)宮崎県栄養士会
講演会、健康薬膳料理教室、展示、イベントコーナー、
薬物乱用防止に関する啓発資材の配布及び展示

のぼりざるフェスタ
Together2018

10月27日、28日
中町シンボルロード（延岡市役
所前）

（一社）延岡観光協会、のぼりざるフェスタ2018実行委
員会

－
「知っておきたい薬の知識」のパンフレットを閲覧でき
るように並べ、医薬品の適正使用の啓発を行う、併せ
て、薬物乱用防止の啓発資材を配布する。

のぼりざるフェスタ
Together2018

10月27日、28日
中町シンボルロード（延岡市役
所前）

（一社）延岡観光協会、のぼりざるフェスタ2018実行委
員会

－
薬物乱用防止等の啓発資材の配布、血管年齢測定等
のイベント

宮崎県薬事功労者表
彰

10月29日 宮崎県庁（講堂） 宮崎県 －
薬事関係の業務に従事し、その功績が特に顕著な個
人又は団体に表彰を行う。

みやざき健康ふくしま
つり2018

11月3日 フローランテ宮崎 みやざき健康ふくしまつり実行委員会（宮崎市含む） －
ブースにて、かかりつけ薬局を持つことの意義や利点
を記載したリーフレットや啓発物品を配布したり、かか
りつけ薬局に関するアンケートを実施する。

第37回日向市産業合
同フェスタ

11月17日 日向市駅西口交流広場 日向保健所
薬物乱用防止指導員日向地区協議会、宮崎県医薬品
配置協議会

テント及び会場一円で薬物乱用防止啓発を目的とし
て、花の苗や啓発リーフレットを配布する。
そのた、薬物乱用防止パネル・薬物標本を展示する。



宮崎県 えびの市産業文化祭 11月17日、18日 えびの市文化の杜 えびの市 －
「お薬相談コーナー」「禁煙支援コーナー」での相談受
付

こばやし秋まつり 11月23日 小林市街地 まつり小林実行委員会 －

・パレードや啓発ブースを設置し、薬物乱用防止、薬
の適正使用を啓発する。
・「お薬相談コーナー」「禁煙支援コーナー」での相談
受付

沖縄県 パネル展示 10月15日～23日 那覇市役所1階ロビー 沖縄県、那覇市、沖縄県薬剤師会 ⁃
市役所1階ロビーにて、薬の正しい知識や薬剤師の役
割などをパネルにて展示。

くすりと健康フェア
県民公開講演会

10月18日 パレット市民劇場　（那覇市） 沖縄県、那覇市、沖縄県薬剤師会 ⁃ 健康講話

くすりと健康フェア
健康とお薬相談会

10月18日
パレット市民劇場  ロビー（那覇
市）

沖縄県、那覇市、沖縄県薬剤師会 ⁃ 健康相談コーナー


