
都道府県 企画名 開催日 開催場所 主催 協賛 実施内容

北海道 薬に関するパネル展 9/22-24 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（かかりつけ薬局、健康サポート薬局の普及

啓発等）、リーフレットの配布、相談受付

薬に関する街頭相談 10/17-23 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

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

薬事功労者知事表彰式・祝賀会 未定 ホテルポールスター札幌 薬と健康の週間北海道実行委員会 表彰式

青森県 薬と健康の事業 10/17-23 各薬局 青森県薬剤師会 健康サポート薬局の普及啓発のための資材配布

岩手県 キッズファーマシー 8/28 陸前高田市コミュニティ

ホール

陸前高田市青年会議所 小学生の職業体験

第3回宮薬研修会 9/6 WEB研修 宮古薬剤師会、宮古医師会、エー

ザイ株式会社

「不眠症診療の最新トピックス

～デエビゴの使用経験を踏まえて～」

特定検診受診勧奨 10/1- 二戸市内各店舗 二戸薬剤師会、二戸市役所 40歳以上の国保患者さん

一戸病院認知症疾患医療センター案

内

10/1- 二戸地区各店舗 二戸薬剤師会 認知症薬を服用している患者さんの家族に案内

健康フェア 10/13-14 堀野調剤薬局 堀野調剤薬局 骨密度・血管年齢・物忘れ

胆江日日新聞広告掲載 10/14 奥州薬剤師会 例年通り、新聞広告による啓発と、各店舗でのお薬・健康相談の重

点指導週間とする。

新聞広告 10/17 東海新報 気仙薬剤師会、保険薬局部会 薬と健康の週間について

ポスター掲示 10/17-23 各薬局 各薬局での啓発ポスター掲示

お薬相談 10/17-23 各薬局 店内でのお薬についての相談対応

ポスター掲示 10/17-23 各店舗 「薬と健康の週間」ポスター掲示

疑義照会と回答 10/17-23 各店舗 疑義照会とその回答

お薬相談 10/17-23 各店舗 処方せん調剤以外のお薬相談

パンフレットの配布 10/17-23 会員店舗 奥州薬剤師会 知っておきたい薬の知識を使った指導

関連資材の配布 10/17-23 会員の希望する店舗 奥州薬剤師会 ポリファーマシー啓発資材を使った指導

ラジオ放送 10/17-23 「ＦＭあすも」20秒ラジオスポットＣＭ30回放送予定

ポスター掲示、パンフレット配布 10/17-23 各薬局、医療施設等 ポスター掲示、パンフレット配布（保険薬局、医療施設等）

心の健康づくりとメンタルヘルス対

策

10/17-23 会員店舗 奥州薬剤師会 相談窓口リーフレットの配置、新規の抗うつ薬処方患者や抗うつ薬

の薬変時に十分な服薬指導、処方日数と来院時、薬局来店時が一致

しない患者に対し、残薬確認と服薬指導重点指導

ポスター掲示 10/17-23 各薬局店頭 保健所 ポスター掲示

健康相談 10/17-23 各薬局店頭 宮古薬剤師会 宮古ファーマシー 「薬や健康食品の上手な使い方」

「心のケア（自殺予防）」

「ジェネリック医薬品について」

各パンフレット配布

薬と健康の週間 10/17-23 各会員薬局 厚生労働省、岩手県、公益社団法

人日本薬剤師会及び一般社団法人

岩手県薬剤師会

①各薬局にてポスターの掲示と啓発用リーフレットの配布。

②お薬やサプリメント等の相談対応。

③医薬品の正しい知識を普及する。

④ポリファーマシーに係る啓発資材の配布。

⑤かかりつけ薬局／薬剤師の意義やメリットを周知する。

健康相談 10/17-23 木いちご薬局 木いちご薬局 サプリメント、健康食品、栄養について、お薬（市販薬、漢方薬な

ど）

お薬相談会 10/19 アイセイ薬局

江刺病院前店

アイセイ薬局江刺病院前店 お薬相談会、ポリファーマシーについての勉強会

講演会 10/19 三陸公民館 地域サロン 大船渡市地域包括ケア推進室 くすりの正しい使い方講話

健康まつり2022 10/23 イトーヨーカドー花巻店2階 花巻市薬剤師会 お薬・健康相談、子供向け薬剤師体験、測定機器を用いた健康

チェック、パネル・ポスター掲示、禁煙について

講演会 10/25 未定 地域サロン 大船渡市地域包括ケア推進室 くすりの正しい使い方講話

第4回宮薬研修会 10/26 イーストピアみやこ 宮古薬剤師会 「大切な人の悩みに気づいてください

　　～あなたもゲートキーパー～」

窓口相談、周知活動 通年 各保健所 ・窓口相談

・窓口での健康サポート薬局の周知

・ポスター掲示、パンフレット配布

ホームページ周知 通年 岩手県公式ホームページ 健康サポート薬局について、ホームページ上で周知する。

釜石市

釜石健康づくりの集い

未定 釜石市民ホール 釜石市 ・骨密度測定

・お薬相談

・服薬支援相談

宮城県 薬物乱用防止キャンペーンIN利府

2022

9/18 利府町文化交流センター

（リフノス）

塩釜地区薬物乱用防止指導員協議

会、塩釜保健所

薬の適正使用パンフレット配布

薬物乱用防止啓発キャンペーンin利

府2022

9/18 利府町文化交流センター 塩釜地区薬物乱用防止指導員協議

会、塩釜保健所

来場者へ啓発資材等を配布し薬物乱用の恐ろしさを伝え、薬物乱用

防止の普及啓発活動を展開する。

広報とみや 掲載 10月号 富谷市 富谷市 9月末に市内全戸に配布、ポスター掲示、パンフレット・小冊子設置

（薬物乱用防止、ジェネリック医薬品、献血等）

町広報への掲載（美里町） 10月号 広報による薬と健康の週間の周知

薬と健康のポスターコンクール（小

学生対象）

10月 管内イオン等 一般社団法人気仙沼薬剤師会 薬と健康に対するポスターを募集し，市民向けに展示する。

薬と健康に関する川柳募集（大人対

象）

10月 一般社団法人気仙沼薬剤師会 新聞等で周知・募集して選定する。

新聞広告による啓発活動 10月 気仙沼地区薬物乱用防止指導員協

議会

地元紙の「薬と健康の週間」特集スペースに，薬物乱用防止等に関

する広告を掲載して啓発を行う。

令和4年度「薬と健康の週間」 10月 仙台市薬剤師会、会員薬局

（参加薬局）

仙台市薬剤師会 宮城県薬剤師会「薬と健康の週間」統一キャンペーンに連携する形

で参加し、仙台市薬剤師会の企画書を参考に各薬局でテーマを選択

し期間中に認知症啓発、感染症予防啓発等の活動を展開する。

「薬と健康の週間」パネル展示 10/3-7 宮城県庁 宮城県、宮城県薬剤師会 薬や薬剤師の役割について理解を深めるためのパネル展示を行う。

薬と健康の週間県民公開講座 10/10 仙台国際センター 日本薬剤師会、宮城県薬剤師会、

宮城県

頭痛に関する講座、薬務行政功労者表彰式

第55回日本薬剤師会学術大会「薬

と健康の週間」県民公開講座

10/10 仙台国際センター 宮城県、宮城県薬剤師会、日本薬

剤師会

医薬品を正しく使うことの大切さや、薬剤師の果たす役割を知って

いただくため、頭痛をテーマとした公開講座を開催する。

東松島市広報・日日新聞への記事掲

載

10/15 東松島市広報紙 東松島市 広報紙を利用し、薬局の活用やかかりつけ薬剤師・薬局を持つこと

による利点、医薬品の適正使用や薬剤師の役割等を啓発する。

第15回大崎市健康と福祉のつどい 10/15 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

生涯を通じた健康づくりの意識を啓発し，市民自らが取り組む健康

づくりを支援するため，大崎市医師会や歯科医師会，市の保健推進

委員などが中心となり啓発活動や相談を行う。また大崎地区薬物乱

用防止指導員協議会にも協力をいただき薬物乱用を未然に防止する

地域環境を作るための市民への啓発活動（パネル展示，リーフレッ

ト配布，クイズ）を実施予定

薬と健康に関するポスターコンクー

ル（小学生向）、川柳募集（大人

向）

10/17-23 気仙沼市薬剤師会 ポスターコンクールの優秀作品は気仙沼市内の小売店等で展示予

定。

「薬と健康の週間」ポスター掲示 10/17-23 塩釜保健所内 塩釜保健所 ポスター掲示及びパンフレット配架

薬と健康の週間 10/17-23 仙台市役所 仙台市 「薬と健康の週間」チラシ掲示と設置
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宮城県 薬と健康の週間 10/17-23 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

ポスター掲示 10/17-23 大郷町役場 大郷町 薬と健康の週間に関するポスター掲示による普及啓発

薬と健康の週間 10/17-23 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 10/17-23 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

令和4年度「薬と健康の週間」 10/17-23 宮城県薬剤師会　開局会員 宮城県、宮城県薬剤師会 宮城県医薬品卸組合、東北医薬品

協議会

本会が作成したリーフレット等を使用し、「薬と健康の週間である

旨」、「薬や健康の相談に薬剤師を活用して頂きたい旨」等の声掛

け活動や服薬指導等薬局業務以外に、地域住民への健康相談、衛生

相談などの情報発信（啓発活動）等を実施し、活動参加薬局へアン

ケート調査を実施する。又、今後の活動計画の参考として調査結果

を活用する。

第29回おおがわらオータムフェス

ティバル

10/23 大河原町役場、中部2号公園 大河原町観光物産協会 大河原町商工会 お薬相談コーナー

広報とみや 掲載 毎月 富谷市 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

通年 富谷市健康推進課窓口 富谷市 ポスター掲示、パンフレット・小冊子設置（薬物乱用防止、ジェネ

リック医薬品、献血等）

通年 富谷市市民交流ホール 富谷市 ポスター掲示、パンフレット・小冊子設置（薬物乱用防止、ジェネ

リック医薬品、献血等）

リーフレットの設置 通年 大郷町役場 大郷町 薬に関するリーフレットの設置による普及啓発

秋田県 新聞広告による啓発活動 10月 大曲仙北支部実行委員会 秋田県医薬品卸業協会 地元紙の「薬と健康の週間」特集スペースに健康サポート薬局やか

かりつけ薬剤師等についての周知を行う。

ポスター掲示 10/17-23 大曲仙北地域の各薬局、各

店舗販売業者店舗、配置従

事先

大曲仙北支部実行委員会 実行委員会で作成した「薬と健康の週間」ポスター等の掲示

パンフレットの配布 10/17-23 大曲仙北地域の各薬局、各

店舗販売業者店舗、配置従

事先

大曲仙北支部実行委員会 各薬局等で「薬の正しい使い方」や「ジェネリック医薬品」等のの

リーフレットを配布し啓発を図る。

山形県 令和4年度第2回登録販売者生涯学

習研修会

9-10月 (DVD研修による開催の為)

外部研修受講者の自宅等に

於いて

山形県医薬品登録販売者協会 厚生労働省 当協会で開催している『外部研修会』に於いて、受講者に対して

「薬物乱用防止」や「薬の正しい使い方」等の周知啓蒙を実施す

る。

最上エコポリス通信への掲載 10月 山形県最上総合支庁 最上総合支庁広報誌「最上エコポリス通信」10月号に周知記事を掲

載。

最上総合支庁Twitterへの掲載 10月 山形県最上総合支庁 最上総合支庁Twitter「山形県最上総合支庁広報担当」で周知を行

う。

白鷹町元気ニコニコ健康月間 10月 白鷹町健康福祉センター 白鷹町健康福祉課 パネル展示

健康づくり強調月間 10/3-31 鶴岡市健康課にこふる１階 鶴岡市医師会、薬剤師会 健康に役立つ展示

医療と介護のネットワーク 10/13 Zoom 福島市在宅医療介護連携支援セン

ター

薬剤師の業務紹介と医療・介護職への周知

「薬の健康の週間」の啓発 10/17-23 県各保健所庁舎内 各保健所 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

神農祭 10/22 未定 酒田地区薬剤師会 講演　薬業界の環境について（案）

薬事功労者知事感謝状贈呈式 11/11 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。

会員保険薬局店舗 一般社団法人山形県薬剤師会 県内会員保険薬局店舗内において、ポスター、チラシ等を掲示する

福島県 くすりのはなし

紙芝居

9月- 郡山薬剤師会 園児向け紙芝居の製作

献血活動 9/4 イオンフェスタ 郡山薬剤師会 献血活動

高齢者向講座 9/9 信夫学習センター 福島市信夫婦人会 薬の基礎知識他

地域ケア会議 9/15 北信デイサービス 北信東包括支援センター 薬剤師の業務紹介

禁煙サポーター養成講座 9/17 福島県立医大保健科学部 日本禁煙学会福島支部 禁煙サポーターの養成講座

薬と健康の週間啓発展示 10/17-23 各保健福祉事務所、中核市

保健所等

福島県、中核市等 啓発用ポスターの掲示、

リーフレット類の配布等

もっと薬局を知ろう「薬と健康の週

間」

10/17-23 須賀川市内の各薬局 須賀川薬剤師会 処方せんがなくても気軽に薬局へ足を運んで相談ができるように、

各薬局にてポスターを張り出し、薬や健康づくりのための相談等を

受ける。

市民周知活動 10/17-23 いわき市内全域 いわき市薬剤師会 地方紙への広告掲載

会員薬局へポスター等広報資材の配布

薬物乱用防止教室 10/27 福島学院大学 福島学院大学 医薬品の適正使用

薬物に関する教育と啓発

健康フェア 11月上旬 本宮市 二本松薬剤師会 お薬相談コーナー、薬の体験

冬の健康フェスタ 2023年2月 アオウゼ 福島市薬剤師会 肺年齢測定他

茨城県 市民生活安全フェスティバル 9/17 日立シビックセンター新都

市広場

日立薬剤師会 ・薬の相談受付

・薬に関するアンケート調査等

しもだて商工まつり2022 9/23 道の駅　グランテラス筑西 筑西薬剤師会 ・くすりの相談所の設置

・薬局機能PRチラシの配布説明等

健康フェスタ 9/25 高萩市総合福祉センター 高萩薬剤師会 ・薬の相談受付

・薬に関するアンケート調査等

第24回古河関東ド・マンナカ祭り 10/9 古河市中央運動公園 古河薬剤師会 ・くすりの相談所の開設

・薬物乱用防止の啓発等

祭りゆうき 2022 10/30 けやき公園　噴水広場 筑西薬剤師会 ・くすりの相談所の設置

・薬局機能PRチラシの配布説明等

くすりと健康の相談所 11/1-12/20ま

でのいずれか日

曜

常陸大宮ショッピングセン

ター　ピサーロ

常陸大宮薬剤師会 ・「くすりの相談所」の開設

・患者を対象としたアンケート調査等

うしくWaiわいまつり 11/3 牛久市中央生涯学習セン

ター駐車場

牛久薬剤師会 ・お薬相談

・調剤薬品の管理等

栃木県 令和４年度「薬と健康の週間」につ

いて

９月中旬- 栃木県ホームページ 栃木県保健福祉部薬務課 「薬と健康の週間」のお知らせ

「かかりつけ薬剤師・薬局」の普及

啓発

9/20 いきいきとちぎ（情報誌） 社会福祉法人とちぎ健康福祉協会 「かかりつけ薬剤師・薬局」のＰＲ

新聞広告「薬と健康の週間」 10月上旬 下野新聞 栃木県保健福祉部薬務課 「薬と健康の週間」のお知らせ

かかりつけ薬剤師・薬局を持ちま

しょう！

10月上旬 機関誌「クリーンライフ」

116号

一般社団法人栃木県産業環境管理

協会

「かかりつけ薬剤師・薬局」のＰＲ

とちぎ県民だより

「かかりつけ薬剤師・薬局」の普及

啓発

10/2 とちぎ県民だより10月号

（広報紙）

栃木県県民生活部広報課 「かかりつけ薬剤師・薬局」のＰＲ

県政ＮＡＶＩ

「かかりつけ薬剤師・薬局」の推進

について

10/16 栃木放送

(ラジオ)

栃木県県民生活部広報課 「かかりつけ薬剤師・薬局」のＰＲ

10/17～10/23は「薬と健康の週

間」です。

10/16-23 ＳＮＳ配信 栃木県県民生活部広報課 「薬と健康の週間」のお知らせ

薬と健康の週間 10/17-23 各店舗内 一般社団法人栃木県医薬品登録販

売者協会

リーフレット、ポケットティッシュの配布し、「薬と健康の週」の

PR



都道府県 企画名 開催日 開催場所 主催 協賛 実施内容

群馬県 iチャレンジ6 9-10月 赤堀保健福祉センター 伊勢崎市健康まつり実行委員会 薬剤師会活動紹介パネル展示

市有施設へのポスター等の配布及び

掲示

10月 前橋市保健所 国等で作成されたポスターやパンフレットを市有施設へ配布、掲示

することで市民へ本運動の周知を行う。

ポスター掲示及びリーフレット配布 -10/23 富岡保健福祉事務所 富岡保健福祉事務所 所内で「薬と健康の週間」ポスターの掲示、リーフレットを配布

し、本運動の普及を図る。また、電子処方箋運用に係る周知も併せ

て実施する。

リーフレット配布 -10/23 富岡保健福祉事務所 富岡保健福祉事務所 所内で「健康サポート薬局」のリーフレットを配布し啓発を図る。

また、電子処方箋運用に係る周知も併せて実施する。

ポスター掲示及びリーフレット配布 -10/23 富岡保健福祉事務所 富岡保健福祉事務所 所内で「薬物乱用防止運動」ポスターの掲示、リーフレットを配布

し、本運動の普及を図る。

ポスター掲示 -10/23 富岡保健福祉事務所 富岡保健福祉事務所 所内で「献血」ポスターの掲示、リーフレットを配布し、普及を図

る。

-10/24 館林保健福祉事務所 館林保健福祉事務所 ポスターの掲示、啓発資材の配布

-10/28頃 桐生保健福祉事務所 桐生保健福祉事務所 県から送付されたポスターの掲示

前橋まつりにおける薬物乱用防止

キャンペーン

10/8 県庁通り周辺 前橋市保健所 前橋まつりの来場者に対して、薬物乱用防止一声運動を行いながら

啓発物品を配布する。

藤岡市健康福祉祭（お薬何でも相談

会）

10/15 藤岡市民ホール又は藤岡市

保健センター

藤岡市 藤岡保健福祉事務所、群馬県薬剤

師会藤岡支部

・お薬何でも相談会

・パネル、ポスター展示

・のぼり旗の設置

・啓発用資材の配布

高崎市薬剤師会くすりと健康の週間

事業「第7回健康フェア」

10/16 高崎市総合保健センター3階

第4会議室

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）な

ど。

未定 10/20 太田市役所 太田市薬剤師会 太田市役所、地域包括センター等 お薬相談

啓発資材の配布

保健所敷地内における懸垂幕による

周知

11月 前橋市保健所 本運動に係る懸垂幕を保健所敷地内に掲示することで、来所者への

周知を行う。

認知症サポートデー 11/13 渋川市民会館 渋川地区在宅医療介護連携支援セ

ンター

お薬相談会

しぶかわ市民まなびの日 11/23 渋川市民会館 渋川市民教育の日実行委員会 薬物乱用防止啓発

広報まえばしによる周知 12月 前橋市保健所 本運動について、広報誌に掲載することで、市民への周知を行う。

埼玉県 薬物乱用防止の啓発ＣＭ 7月 さいたま新都心駅前 さいたま市保健所環境薬事課 薬物乱用防止啓発のＣＭ（15秒間）を駅前の大型映像装置にて掲載

TODA元気ふっかつ体操

お薬講座

7/29 戸田市役所 戸田市 お薬講座

お薬相談会 8/20 所沢市役所 所沢市 所沢市薬剤師会 薬の相談

越谷市HP 9-10月 越谷市保健所

生活衛生課

HPに「薬と健康の週間」について掲載予定

普及啓発活動 9-11月 春日部保健所 春日部保健所 薬と健康の週間、麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動に係るポスター

及びパンフレット掲示、配布

9-11月 坂戸保健所 坂戸保健所 薬と健康の週間ポスター掲示、パンフレット配布

9-11月 管内薬局 坂戸保健所 （坂戸鶴ヶ島市薬剤師会あて）麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動ポ

スター等配布

9-11月 管内市町 坂戸保健所 麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動ポスター等配布、広報誌等への広

報依頼

おくすりの相談会 9/6 越谷市保健センター相談室 一般社団法人越谷市薬剤師会 越谷市 薬の相談

お薬相談会 9/9 所沢市役所 所沢市 所沢市薬剤師会 薬の相談

所沢市お薬相談会 9/9 所沢市役所 所沢市 (一社)所沢市薬剤師会 薬剤師による薬の相談

みんなで学ぼう！健康講座 9/20 大前会館 地域包括支援センター、戸田市薬

剤師会

「お薬との上手な付き合い方について」健康講座

食品衛生責任者実務講習会 9/22 所沢市民文化センター

ミューズ　中ホール

所沢食品衛生協会 薬物乱用防止指導員が薬物乱用防止啓発活動

第25回川口健康フェスティバル 9/23 フレンディア（キュポラ本

館棟4階）

川口健康フェスティバル実行委員

会（川口市）

薬と健康相談

第14回市民と薬剤師で共に考えよ

う

9/25 越谷市中央市民会館 一般社団法人越谷市薬剤師会 越谷市 ①講演②薬の相談

薬物乱用防止講演会 9/30 小川町立東中学校 小川町立東中学校 薬物乱用防止について講演

3年生101名　+　教職員

薬局スタンプラリー 10月 戸田市内25薬局 戸田市薬剤師会 ①フレイル防止②健康相談

ポスター掲示 10月 狭山保健所、（一社）所沢

市薬剤師会、狭山市薬剤師

会、入間市薬剤師会、飯能

地区薬剤師会会員薬局等

狭山保健所、（一社）所沢市薬剤

師会、狭山市薬剤師会、入間市薬

剤師会、飯能地区薬剤師会

「薬と健康の週間」のポスター掲示

10月 川口市保健所 ポスターの掲示

リーフレット配布

献血推進ポスターコンクール優秀作

品の掲示

10月（予定） 熊谷駅献血ルーム（予定） 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

薬と健康の週間、献血及び薬物乱用

防止のポスター掲示、資材の配布

10-11月 南部保健所内 南部保健所 ポスター掲示、薬物乱用防止資材の配布

10-11月 草加保健所 草加保健所 薬についてのポスター掲示、パンフレット配布

未定 10-11月 東松山市保健センター 東松山保健所 未定 薬物乱用防止啓発資材の配布

未定 10-11月 滑川町保健センター 東松山保健所 未定 薬物乱用防止啓発資材の配布

未定 10-11月 嵐山町役場 東松山保健所 未定 薬物乱用防止啓発資材の配布

未定 10-11月 小川町役場 東松山保健所 未定 薬物乱用防止啓発資材の配布

未定 10-11月 川島町役場 東松山保健所 未定 薬物乱用防止啓発資材の配布

未定 10-11月 吉見町役場 東松山保健所 未定 薬物乱用防止啓発資材の配布

未定 10-11月 ときがわ町役場 東松山保健所 未定 薬物乱用防止啓発資材の配布

未定 10-11月 東秩父村役場 東松山保健所 未定 薬物乱用防止啓発資材の配布

10-11月 各薬局 加須保健所管内薬物乱用防止指導

員協議会、行田市薬剤師会

薬物乱用防止啓発資材の配布

10-11月 各薬局 加須保健所管内薬物乱用防止指導

員協議会、羽生市薬剤師会

薬物乱用防止啓発資材の配布

麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動 10-11月 管内市町 幸手保健所 管内市町への薬物乱用防止啓発広報依頼、資材の掲示・配布

麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動の

大型ビジョン及び出走表に啓発記事

の掲載

10/1-4,7-

10,14-17,25-

30,11/3-7,10-

13,16-21,22-

27

戸田ボートレース企業団 南部保健所、戸田ボートレース企

業団

麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動の大型ビジョン及び出走表に啓発

記事の掲載

戸田市健康福祉の杜まつり 10/2 健康福祉の杜 戸田市福祉保健センター 戸田市、戸田市社会福祉協議会 ①薬の相談②ミニ講演会

第10回医療介護フォーラム 10/2 ウェスタ川越 コミュニティケアネットワークか

わごえ、川越市

川越市薬剤師会 講演２題のほか

①薬の相談②小雑誌の提供

おくすりの相談会 10/4 越谷市保健センター相談室 一般社団法人越谷市薬剤師会 越谷市 薬の相談

介護予防出張講座 10/7 越谷市赤山交流館 越谷市赤山すみれ会 一般社団法人越谷市薬剤師会 講話（正しい薬の知識について　他）

南区ふるさとふれあいフェア 10/8 浦和競馬場 さいたま市南区ふるさとふれあい

フェア実行委員会

①薬事相談、健康相談②アルコールパッチテスト③薬物乱用防止啓

発活動④アンケート調査



都道府県 企画名 開催日 開催場所 主催 協賛 実施内容

埼玉県 薬物乱用防止研修会 10/13 朝霞保健所 朝霞保健所 薬物乱用防止研修会

桜区ふれあいまつり 10/15 記念総合体育館 さいたま市桜区区民まつり実行委

員会

①薬事相談、健康相談②アルコールパッチテスト③薬物乱用防止啓

発活動④アンケート調査

第43回「健康と介護」の公開講習

会

10/15 川口総合文化会館

（リリア・大会議室）

川口薬剤師会 市民を対象とした公開講習会

久喜市民まつり

薬物乱用防止街頭キャンペーン

10/16 久喜市中央公民館～久喜駅

前通り

久喜白岡薬剤師会 薬物乱用防止啓発資材の配布

加須地域市民まつり 10/16 加須市民運動公園 加須地域市民まつり実行委員会 薬物乱用防止啓発及び啓発資材の配布

岩槻やまぶきまつり 10/16 岩槻文化公園 さいたま市岩槻やまぶきまつり実

行委員会

①薬事相談、健康相談②アルコールパッチテスト③薬物乱用防止啓

発活動④アンケート調査

加須市民まつり 10/16 加須市民運動公園 加須地域市民まつり実行委員会 ①薬の相談②薬物乱用防止啓発活動

10/17- 川越市保健所庁舎内 川越市（保健総務課） ポスター掲示による啓発活動

介護予防出張講座 10/17 越谷市蒲生１丁目自治会館 越谷市ふれあいサロン蒲生茶屋通

り

一般社団法人越谷市薬剤師会 講話（正しい薬の知識について　他）

普及啓発活動 10/17-23 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

ポスターの掲示 10/17-23 本庄保健所 本庄保健所 本庄保健所窓口でのポスターの掲示。

薬と健康の週間 10/17-23 幸手保健所 幸手保健所 資材の掲示・配布

おくすりの相談会 10/18 越谷市保健センター相談室 一般社団法人越谷市薬剤師会 越谷市 薬の相談

住民向けお薬相談会

（仮名）

10/19 さくら薬局神川店 さくら薬局神川店 薬局周辺の住民を対象としたお薬相談会

献血推進・薬物乱用防止啓発活動 10/19 秩父市立病院駐車場 秩父郡市薬剤師会 ・採血車による献血の実施、協力の呼びかけ

・薬物乱用防止啓発資材等の配布

川口市市産品フェア2022 10/21-23 SKIPシティ 川口市市産品フェア実行委員会

（川口市）

HbA1c 簡易検査

富士見市健康まつり 10/22 キラリ☆ふじみ 富士見市 各種パンフレット設置

第27回蓮田市やさしさいきいき

フェスティバル

10/23 蓮田パルシー 蓮田市 薬物乱用防止啓発　等

本会主催

薬と健康の週間事業

10/23 ワルツ所沢 （一社）埼玉県薬剤師会 共催：埼玉県、（一社）所沢市薬

剤師会、城西大学、日本薬科大学

後援：埼玉県赤十字血液センター

①お薬相談②アルコールパッチテスト③健康測定、肌測定④薬物乱

用防止、献血普及推進　ほか

大宮区民ふれあいフェア 10/29 ソニックシティ第１展示場 さいたま市大宮区ふれあいフェア

実行委員会

①薬事相談、健康相談②アルコールパッチテスト③薬物乱用防止啓

発活動④アンケート調査

和光市健康祭り 10/30 和光市保健センター 朝霞地区薬剤師会、和光支部 ①薬の相談②キッズファーマシー

第51回埼玉県薬事衛生大会 10/31 埼玉会館小ホール 埼玉県、埼玉県薬事団体連合会 薬事功労者の表彰

薬物乱用防止指導員研修会 10月末-11月

（予定）

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

越生町健康祭り 11月（未定） 未定 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及び薬物モデル標本貸出、麻薬・覚醒剤・

大麻乱用防止運動ポスター等配布

ふじみ野市・市民健康づくり講座 11/3 市民大学 ふじみ野市 カイエー薬局グループ ①薬の相談②健康セミナー③介護導入講座

ふじみ野市産業まつり 11/3 福岡中央公園 ふじみ野市 カイエー薬局グループ ①薬・健康の相談②血圧測定③薬物乱用防止啓発④こども薬剤師体

験⑤大人の健康チェックイベント⑥親子で学べる健康紙芝居

蕨市健康まつり 11/6 北町コミュニティセンター 蕨市 ①薬の相談　②薬物乱用防止啓発

北区まつり 11/6 市民の森、見沼グリーンセ

ンター

さいたま市北区まつり実行委員会 ①薬事相談、健康相談②アルコールパッチテスト③薬物乱用防止啓

発活動④アンケート調査

浦和区健康まつり 11/6 浦和コミュニティセンター さいたま市浦和区役所健康福祉部

保健センター

①薬事相談、健康相談②アルコールパッチテスト③薬物乱用防止啓

発活動④アンケート調査

健康祭り 11/6 日本薬科大学 上尾伊奈地域薬剤師会 ①薬の相談②骨密度測定③薬物乱用防止啓発④Sp02

おくすりの相談会 11/8 越谷市保健センター

相談室

一般社団法人越谷市薬剤師会 越谷市 薬の相談

幸手市民まつり 11/12 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

見沼区ふれあいフェア 11/12 三橋総合公園多目的広場 さいたま市西区ふれあいまつり実

行委員会

①薬事相談、健康相談②アルコールパッチテスト③薬物乱用防止啓

発活動④アンケート調査

西区ふれあいまつり 11/12 三橋総合公園多目的広場 さいたま市西区ふれあいまつり実

行委員会

①薬事相談、健康相談②アルコールパッチテスト③薬物乱用防止啓

発活動④アンケート調査

西区ふれあいまつり 11/12 堀崎公園 さいたま市見沼区ふれあいフェア

実行委員会

①薬事相談、健康相談②アルコールパッチテスト③薬物乱用防止啓

発活動④アンケート調査

中央区民まつり 11/12 中央区役所 さいたま市中央区民まつり実行委

員会

①薬事相談、健康相談②アルコールパッチテスト③薬物乱用防止啓

発活動④アンケート調査

西区ふれあいまつり 11/12 三橋総合公園多目的広場 さいたま市西区ふれあいまつり実

行委員会

①薬事相談、健康相談②アルコールパッチテスト③薬物乱用防止啓

発活動④アンケート調査

埼玉県民の日献血推進活動 11/14 大宮献血ルームウエスト 日本赤十字社 （一社）埼玉県医薬品配置協会 コロナ禍により3密を避けるため大宮献血ルームウエストに啓発品の

配布を依頼する

令和4年度薬物乱用防止指導員研修

会

11/14 越谷市中央市民会館 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を対象に研修会を実施

いきいき！健康チェック 11/20 鴻巣保健センター 鴻巣市 糖尿病簡易測定

おくすりの相談会 11/22 越谷市保健センター

相談室

一般社団法人越谷市薬剤師会 越谷市 薬の相談

緑区民まつり 11/23 大間木公園 さいたま市緑区区民まつり実行委

員会

①薬事相談、健康相談②アルコールパッチテスト③薬物乱用防止啓

発活動④アンケート調査

朝霞市健康祭り 11/23 朝霞市わくわくドーム 朝霞地区薬剤師会、朝霞支部 ①薬の相談②キッズファーマシー

薬物乱用防止キャンペーン 11/27 浦和駅東口駅前市民広場 さいたま市薬剤師会 埼玉県警察本部（薬物銃器対策

課）

薬物乱用防止啓発活動

三郷市介護予防事業 12月（6回） 老人福祉センター、文化セ

ンター、におどり市民セン

ター　ほか

三郷市歯科医師会 三郷市、三郷市医師会、三郷市薬

剤師会、三郷市接骨師会

薬の正しい使い方について啓発

春日部市健康フェア 12/4 春日部市保健センター 春日部市薬剤師会 ①薬の相談②キッズ調剤③薬物乱用防止啓発

おくすりの相談会 12/13 越谷市保健センター相談室 一般社団法人越谷市薬剤師会 越谷市 薬の相談

成人の日麻薬・覚醒剤薬物乱用防止

撲滅キャンペーン

2023/1/9 JRさいたま新都心駅自由通

路

（一社）埼玉県医薬品配置協会、

（公財）埼玉県暴力追放薬物乱用

防止センター

埼玉県、財務省東京税関、大宮警

察、少年非行防止ボランティア連

絡会

成人の日に麻薬・覚醒剤薬物乱用防止撲滅の街頭にて啓発品の配布

新座市健康祭り 2023/1/9 新座市新保健センター 朝霞地区薬剤師会、新座支部 未定

普及啓発活動 通年 埼玉県薬務課ホームページ 埼玉県薬務課 県ホームページでかかりつけ薬剤師・薬局及び健康サポート薬局に

関する情報発信

普及啓発活動 通年 鴻巣保健所 鴻巣保健所 「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

薬物乱用防止研修会 通年 各学校 埼玉県鴻巣保健所管内薬物乱用防

止指導員協議会

薬物乱用防止教室

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動 通年 各学校 埼玉県鴻巣保健所管内薬物乱用防

止指導員協議会

リーフレット及び啓発資材（ポケットティッシュ、救急絆創膏、ウ

エットティッシュ、消しゴム）の配布

啓発活動 各薬局 小川薬剤師会 薬の相談

啓発活動 小川日赤ＦＡＸコーナー 小川薬剤師会 薬局マップを活用しての周知

狭山市お薬相談会 未定 狭山市市民交流センター 狭山市薬剤師会 薬の相談　ほか

薬物乱用防止教室への講師派遣 未定 未定 本庄保健所 管内小中高校の薬物乱用防止教室へ講師を派遣する。



都道府県 企画名 開催日 開催場所 主催 協賛 実施内容

千葉県 薬と健康の週間ちば県民の集い 10/23（中止） 千葉県文化会館 千葉県、千葉県薬業団体連絡協議

会

表彰式、講演等、お薬相談（相談者に対する健康サポート薬局の広

報）

会場におけるパンフレット（サポート薬局の周知含む）の配布

県内高等学校へ記念図書贈呈 11月上旬 千葉県、千葉県薬業団体連絡協議

会

図書贈呈

薬事功労者千葉県知事表彰 千葉県 表彰

県作成のリーフレット（サポート薬局の内容を含む）の配付を通じ

た周知

東京都 ポスター掲示 10月 多摩小平保健所内 多摩小平保健所 当該週間で配布されるポスターの掲示

情報コーナー企画展示 10/1-（約2週

間）

多摩小平保健所内 多摩小平保健所 啓発パネルの展示、ＤＶＤ上映、リーフレットの配布

薬と健康の週間普及キャンペーン 10/1-23 区の保有する電子看板設置

場所

足立区足立保健所

生活衛生課

足立区薬剤師会、千住警察署薬防

協足立支部

薬物乱用防止、かかりつけ薬局、健康サポート薬局についての内容

を区の保有する電子看板を利用し、普及啓発する

おくすり講座 10/12- 動画配信 東京都福祉保健局 協力：東京都薬剤師会 薬にまつわる災害時の心構えについて

お薬相談会 10/15-16 板橋区立グリーンホール2階

ホール

板橋区薬剤師会 区民まつり健康づくりコーナーにてお薬相談を実施

薬に関する街頭相談 10/16 本郷台中学校 文京区薬剤師会 文京区歯科医師会共催 歯科検診・お口の中のなんでも相談会、薬に関する街頭相談、血管

年齢、骨密度測定

武蔵野市薬と健康展 10/16 イトーヨーカドー武蔵境店

東館入口

一般社団法人武蔵野市薬剤師会 薬と健康の無料相談会

ホームページ 10月中旬-（約2

週間）

多摩小平保健所 当所ホームページトップにて表示

くすりと健康のつどい事業 10/17-23 世田谷産業プラザおよび薬

剤師会会員薬局

薬剤師会に委託し、

（１）期間前・期間中のポスター掲示

（２）薬剤師による薬の無料相談

10月22日：「せたがや産業フェスタ2022」にブース出展、10月17

日～23日：会員薬局において実施

しながわくすりと健康フェア2022 10/23 イトーヨーカドー大井町店

B1F

品川区薬剤師会、品川区 おくすり相談・パンフレット配布・測定体験（血糖値・血圧など）

神奈川県 医療費適正化事業 9月頃 葉山町 3医療機関以上から同一薬効が1剤以上重複処方されている町民に対

し、個別通知にてポリファーマシーやセルフメディケーションの周

知・啓発をする。

献血に関する普及啓発 9月 葉山町 地域住民に対し、献血への理解を求める普及啓発を町内広報板で掲

載する。

お薬相談と薬物クリーンキャンペー

ン

9/4 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

海老名保護区保護司会、海老名更

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。

広報紙掲載 10月号 清川村 村の広報紙に「薬と健康の週間」について記事を掲載

「薬と健康の週間」事業 10月号 神奈川県薬務課 県の広報紙「県のたより」に「薬と健康の週間」について記事を掲

載

「薬と健康の週間」事業 10月 会員薬局（約2,400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

「薬と健康の週間」事業 10月 神奈川県庁内掲示板 神奈川県薬務課 「薬と健康の週間」に関するポスター掲示

麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動 10-11月 相模原市 ポスター掲示、市役所本庁舎における横断幕の設置、広報さがみは

らへの記事掲載

献血 10/6 愛川町役場 （社）神奈川県宅地建物取引業協

会　県央支部

献血の実施

保健医療セミナー 10/12-13 足柄上合同庁舎 足柄上医師会、大井町　他１市４

町

協力：小田原薬剤師会他 10月12日薬剤師による講義「上手な薬との付き合い方」

令和４年度保健医療セミナー 10/12-13 小田原保健福祉事務所足柄

上センター

足柄上医師会、南足柄市、大井

町、中井町、松田町、山北町

病気や薬、健康についての講演会

スペシャル講座 10/12、10/19

いずれか１日

文化創造拠点シリウス 大和市役所 薬剤師・薬局の役割、医薬品の正しい知識の普及啓発。

普及啓発掲載 10/15号 市広報誌 健康づくり推進課 週間の普及啓発

かながわ再発見 10/15 イオン秦野店 イオン株式会社 神奈川県 ジェネリック医薬品の普及啓発（パネル展示・チラシ等配布）、特

定健診の啓発

薬と健康フェアかまくら 10/16 鎌倉市役所 鎌倉市薬剤師会 啓発ポスター展示、乱用薬物標本展示、啓発資材の配布を行う。

くすりと健康フェアかわさき2022 10/16 ステーションコンファレン

ス川崎

くすりと健康フェアかわさき２０

２２実行委員会（川崎市薬剤師

会、川崎市役所)

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

「薬と健康の週間」における啓発活

動

10/17-23 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・ハンドブック等の配布

10/17-23 小田原保健福祉事務所 小田原保健福祉事務所 生活衛生部に来訪した県民にリーフレットを配布する。

10/17-23 茅ヶ崎市保健所 茅ヶ崎市保健所 「薬と健康の週間」に関するリーフレット等の配布

薬と健康の週間 10/17-23 未病センター 逗子市 ポスター掲示・リーフレット配布等による周知

特になし 10/17-23 平塚保健福祉事務所 平塚保健福祉事務所 環境衛生課窓口に関連するリーフレットを配架する。

普及啓発 10/17-23 町保健センター 二宮町子育て・健康課 ポスター掲示

リーフレットの配架及びポスターの

掲示

10/17-23 箱根町総合保健福祉セン

ター

箱根町 厚生労働省のリーフレットを窓口に配架（配布）及びポスターの掲

示

薬物乱用防止啓発活動 10/17-23（予

定）

藤沢市内（未定） 藤沢市保健所 藤沢地区薬物乱用防止推進地域連絡会の各団体機関において、薬物

乱用防止啓発資材を配架し、薬物乱用の撲滅を呼びかける

乳がん・子宮がん検診 10/18 松田町健康福祉センター 松田町役場 チラシの配付

食生活改善推進員

養成講座

10/20 町保健センター 二宮町子育て・健康課 保健師による講義

2022くすりと健康すこやかフェア 10/20 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、モバイルファーマシーの紹介、薬のパネル展

示、他

事業所献血 10/21 関西ペイント（株）平塚事

業所

平塚市 事業所の協力を得て献血を実施 大大的なイベントでないためＳＮＳの

掲載についてはなし

茅ケ崎寒川薬剤師会市民講演会 10/23 シンコースポーツ寒川ア

リーナ

茅ケ崎寒川薬剤師会、寒川町 糖尿病を理解して、健康力アップ

受診行動適正化事業（重複服薬） 10月下旬頃（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。

薬の講演会 11/17（予定） 藤沢商工会館ミナパーク 一般社団法人藤沢市薬剤師会 公益財団法人藤沢市保健医療財

団、藤沢市保健所

・薬剤師等による講演会

・「薬と健康の週間」に関するリーフレットを配架

秦野市市民の日 11/3 カルチャーパーク 秦野市役所市民活動支援課 ジェネリック医薬品の普及啓発（パネル展示・チラシ等配布）、特

定健診の啓発

一般公開講座 11/3 川東タウンセンターマロニ

エ集会室202

公益社団法人小田原薬剤師会 真鶴町 現代の食事はミネラル不足

講師：加工食品ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ　中戸川　貢

薬の講演会 11/8 秦野市役所 秦野市役所国保年金課 薬剤師会の方を講師に招き、講演

ジェネリック医薬品の普及啓発

広報紙掲載 12月号 清川村 村の広報紙（保健だより）に「薬と健康」について記事を掲載（厚

木薬剤師会協力）

ポスター掲示、パンフレット配架、

薬物乱用防止ののぼり旗掲示、ホー

ムページ掲載

常時 厚木保健福祉事務所内 厚木保健福祉事務所 厚木保健福祉事務所内で薬物乱用防止のポスターを掲示し、窓口に

各種啓発パンフレットを配架する。また、所内に薬物乱用防止のの

ぼり旗を掲示するとともに、所ホームページに薬物乱用防止につい

て掲載する。



都道府県 企画名 開催日 開催場所 主催 協賛 実施内容

神奈川県 座間市ホームページにて「新型コロ

ナウイルス感染症に関する情報」の

掲載

座間市健康づくり課 市の対応（市の施設利用、イベントなどの取り扱い等）、相談・受

診先の案内、感染症についてや感染予防について、新型コロナウイ

ルス感染症に関する最新情報等

座間市ホームページにて「セルフメ

ディケーションの推進」について及

び後発薬品の使用促進の啓発

座間市国保年金課 セルフメディケーションについて、セルフメディケーション税制に

ついて掲載。また別ページにて後発薬品の利用の呼びかけを掲載。

後発薬品の利用促進の啓発 座間市国保年金課 後発薬品の利用促進について、レセプトから対象者を抽出し、個別

通知。

新潟県 県民のための薬のセミナー 9/5 幸栄１、２丁目　自治会館 公益社団法人新潟県薬剤師会 薬剤師による薬の適正使用等を啓発するための出前講座、啓発資材

配布

すこやかともしびまつり2022 9/17-18 アオーレ長岡 長岡市 子供向けの薬剤師仕事体験・科学実験（予定）

県民のための薬のセミナー 9/20 中屋敷集落開発センター 公益社団法人新潟県薬剤師会 薬剤師による薬の適正使用等を啓発するための出前講座、啓発資材

配布

県民のための薬のセミナー 9/20 佐渡島開発総合センター 公益社団法人新潟県薬剤師会 薬剤師による薬の適正使用等を啓発するための出前講座、啓発資材

配布

くらしとこころの総合相談会 9/27 加茂市役所 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、新潟

県教育委員会、三条市、燕市、加

茂市、田上町、弥彦村　他

お薬相談、就労支援、介護相談、健康相談、法律相談等

県民のための薬のセミナー 9/30 田中開発センター 公益社団法人新潟県薬剤師会 薬剤師による薬の適正使用等を啓発するための出前講座、啓発資材

配布

加茂健康ウオーク 10/2 加茂市役所職員駐車場 加茂市（健康福祉課・スポーツ振

興課）

加茂市スポーツ推進委員協議会 ブース出展

生活習慣病予防展 10/6 新潟県民会館 新潟県健康づくり財団 ブース出展（お薬相談、啓発資材配布）

県民のための薬のセミナー 10/14 七軒町公会堂 公益社団法人新潟県薬剤師会 薬剤師による薬の適正使用等を啓発するための出前講座、啓発資材

配布

県民のための薬のセミナー 10/16 新潟駅南コミュニティセン

ター

公益社団法人新潟県薬剤師会 薬剤師による薬の適正使用等を啓発するための出前講座、啓発資材

配布

県民のための薬のセミナー 10/17 小舟町１丁目集会所 公益社団法人新潟県薬剤師会 薬剤師による薬の適正使用等を啓発するための出前講座、啓発資材

配布

県民のための薬のセミナー 10/18 くろじょうこども園 公益社団法人新潟県薬剤師会 薬剤師による薬の適正使用等を啓発するための出前講座、啓発資材

配布

県民のための薬のセミナー 10/25 希望が丘コミュニティセン

ター

公益社団法人新潟県薬剤師会 薬剤師による薬の適正使用等を啓発するための出前講座、啓発資材

配布

県民のための薬のセミナー 10/30 高梨振興会館 公益社団法人新潟県薬剤師会 薬剤師による薬の適正使用等を啓発するための出前講座、啓発資材

配布

県民のための薬のセミナー 11/1 保内保育所子育て支援セン

ター

公益社団法人新潟県薬剤師会 薬剤師による薬の適正使用等を啓発するための出前講座、啓発資材

配布

県民のための薬のセミナー 11/10 松之山集会所 公益社団法人新潟県薬剤師会 薬剤師による薬の適正使用等を啓発するための出前講座、啓発資材

配布

県民のための薬のセミナー 11/10 とよみ会館 公益社団法人新潟県薬剤師会 薬剤師による薬の適正使用等を啓発するための出前講座、啓発資材

配布

県民のための薬のセミナー 11/15 千代が丘保育所子育て支援

センター

公益社団法人新潟県薬剤師会 薬剤師による薬の適正使用等を啓発するための出前講座、啓発資材

配布

県民のための薬のセミナー 11/16 中央いきいきセンター 公益社団法人新潟県薬剤師会 薬剤師による薬の適正使用等を啓発するための出前講座、啓発資材

配布

県民のための薬のセミナー 11/19 元町会館 公益社団法人新潟県薬剤師会 薬剤師による薬の適正使用等を啓発するための出前講座、啓発資材

配布

薬と健康のイベント 11/20 道の駅ながおか花火館 一般社団法人長岡市薬剤師会 長岡市 生活習慣病の発症予防、ロコモ予防など多世代への健康啓発、健康

サポート機能の周知

県民のための薬のセミナー 11/21 田島いきいきセンター 公益社団法人新潟県薬剤師会 薬剤師による薬の適正使用等を啓発するための出前講座、啓発資材

配布

県民のための薬のセミナー 11/22 三条市立月岡保育所子育て

支援センター

公益社団法人新潟県薬剤師会 薬剤師による薬の適正使用等を啓発するための出前講座、啓発資材

配布

くらしとこころの総合相談会 11/28 燕市中央公民館 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、新潟

県教育委員会、三条市、燕市、加

茂市、田上町、弥彦村　他

お薬相談、就労支援、介護相談、健康相談、法律相談等

県民のための薬のセミナー 11/29 木津公会堂 公益社団法人新潟県薬剤師会 薬剤師による薬の適正使用等を啓発するための出前講座、啓発資材

配布

くらしとこころの総合相談会 12/22 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、新潟

県教育委員会、三条市、燕市、加

茂市、田上町、弥彦村　他

お薬相談、就労支援、介護相談、健康相談、法律相談等

富山県 令和３年度「お薬・健康フェスタ

2021」

10/16 グランドプラザ（富山市） 富山県薬剤師会 模擬薬局コーナー、お薬健康相談、おくすり川柳コンテスト等

ポスター掲示 10/17-23 富山県庁、各厚生センター

等

富山県 「薬と健康の週間」啓発ポスター掲示

出前講座 通年 県内各地 富山県 薬の正しい使い方の解説、健康サポート薬局の紹介等

薬事功労者等表彰式 未定 富山県庁（予定） 富山県 薬事功労者厚生労働大臣表彰伝達式及び富山県薬事功労者等表彰式

石川県 薬と健康の週間薬草観察ハイキング 10/22 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 10/25 石川県庁 石川県 知事表彰

麻薬覚醒剤大麻乱用防止大会石川県

大会

11/26 石川県文教会館 石川県、厚生労働省 薬物乱用防止に関する講演、アトラクション、資材配布など

健康サポート薬局研修会の実施 未定 未定 石川県薬剤師会 会員に対する研修会を実施

福井県 「薬と健康の週間」について 9/15 若狭町広報10月号 若狭町健康医療課 かかりつけ薬剤師・薬局の紹介

薬と健康の週間普及啓発活動 10月 福井市保健所 福井市保健所 所内で「薬と健康の週間」についてポスター掲示及びリーフレット

配布

「薬と健康の週間」について 10/1 越前町広報10月号 越前町健康保険課 医薬品についての正しい知識について

「薬と健康の週間」について 10/12 広報さかい10月号 坂井市健康増進課 かかりつけ薬剤師・薬局の紹介

くすりと健康の週間街頭キャンペー

ン

10/17 JR福井駅 全薬協、福井登録販売者協会 福井市保健所、福井健康福祉セン

ター

通勤時の乗客にチラシ等を配布

くすりと健康の週間街頭キャンペー

ン

10/22 ピアゴ丸岡支店 全薬協、福井登録販売者協会 来場者に薬の適正使用を呼びかけ

くすりと健康フェア2022 10/23 エルパ2階　エルパホール 福井県薬剤師会、福井県 福井県薬業団体連合会 健康イベント（健康相談や測定等）

くすりと健康の週間街頭キャンペー

ン

10/23 たけふ菊人形会場 全薬協、福井登録販売者協会 パンフレット配布



都道府県 企画名 開催日 開催場所 主催 協賛 実施内容

山梨県 山梨県薬事衛生大会 10/17 山梨県庁防災新館会議室 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）

※該当がない区分は割愛

山梨県「薬と健康の週間」 10/17-23 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）

山梨県及び山梨県薬と健康の週間実行委員会による県民への医薬品

や専門家の役割等についての普及啓発、ホームページへの掲載など

長野県 店頭での周知 10/17-23 薬局

医薬品販売業者

長野県薬剤師会 ポスターの掲示、かかりつけ薬剤師、健康サポート薬局等に関する

リーフレット等の啓発資材を用いた周知

広報誌、報道機関を活用した広報 10/17-23 保健所、市町村、長野県薬

剤師会会員薬局

保健所、市町村、長野県薬剤師会 広報誌や報道機関（新聞、テレビ、ラジオ等）を活用し、薬と健康

の週間、健康サポート薬局等について広報

啓発資材による広報 10/17-23 保健所、市町村、長野県薬

剤師会会員薬局

保健所、市町村、長野県薬剤師会 ポスターや立看板等の掲示、リーフレット等の啓発資材の配布

ホームページでの広報 10/17-23、通年 ホームページ 長野県、長野県薬剤師会 薬と健康の週間、健康サポート薬局等についての広報

市民公開講座 11/23 長野県伊那文化会館 上伊那薬剤師会（地域薬剤師

会）、上伊那地域包括医療協議会

講演会の実施（講師：看護師・僧侶・スピリチュアルケア師・ケア

マネージャー・看護教員　玉置妙憂先生）

長野県政出前講座での周知 通年 県下各地 長野県 長野県政出前講座「薬の正しい使い方」の中で健康サポート薬局に

ついて周知

岐阜県 広報掲載 9/20 八百津町 八百津町保健センター 広報紙内「保健センターだより」コーナーにおいて当週間に関する

周知文を掲載

広報への掲載 10月号 岐南町 岐南町 広報掲載

広報掲載 10月号 山県市 山県市健康介護課 市の広報誌への記事の掲載

広報掲載 10月号 神戸町 神戸町保健センター 広報ごうど10月号に掲載予定

（記載内容は右の備考欄参照）

広報への掲載 10月号 広報せきがはら 関ケ原町

医療保健課

薬と健康についての記事を広報に掲載し、医薬品使用の正しい知識

について普及する

広報への掲載 10月号 揖斐川町 揖斐川保健センター 揖斐川町 薬と健康の週間についての記事を掲載

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

パンフレット設置 10月 揖斐川保健センター 揖斐川保健センター 揖斐川町 保健センターにパンフレットを設置し、周知する

ポスター掲示 10月 瑞穂市役所、総合セン

ター、保健センター2ヶ所

瑞穂市健康推進課 「薬と健康の週間」に関するポスターを掲示し周知・啓発を行う

広報への掲載 10月 池田町 池田町 広報いけだ10月号に、「薬は正しく使いましょう～10月17日から

23日は薬と健康の週間です～」と題し、薬の使用上の注意や、お薬

手帳の活用、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。

ポスター掲示 10月 美濃加茂市保健センター

（みのかも健康プラザ内）

美濃加茂市健康課 薬物乱用防止、献血に関するポスター掲示

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

薬と健康の週間 10月 広報とみか 福祉保健課保健係 広報とみか10月号に薬の飲み方やお薬手帳について掲載

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

福祉保健課保健係 富加町役場、保健センターにポスターを掲示

10月号保健センターだより 10月 川辺町役場 広報かわべ10月号掲載

ポスターの掲示

リーフレット窓口配置

10月 保健センター 御嵩町 ポスターの掲示

リーフレット窓口配置

広報誌掲載 10月 中津川市 中津川市 広報誌掲載

広報紙掲載 10月 恵那市 恵那市 広報えな10月号に掲載

資材による啓発

広報掲載

10月 高山市保健センター(啓発) 高山市役所 ポスター等の資材による啓発

広報による啓発

ポスター掲示

リーフレットの配布

10月 各振興事務所、保健セン

ター

飛騨市役所 ポスター掲示、リーフレットの配布

広報掲載 10月 白川村 白川村役場 広報しらかわに「薬と健康の週間」に関する記事を掲載

広報掲載 10月 下呂市 下呂市 広報げろ１０月号「薬と健康の週間」周知記事を掲載予定

健診結果説明会 10-11月 保健センター 本巣市 健康診査受診者のうち、結果説明を要する人にお薬手帳内容等の確

認を行う

ポスター掲示 -10/23 多治見市保健センター 多治見市保健センター ポスター掲示

ポスター掲示 -10/23 瑞浪市保健センター 瑞浪市 ポスター掲示

ポスター掲示 -10/23 関市保健センター 関市 ポスター掲示等による啓発

ポスター掲示 -10/23 各庁舎、保健センター棟 郡上市 ポスター掲示

リーフレット配布 10/11,27 木の国七宗コミュニティー

センター、神渕コミュニ

ティーセンター

七宗町役場　健康福祉課 子宮・乳・骨・大腸がん検診受診者へリーフレット配布

防災行政情報配信システム 10/17 八百津町 八百津町保健センター 各戸に配布をしている防災行政情報配信システム（タブレット端

末）に「薬と健康の週間」についての周知文を配信するもの。

ホームページ掲載 10/17-23 羽島市 羽島市役所　子育て・健幸課 羽島市ホームページに薬と健康の週間について掲載

ポスター掲示 10/17-23 養老町保健センター 養老町 違法薬物対策、薬・医療機器についての相談先ポスター等の掲示

ポスター掲示 10/17-23 大野町保健センター 大野町 医薬品相談等の啓発ポスター、パンフレットを設置。

ポスター掲示

リーフレット設置・配布

10/17-23 美濃市保健センター 美濃市保健センター 保健センター内にポスター掲示とリーフレットの配布を実施する

ポスター掲示 10/17-23 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

可児市 「薬と健康の週間」啓発ポスター掲示

広報無線 10/17-23 川辺町役場 広報無線による啓発

村ケーブルテレビでの啓発 10/17-23 東白川村保健福祉センター 東白川村保健福祉課 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。

フェイスブック掲載 10/17-23 多治見市内 多治見市 多治見市フェイスブックに掲載

ポスター掲示 10/17-23 土岐市保健センター 土岐市保健センター 土岐市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

ポスター掲示 10/17-23 土岐市保健センター 土岐市保健センター 土岐市保健センターに危険ドラッグに関するポスター掲示

ホームページ掲載 10/17-23 土岐市 土岐市 土岐市ホームページに危険ドラッグに関する記事を記載

ポスター掲示 10/17-23 土岐市保健センター 土岐市保健センター 土岐市保健センターに献血のポスター掲示

ホームページ掲載 10/17-23 土岐市 土岐市 土岐市ホームページに献血の記事を記載

ポスター掲示 10/17-23 岐阜県庁、県立保健所及び

保健所センター

岐阜県 ポスター掲示

薬と健康の週間事業の県民への周知

活動

10/17-23 中部薬品㈱ 新聞折込チラシに薬と健康の週間と標語を掲載する。（10月12日号

予定）

ポスター、チラシでの啓発活動 10/17-23 中部薬品㈱ 薬局、店舗においてポスターの掲示とチラシを県民に配布する。

すぐメール 10/17- 川辺町役場 すぐメールによる啓発

１歳歯磨き教室 10/18 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 10/18 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

広報掲載・ポスター掲示 10/29-30、11

月号

海津市 海津市 市報11月号に「かかりつけ薬局」や「お薬手帳」を持つことについ

て掲載。10月29日、30日開催の健康展でポスターなど掲示。



都道府県 企画名 開催日 開催場所 主催 協賛 実施内容

岐阜県 麻薬・覚せい剤乱用防止 常時 富加町ホームページ 福祉保健課保健係 ホームページに薬物乱用防止についての情報を掲載

献血 常時 富加町ホームページ 福祉保健課保健係 ホームページに献血のお知らせを掲載

広報への掲載 笠松町 笠松町 広報掲載

静岡県 薬草講座 10/1- Web 静岡県、静岡県立大学、（一社）

静岡県薬事振興会

薬草に関する正しい知識、かかりつけ薬剤師・薬局の普及

薬事功労者表彰式 10/20 グランディエール　ブケ

トーカイ

静岡県、（一社）静岡県薬事振興

会

薬事功労者表彰式

愛知県 健康に関する展示 9/23-11/6 安城市歴史博物館 安城市歴史博物館 展示の中で、安城市まちの健康おくすり屋さんについても啓発を行

う

愛知県薬剤師会「薬と健康の週間」

表彰式

10/15 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。

ナナちゃん人形装飾 10/19-25 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

10/23 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。

かわいい見た目にだまされるな！

STOP薬物乱用

11/1-11 豊橋市保健所 豊橋市保健所 薬物乱用の危険性・有害性について一人でも多くの方に知ってもら

うため、薬物乱用防止のパネル展示を実施する

県政150周年記念イベント

愛知県薬剤師会福祉医療公開講座

11/3 愛知県産業労働センター

（ウインクあいち）

一般社団法人愛知県薬剤師会 県民向け公開講座。「スローエアロビック」他

未定 未定 未定 新城市市薬剤師会、一般社団法人

愛知県薬剤師会

実施予定（検討中）

岡崎市市政だより10月１日号 岡崎市 岡崎市市政だよりにて「薬と健康の週間」に関する記事を掲載

三重県 啓発物品の設置 10/17-23 三重県立図書館 三重県薬剤師会、三重県薬業団体

連合会、三重県

三重県立図書館において、リーフレット等を設置することにより啓

発を行う。

滋賀県 「薬と健康の週間」ポスター展示 10/17-23 各薬局、各保健所、各市町 「薬と健康の週間」ポスター掲示

滋賀のくすりと健康フェア2022 10/30 忍びの里プララ 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

パネル展示とリーフレットおよび啓発資材の配架

・医薬品適正使用

・ジェネリック医薬品の使用促進

・薬物乱用防止

・献血の促進

・骨髄バンク登録の促進

など

薬物乱用防止啓発キャンペーン 11/6 アル・プラザ野洲 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、びわ湖放送(株)、

(株)エフエム滋賀）、(有)ドリー

ムプレゼンツ）

大阪税関、滋賀県警等 ・麻薬探知犬によるデモンストレーション

・薬物関係特別講演

・団体やイメージキャラクターによる啓発活動

・ご当地キャラによるキャラクターショー

・イベント告知（CM放送、HPでの情報掲載）

京都府 きょうと動画情報館への動画掲載 8/17- 京都市医療衛生企画課 京都府薬剤師会 かかりつけ薬剤師・薬局に関する動画を作成し、きょうと動画情報

館にて掲載することで周知をする

丹後はぐくみフェスティバル ９月 丹後海と星の見える丘公園 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

健康サポート薬局の紹介

広報誌 10月発行分 亀岡市 亀岡市 地域連携薬局の役割に関する啓発

広報誌 10月発行分 南丹市 南丹市 地域連携薬局の役割に関する啓発

広報誌 10月発行分 京丹波町 京丹波町 地域連携薬局の役割に関する啓発

府庁パネル展示 10月 京都府庁 京都府薬務課 かかりつけ薬剤師・薬局、健康サポート薬局等に関する啓発パネル

展示

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

健康サポート薬局に関する掲示

府HP掲載 10-11月 京都府HP 京都府薬務課 かかりつけ薬剤師・薬局、健康サポート薬局等に関する啓発ページ

を公開

ポスターの掲示 10-11月頃 京都市医療衛生企画課 薬物乱用の防止を目的としたポスターを作成し、京都市営地下鉄の

車両に掲示することで啓発をする

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、福知山市 中丹西保健所、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 10月中旬 福知山市 福知山市 かかりつけ薬剤師・薬局、お薬手帳の活用に係る啓発について

みやこ健康・安全ねっとに係る情報

配信

10/17-23 京都市医療衛生企画課 「みやこ健康・安全ねっと」登録者に対し、セルフメディケーショ

ンやかかりつけ薬剤師・薬局等について、メール配信する

チラシの配架 10/17-23 京都市医療衛生企画課 「かかりつけ薬剤師」「お薬手帳」に関するリーフレットを配架す

る

区役所内モニターへの動画掲載 10/17-23 京都市医療衛生企画課 京都府薬剤師会 かかりつけ薬剤師・薬局に関する動画を作成し、

区役所にて掲載することで周知をする

薬物乱用防止教室 10/17-23 京都府薬務課 薬物乱用防止啓発

薬物乱用防止教室 10/17-23 舞鶴市、綾部市 中丹東保健所 医薬品の正しい使い方や危険ドラッグや大麻等の危険性等の講習、

その他

薬事監視 10/17-23 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、その他

上京保護司会シンポジウム 10月下旬-11月

上旬

上京区総合庁舎４Ｆ 上京保護司会 薬物乱用防止を目的としたシンポジウム（パネルディスカッショ

ン）を実施

大山崎あかりちゃん祭 11/6 大山崎町福祉センターなご

みの郷周辺

あかりちゃん祭実行委員会（大山

崎町社会福祉協議会）

薬物乱用防止啓発

長岡京ガラシャまつり 11/13 勝竜寺城会場（三菱 ロジス

ネクスト 駐車場）

長岡京ガラシャ祭実行委員会（長

岡京市商工会）

薬物乱用防止啓発

薬物乱用防止啓発活動 11/13 木津川市 木津川市商工会 管内お祭りにて薬物乱用防止の啓発を行う。

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

大阪府 ポスター・川柳募集 9/5応募必着 大阪府薬剤師会、吹田市保健所、

他大阪府下保健所

後援　23団体 「薬の正しい使い方」、「かかりつけ薬剤師・薬局を持ちましょ

う」をイメージしたポスター及び川柳を募集し、優秀作品応募者の

表彰を行う。

救急常備薬セット寄贈 10月 市内障がい者施設 大阪府薬剤師会、吹田市保健所 後援　23団体 市内障がい者施設5施設に対し、救急箱（救急常備薬セット）を寄贈

「薬の正しい使い方」及び「かかり

つけ薬剤師・薬局を持ちましょう」

に関するおくすりクイズ

10月頃-11月末 府内薬局等関係施設 大阪府「薬と健康の週間」実行委

員会

薬業関係団体 医薬品の適正使用及び薬剤師の役割についての正しい知識を広く府

民の方々に知っていただくため、啓発用リーフレットに掲載したお

くすりクイズを解いてもらい、正解者の中から抽選で賞品を贈呈す

る。

啓発用リーフレット（クイズ）配布 10/17-23 保健所、薬局で配布 大阪府薬剤師会、吹田市保健所、

他大阪府下保健所

後援　23団体 啓発用リーフレットにクイズを掲載し解答を募集。当選者に景品を

配布。

啓発用ポスター原画・

川柳入賞者表彰

10/21 大阪府「薬と健康の週間」実行委

員会

薬業関係団体 医薬品の適正使用及び薬剤師の役割についての正しい知識を広く府

民の方々に知っていただくため、ポスターや川柳を募集し、優秀作

品を表彰する。

薬事関係等功労者知事表彰 10/27 大阪府 大阪府知事による薬事功労者、優良薬局の表彰

兵庫県 広報誌掲載（神河町） 9/25 広報かみかわ 神河町 薬と健康の週間に関する記事を掲載する。



都道府県 企画名 開催日 開催場所 主催 協賛 実施内容

兵庫県 広報誌掲載（尼崎市） 10月 市報あまがさき 尼崎市 薬と健康の週間、麻薬・覚せい剤・大麻乱用防止運動月間

広報誌掲載（猪名川町） 10/1 広報いながわ 猪名川町 薬と健康の週間に関する記事を掲載する。

広報誌掲載（高砂市） 10/1 広報たかさご 兵庫県播磨薬剤師会、高砂市役所 薬と健康の週間に関する記事を掲載する。

広報誌掲載（兵庫県西播磨県民局） 10/1 県民だより西播磨版 西播磨県民局 薬と健康の週間に関する記事を掲載する。

広報誌掲載（たつの市） 10/1 広報たつの たつの市、揖保郡医師会 薬と健康の週間に関する記事を掲載する。

広報誌掲載（相生市） 10/1 広報あいおい 相生市役所 薬と健康の週間に関する記事を掲載する。

広報誌掲載（上郡町） 10/1 広報かみごおり 薬と健康の週間に関する記事を掲載する。

広報誌掲載（養父市） 10/1 市広報やぶ 養父市 薬と健康の週間に関する記事を掲載する。

広報誌掲載（南あわじ市） 10/1 広報南あわじ 健康課 薬と健康の週間に関する記事を掲載する。

広報誌掲載（姫路市） 10/1 広報ひめじ 姫路市 姫路市広報誌に啓発記事を掲載

ホームページ掲載（尼崎市） 10/1 尼崎市 「薬と健康の週間」について

第24回西区健康・福祉フェアー＆

14th　はっぴ～カーニバル

10/1 神戸市立西区文化センター 神戸市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 WEST NET（西区自立

支援協議会）西区市民参加による

障害者安心ネットワーク

兵庫ヤクルト販売株式会社、土牛

産業株式会社、ぼんち株式会社、

吉田ピーナツ食品株式会社、一般

社団法人神戸農政公社

市民にしてもらいたい薬剤師会の取り組みの展示

（フレイルチェック、ハルモお薬手帳の啓発、コロナ禍の薬局でで

きること、など）

ホームページの掲載 10/1-23 北播磨いきいき情報局HP 兵庫県加東健康福祉事務所 北播磨いきいき情報局HPへの記事掲載

データ放送 10/1-23 テレビ（11ch） 朝来市役所 薬と健康の週間に関するデータ放送を実施

第33回こうべ福祉・健康フェア 10/2 しあわせの村 （公財) こうべ市民福祉振興協会 薬局で行うフレイルチェックの案内

パンフレット配布

令和4年度　BAN-BANラジオ 10/4-11/22（毎

週火曜、全8回）

（一社）播磨薬剤師会 ラジオでの講演

（薬・健康などがテーマ）

広報誌掲載（淡路市） 10/5 広報淡路 淡路市 薬と健康の週間に関する記事を掲載する。

「薬と健康の週間」行事 10/6 宝塚市立西公民館 宝塚市薬剤師会 後援：宝塚市 宝塚市薬剤師会の寺田多一郎さんによる講演と、おくすり相談会

薬と健康の週間　講演会 10/6 宝塚市立西公民館 宝塚市薬剤師会 ・講演会「お薬を知ろう　薬の体内での動き

～主作用、副作用、副反応って？～」

講師：宝塚市薬剤師会　寺田　多一郎

・お薬相談会

たるみ生き活き保健福祉フェア 10/9 レバンテ垂水２番館1階 垂水区 ・フレイルチェック

・電子おくすり手帳説明

広報誌掲載（西宮市） 10/10 西宮市政ニュース 薬と健康の週間についての普及啓発

ホームページ掲載（西宮市） 10/10-23 西宮市ホームページによる

公開

薬と健康の週間についての普及啓発

広報誌掲載（赤穂市） 10/11 広報あこう 赤穂市保健センター 薬と健康の週間に関する記事を掲載する。

広報誌掲載（伊丹市） 10/15 広報いたみ10月15日号 伊丹市立保健センター 薬と健康の週間に関する記事を掲載する。

広報誌掲載（洲本市） 10/15 広報すもと 洲本健康福祉事務所、洲本市役所 薬と健康の週間に関する記事を掲載する。

ラジオによる広報（尼崎市） 10月中旬 尼崎市 「薬の正しい使い方」について

加西市健康福祉まつり 10/16 加西市健康福祉会館 加西市 加西市社協、加西市医師会、加西

市歯科医師会等

薬の相談・かかりつけ薬局パンフ配布・薬物乱用防止パンフ配布

薬と健康の週間in豊岡 10/16 コープデイズ豊岡 但馬薬剤師会 ポスター掲示、お薬相談会、啓発資材（パンフレット、節約バッグ

など）の配布・説明、調剤体験会　等

広報誌掲載（福崎町） 10/17 広報ふくさき 福崎町 薬と健康の週間に関する記事を掲載する。

広報誌掲載（市川町） 10/17 広報いちかわ 市川町 薬と健康の週間に関する記事を掲載する。

ラジオ放送（西宮市） 10/17 さくらＦＭによる放送 薬と健康の週間についての普及啓発

まちかど薬局相談会 10/17-23 市内各薬局 川西市薬剤師会 薬と健康についての相談会

ホームページ掲載（神戸市） 10/17-23 神戸市ホームページ 神戸市 健康サポート薬局、地域連携薬局、専門医療機関連携薬局の紹介

ホームページ掲載（姫路市） 10/17-23 姫路市 姫路市ホームページに啓発記事を掲載

薬と健康の週間における市民相談会 10/17-23 各会員薬局（川西地区） (一社)川西市薬剤師会 各薬局において薬と健康の相談会を行う。

・献血サポート・フレイルチェック・認知症チェックなど

薬と健康の週間in龍野 10/17-23 イオン龍野店　赤とんぼ広

場

薬と健康の週間アンケート実施、薬物乱用防止啓発に関するパネル

展示、資料配布。

龍野健康福祉事務所の協力

多職種連携事例検討会 10/20 たつの市はつらつセンター たつの市、揖保郡医師会 兵庫県龍野健康福祉事務所 高齢者のポリファーマシー対策について基調講演と意見交換等

広報誌掲載（丹波市） 10/20 広報たんば 丹波市 薬と健康の週間に関する記事を掲載する。

令和4年度　一般社団法人明石市薬

剤師会　第18回市民講演会

10/20 複合型交流拠点ウィズあか

し　子午線ホール

（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、兵庫県薬剤師会

・講演会

演題　「朝のおはようから始めよう　日々の健康づくり～身体と気

象～」

講師　正木　明　氏

・「お薬なんでも相談」１３：００～１３：５０

・パンフレットの配布　／　薬物乱用防止活動　等

2022健康生活フェア　～SDGs応援

薬局、つなげよう健康つながろう薬

局～

10/22 尼崎市女性センター　トレ

ピエ

尼崎市薬剤師会 健康維持のためのお話、脳トレゲーム、お薬相談、体組成計測定、

フレイル予防（頭も使う筋力アップ体操）

お薬と健康の週間イベント 10/22 JR芦屋駅ぺディストリアン

デッキ

芦屋市薬剤師会 薬剤師による健康相談、健康についてのアンケートを実施

第47回にしのみや市民祭り 10/22 西宮市役所周辺ふるさと

ブース会場（西宮市六湛寺

町10-3）

にしのみや市民祭り協議会 未定 薬物乱用防止街頭啓発活動

薬と健康の週間 10/22 ＪＲ芦屋駅ペデストリアン

デッキ

芦屋市薬剤師会 ・お薬相談

・薬物乱用防止活動

・アンケート調査

神戸医療産業都市一般公開 10/29 公益財団法人 神戸医療産業

都市推進機構

神戸臨床研究情報センター

神戸医療産業都市推進機構 薬剤師体験コーナー

くすりと健康市民講演会 10/30 ゆめタウン　ポップアップ

ホール

丹波市薬剤師会 お薬相談、健康相談、パンフレット配布、

講演「テーマ認知症」神戸大学大学院、保健学研究科　教授　古和

久朋　先生、兵庫県薬剤師会　理事　小塚　ひとみ先生、

寸劇　丹波市認知症キャラバンメイト

第10回神戸市北区健康講座 11/5 北神区文化センター　あり

まホール

北区医師会、北区歯科医師会、北

区薬剤師会、北区役所、北区社会

福祉協議会

相田化学工業（株）、アース製

薬、日本メディカルテクノロジー

（株）グラクソ・スミスクライ

ン、コンシューマー、ヘルスケ

ア、ジャパン（株）

講演会

演題：「フレイル予防に向けた運動と栄養摂取の実践」

講師：立命館大学　スポーツ健康科学部　教授　藤田　聡　氏

加古川楽市 11/5-6 日岡山公園 加古川商工会議所 加古川市教育委員会 11月5日（土）HbA1c測定

11月6日（日）こども薬局



都道府県 企画名 開催日 開催場所 主催 協賛 実施内容

兵庫県 灘区民健康特別講座（テーマは未

定）

11/12 灘区民ホール　大ホール 灘区医師会、灘区医療介護サポー

トセンター

灘薬剤師会、灘区歯科医師会・灘

区保健福祉部

・寸劇形式で在宅を中心に多業種のかかわりや困りごとのアドバイ

スなどを見せる

・パンフレットの配布　等

健康フェア2022inイオンモール伊

丹（仮）

11/12 イオンモール伊丹 伊丹市健康福祉部健康政策課、イ

オンモール伊丹

・健康測定（血管年齢・血圧・握力）とアドバイス、薬と健康相談

・薬物乱用防止ポスター掲示、薬の正しい使い方等のパンフレット

配布　等

令和4年度但馬まるごと感動市・食

の祭典inあさご

11/12-13 イオン和田山店駐車場 但馬まるごと感動市実行委員会事

務局

ポスター掲示、お薬相談会、啓発資材（パンフレット、節約バッグ

など）の配布・説明、調剤体験会　等

第3回ボランティアフェスティバル

～みんな地域で何やっとう？ちょっ

と覗いてみいひんか～

11/27 灘区文化センター　5階 社会福祉法人神戸灘区社会福祉協

議会

医師会、歯科医師会、薬剤師会、

福祉事務所、灘区共同募金会

活動紹介・体験コーナー・学びのコーナー・相談コーナーの中で

「お薬の相談」コーナーを担当

県民公開講座 12/4 花の北市民広場 兵庫県薬剤師会 姫路薬剤師会、姫路市教育委員

会、姫路市医師会、姫路市歯科医

師会、県立姫路工業高校

健康相談こども薬局　健康講演

奈良県 大和の配置家庭薬の啓発 8/9-14 奈良県立図書情報館 奈良県 奈良ゆかりの生薬、奈良県配置薬及び奈良とくすりの歴史等に関す

る展示及び啓発

薬事功労者の奈良県知事表彰 10/6 奈良公園バスターミナル 奈良県 薬事功労者への表彰

ＮａＲａくすりと健康２０２２/漢

方シンポジウム

10/22 奈良県文化会館 奈良県、奈良県薬事団体連合会 県民への薬の正しい知識の普及と医薬分業についての啓発、県薬業

界の振興を図る

薬物乱用防止運動 随時 県内各地 奈良県、奈良県警察本部 薬物乱用防止教室等

大学等での献血 随時 県内各地 奈良県学生献血推進協議会 県内大学等において献血の協力依頼と若年者に対する普及啓発を行

う。

薬物乱用防止功労者表彰 未定 未定 奈良県 薬物乱用防止功労者への表彰

和歌山県 記事広告 7/3 紀州新聞 御坊保健所、紀州新聞社 かかりつけ薬局・薬剤師に関する啓発記事掲載

記事広告 7/9 日高新報 御坊保健所、日高新報社 かかりつけ薬局・薬剤師に関する啓発記事掲載

お薬相談 9-11月 那賀薬剤師会 紀の川市 ポリファーマシー状態にある患者対象の相談対応

薬物乱用防止教室 9-11月 串本町立串本西中学校 新宮保健所串本支所 麻薬、覚醒剤、大麻等の危険性や乱用が健康に及ぼす影響について

周知する

薬物乱用防止教室 9-11月 串本町立西向小学校 新宮保健所串本支所 麻薬、覚醒剤、大麻等の危険性や乱用が健康に及ぼす影響について

周知する

「第20回和歌山市薬剤師会市民講

座健康サポート2022」

9/23 和歌山県薬剤師会館 和歌山市薬剤師会 市民講座、脳年齢等の測定コーナー

相談コーナーの設置等

記事広告 10月号 市報「わかやま」 和歌山市 患者副作用報告の周知、薬と健康の週間及びかかりつけ薬剤師・薬

局の周知

記事広告 10月号 和歌山県広報紙「県民の

友」

和歌山県 後発医薬品、重複投薬の啓発

市報わかやま

ツイッター・フェイスブック・

LINE

10月号

10/18,25

和歌山市 献血推進

乳幼児健診 10月 和歌山市中保健センター、

北保健センター、西保健セ

ンター、南保健センター

和歌山市 健康サポート薬局の周知及び利用啓発

新宮保健所串本支所における献血の

啓発

10月 串本町役場　旧古座分庁舎

(献血バス配車場所）

和歌山県赤十字血液センター 新宮保健所 串本支所 メールで串本支所職員に呼びかける

疑義照会回数調査 10月 和歌山県内薬局 和歌山県薬剤師会 会員薬局の疑義照会回数の調査を実施

麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動 10月または11月 和歌山県立串本古座高等学

校正門前

新宮保健所串本支所 和歌山県立串本古座高等学校

薬物乱用防止指導員串本地区協議

会

通学中の高校生に対し、薬物乱用防止及び医薬品の適正使用につい

て啓発を実施する

記事広告 10月初旬 市報「広報紀の川」 那賀薬剤師会 おくすり手帳、ポリファーマシー等の記事掲載掲載

食品衛生責任者講習会 10/12 御坊保健所 日高食品衛生協会 後発医薬品、献血、骨髄バンク、臓器移植に関する啓発資材の配布

記事広告 10/14 地方新聞「熊野新聞」 新宮薬剤師会 かかりつけ薬局、薬剤師等についての啓発広告を掲載

薬と健康に関する相談会 10/15,16,22,2

3

和歌山県薬剤師会 和歌山県内希望薬局にて、薬と健康に関する相談会を実施

記事広告 10/17 地方新聞「紀伊民報」 田辺薬剤師会 かかりつけ薬局、おくすり手帳、ジェネリック医薬品等についての

啓発広告を掲載

薬と健康の週間 10/17-23 和歌山県内薬局 和歌山県薬剤師会 各薬局に関係パンフレット・ポスター等配布

薬と健康の週間 10/17-23 和歌山県製薬協会役員企業 和歌山県製薬協会 ポスター掲示、パンフレット配布

薬と健康の週間 10/17-23 各会員薬局店舗 和歌山市薬剤師会、海南薬剤師

会、那賀薬剤師会、日高薬剤師

会、田辺薬剤師会、新宮薬剤師会

相談会や、啓発活動の実施

伊都薬剤師会店頭啓発 10/17-23 会員薬局店頭 伊都薬剤師会 橋本保健所 伊都薬剤師会会員の薬局店頭にて、かかりつけ薬局・かかりつけ薬

剤師を持つことのメリットおよび後発医薬品の正しい知識を啓発す

る

薬と健康の週間 10/17-23 岩出保健所 岩出保健所 来所者への啓発　リーフレットの配布　ポスターの掲示

かかりつけ薬局推進運動 10/17-23 有田薬剤師会の各薬局、

web上

有田薬剤師会 湯浅保健所 かかりつけ薬局、がん検診、薬物乱用防止等の啓発活動

ポスター掲示 10/17-23 御坊保健所 御坊保健所 後発医薬品、献血、薬物乱用防止等の啓発

記事広告 10/17-23（期間

中1回）

地方新聞「紀州新聞」 日高薬剤師会 かかりつけ薬局、重複投薬、薬の正しい使い方等についての啓発広

告を掲載

記事広告 10/17-23（期間

中1回）

地方新聞「日高新報」 日高薬剤師会 かかりつけ薬局、重複投薬、薬の正しい使い方等についての啓発広

告を掲載

街頭啓発 10/20 スーパーセンターオークワ

海南店

海南保健所 海南薬剤師会、和歌山県登録販売

者協会海南支部

啓発資材を配布し、医薬品適正使用やかかりつけ薬局等の啓発を行

う

街頭啓発 10/23 オークワ湯浅店

松源箕島店

薬物乱用防止指導員協議会有田地

区協議会、湯浅保健所

啓発物品の配布、ポスター等の掲示

広報紀の川 11月号 市報「紀の川」 紀の川市役所 「薬について薬剤師に相談ができます・お薬手帳を１冊にまとめま

しょう」という広告を掲載

太地浦くじら祭 11/6 太地漁港ふれあい広場 太地町 来客に対し啓発資材を配布

生涯学習フェスティバル 11/26-27 市民総合センター 田辺市 啓発物品の配布やパネルの設置等

鳥取県 未知のウイルスに備えよ！

おくすり博士の予防と健康大作

戦！！

10/9 米子市文化ホール 鳥取県薬剤師会、鳥取県 〇展示コーナー：新型コロナウイルスやその治療薬にまつわるクイ

ズラリーと解説ポスター展示

〇健康測定コーナー：ロコタス（フレイル予防）、骨密度測定、ネ

ギトレダンス、オーラルフレイルの啓発等

〇お薬・健康相談コーナー

〇化学実験ショー：博士とお薬戦隊のコラボ「化学実験ショー」

〇職業体験コーナー：調剤体験

〇手洗体験コーナー：手洗いチェッカーを使った正しい手洗いの実

践指導

〇物作り・化学実験コーナー：マスクデコレーション、スライム作

り、ストームグラス作り他

島根県 島根県からのお知らせ掲載 10/13 島根県 薬と健康の週間、かかりつけ薬局について

ポスター掲示 10/17-23 島根県庁内 島根県 「薬と健康の週間」のポスター掲示



都道府県 企画名 開催日 開催場所 主催 協賛 実施内容

島根県 イオン松江デジタルサイネージお知

らせ掲載

10/17-23 イオン松江ショッピングセ

ンター内

「薬と健康の週間」の啓発

ポスター掲示 10/17-23 松江市本庁、支所

健康福祉総合センター

松江市 「薬と健康の週間」のポスター掲示

健康メール配信 10/17-23 健康メール受信登録者（約

2,100人）

松江市健康推進課 　薬と健康の週間について

岡山県 健康応援キャンペーン 10/17-23 岡山県内各薬局 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)岡山県歯科医師

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、(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

週間にあわせて、各薬局で健康チェックや健康・お薬相談を行う。

薬と健康の週間事業 10/17-23 岡山県庁 岡山県 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)岡山県歯科医師

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

健康サポート薬局に関するチラシ等を配布する。

広島県 第57回　薬草に親しむ会 9/25 深入山セラピーロード 広島県、広島県薬剤師会 安芸太田町 薬用植物の専門家とともに，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修得する。

かんなべ福祉まつり 9/25 福山市神辺文化会館 福山市薬剤師会 医薬品に関する相談窓口の設置

健康サポート薬局に関する啓発

薬剤耐性（ＡＭＲ）に関する啓発　等

オアシスあさみなみ 10月（予定） 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

健康サポート薬局に関する啓発

薬剤耐性（ＡＭＲ）に関する啓発　等

中区健康よろず相談会 10/2 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

健康サポート薬局に関する啓発

薬剤耐性（ＡＭＲ）に関する啓発　等

竹原市ふくし健康まつり 10/2 竹原市保健センター 竹原市薬剤師会 医薬品に関する相談窓口の設置

健康サポート薬局に関する啓発

薬剤耐性（ＡＭＲ）に関する啓発　等

健康相談（薬の相談・禁煙相談） 10/10 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

健康サポート薬局に関する啓発

薬剤耐性（ＡＭＲ）に関する啓発　等

世界骨粗しょう症デーin呉2022市

民公開講座

10/10 呉市役所及び新日本造機

ホール

呉市薬剤師会 医薬品に関する相談窓口の設置

健康サポート薬局に関する啓発

薬剤耐性（ＡＭＲ）に関する啓発　等

第５回薬と健康のやく薬フェスタ 10/16 広島駅南口地下広 広島市薬剤師会 医薬品に関する相談窓口の設置

健康サポート薬局に関する啓発

薬剤耐性（ＡＭＲ）に関する啓発　等

三原市糖尿病測定活動 10/16,23 大和地区イベント三原市糖

尿病測定活動

久井！さわやか高原まつり

三原薬剤師会 医薬品に関する相談窓口の設置

健康サポート薬局に関する啓発

薬剤耐性（ＡＭＲ）に関する啓発　等

広島国際大学学園祭 10/22-23 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

健康サポート薬局に関する啓発

薬剤耐性（ＡＭＲ）に関する啓発　等

スマイルフェスタinかいた 11/5 海田町福祉センター 安芸薬剤師 医薬品に関する相談窓口の設置

健康サポート薬局に関する啓発

薬剤耐性（ＡＭＲ）に関する啓発　等

廿日市市あいプラザまつり(健康

コーナー)

11/6 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

健康サポート薬局に関する啓発

薬剤耐性（ＡＭＲ）に関する啓発　等

第２４回東広島健康福祉まつり「く

すり展」

11/6 東広島運動公園（メインア

リーナ）

東広島薬剤師 医薬品に関する相談窓口の設置

健康サポート薬局に関する啓発

薬剤耐性（ＡＭＲ）に関する啓発　等

くれ食の祭典2022 11/6 呉市蔵本通一帯 呉市薬剤師会 医薬品に関する相談窓口の設置

健康サポート薬局に関する啓発

薬剤耐性（ＡＭＲ）に関する啓発　等

佐伯区民まつり 11/13 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 医薬品に関する相談窓口の設置

健康サポート薬局に関する啓発

薬剤耐性（ＡＭＲ）に関する啓発　等

がんフォーラム(市民公開講座)・三

原市民保健福祉まつり

11/5-6 中央公民館

フジグラン三原

三原薬剤師会 医薬品に関する相談窓口の設置

健康サポート薬局に関する啓発

薬剤耐性（ＡＭＲ）に関する啓発　等

三原市糖尿病測定活動 11/6 三原浮城まつり 三原薬剤師会 医薬品に関する相談窓口の設置

健康サポート薬局に関する啓発

薬剤耐性（ＡＭＲ）に関する啓発　等

尾道市民健康まつり 11/13 尾道市福祉センター 尾道薬剤師会

因島市薬剤師会

医薬品に関する相談窓口の設置

健康サポート薬局に関する啓発

薬剤耐性（ＡＭＲ）に関する啓発　等

スマイルあさきた「育児講座」 11/17 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

健康サポート薬局に関する啓発

薬剤耐性（ＡＭＲ）に関する啓発　等

安佐地区地域ケアフォーラム2022 未定 未定 安佐薬剤師会 医薬品に関する相談窓口の設置

健康サポート薬局に関する啓発

薬剤耐性（ＡＭＲ）に関する啓発　等

山口県 パネル展示 10/17-21 山口県総合保健会館展示

コーナー

山口県 健康エキスパート薬剤師や健康サポート薬局に関する制度の周知及

び活用促進をデジタルサイネージやパネルを使用し啓発活動を行

う。

パネル展示 10/17-31 山口県庁パネルコーナー 山口県 健康エキスパート薬剤師や健康サポート薬局に関する制度の周知及

び活用促進をデジタルサイネージやパネルを使用し啓発活動を行

う。

薬剤師フォーラム2022 11/13 海峡メッセ 山口県薬剤師会、山口県 健康エキスパート薬剤師や健康サポート薬局に関する制度の周知及

び活用促進の啓発を行う。

SOS健康フェスタ 未定 未定 一般社団法人山陽小野田市薬剤師

会

薬と健康の相談や機器測定による健康チェックを実施

福祉の市 未定 未定 美祢市社会福祉協議会 薬と健康の相談、お薬手帳・お薬カレンダーの普及啓発を実施予定



都道府県 企画名 開催日 開催場所 主催 協賛 実施内容

徳島県 普及啓発活動 10-12月 各薬局、本庁及び各保健所 徳島県 一般社団法人徳島県薬剤師会 ポスター掲示、パンフレット配布

薬事功者表彰式 10/17 ホテル千秋閣 徳島県 薬事功労者の知事表彰と保健福祉部長表彰

アフターコロナを見越しデジタルを

活用した啓発

11-12月 web 徳島県 一般社団法人徳島県薬剤師会 デジタルサイネージ、動画配信

香川県 ポスター掲示 10月 市役所本庁舎 善通寺市保健課 「薬と健康の週間」ポスターの掲示

ホームページ掲載 10月 善通寺市ホームページ 善通寺市保健課 「薬と健康の週間」についてホームページに掲載

広報に掲載 10月 観音寺市広報10月号 観音寺市役所 薬の適正な利用方法など

パンフレット配布 10月 各地区コミュニティセン

ター

丸亀市

周知活動 10/1 広報 坂出市 薬と健康の週間の周知

周知活動 10/1 ホームページ 坂出市 薬と健康の週間の周知

「薬と健康の週間」の周知 10/17-23 高松市ホームページ 高松市 薬の適正使用等について高松市ホームページに掲載

ポスター掲示 10/17-23 丸亀市保健福祉センター（3

か所）

丸亀市

市広報誌掲載 11月号（10月下

旬）

市内各戸（約50,000世

帯）、全戸配布

丸亀市 薬の適正使用

お薬手帳

ポスター掲示

リーフレット等配布

通年 観音寺市役所、健康増進課

窓口等

観音寺市役所 薬の適正な利用、お薬手帳の活用方法など

愛媛県 ケーブルテレビ行政チャンネルでの

放送

10月 四国中央市 四国中央CATV ケーブルテレビ（四国中央CATV）行政チャンネルでの放送

広報への掲載 10月 県内全域 県内各自治体 県内自治体が発行する広報誌への掲載

ポスター、リーフレットの配布・掲

示

10月 県内全域 県保健所、県内各自治体 ポスター、リーフレットの配布・掲示

ホームページへの掲載 10月 県内全域 愛媛県 県ホームページに掲載

県公式SNSへの掲載 10月 県内全域 県保健所 県公式SNS（Facebook, Twitter, Instagram）に掲載

テレビCM 10/14 県内全域 愛媛県 民放ローカル局（南海放送）における30秒テレビCM

福岡県 健康応援薬局事業 9-11月 会員薬局 一般社団法人宗像薬剤師会 宗像市・福津市 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

医薬品に関する啓発講習会 9/28 七隈公民館 城南区保健福祉センター 城南区薬剤師会 「薬の正しい使い方、飲み方・飲み合わせ」について講習会を実

施。

処方箋がなくても相談できる健康応

援薬局

10月 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

薬局を活用しよう！ 10月 会員薬局 一般社団法人

京都薬剤師会

○ポリファーマシー対応

ポスター掲示、リーフレット配布等により、ポリファーマシー、残

薬整理、重複回避等の啓発活動を実施。

処方箋がなくても相談できる、健康

応援薬局

10-11月 古賀市・糟屋郡内の会員薬

局

一般社団法人粕屋薬剤師会 福岡県粕屋保健福祉事務所 会員薬局において「健康応援薬局」のポスターを掲げ、地域住民を

対象とした薬剤師による健康応援活動の実施

（健康及び薬に関する相談、「特定検診」「がん検診」「歯科検

診」の推奨、在宅医療に関しての相談）

くすりと健康フェア2022 10/16 イオンモール福岡 福岡県、福岡県薬業団体連合会 （後援団体）

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

団法人福岡県獣医師会、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、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、福岡県藤

楓協会

アウトリーチ型イベントにより、多くの人に「かかりつけ薬剤師・

薬局」の周知・PR、「医薬品に関する正しい知識」や「薬の正しい

使い方」に関する啓発を行う

薬と健康の週間2022 10/17-23 福岡県、福岡県薬業団体連合会 （後援団体）

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

団法人福岡県獣医師会、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、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、福岡県藤

楓協会

「薬と健康週間」に、SNS(youtube、facebook、twitter、

Instagram）にて周知・啓発活動

戸畑区ヘルスケア相談会 10/17-23 各薬局 一般社団法人戸畑薬剤師会 地域の健康相談

第１４回自分らしく生きるため 10/17-30 会員薬局 一般社団法人宗像薬剤師会 宗像市、福津市 第１４回自分らしく生きるため

～地域の薬局へ気軽に行ってみよう！～

献血会 10/19 三潴保健センター 久留米市献血推進協議会 三潴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 10/21 御井校区コミュニティセン

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 10/23 荒木ふれあい広場 久留米市献血推進協議会 荒木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

第45回皿倉山の薬用植物を尋ねて 10/23 皿倉山薬用植物園 公益社団法人八幡薬剤師会 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乗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みにつけます。

医薬品に関する啓発講習会 2023/1/30 入部公民館 早良区保健福祉センター 早良区薬剤師会 医薬品の適正使用に関する講習会を実施

佐賀県 自然と薬草に親しむ集い 10/2 波戸岬周辺（唐津市鎮西町

波戸）

佐賀県、佐賀植物友の会 (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、佐賀県

登録販売者協会

・薬草観察

・薬草に関する講話

「薬と健康の週間」ポスターデザイ

ンコンペ

未定 未定 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、佐賀県登録販売者協会

＜後援＞

佐賀県教育委員会

 「薬と健康の週間」に開催する「くすりのふるさと佐賀」展の認知

度を高めるため、ポスターデザインを募集し、広報に活用

薬事功労者知事感謝状贈呈式 調整中 佐賀県庁 佐賀県 薬事功労者知事感謝状の贈呈

長崎県 「薬と健康の週間」街頭キャンペー

ン

10/23 ベルナード観光通り（長崎

市）等

長崎県、長崎県薬事協議会 啓発資材を配布し、健康サポート薬局の周知等各種啓発活動を実施

熊本県 未定 10月 管内薬局 宇城保健所 薬局等で薬と健康週間及び薬物乱用防止のポスター掲示を依頼し、

本運動に対する協力を依頼予定

未定 10月 管内市町 宇城保健所 薬物乱用防止啓発活動実施の際、資材提供予定

普及啓発活動 10月 八代保健所及び管内市町 八代保健所 管内市町に関連ポスター掲示、啓発資材を配布。

保健所内にて、ポスター掲示・啓発資材を設置。



都道府県 企画名 開催日 開催場所 主催 協賛 実施内容

熊本県 健康づくりフォーラムｉｎやまが 10/16 山鹿市健康福祉センター 山鹿市 未定 山鹿市が開催する左記イベントにおいて、啓発資料の配布やポス

ター掲示を行い、薬の正しい使用方法、医薬分業等を啓発する。

ポスター掲示 10/17-21 熊本県庁新館1階ロビー 熊本県薬剤師会 お薬手帳の活用法についてポスター掲示

啓発資材の配布 10/17-23 有明保健所 有明保健所 保健所相談窓口に啓発資材を配置し、必要に応じて配布を行う。

本週間に係るポスターの掲示やリー

フレットの設置

10/17-23 上益城地域振興局１階ロ

ビー

御船保健所 本週間に係るポスターの掲示やリーフレットの設置し地域住民へ普

及啓発を行う。

管内市町への広報依頼、啓発資材配

布

10/17-23 水俣市、津奈木町、芦北町 水俣保健所 管内市町へ広報依頼および啓発資材の提供を行う

ポスターの掲示 10/17-23 水俣保健所管内薬局 水俣保健所 ポスターの掲示及びリーフレットの設置、配布

普及啓発活動 10/20-28 熊本県庁 熊本県製薬協会 医薬品サンプルの展示、ポスターの掲示

宇城健康フェア 未定 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

催予定）

宇城薬剤師会 薬剤師によるお薬相談受付。又、ＧＥ医薬品の推進、薬物乱用防止

等

薬と健康の教室（仮） 日付未定（土日

で開催予定）

未定 菊池郡市薬剤師会 小規模で相談コーナーを設ける予定

おくすり手帳の啓蒙啓発活動 天草郡市各薬局 天草郡市薬剤師会 各薬局におくすり手帳の

啓蒙啓発ポスターを配布予定

苓北町産業文化セミナー 苓北町 医薬品の説明、健康相談、血圧測定等

大分県 デジタルサイネージ 10月 大分駅府内中央口広場 大分市保健所 デジタルサイネージによる広告発信

横断幕掲示 10/1-24 国道210号　南太平寺歩道

橋（南側）

大分県、大分市、大分県薬業団体

（構成団体は以下同じ）

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

薬品配置協議会、大分県医療機器

協会

薬と健康の週間について

健康フェア 10/10 豊後大野市大原総合体育館

（フレッシュランドみえ）

豊後大野市薬剤師会、豊肥保健所 ・薬と健康に関する講演会

・啓発物品等の配布

ラジオ放送 10/16-22 OBS大分放送 大分県薬業団体 薬と健康の週間について

新聞広告 10/17 大分合同新聞 大分県、大分市、大分県薬業団体 ・薬と健康の週間について

・薬は正しく使いましょう

・かかりつけ薬剤師・薬局について

・健康サポート薬局について（日本薬剤師会の健康サポート薬局説

明ページにリンクするQRコードの掲載）

・認定薬局制度について

「おくすり１１０番」設置 10/17-22 大分県薬剤師会情報委員会 大分県薬剤師会 医薬品、健康食品に関する相談受付

街頭啓発 10/18 大分駅前（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

街頭啓発（パンプレット・啓発物品等の配布）

街頭啓発 10/20 JR豊後竹田駅前周辺 竹田市薬剤師会 街頭啓発（パンプレット・啓発物品等の配布）

街頭啓発 10/22 株式会社ホームセンターセ

ブン国東店

国東市薬剤師会、東部保健所国東

保健部

街頭啓発（パンプレット・啓発物品等の配布）

県民公開講座お薬セミナー 10/23 コンパルホール 公益社団法人大分県薬剤師会 大分県（後援） ①一般講演

「健康食品と医薬品の違い」～分類上の違い、安全性・有効性の確

認方法の１手段～

②特別講演

「笑顔で学ぶ　お薬講座」

宮崎県 特定健診・長寿健診結果説明会 9/26-30 高原町保健福祉センター、

各地区公民館

高原町 医薬品についての正しい知識を普及。

「薬と健康の週間」の啓発 10月号 広報誌 門川町 宮崎県日向保健所 かかりつけ薬剤師・薬局をもつよう普及啓発の実施

「薬と健康の週間」の啓発 10月号 広報誌 諸塚村 宮崎県日向保健所 かかりつけ薬剤師・薬局をもつよう普及啓発の実施

「薬と健康の週間」の啓発 10月号 広報誌 椎葉村 宮崎県日向保健所 かかりつけ薬剤師・薬局をもつよう普及啓発の実施

「薬と健康の週間」の啓発 10月号 広報誌 美郷町 宮崎県日向保健所 かかりつけ薬剤師・薬局をもつよう普及啓発の実施

「薬と健康の週間」に係る情報周知 10月 中央保健所 中央保健所 「薬と健康の週間」に係るポスター掲示、リーフレット配布

くすりと健康講演会 10月頃 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

くすりと健康講演会 都城保健所 くすりと健康講演会、受付にパンフレット、リーフレットを設置。

「薬と健康の週間」の啓発 10/1-23 宮崎県日向保健所 宮崎県日向保健所 保健所内で健康サポート薬局・地域連携薬局の周知パネルを掲示、

啓発リーフレットの配布

「薬と健康の週間」の啓発 10/1-23 延岡保健所 延岡保健所 所内掲示板に啓発ポスターを掲示

保健所窓口で啓発リーフレット等を配布

「薬と健康の週間」の啓発 10/1-23 夕刊デイリー新聞 延岡市西臼杵郡薬剤師会 延岡保健所 薬物乱用防止の啓発、ポリファーマシーについて説明、地域連携薬

局の紹介

「薬と健康の週間」の啓発 10/3-7 日向市駅 宮崎県日向保健所 駅構内にブースを設置し、健康サポート薬局・地域連携薬局の周知

パネルを掲示

薬物乱用防止啓発活動 10/15 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」国連支援募金活動の啓発活動を行う

「薬と健康の週間」の啓発 10/17-21 日向市役所 日向市 宮崎県日向保健所 市役所内にブースを設置し、健康サポート薬局・地域連携薬局の周

知パネルを掲示

「薬と健康の週間」情報周知 10/17-23 宮崎市保健所 宮崎市 令和４年度「薬と健康の週間」に係る啓発ポスター掲示

「薬と健康の週間」ポスター掲示 10/17-23 国富町保健センター 国富町 「薬と健康の週間」ポスター掲示

「薬と健康の週間」ポスター掲示 10/17-23 綾町健康センター 綾町 「薬と健康の週間」ポスター掲示

大衆薬普及キャンペーン 10/17-23 薬局・薬店店舗 全日本医薬品登録販売者協会 宮崎県薬団連 関係団体と連携し、各店舗において啓発資材を配布

「薬と健康の週間」の啓発 10/17-23 都城保健所 都城保健所 所内掲示板に関連ポスターを掲示。

来客窓口等にパンフレット、リーフレットを設置。

ポスター掲示 10/17-23 小林保健所 小林保健所 ポスター掲示、パンフレット配布を行う。

「薬と健康の週間」の啓発 10/17-23 高鍋保健所 高鍋保健所 所内掲示板に関連ポスターを掲示。

来客窓口等にパンフレット、リーフレットを設置。

「薬と健康の週間」の啓発 10/17-23 会員薬局 日向市、東臼杵郡薬剤師会 薬局に啓発ポスターの掲示、来局される患者へ啓発リーフレットの

配布

「薬と健康の週間」の啓発 10/17-23 延岡市役所

屋外電光掲示板

延岡市役所 「薬と健康の週間」についての周知啓発

「薬と健康の週間」の啓発 10/17-23 延岡市役所１階及び市内設

置のモニター掲示板

延岡市役所 「薬と健康の週間」についての周知啓発

3歳6か月児健康診査 10/18 高原町保健福祉センター 高原町 医薬品の誤飲事故について保護者へ説明。パンフレット配布。

新しいまつり

（名称未定）

10/23 高原町総合運動公園 高原町 医薬品についての正しい知識を普及。パンフレット配

小林秋まつり 11/27 小林市街地 まつり小林実行委員会 薬物乱用防止啓発

鹿児島県 「薬草の集い」オータム 10/2 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、

薬に関する関心と理解を深める。

薬事功労者知事表彰式 10/21 県赤十字血液センター 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。



都道府県 企画名 開催日 開催場所 主催 協賛 実施内容

鹿児島県 お薬相談会 未定 各市町村「健康まつり」等

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。また，

かかりつけ薬局や健康サポート薬局等の周知も行う予定。

街頭キャンペーン 未定 各地区 鹿児島県（各保健所） 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。

沖縄県 CM放映 10/3-28 琉球放送の番組内 沖縄県薬剤師会 薬と薬局の役割に関するCMを放映

沖縄県薬剤師会会長表彰 10/15 沖縄県薬剤師会館 沖縄県薬剤師会 薬剤師会会長表彰状の贈呈

パネル展示 10/17-21 那覇市保健所 沖縄県、沖縄県薬剤師会 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（オンライン講

習会）

10/17-23 Web上 沖縄県薬剤師会、那覇市、沖縄県 薬の正しい使い方、健康サポート薬局、地域連携薬局についてなど

動画配信

啓発資材の配布 10/17-23 県内の薬局 沖縄県、沖縄県薬剤師会 薬の正しい知識等を記載したチラシ等を薬局に来た患者に配布

薬祖祭 10/18 波之上宮本殿 沖縄県薬業連合会、沖縄県、那覇

市

薬祖神に薬の取り扱いに間違いがないこと等を奏上

登録販売者外部研修会 10/18 沖縄県薬剤師会館 一般社団法人沖縄県医薬品登録販

売者協会

全国統一薬事研修会

くすりと健康フェア

こども調剤体験

10/22 沖縄県小児保健協会 沖縄県薬剤師会 医薬品の正しい知識や薬剤師の役割について普及啓発

薬事功労者表彰式 10/25 沖縄県庁 沖縄県 厚生労働大臣表彰状の伝達及び知事表彰状の贈呈

認可外保育園マスク寄贈式 未定 沖縄県子ども生活福祉部 部

長室

沖縄県医薬品卸業協会 卸業協会による保育施設への衛生材料寄贈


