
演出家的発想法を導入し開発した
「小学生向けくすりの適正使用啓発教材」を用いた

茨城県内3地域内における参加・体験型「くすり教育実践研修会」の開催
　

日本大学薬学部薬剤師教育センター　准教授
　

安部　恵
       あべ  　   めぐみ
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演出家的発想法を導入し開発した「小学生向けくすりの適正使用啓発教材」を用いた
茨城県内 3地域における参加・体験型「くすり教育実践研修会」の開催

日本大学薬学部　准教授　　安部　恵

【要旨】

１、啓発事業実施目的
参加・体験型「くすり教育実践研修会」を茨城県内 3 地域にて行う。研修会では、現在開発中

の演出家的発想法を導入し開発した新たな「小学生向けくすりの適正使用啓発教材」を用いて行う。
今回の活動により、参加・体験型「くすり教育実践研修会」への参加者を増やすとともに、

新たな教材の完成を目指すに当り、実践現場での活用における問題点の把握が可能となる。

２、啓発事業実施方法及び内容
日本大学薬学部薬剤師教育センターでは、2017 年より茨城県薬剤師会学校薬剤師会と協働

で参加・体験型「くすり教育実践研修会」を実施している。これは、学校薬剤師が担当校にお
いて「くすりの適正使用のための教育」を活発に実施できるようになるための研修会であるが、
2017 年からの 3 年間ともに水戸市の茨城県薬剤師会館で実施してきた。そこで、今年度は薬剤
師会館まで距離があることから参加が容易でない 3 地域（県北、県西、県南）において、講師
側が各地域へ赴き参加・体験型「くすり教育実践研修会」を実施することとした。

３、啓発事業成果

３-１　開催エリア、日程、会場、参加者
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演演出出家家的的発発想想法法をを導導入入しし開開発発ししたた「「小小学学生生向向けけくくすすりりのの適適正正使使用用啓啓発発教教材材」」をを

用用いいたた茨茨城城県県内内 33 地地域域ににおおけけるる参参加加・・体体験験型型「「くくすすりり教教育育実実践践研研修修会会」」のの開開催催  
  

日日本本大大学学薬薬学学部部  准准教教授授  安安部部  恵恵  
  
要旨 
１、啓発事業実施目的 
参加・体験型「くすり教育実践研修会」を茨城県内 3地域にて行う。研修会では、現

在開発中の演出家的発想法を導入し開発した新たな「小学生向けくすりの適正使用啓発

教材」を用いて行う。 

 今回の活動により、参加・体験型「くすり教育実践研修会」への参加者を増やすとと

もに、新たな教材の完成を目指すに当り、実践現場での活用における問題点の把握が可

能となる。 

 
２、啓発事業実施方法及び内容 

日本大学薬学部薬剤師教育センターでは、2017 年より茨城県薬剤師会学校薬剤師会と

協働で参加・体験型「くすり教育実践研修会」を実施している。これは、学校薬剤師が

担当校において「くすりの適正使用のための教育」を活発に実施できるようになるため 

の研修会であるが、2017 年からの 3 年間ともに水戸市の茨城県薬剤師会館で実施して

きた。そこで、今年度は薬剤師会館まで距離があることから参加が容易でない 3 地域

（県北、県西、県南）において、講師側が各地域へ赴き参加・体験型「くすり教育実践

研修会」を実施することとした。 

 
３、啓発事業成果 
３-１開催エリア、日程、会場、参加者                   
     

 
  

 

 

また、従来から実施している参加・体験型「くすり教育実践研修会」で用いてきた既

 県南エリア 県西エリア 県北エリア 

日時 令和 2年 9月 13 日(日) 

13：00～16：30 

令和 2年 9月 22 日(火・

祝) 

13：00～16：30 

令和 2年 9月 27 日(日) 

13：00～16：30 

会場 取手市福祉会館 2階 

会議室Ｂ1・2 

ユーセンター総和 

多目的ホール 

北茨城市民ふれあい 

センター大ホール 

参加者 17 名 6 名 15 名 

（公社）茨城県薬剤師会館 

県南エリア 

県西エリア 

県北エリア 
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また、従来から実施している参加・体験型「くすり教育実践研修会」で用いてきた既存の教
材ではなく、昨年度開発に取組み、暫定版が完成した演出家的発想法を取り入れ開発した新
な教材を使用した。暫定版教材を使用したことで、教材完成を目指すに当り実践の場面におけ
る問題点を探ることもできた。

３－１－１　県南エリア

 

 

存の教材ではなく、昨年度開発に取組み、暫定版が完成した演出家的発想法を取り入れ

開発した新な教材を使用した。暫定版教材を使用したことで、教材完成を目指すに当り

実践の場面における問題点を探ることもできた。 

 

３－１－１県南エリア 

   

  
 
 
 
 

議題 2020 年度茨城県薬剤師会学校薬剤師部会 

くすり教育実践研修会事前打合せ、くすり教育実践研修会 

日時・場所 2020 年 9 月 13 日（日） 

11：00～12：50  取手市福祉会館 亀の間 

12：50～16：30  取手市福祉会館 会議室 B1・B2 

出席者 

（敬称略） 

部会長 河合 光恵 事務局長 種村 閑 

副部会長 庄司 幸枝 日本大学 安部 恵 
 

配布資料等 事前打合せ：式次第 

研修会：パワーポイント資料、くすり教育実施計画書、 

研修後アンケート、実験セット 

概要・内容 

 

<事前打合せ> 

Ø 式次第進行確認 

Ø 受付→発熱により１名欠席連絡あり 18 名→17 名 

<研修会> 

Ø 参加者 会員 17 名 

Ø A 魔法学校教材にて実施 

Ø タイムスケジュール（3会場とも同様） 

(13:30) １．主催者あいさつ，スタッフ紹介 

(13:35) ２．茨城県薬剤師会と日本大学薬学部の現在までの

取り組み報告 

(13:55) ３．くすり実験体験 

(14:15) ４．ＵＳＢ操作，スライドディスカッション 

(14:35) 休憩 

(14:45) ５．プレゼン体験 

(15:30) ６．ワールドカフェ～プレゼン振り返り～ 

(16:00) ７．実施計画立案 

(16:10) ８．事後アンケート 

(16:15) ９．意見・感想，閉会の挨拶 

(16:30) 終了 

Ø 全員のマスク装着、入室時の手指のアルコール消毒の実施、グル

ープ活動時にはアクリル板を活用して実施した 
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３－１－２　県西エリア

３－１－３　県北会場

 

 

３－１－２県西エリア 
議題 2020 年度茨城県薬剤師会学校薬剤師部会 

くすり教育実践研修会事前打合せ、くすり教育実践研修会 

日時・場所 2020 年 9 月 22 日（火・祝） 

11：00～12：50  ユーセンター総和 和室１ 

12：50～16：30  ユーセンター総和会議室 1・2  

出席者 

（敬称略） 

副部会長 石井 典一 事務局員 所 美佐子 

部会員 荒井 実 日本大学 安部 恵 
 

配布資料等 事前打合せ：式次第 

研修会：パワーポイント資料、くすり教育実施計画書、 

    研修会後アンケート、実験セット 

概要・内容 

 

<事前打合せ> 

Ø 式次第進行確認 

Ø 受付→直前に急遽１名欠席の連絡があり、最終６名での実施。受

付時に事前確認書（対コロナ）回収と体温測定を実施。 

<研修会> 

Ø 参加者 会員 6名 

Ø 教材 B：メディスンクエスト～ジョーザの旅を使用 

Ø タイムスケジュール：県南エリア同様 

Ø 全員のマスク装着、入室時の手指のアルコール消毒の実施、グル

ープ活動時にはアクリル板を活用して実施した 

   
３－１－３県北会場 
議題 2020 年度茨城県薬剤師会学校薬剤師部会 

くすり教育実践研修会事前打合せ、くすり教育実践研修会 

日時・場所 2020 年 9 月 27 日（日） 

11：00～12：50 北茨城市民ふれあいセンター会議室 

12：50～16：30 北茨城市民ふれあいセンター会議室 A・B  

出席者 

（敬称略） 

副部会長 小沼 祐之 事務局員 所 美佐子 

日本大学 安部 恵   
 

配布資料等 事前打合せ：式次第 

研修会：パワーポイント資料、くすり教育実施計画書、 

研修後アンケート、実験セット 

概要・内容 

 

<事前打合せ> 

Ø 式次第進行確認 

Ø 受付→直前に２名の申し込みがあり、最終的に会場募集定員の 15

名 MAX での実施となった。受付時に事前確認書（対コロナ）回収

と体温測定を実施。<研修会> 

Ø 参加者 会員 15 名 

Ø アンケート結果より B：メディスンクエスト教材にて実施 

Ø タイムスケジュール：県南エリア同様 

全員のマスク装着、入室時の手指のアルコール消毒の実施、グループ

活動時にはアクリル板を活用して実施した 

 

 

 

３－１－２県西エリア 
議題 2020 年度茨城県薬剤師会学校薬剤師部会 

くすり教育実践研修会事前打合せ、くすり教育実践研修会 

日時・場所 2020 年 9 月 22 日（火・祝） 

11：00～12：50  ユーセンター総和 和室１ 

12：50～16：30  ユーセンター総和会議室 1・2  

出席者 

（敬称略） 

副部会長 石井 典一 事務局員 所 美佐子 

部会員 荒井 実 日本大学 安部 恵 
 

配布資料等 事前打合せ：式次第 

研修会：パワーポイント資料、くすり教育実施計画書、 

    研修会後アンケート、実験セット 

概要・内容 

 

<事前打合せ> 

Ø 式次第進行確認 

Ø 受付→直前に急遽１名欠席の連絡があり、最終６名での実施。受

付時に事前確認書（対コロナ）回収と体温測定を実施。 

<研修会> 

Ø 参加者 会員 6名 

Ø 教材 B：メディスンクエスト～ジョーザの旅を使用 

Ø タイムスケジュール：県南エリア同様 

Ø 全員のマスク装着、入室時の手指のアルコール消毒の実施、グル

ープ活動時にはアクリル板を活用して実施した 

   
３－１－３県北会場 
議題 2020 年度茨城県薬剤師会学校薬剤師部会 

くすり教育実践研修会事前打合せ、くすり教育実践研修会 

日時・場所 2020 年 9 月 27 日（日） 

11：00～12：50 北茨城市民ふれあいセンター会議室 

12：50～16：30 北茨城市民ふれあいセンター会議室 A・B  

出席者 

（敬称略） 

副部会長 小沼 祐之 事務局員 所 美佐子 

日本大学 安部 恵   
 

配布資料等 事前打合せ：式次第 

研修会：パワーポイント資料、くすり教育実施計画書、 

研修後アンケート、実験セット 

概要・内容 

 

<事前打合せ> 

Ø 式次第進行確認 

Ø 受付→直前に２名の申し込みがあり、最終的に会場募集定員の 15

名 MAX での実施となった。受付時に事前確認書（対コロナ）回収

と体温測定を実施。<研修会> 

Ø 参加者 会員 15 名 

Ø アンケート結果より B：メディスンクエスト教材にて実施 

Ø タイムスケジュール：県南エリア同様 

全員のマスク装着、入室時の手指のアルコール消毒の実施、グループ

活動時にはアクリル板を活用して実施した 
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４、考察

今回の研修会は、例年研修会会場となっていた水戸市の茨城県薬剤師会館まで距離のある
県内 3 箇所で実施することにより、受講歴のない学校薬剤師の参加を促すことであった。事前
アンケートの回答者 16 名のうち、62.5% は今までに参加した経験のない学校薬剤師であったこ
とから（図 1）概ね目的を達することができたと考える。

５、まとめ

学校薬剤師が担当校において「くすりの適正使用」に関する教育をより活発に実施するため
には様 な々課題が残されている。より充実したくすり教育の実施を目指し、国民全体の健康な
生活の確保へつながるという意識の下、児童の将来を見据えくすり教育の充実に向け今後も取
り組む必要があると考えられる。

６、資料、表、図及び写真など

 

 

６、資料、表、図及び写真など 

 

<2020 年 9 月 13 日（日）県南会場研修会の様子> 

  

  

  

  

  

  

<2020 年 9 月 22 日（火・祝）県西会場研修会の様子> 

  

<2020 年 9 月 27 日（日）県北会場研修会の様子> 

   

  

  

  

  

  

  

  

図 1 くすり教育実践研修会への参加経験 
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図 1 　くすり教育実践研修会への参加経験

<2020年9月13日（日）県南会場研修会の様子>

<2020 年9月22日（火・祝）県西会場研修会の様子>

<2020年9月27日（日）県北会場研修会の様子 >
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追加事業

WEB 講演会「ガッテン流！消費者をファンにさせるプレゼン技法
～パワポ依存からの脱出～」の開催

日本大学薬学部　　安部　恵
（〒 274-8555　千葉県船橋市習志野台 7-7-1　047-465-5908）

【要旨】

１、啓発事業実施目的
薬剤師が地域住民の健康をサポートする目的から、一般市民に向けた講演会などを実施

する機会が増えている。その際、教材の完成度に依存せず、自らのプレゼン能力の獲得の
必要性を認識することが必要である。よって、対象者の望ましい行動変容を引き起こすこ
とのできるプレゼンができるようになるために、薬剤師の意識変容を目的とした講演会を
実施する。

２、啓発事業実施方法および内容
健康番組制作の眼からみた健康教育に求められる演出家的な発想法についての講演を実

施し、今まで多く行われてきた「どうあるべきか」を「論」で語る、「正しいことをきちん
と伝える」方法から脱却し、「行動変容」を高確率で引き起こす「伝え方」について理解を
深めることで薬剤師の意識変容、行動変容の誘起を図る。

３、啓発事業成果

 

 

追追加加事事業業  

WWEEBB 講講演演会会「「ガガッッテテンン流流！！消消費費者者ををフファァンンににささせせるるププレレゼゼンン技技法法  

～～パパワワポポ依依存存かかららのの脱脱出出～～」」のの開開催催  

  

日日本本大大学学薬薬学学部部    安安部部  恵恵  
（（〒〒227744--88555555  千千葉葉県県船船橋橋市市習習志志野野台台 77--77--11  004477--446655--55990088））  

  
要旨 
１、啓発事業実施目的 
 薬剤師が地域住民の健康をサポートする目的から、一般市民に向けた講演会などを実

施する機会が増えている。その際、教材の完成度に依存せず、自らのプレゼン能力の獲

得の必要性を認識することが必要である。よって、対象者の望ましい行動変容を引き起

こすことのできるプレゼンができるようになるために、薬剤師の意識変容を目的とした

講演会を実施する。 
 
２、啓発事業実施方法および内容 

健康番組制作の眼からみた健康教育に求められる演出家的な発想法についての講演

を実施し、今まで多く行われてきた「どうあるべきか」を「論」で語る、「正しいこと

をきちんと伝える」方法から脱却し、「行動変容」を高確率で引き起こす「伝え方」に

ついて理解を深めることで薬剤師の意識変容、行動変容の誘起を図る。 
 

３、啓発事業成果 
議題 参加しよう！地域活動～ベストライフ事業実践研修会～ 

日時・場所 2021 年 1 月 14 日（木）19：00～21：00  

場所：ZOOM ウェビナーによるリモート研修会 

出席者 

（敬称略） 

講師 NHK ためしてガッテン元演出担当デスク 北折 一 

パネリスト 職能対策委員会副委員長 

      職能対策委員       

日本大学薬学部 

山口 浩司 

小沼 祐之 

安部 恵 
 

概要・内容 

 

1 月 13 日（水）15：00～15：30 事前接続テスト実施 

1 月 14 日（木）19：00～21：00 研修会 

質問は、研修会内では受け付けず、受講後アンケートにご入力いただ

き、後日、HP に回答を掲載することで対応した 

聴講者 364 名 

 
４、考察 
 今までにない内容の研修であり、新たな認識が得られたという意の感想を多く得た。 
多くの質問があったが、それぞれに丁寧回答をいただき茨城県薬剤師会ホームページ 
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４、考察
　今までにない内容の研修であり、新たな認識が得られたという意の感想を多く得た。
多くの質問があったが、それぞれに丁寧回答をいただき茨城県薬剤師会ホームページ
上に掲載し閲覧を促すことができ大変有意義な研修となった。

５、まとめ
　益々深刻化する超高齢社会を鑑み、セルフメディケーションの重要性は看過できない
問題であり、より充実したくすり教育の実施を目指し、国民全体の健康な生活の確保へ
つながるという意識の下、今後も取り組む必要があると考えられる。

６、資料、表、図及び写真など

 

　　　　　　　 図 2　研修会開催案内

 

 

上に掲載し閲覧を促すことができ大変有意義な研修となった。 
５、まとめ 
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