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2018 年度事業報告  

 

一般社団法人 くすりの適正使用協議会 

 

 

中期計画（2017-2019）2 年目となる 2018 年度の事業概要を報告する。 

 社会に信頼できる医薬品情報を提供するため、従来からの継続事業の拡充促進に取組むと共に、

昨年度末に発表した「共同ステートメント-健康や医療・医薬品に関する情報を正しく理解していた

だくために」＊を具現化すべく、新たな取り組みとして、他団体と協働で一般生活者の医薬品リテラシ

ー向上を目的とする事業に着手した。 

 

1. 医薬品の本質を理解し、医薬品を正しく活用する能力の育成   

(1) 公教育における「くすり教育」のフォロー  

1) くすり教育の「出前研修」 

くすり教育に関わる教師等を対象とした「出前研修」は 3 件実施した。今年度は学校薬剤師 

対象の研修会において、従来の講義形式から、参加者自らが講師役を務める実践方式を導 

入し、好評であった。より、参加者が授業実施につながる機会となるように、研修方法の開発を 

継続する。 
 

2)小冊子「くすりは正しくつかってこそくすり」の活用 

2017 年度に文部科学省協力のもと、日本薬剤師会と共同制作した小冊子「くすりは正しく使 

ってこそくすり」を使って、日本薬剤師会は学校薬剤師、当協議会は保健体育教諭を中心に 

活用・普及策を進めた。当協議会と長年交流のある保健体育教諭キーマンの所在地（京都） 

にて、教諭のネットワークをつくり、冊子を活用した授業の実施につなげた。 

他団体との連携としては、東京薬事協会が当冊子を東京都中央区、千代田区の全中学生・ 

教職員2,726名に配布した事業に連動して、同地区の学校薬剤師との情報交換会を開始した。 

また、日本製薬工業協会が運営するクスリウム（科学技術館）と内藤記念くすり博物館（エー 

ザイ）において、来場者向け資材として年間 1万冊の配架を宝くじ協会の 2019年度助成金事 

業として申請した。 

（くすり教育・啓発委員会） 

 

(2) 一般国民への医薬品リテラシーの啓発               

1) レーダーカードの活用 

保護者向けのレーダーカードをリニューアルし SNS による情報発信を行った。 

また、作成時に実施したアンケート調査を活用して、メディア、学会での PR を継続して行う。 

一昨年に制作した女性向けレーダーカードの web 誘導の QR コード付きカードを特定の産科ク 

リニック、薬局に 5,000 部配布し好評を得た。今後も様々な方法によって普及活動を継続す 

る。  
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2) 「介護職」向けのツール開発 

医薬品リテラシーの啓発として対象を「介護職」に絞って、薬剤師とのコミュニケーション活性に 

つながるツール開発を検討した。介護職は生活介助が中心となるが、薬の服用にも大きく関与 

しており、服用におけるさまざまな問題点を顕在化させ、解決につなげる。 
 

3) 国民向シンポジウムの開催 

医薬品医療機器総合機構と共催で、10 月 21 日に一般の方を対象としたシンポジウム「知っ

ておきたい「くすり」の話～すぐに役立つお得な情報～」を開催した。来場者は 90 人であった。 

シンポジウムでは薬を使用する際に確実に押さえておきたいポイントをクイズで出題し、また 3 つ

のテーマについて具体的な事例を挙げ、3 名のアドバイザー（日本病院薬剤師会 林昌洋副

会長、慶應義塾大学薬学部 望月眞弓先生、日本薬剤師会 田尻泰典副会長）がわかり

やすく解説した。  
 

4) くすりの基礎知識啓発会議での検討 

共同ステートメントにおいて宣言した、「医療・医薬品に関する基礎知識の普及啓発」を具体 

化するべく、日本薬剤師会、日本製薬工業協会との協働で「くすりの基礎知識啓発会議」を 

立ち上げた。9 月に第 1 回会合を開催して以降、情報の調べ方や吟味の仕方等に関する啓 

発方法を検討している。得られた成果の一部は、日本薬剤師会学術大会(2019 年 10 月)の 

市民公開講座にて発表予定である。 

 （事務局） 

 

2. 社会に向けて、信頼できる医薬品情報の提供  

(1) くすりのしおりの社会的地位の強化 

1) くすりのしおり HP の充実 

前年度末に機能追加した海外渡航情報、英語版作成リクエストボタンについて閲覧状況、対

応状況の定期的チェックを開始した。 
 

2) 注射剤版及び英語版の掲載数を増やす施策 

注射剤版・英語版の現状を把握する目的で、東京医大附属病院の病棟薬剤師へのヒアリン

グ調査を実施した（12/10）。また、これまで英語版が無かった漢方薬について、日本漢方生薬

製剤協会との連携で英語版が順次掲載されることになった。 

くすりのしおりに関するアンケート調査（4 月）と調剤薬局の薬剤師を対象とした外国人対応に

関する調査（6 月）を実施した。調査結果を以下の学会で発表した。 

・第 12 回日本ファーマシューティカルコミュニケーション学会大会（9/9、東邦大学習志野キャ

ンパス）にて、「調剤薬局における外国人患者への対応実態調査 2018」をポスター発表し

た（栗原委員長） 

・第 51 回日本薬剤師会学術大会（9/23-24、大原学園金沢校）にて、「薬剤師のくすりの

しおり®の活用に関する実態調査」、「英語版くすりのしおり®の認識・使用実態調査と作

成数増加の考察（～2020 東京オリパラに向けて～）」をポスター発表した（工藤副委員長、

橋口委員） 
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・日本社会薬学会第 37 年会（10/7-8、日本大学 船橋）にて、「調剤薬局における外国 

人患者への対応実態に関するアンケート調査 2018」をポスター発表した（工藤副委員長） 
 

日本社会薬学会第 37 年会では、学会事務局との共同企画で 2 件の教育セミナーを開催し

た。教育セミナーは、「やってみよう！「英語版くすりのしおり」を活用した英語による服薬指導

（初級編）」演者：栗原委員長、北海道科学大学薬学部 黒澤菜穂子先生、柳本ひとみ先

生、横浜薬科大学 大塚邦子先生、「店頭での外国人対応」演者：のぞみ薬局 廣瀬明香

先生。 
 

学会等のブース出展により英語版の認知度を高める活動を行った。 

第 11 回日本在宅薬学会学術大会（7/15-16、グランキューブ大阪） 

第 51 回日本薬剤師会学術大会（9/23-24、ホテル日航金沢） 

第 12 回日本薬局学会学術総会（11/3-4、名古屋国際会議場） 
 

3) 第 11 回「くすりのしおりクラブ」担当者会議開催 （2019 年 2 月 8 日/東京） 

『くすりのしおり作成基準』、『英語版作成ガイドライン』改訂、委員会活動報告について解説・

報告した。 

また、「英語版くすりのしおりの作成推進に関して」というタイトルで、企業担当者に対して英語

版しおりの作成促進を行った。 

特別講演は、患医ねっと代表 鈴木信行氏「患者として製薬会社に伝えたいこと」、ウスイ内

科クリニック 臼井一郎先生「グローバル化する社会における かかりつけ医の役割」。 
 

4) くすりのしおり作成基準の改訂 

添付文書記載要領の改正、施行に合わせ、くすりのしおり作成基準を改訂した。 
 

5) 専門誌への寄稿 

 『調剤と情報』2019 年 3 月号へ「英語版くすりのしおり®の活用法」を寄稿（栗原委員長） 

（くすりのしおりコンコーダンス委員会） 
 

6）しおりに紐づけた医薬品情報の検討 

検索による情報収集が主流となっている今日、出所不明の医療・医薬品情報が膨大に出回 

っていることから、患者さんが何を基準に情報を選択してよいのか判断に迷う現象にも繋がって 

いる。このような問題を改善するために、当協議会ならではの情報発信について検討し、くすり 

のしおりに紐づけた医療・医薬品情報提供方法を検討した。情報更新メンテナンス方法や患 

者向医薬品ガイドとのすみ分けなど、当協議会として解決すべき課題があるとする提案書を理 

事長宛てに提出した。 

（ポータルサイトプロジェクト） 

 

(2) バイオ医薬品の適正使用情報 

1) セミナーの開催 

 ①医療関係者（薬剤師）を対象とした啓発活動 

第 28 回医療薬学会との共催セミナーとして、アドバイザーを委嘱している国立医薬品食品衛 
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生研究所 石井明子先生を座長、杏林大学付属病院薬剤部 若林進先生を演者に、「こ 

れだけは知っておきたいバイオ医薬品の基礎知識」を開催した(11/25)。約 110 名の参加者に 

対して、当委員会が作成した啓発資材に沿ってバイオ医薬品の定義、薬剤の保管や調製の 

注意点、副作用の特徴、バイオシミラーの定義などを解説した。 

また、協議会が実施したアンケート結果から、医師が薬剤師に求める知識と満足度についても 

紹介した。 
 

 ②患者・一般国民を対象とした啓発活動 

認定 NPO 法人キャンサーネットジャパンが開催するジャパンキャンサーフォーラムとの共催セミナ 

ーとして、石井先生、若林先生を演者に、「がん治療とバイオ医薬品 ‐がん治療で存在感を 

増すバイオ医薬品の基礎と最前線‐」を開催した(8/11)。委員会としては初めての、患者・一 

般国民を対象としたセミナーに約 60 名の参加を得た。バイオ医薬品の特徴と最新の開発動 

向、バイオ医薬品による治療を受けることになった時の注意点などについて理解を深めていただ 

いた。 
 

2) 啓発資料の充実、情報発信方法の工夫 

 ①新規資材の公開 

バイオ医薬品について患者・一般国民向けに解説した資材「バイオ医薬品ってどんなもの？」を

6/13 に web 公開した。調剤薬局での患者向け勉強会をサポートする資材として、web 公開資

料のパワーポイント版の公開に向け準備を行っている。 
 

 ②情報発信の工夫 

本資料については総会時にプレスリリースを行い、業界誌に掲載された。 

また、今年度よりセミナー等のイベントの前後に協議会ブログから情報を発信して、資材サイト 

への誘導を開始した。昨年公開した医療関係者向け資材も含めて、反応性(アクセス数)は着 

実に向上している。 
 

3) 情報の収集、提供 

 ①医師対象 web 調査（RAD-AR 倫理委員会承認） 

啓発活動の優先順位付け等を検討するために、バイオ医薬品使用経験のある医師を対象に 

web アンケートを実施した(n=216)。主な調査項目は、1. 患者への説明項目の把握、2. 医師 

が患者・薬剤師・看護師等に期待するバイオ医薬品のリテラシーと実態のギャップ、とした。 

対象毎の啓発テーマ選定に有益な情報が得られた。 
  

 ②患者・一般国民対象アンケート調査、患者団体との交流 

ジャパンキャンサーフォーラムにおいて 2 日間にわたりブース出展を行い、300 人を超える来訪者 

と交流した。患者・家族等、医療関係者以外の 200 名以上から回収したアンケートの結果で 

は「バイオ医薬品」という言葉自体の認知度は 40%程度であった（他団体の調査と同程度）。 

また、「(抗体抗がん剤はバイオ医薬品であり、分子標的薬でもあるにも関わらず)分子標的 

薬という言葉は聞いたことはあるが、バイオ医薬品という言葉は聞いたことがなかった。」など、患 

者・一般への情報発信に参考になる生の声を多数収集できた。更に 50 を超える患者団体に 

も当委員会を中心とした協議会活動を紹介した。 
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4) 他団体との協業 

 ①三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング社(厚生労働省・医政局経済課) 

厚生労働省・医政局経済課が医療関係者向けに全国 12 会場、一般向けに全国 2 会場で 

開催する「バイオ医薬品・バイオシミラーの普及啓発事業」において、受託元の三菱 UFJ リサー 

チ＆コンサルティング社から当委員会作成資材 10 ページ分の引用申請があり、これを許諾し 

た。配布資料(厚生労働省 web サイトにも掲載)やリーフレットとして活用される。資材、委員会 

が信頼できる情報源として認知されたと理解している。 
 

 ②認定 NPO 法人キャンサーネットジャパン 

ジャパンキャンサーフォーラム共催セミナーについて、双方のホームページで紹介、報告を行った。 
 

③公益財団法人薬剤師研修センター 

薬剤師向けの啓発活動として、同センターが実施している e-learning の利用可能性について

協議を開始した。 

                  （バイオ医薬品適正使用推進委員会） 

 

3. ベネフィット･リスクコミュニケーションの最適化 

(1) コンコーダンス概念の啓発 

1) 勉強会の開催 

協議会としてコンコーダンスの知識の幅を拡げるために講師を招いて勉強会を開催した。 

第 1 回 5/31 山形県立保健医療大学 安保寛明先生 

   「コンコーダンスとそのスキルについて」 

さいたま市薬剤師会 野田政充先生 「調剤薬局とコンコーダンス」 

第 2 回 7/31 東京医科大学病院薬剤部 東加奈子先生 

   「がん患者の意思決定支援 ～がん専門薬剤師の立場から～」 

第 3 回 11/14 患医ねっと代表 鈴木信行氏 

 「患者協働の概念と活動の紹介 ～患者とともに育薬を目指す社会を～」 
 

2) かかりつけ薬剤師関連 

2017 年度に作成した、かかりつけ薬剤師の職能啓発ポスター「私たち薬剤師にお気軽におた

ずねください」を日本薬剤師会の協力のもと全国 56,000 軒に配布した（6 月）。 

「こんな時にかかりつけ薬剤師が身近にいると便利なのでは？」という観点から「かかりつけ薬剤

師向けあるある」資材を日本薬剤師会と協働し制作している。 
 

3) 薬局薬剤師の情報提供と薬局選択に関する調査 

2015～2016 年に東京理科大学薬学部 後藤惠子先生への標記委託研究は今年度論文

を英文で投稿中であり、公表後に活用を検討する。 
 

4) e-learning 資材の作成 

薬局共創未来人財育成機構、さいたま市薬剤師会 野田政充先生と共同して、コンコーダ

ンスに関する薬剤師向け e-learning 「薬剤師が実践するコンコーダンスモデル」の企画並びに



6 
 

収録を実施中である。 

 

(2) 調剤薬局向け英語マニュアルの作成 

『くすりの副作用用語事典（2003 年 9 月発刊）』を全面的にリニューアルし、接客コミュニケーシ

ョン編と副作用用語事典の二部構成としパイロット版を作成、医療現場（薬局）でトライアルを

実施した。その結果を踏まえ修正版を作成した。調剤薬局、薬学部等で需要について聞き取

り、2019 年度初めに電子版を公開する予定で最終校正を進めた。 

（くすりのしおりコンコーダンス委員会） 

 

(3) ベネフィット・リスクマネジメントの啓発 

1) 薬剤疫学関連セミナーの開催 

①薬剤疫学入門セミナー 

薬剤疫学の基礎を学ぶセミナーを 7 月 12 日に大阪、7 月 27 日に東京で開催した。 

講師： 米田卓司（塩野義製薬）、石原美代（アストラゼネカ）、安藤和則（協和発酵キリン）、 

大道寺香澄（エーザイ）、鈴木泰三（大正製薬）、梅林逸郎（田辺三菱）、 

太田美穂子（大塚製薬）、武部 靖（日本新薬） 

後藤伸之先生（福井大学医学部附属病院 薬剤部長 教授） 

   参加者：東京 119名、大阪 51名 計170名 （会員社より72名、非会員社より98名） 
 

②薬剤疫学応用セミナー  

会員社限定で、10 月 5 日に興和株式会社東京支店会議室で開催した。  

講師：漆原尚巳先生 (慶應義塾大学薬学部 医薬品開発規制科学講座 教授) 

内容：プロペンシティスコアの算出及び適用、Doubly Robust法の活用 

      参加者：27 名、薬剤疫学分科会委員 10 名 
 

③薬剤疫学ワークショップ 2018  

会員社限定で、11 月 2 日に大手町サンスカイルームで開催した。   

講師：赤沢学先生 (明治薬科大学 公衆衛生・疫学研究室 教授) 

内容：製造販売後データベース調査を意識した内容とし、「リサーチクエスチョンを明確にし、

製造販売後データベース調査を立案しよう」をテーマにグループ討議形式で開催した。

赤沢先生より、データベースを用いた薬剤疫学研究の事例についての特別講演がな

された。 

     参加者：33 名、薬剤疫学分科会委員 10 名 
 

④薬剤疫学を学ぶ会     

会員社限定で、2 月 15 日に開催予定。 

      講師：赤沢 学先生 （明治薬科大学 公衆衛生・疫学研究室 教授） 

       内容：アウトカムバリデーション、データベース研究の国際比較 

参加者：39 名、薬剤疫学分科会委員 10 名 
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2） 講師の育成・会員社への利益還元  

    薬剤疫学分科会新委員 2 名を新たに薬剤疫学入門セミナーの講師として認定した。                               
 

3) ベネフィット・リスクマネジメントに関わる国内外の事例・ガイダンス等の調査及び情報発信 

4 月の改正 GPSP 省令施行にて、製販後データベース調査が実施できるようになったことを踏 

まえて、データベース研究をどのようなテーマ・切り口で吟味していくかについて、海外文献 8 報 

を詳細に検討した。検討内容をまとめて情報発信する準備中。 

また、SCOPE 活動を紹介し、ENCePP での 10 年間 200 以上の研究集積論文を紹介・精査し 

た。 
 

4) PMDA 医療情報活用部 宇山佳明部長による講演会 

1 月 31 日に、事務所会議室にて、「リアルワールドデータを活用した医薬品安全評価と 

MID-NET」を開催した。ベネフィット・リスクマネジメント実践委員会委員 11 名、運営委員（代 

理）14 名、事務局 8 名が参加した。参加者からは、MID-NET の品質について非常にわかりや 

すい説明で、データベースの品質とは何か？や今後のビジョンがよくわかり有益な講演だった、

当局の方と少人数で話ができる良い企画であったなど、好評であった。 
 

5) 漆原先生勉強会 

3 月 2 日に、薬剤疫学分科会に漆原尚巳先生を招聘しての勉強会を開催した。「医療用麻

薬による疼痛治療におけるQOL の客観的評価」を題材に、データが正しくアウトカムを示してい

る の か を 議 論 し た 。 さ ら に 、 ClinicalCodes 、 HER 研 究 ガ イ ド ラ イ ン の 薬 剤 疫 学 版

（RECORD-PE）の紹介があり、その翻訳を打診された。その後、分科会での翻訳を決定した。 

（ベネフィット・リスクマネジメント実践委員会）  

 

4. 活動展開への組織基盤の強化 

(1) 広報活動 

協議会活動の記事露出は、42 件(2018 年 4 月～2019 年 3 月) 。 

 実施したニュースリリース 

・共同ステートメント-健康や医療・医薬品に関する情報を正しく理解していただくために 

（2018 年年 3 月 28 日）※前年度未記載のため 

・薬局内掲出用ポスター「薬剤師に聞いてください」の配布について 

（2018 年 6 月 4 日） 日本薬剤師会と共同発表 

    ・中央区・千代田区の全中学校に、薬の小冊子を配布 

     （2018 年 6 月 18 日） 東京薬事協会と共同発表 

    ・第一回一般向け公開シンポジウム『知っておきたい「くすり」の話』開催のご案内 

      （2018 年 9 月 20 日） 

 広報誌 “RAD-AR News”6 月、10 月、2 月（2019 年）を発行した。 

 主な取材等の記事は、 

・「理事長がトップに聞く！」シリーズ  

㈱ノバルティスファーマ 綱場社長 
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㈱大塚製薬株式会社 樋口社長 

㈱旭化成ファーマ 青木社長 

 
・スペシャルインタビュー  

  産経新聞 産業編集センター記者 道丸摩耶氏 

 ホームページ等、web 情報等の活用 

 ・ブログやメルマガをリニューアル、フェイスブックの開設による情報発信を行った。 

（広報部） 

 

(2) 会員勧誘活動 

種々の学会等に参画し、一般社団法人としての透明性のある組織運営、関係団体との連携

活動への理解促進を進めたが、新規加入には至らなかった。引き続き業容の拡大を進め、参画

を促したい。  

 

(3) 倫理審査 

2017 年度に倫理審査で承認された調査 5 件は 2018 年度に調査が実施された。そのうち 2 件

の調査結果については、その結果をもとに学会で発表された。また、その他の調査の結果について

は既に委員会事業に活用されているが、学会発表については検討中であった。2018 年度は 2 件

の倫理審査の申請があり、3 月末時点でいずれも倫理委員会で審査中であった。なお、倫理審

査の結果については AMED の研究倫理審査委員会報告システムで公開している。         

      （事務局）  

 

 

 

 

 

                   
＊共同ステートメント 

「患者さんが、信頼できる情報を取捨選択し、自身の治療や服薬行動に活かしていくために

は、どうすれば良いのか」という課題に対し、6 団体にて半年間に亘る討議を経て 2018 年 3 月

28 日に発表、継続的に課題解決に向け協働していく。 
 

＜（公社）日本医師会、（公社）日本薬剤師会、日本製薬工業協会、NPO 法人日本医

学ジャーナリスト協会、認定 NPO 法人ささえあい医療人権センターCOML、（一社）くすりの

適正使用協議会＞ 

 


