
事業 テーマ 日 　程 場　所 講  師（敬称略）

春 春の薬草観察会 平成30年  4月  15日（日） 青梅丘陵 和田 ・ 磯田 ・  鈴木  ・南雲

秋 秋の薬草観察会 平成30年    月      日（日） 未定 和田 ・ 磯田 ・  鈴木  ・南雲

 生薬に関する懇談会 第34回 平成30年 12月    日（   ） 北里大学又は、東邦大学薬学部 日本生薬学会と共催

第1回
漢方処方に使われる薬用植物についてⅢ
セルフメディケーションと生薬製剤 平成30年  8月 26日（日） 東京都薬用植物園

和田 浩志(東京理科大学薬学部 准教授)
安川　 憲(日本大学 名誉教授)

第2回
日本の伝統薬とセルフメディケーション
女性が若々しく生きる漢方 平成30年  9月 30日（日） 〃

須藤 慶一(救心製薬株式会社研究開発部門・取締役)
高木 嘉子(ヨシコクリニック 院長)

第3回
生薬のチカラは漢方のチカラ
セルフケア 良質な睡眠の為の漢方

平成30年10月 28日（日） 〃
川添 和義(昭和大学薬学部 教授)
杵渕　 彰(青山杵渕クリニック 院長)

第4回
薬方の配合について
補剤の上手な用い方

平成30年11月 25日（日） 〃
小根山 隆祥(医療法人社団金匱会診療所 顧問)
新井　 信(東海大学医学部 教授)

第5回
人々を救ってきた薬用植物
中高年が長期間常用する漢方処方

平成30年12月 16日（日） 〃
南雲 清二(星薬科大学 名誉教授)
山田 享弘(医療法人社団金匱会診療所 所
長)

新常用和漢薬集の改訂

1号事業
（総務委員会）

 薬草収穫感謝の会 平成30年11月  10日（土） 東京都薬用植物園
共催：東京都、(公社)東京生薬協
会、 (公社)東京薬事協会、 (公社)
東京都薬剤師会、本町生薬会

1号事業
（事務局）

OTC医薬品とセルフ
メディケーション 第1１回

よく知って、正しく使おう
ＯＴＣ医薬品

平成30年   月   日（金）
・  　日（土）

福徳の森

共催：6団体（東京生薬協会、東京薬事協
会、日本家庭薬協会、日本OTC医薬品協
会、東京都薬剤師会、東京都医薬品登録販
売者協会）
後援：東京都、厚生労働省、日本商工会議
所、東京薬科大学

会報の発行
平成30年7月24日（水）
平成31年1月　  日（  ）

協会ホームページの更新

東京都薬用植物園受託事業

第1回 虫と植物の不思議な関係 平成30年  4月17日（火） 東京都薬用植物園 多々良明夫（法政大学）

第2回 世界の植物園 平成30年  5月16日（水） 〃 御影雅幸（東京農業大学 教授）

第3回 江戸の薬草園を巡る 平成30年  6月 21日（木） 〃 南雲清二（星薬科大学名誉教授）

第4回 江戸の園芸植物　蓮 平成30年  7月19日（木） 〃 石川祐星（東大農学生命科学研究所）

第5回
貝原益軒ってどんな人、
養生訓ってどんな本 平成30年  8月21日（火） 〃 山内　盛（東京生薬協会学術委員長）

第6回 和服文様における植物の話 平成30年  9月11日（火） 〃 加藤寛司（染色作家）

第7回 中高年からの漢方健康法 平成30年10月24日（水） 〃 新井   信（東海大学医学部教授）

第8回 風邪・インフルエンザを漢方はどう治す 平成30年11月15日（木） 〃 大野修嗣（大野クリニック院長）

第1回 春　いのちの薬膳 平成30年  4月  7日（土）　 〃 近藤 美春（薬膳研究家）

第2回 エイプリル・ハーブ　 平成30年  4月14日（土）　 〃 小泉  美智子 (草星舎共催)

第3回 薬草の小さなガーデン 平成30年  4月21日（土）　 〃 池村  国弘(草星舎共催)

第4回 ケシのパネル展 平30年 5月1日（火）～18日（金） 〃 ケシ畑の前

第5回 ケシのミニ講座 平成30年 5月5日（土）・6日（日） 〃 薬用植物園職員

第6回 マジカルグリーン・リース 平成30年 5月 26日（土） 〃 田淵  清美 (草星舎共催)

第7回 夏　爽やか薬膳 平成30年  6月  2日（土） 〃 近藤 美春 (草星舎共催)

第8回 暮らしの中の香り　アロマ 平成30年  6月 16日（土）　 〃 鈴木 悦子 (草星舎共催)

第9回 アロマは優しく 平成30年  7月  7日（土） 〃 小泉  美智子 (草星舎共催)

第10回 薬草クイズラリー 平成30年  7月22日（日） 〃 東京生薬協会

第11回 夏休み親子植物教室 平成30年  8月  8日（水） 〃 中山  麗子 （草星舎テクニカルスタッフ）

第12回 秋を染める 平成30年10月  6日（土） 〃 山 浩美（草星舎共催）

第13回 楽しいファミリーアレンジ 平成30年10月20日（土） 〃 田淵 清美（草星舎共催）

第14回 落語に見る食の風景　その3 平成30年11月 3日（土） 〃 一升亭呑介 (草星舎共催)

第15回 冷えとあったか手湯 平成30年11月17日（土） 〃 小根山隆祥

第16回 薬膳　冬来たりなば　 平成30年11月24日（土） 〃 近藤美春 (草星舎共催)

第17回 木の実・草の実リース作り教室 平成30年12月11 日（火） 〃  中山麗子（草星舎テクニカルスタッフ）

第18回 健康講座 平成31年 3月  8日（金） 〃 東京薬事協会と共催

平成30年 　 月　  日（　）

平成30年　  月  　日（　）

3号事業
(学術委員会)

視察研修

視察研修 平成30年  7月  7日（土）・   8日（日）　 植樹祭（秋田県主催）

薬用植物国内栽培の実施

平成30年  ５月17日（木）

平成30年   月  　日（  ）

現代化中医薬国際協会
(MCMIA)との交流

　薬用植物生け花展 平成30年10月17日（水） 昭和薬貿ビル2F直会会場 薬祖神奉賛会協力事業

新年賀詞交歓会 平成31年  1月 28日（月） 神田明神 明神会館

                              平成３０年度 事業・イベント予定一覧（事業別）

生薬等A委員会および生薬等B委員会に委員を派遣する。(11回/年）

1）東京都薬用植物園の事業管理　　2）薬用植物や生薬の普及啓発事業　3）研
修業務　４）薬用植物、生薬の栽培業務　５）薬用植物、生薬の収集・保存・展
示業務      　６）調査研究補助業務　７）鑑定、鑑別補助業務

薬草観察会

薬用植物・生薬に関する講座
(テーマ：日本伝統薬　漢方によ

るセルフメディケーション)
（5回）

旧版収載の和漢薬(236品目)について内容を見直し、ホームページに公開（117品目公開中）、日本薬局方（17局）と照合し、改訂作業を実施

薬用植物栽培連携協定自治体との合同会議

会報No.465／2018.７発行　巻頭言：堀　厚   寄稿：布目慎勇他
生薬解説：磯田　進、総頁数：16頁
会報No.466／2019.1発行　巻頭言： 藤井隆太  寄稿：布目慎勇他
生薬解説：磯田　進　総頁数：20頁

薬用植物栽培講習会

岐阜市、東板谷圃場・岐阜薬科大学薬草園

共益事業
（総務委員会）

（事務局）

1）訪問先：MCMCM展示会場、衛生局訪問　2）展示会で薬用植物栽培事業、東京都薬用植物園のポスターを掲示

未定

秋田県八峰町、秋田県美郷町、新潟県新発田市、新潟県新潟市、福井県高浜町、岐阜県岐阜市、大分県杵築市の7自治体

秋の七草

4号事業
（学術委員会）

製薬会社工場見学

美郷町栽培地研修

薬用植物指導員認定者
フォローアップ研修

1号事業
（学術委員会）

生薬・薬用植物の一年の収穫を感謝し、
講演会、植物観察会を開催する。

1号事業②
（事業管理委

員会）

東京都薬用植物園ケシの内柵開放ケシ研修講座

薬草教室（8回）

イベント事業（18回）

3号事業
(栽培事業委員会)

日本薬局方原案審議委員会への参加

東京都薬用植物園の受託管理事業の充実と共に、栽培技術の向上と伝承を図り、薬用
植物や生薬に対する知識・情報を国民に対し正しく普及啓発する活動を積極的に実施
する。

八峰町栽培地視察

2号事業
(栽培事業委員会)

平成30年　月　日（　）・　日（　）

1号事業
（広報委員会）

第465号、第466号

「お花の見ごろ情報」「最新イベント情報」「新常用和漢薬集」「協会概要」等の更新


