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ご挨拶
会長 渡部 シゲ子
愛媛県女性薬剤師会は「会員相互の親睦を図り、会員の地位向上と薬学薬業の進展に寄与、社会の保健衛生の向
上に協力する」との目的をもって、スタートしてから 60 年を歩んで参りました。この間、薬剤師を取り巻く状況に
は大きな変化がありました。医薬分業の進展、薬学教育 6 年制のスタート、長寿高齢化の進展に伴い在宅医療への
参加等々。今後もさらに環境の変化があることでしょう。その変化に応じた進むべき道を探り、会員の皆様の声を
お聞きしながら、10 年先、20 年先まで・・・と、女性薬剤師ならではの社会の期待に応えられるような活動ができ
ればと願っています。
今後共より一層のご協力を賜りますようお願い申し上げます。

平成 27 年度愛媛県女性薬剤師会新年会・祝賀会
平成 27 年１月 12 日、いよてつ会館において新年会と祝賀会が行わ
れました。新年会では、渡部会長から、今年度の方針として、会員相
互の一層の協力、研鑽、会員の確保及び会の充実を図ることが示され
ました。また、平成２６年度に様々な表彰を受賞された方々の祝賀会
を行い、終始盛大かつ和やかな会となりました。
【受賞者】薬事功労者知事表彰

田中智美 先生

薬事功労者薬事振興会長表彰

二宮治代 先生

愛媛県薬剤師会表彰

西原伸江 先生

愛媛県女性薬剤師会
平成 27 年度総会のご案内

二宮順子 先生

第 12 回愛媛県薬剤師会学術大会
平成 27 年 2 月 15 日に、愛媛県薬剤師会館において第

平成 27 年度総会・講演会が次のとおり開催されます。

12 回学術大会が開催され、女性薬剤師会から、木本仁

【日時】平成 27 年 7 月 12 日（日）10：30～15：15

美先生が『男女共同参

【場所】いよてつ会館 ５階 クリスタルホール

画推進に関する薬剤師

【会費】2,000 円（昼食代含む）

の現状と意識調査～愛

【講演会】愛媛大学大学院 薬物療法・神経内科

媛県薬剤師のアンケー

教授 野元正弘 先生
『臨床試験（治験）の現在と将来～地域と世界～』

四国ブロック会総会・研修会
平成 27 年度日本女性薬剤師会四国ブロック会総会・研
修会が香川県で開催され愛媛県から 10 名参加しました。
【日時】平成 27 年 5 月 17 日（日）11：00～16：30
【場所】香川県薬剤師会館朝日町会館
高松市朝日町 1 丁目 1-11
【特別講演】
『腫瘍病理の総論』
高松市民病院検査科診療部長 熊谷久治郎 先生
【講演】

『お米と発酵の力』

勇心酒造（株）常務取締役 大久保 明 様

ト集計報告～』につい
て発表しました。

日本女性薬剤師会からのお知らせ
2015 年日本女性薬剤師会学術講演会
『医療ビッグデータと患者参加型の薬物治療』
【日時】平成 27 年 6 月 28 日（日）10：00～16：00
【場所】国際ファッションセンター（KFC ﾋﾞﾙ）3F
第 13 回移動セミナーin 京都
『保健・医療・福祉の架け橋になろう、そして在宅
医療・在宅介護への対応～地域の多職種との連携
による地域包括ケア体制の中で地域医療施設と
しての役割～』
日時：平成 27 年 9 月 27 日（日）9：30～16：00
場所：キャンパスプラザ京都

薬剤師継続学習通信教育講座

平成 26 年度後期スクーリング講座

特別公開講座

平成 27 年 3 月 8 日（日）に県薬剤師会館において、
（一社）日本女性薬剤師会・薬剤師継続学習通信教育講座
（平成 26 年度）の後期スクーリング講座が開催され、女性薬剤師会員のほか多くの方が受講しました。
1 講目：
『骨粗鬆症の薬物治療～最近の動向～』
・・・・・・愛媛大学大学院 整形外科学 尾形直則 先生
2 講目：
『がんって何？～ゲノムから考えるがん医療』・・・愛媛県立中央病院 血液内科 名和由一郎 先生
3 講目：
『レビー小体病の治療の実際』・・・・・・・愛媛大学大学院 薬物療法・神経内科学 西川典子先生

尾形直則 先生

名和 由一郎 先生

西川典子 先生

※通信教育講座の受講申込みは随時受け付けています。
（お問い合わせ先ＦＡＸ）０８９－９１６－９７３２木本まで）
平成 27 年度前期スクーリング講座は、9 月 6 日（日）に開催する予定です。

シリーズ：セルフメディケーションの重要性
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水虫・膣カンジダ

（学術担当理事 三橋

ひろみ）

水虫・カンジダ・膣カンジダの原因菌は真菌であり、現在はスイッチ OTC 薬で白癬菌とカンジダ菌共に効果のある
成分が広く承認され、医療機関で処方されている治療薬と同じ成分が市販薬として使用され、効果を上げている。た
だし、膣カンジダの薬は初回症状が重くなることがある為、OTC 薬では「再発治療薬」となっており、一度診断を受
けた事のある人の再発にしか使用できないので注意を要する。セルフメディケーションの為にも、薬剤師は病態を深
く知っておく必要がある。
（外用水虫薬）
ｽｲｯﾁ OTC 年

成分名

医療用薬

OTC 薬

OTC 薬

1987 年

ﾐｺﾅｿﾞｰﾙ硝酸塩

ﾌﾛﾘｰﾄﾞ D ｸﾘｰﾑ・液 1％

ﾀﾞﾏﾘﾝ L

第2類

1993 年

ｵｷｼｺﾅｿﾞｰﾙ硝酸塩

ｵｷﾅｿﾞｰﾙｸﾘｰﾑ・液 1％

ﾀﾑｼﾁﾝｷｺﾞｰﾙﾄﾞ

第2類

ﾈﾁｺﾅｿﾞｰﾙ塩酸塩

ｱﾄﾗﾝﾄｸﾘｰﾑ・軟膏・液 1%

ｱﾄﾗﾝﾄｴｰｽ

指定第 2 類

ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ塩酸塩

ﾗﾐｼｰﾙｸﾘｰﾑ・液･ｽﾌﾟﾚｰ 1%

ﾗﾐｼｰﾙﾌﾟﾗｽ

指定第 2 類

ﾌﾞﾃﾅﾌｨﾝ塩酸塩

ﾒﾝﾀｯｸｽｸﾘｰﾑ・液・ｽﾌﾟﾚｰ 1%

ﾌﾞﾃﾅﾛｯｸ

指定第 2 類

ｱﾓﾛﾙﾌｨﾝ塩酸塩

ﾍﾟｷﾛﾝｸﾘｰﾑ

ﾀﾞﾏﾘﾝｴｰｽ

指定第 2 類

ﾗﾉｺﾅｿﾞｰﾙ

ｱｽﾀｯﾄｸﾘｰﾑ・軟膏・液１％

ｳｨﾝﾀﾞﾑ

指定第 2 類

成分名

医療用薬

OTC 薬

OTC 薬リスク区分

ｲｿｺﾅｿﾞｰﾙ硝酸塩

ｱﾃﾞｽﾀﾝ膣錠

ﾒﾝｿﾚｰﾀﾑﾌﾚﾃﾞｨ CC ｸﾘｰﾑ・膣錠

第1類

ﾐｺﾅｿﾞｰﾙ硝酸塩

ﾌﾛﾘｰﾄﾞ D 膣錠

ﾒﾃﾞｨﾄﾘｰﾄ

第1類

2010 年

ｵｷｼｺﾅｿﾞｰﾙ硝酸塩

ｵｷﾅｿﾞｰﾙ膣錠

ﾌｪﾐﾆｰﾅ膣カンジダ錠

第1類

2011 年

ｸﾛﾄﾘﾏｿﾞｰﾙ

ｴﾝﾍﾟｼﾄﾞ膣錠

ｴﾝﾍﾟｼﾄﾞ L

第1類

2012 年

ﾈﾁｺﾅｿﾞｰﾙ塩酸塩

ｴｽｴｽｶﾝｼﾞﾀﾞｸﾘｰﾑ

要指導医薬品

2002 年

2006 年

リスク分類

（膣カンジダ薬）
ｽｲｯﾁ OTC 年
2008 年

―

編集後記
愛媛県女性薬剤師会は、健康で明るい女性が輝く愛媛に貢献でき
るよう、平成 27 年度も新たな取り組みにチャレンジして参りま
す。女性薬剤師のみなさまのご参加をお待ちしています。

発行所：愛媛県女性薬剤師会
発行人：渡部 シゲ子
愛媛県松山市三番町 7－6－9(愛媛県薬剤師会館内)
連絡先：渡部シゲ子
TEL・FAX：089－975－6122

