
平成 29 年 7 月 2 日（日）に、いよてつ会館（松山市）に

おいて、平成 29年度総会及び特別講演会を開催しました。 

総会では、平成 28年度事業報告・決算報告が承認されまし

た。続いて、平成 29年度事業計画案・予算案が承認され、今

年度も日本女性薬剤師会、愛媛県薬剤師会ほか関連組織と連

携して、様々な社会貢献や研修会、さらに、任期満了に伴う

役員改正案が承認されました。（右記に新役員名簿記載） 

ご臨席のご来賓の方々にお祝辞をいただきました。 

会長をはじめ新役員一同、新たな体制で会員相互の一層の

連携のもと、親睦と研鑽を図り、女性薬剤師が共に輝き活躍

できる愛媛県を目指して、 

支援事業等に参画して参 

ります。 

（出席者 40 名、委任状 45 名） 

 

【特別講演】 

「薬剤師のための知っておきたい介護技術」 

講師：愛媛県在宅介護研修センター長  

金田 由美子 先生 

平成２７年度に再び愛媛に戻られた金田先生に「なるほど！

なっとく」の介護術のご講演を頂きました。先生の豊富なご 

経験から、要介護者の立場に 

                  立った介護と支援の在り方に 

ついて、実技を伴った興味深 

くわかりやすいご講演をいただ

きました。 

県女薬では、特別講演は非会

員へも広く参加を呼び掛けてい

ます。（出席者 85 名） 

愛媛県女性薬剤師会 

       ２０１７年 

        秋 号 

        会長就任のご挨拶 

               

                            愛媛県女性薬剤師会 会長 田頭和恵 

 

本年 7月 2日の平成 29年度定時総会でご承認いただき、会長に就任いたしました。改めて、歴史ある「愛媛県女性

薬剤師会」の会長の大任を思い、身の引き締まる思いです。さらに、12年もの間、会長を務めてこられた渡部シゲ子

先生には、そのご功績に対して敬意と感謝の気持ちでいっぱいです。 

愛媛県女性薬剤師会は、まだ女性の社会的活動の土壌が十分でなかった昭和 30年に設立され、今年度で 62年の歩

みを続けています。設立当初 3割であった女性薬剤師は、医薬分業の進展に伴い 6割以上を占めることになり、女性

薬剤師の今後の活躍が薬剤師の将来を大きく開く鍵であると言われています。 

今後は、「不易流行」と「優しさ」をモットーに、女性薬剤師がライフサイクルの中で職能を発揮し、社会的活動分

野を拡大させることができるよう、また、地域社会の保健・医療・福祉・公衆衛生の向上や男女共同参画社会の現実

に寄与することができるよう、役員一同の結束と連携のもと、一歩ずつ課題に取り組んで参りたいと思います。 

今後とも、ご支援・ご鞭撻を賜りますよう、どうかよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年度愛媛県女性薬剤師会総会 愛媛県女性薬剤師会役員名簿（平成 29・30 年度） 

役 職 氏  名 地区名 担当 

会 長 田頭 和惠 ※ （松山） 総括 

副会長 三橋ひろみ ※ （松山） 学術 

副会長 運勢 知子 （松山） 広報 

副会長 宮崎 純子 （松山） 庶務 

理 事 増本 秀子 松山 会計 

〃 石藏 福代 松山 会計 

〃 木本 仁美 松山 学術 

〃 大野由美子 ※ 松山 学術 

〃 荻山 治美 ※ 松山 庶務 

〃 橋本 裕子 松山 庶務 

〃 上西 智和子 松山 庶務 

〃 宮内 五十鈴 松山 庶務 

〃 二宮 順子 松山 広報 

〃 庄野 由桂 西条 学術 

〃 松田 恵理 今治 広報 

〃 井手 多津枝 大洲・八幡浜 学術 

〃 上田 千秋 宇和島 学術 

〃 二宮 治代 宇和島 広報 

〃 西原 伸江 愛媛県 庶務 

〃 大野智也佳 ※ 愛媛県 広報 

〃 大西美知代 ※ 愛媛県 庶務 

監事 永山 登紀子 （松山）  

〃 高見 育子 （松山）  

名誉会長 高橋 稔 （松山） 元会長 

名誉会長 渡部シゲ子 ※ （松山） 前会長 

顧 問 芝  礼子 （松山） 元副会長 

顧 問 三浦 理恵 ※ （宇和島） 元副会長 

※は新任 
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■日本女性薬剤師会創立５０周年記念祝賀会    

日時：平成 29 年 6 月 24 日（土） 

場所：目黒雅叙園（東京都） 

■2017 年度日本女性薬剤師会学術講演会 

『拡大する健康格差社会 

―健康増進のために何ができるか』                  

日時：平成 29 年 6 月 25 日（日） 

場所：国際ファッションセンター（東京都）               

☆永山登紀子先生(監事)が学術講演会の授賞式で 

功労賞を受賞されました。 

■第 15回日本女性薬剤師会移動セミナーin福島 

  『ほんとうの空は、自らの手で！～震災から医療・介護の在り方を学ぶ～』 

日時：平成 29 年 9 月 17 日（日） 

場所：郡山ビューホテルアレックス（福島県郡山市） 

 平成 29 年 9 月 3 日（日）に愛媛県薬剤師会館において、平成 29 年度前期スクーリング講座特別公開講座

が開催され、通信教育講座受講者のほか男性を含む多くの薬剤師が受講しました。 

第１講 A：慢性疼痛／抜歯後疼痛治療薬「トラムセット配合錠」について 

               持田製薬(株)広島支店松山事業所 医薬情報担当者  笠原 啓人 先生 

B：「脊椎失陥由来の疼痛に対する治療戦略」 

               愛媛大学大学院医学系研究科 整形外科学 准教授  尾形 直則 先生 

第２講 A：不安を伴ううつ病に対するレクサプロの有用性について 

               田辺三菱製薬(株) 四国支店 プロダクトグループ  露口 秀雄 先生 

B：「うつや気分障害から回復するためのライフスタイル」 

               七色心療クリニック院長              阪中 明人 先生 

第３講 A：カリウムイオン競合型アシッドブロッカー「タケキャブ錠」について 

               武田薬品工業(株)JPBU営業本部四国支店愛媛営業所  濱本 晃史 先生 

B：「逆流性食道炎、胃・十二指腸潰瘍の治療について」 

一般財団法人永頼会 松山市民病院 副院長     水上 祐治 先生 

 

 

 

 

        

                                                              
講習風景とキッズルーム         

（一社）日女薬剤師会継続学習通信教育講座平成 29 年度前期スクーリング講座特別公開講座を実施 

（一社）日本女性薬剤師会の事業に参加しました 

「えひめ女薬だより」NO.25 平成 29 年 12 月 1 日発行 

発行元：愛媛県女性薬剤師会 広報委員会 

連絡先：愛媛県松山市三番町 7－6－9 

愛媛県薬剤師会館内 愛媛県女性薬剤師会 

TEL：089-941-4165／FAX：089-921-5353 

HP：www.yakuehime.jp/josei/  

🌺入会申し込みをお待ちしています🌺 

 

★後期スクーリング講座特別公開講座 予告★ 

平成 30年 3月 4日（日）開催予定 キッズルーム併設 

通信講座の問合せ先：ＦＡＸ：０８９－９１６－９７３２ 

木本まで 

 

小さいお子様のいる方にも参加してい

ただけるよう、6か月児から保育士がお

預かりする無料のキッズルームを併設 

 

 

 

平成30年新年会を下記のとおり開催します。 

多くの皆様のご参加をお待ちしております。 

日時：平成 30 年 1 月 21 日(日)12 時から 

会場：いよてつ会館（松山市） 

5 階クリスタルホール 

 

（松山市大街道 3-1-1）  

永山先生表彰式 

平成 30 年新年会・祝賀会のご案内 

 

http://www.yakuehime.jp/josei/

