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令和元年
愛媛県女性薬剤師会 会長 田頭和惠
4 月 1 日に新元号「令和」が発表されました。出典は現存する日本最古の歌集「万葉集」とのことで、その響き
は何とも優雅な心持ちです。4 月 1 日はそれまで着ていた綿入れの着物の綿を抜いたことから、四月朔日（わたぬき）
というようになったとか。皆様もうららかな春の始まりに夢を膨らませていることと思います。
旧薬事法が「薬機法」に改正され 5 年を経過。法の見直しの検討、現状や課題の取りまとめが公表され、機能別
の薬局や専門知識を持つ薬剤師、医薬品等の製造・流通・販売に関わる者のガバナンスの強化などが求められてお
り、法改正の場である国政への女性薬剤師の参画が必要な時代になっています。また、日本女性薬剤師会では、新
たにホームページに会員ページを設け、保健・医療の直近情報を共有するため「カレントニュース」を配信していま
すので、是非ともご一読ください。

平成 30 年度愛媛県薬剤師会学術大会
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｢愛媛県における女性薬剤師等の実態調査とその
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支援に関する報告Ⅱ｣と題して愛媛県薬剤師会学

の方々、来賓の先生方、会員の先生の参加で盛況の会

術大会において二宮治代理事が発表しました。

となりました。余興に会員の渡邉裕美子先生のフラダ

愛媛県女性薬剤師会は平成 27 年度より県薬剤師

ンスの披露があり、癒しのひとときでした。国家公安

会が実施した「女性薬剤師等復職支援事業」に参

委員長・国土強靭化担当大臣・内閣府特命担当大臣（防

加し、県内の薬剤師を対象とした勤務の実態等に

災）に就任された山本順三氏の奥様 山本舞祈子様のサ

ついてアンケート調査結果を踏まえ、平成 30 年度

プライズ参加があり、また本田あきこ先生よりでビデ

までの４事業継続で就業者が出ており、人材確保

オメッセージが届き披露されました。 （49 名参加）

に繋げるための結果を取りまとめ発表しました。
受賞者と来賓の方々

渡邉裕美子先生のフラダンス

発表風景

二宮治代理事

受賞者と来賓の方々

平成３０年に受賞・表彰された会員（敬称略）
平成 29 年度日本女性薬剤師会功労賞(30 年 6 月)渡部 シゲ子
平成 30 年度愛媛県知事表彰（薬事功労）
増本 秀子
平成 30 年度愛媛県知事表彰（薬事功労）
二宮 治代
平成 30 年度愛媛県薬事振興会会長表彰
宮崎 純子
平成 29 年度愛媛県薬剤師会表彰（30 年 2 月） 木本 仁美
平成 29 年度愛媛県薬剤師会表彰（30 年 2 月） 二宮 治代
平成 29 年度愛媛県薬剤師会表彰（30 年 2 月） 松原 ゆき
平成 29 年度愛媛県薬剤師会表彰（30 年 2 月） 久保 美恵

愛媛県薬剤師会祝賀会 H31.2.17

平成 30 年度後期スクーリング講座
特別公開講座
平成 31 年 3 月 3 日（日）
、愛媛県薬剤師会館にて開催。
第 1 講目 ｢慢性便秘症治療について｣
愛媛県中央病院 消化器病センター長 二宮朋之先生
第 2 講目 ｢大腸がん薬物治療における経口５-FU 薬剤
の位置づけと副作用マネジメント｣
四国がんセンター 消化器内科 医長 仁科智裕先生
第 3 講目 ｢心不全治療 Up-to-date｣
愛媛県中央病院 循環器病センター長 岡山英樹先生
以上の内容、講師で実施され 71 名が受講しました。
尚、無料キッズルールの利用は今回ありませんでした。

第 9 回宇和島薬剤師会学術大会報告
この度の西日本豪雨により被害を受けられた皆
宇和島
平年 30 年 11 月 18 日、市立宇和島病院北棟講堂に
て、第 9 回宇和島薬剤師会学術大会を開催しました。
午前中は川添哲嗣先生による「知って得する薬の基
礎知識～残薬・ジェネリック医薬品・お薬手帳編～」
というテーマで市民公開講座および健康チェックと
お薬相談会を行いました。
午後からは同年 7 月に
発生した豪雨災害時の
対応を含め防災や地域
医療連携に関連した口
頭発表があり大会テーマ
「地域に広げよう薬剤師

川添哲嗣先生の講演

の輪」に沿って薬剤師だけではなく、多職種連携の
輪を広げる良い機会となりました。
（理事 上田千秋）
田頭会長挨拶

JPL フォーラム 2019
本田あきこ先生愛媛キャラバン
平成 31 年 1 月 28 日、本田あきこ先生の愛媛県キャラバ
ンがスタート。本田先生はまず大洲・宇和島支部を回り夜
は宇和島支部「本田あきこさんを囲む会」で講演、懇親会、
29 日は宇和島を出発、松山市・伊予市を回り夜は松山支
部「本田あきこさんを囲む会」で講演、懇親会。30 日は
今治市・西条市を回り 3 日間の愛媛キャラバンは終了し
に
ました。精力的に薬局、卸等を訪問され多くの支援者や薬
剤師の先生とのふれあいを持たれました。愛媛県女性薬剤
師会も本田あきこ先生を応援するため松山で開催の「本田
あきこさんを囲む会」に参加しました。

女性薬剤師による「JPL フォーラム」 第 2 弾が
平成 31 年 2 月 11 日にスクワール麹町（東京）で開
催され、田頭会長と運勢副会長が参加しました。
テーマは「DO MY BEST“10.70.30”～見せます！
女性の本気～」今回は女性の活動方法について、さ
らに具体的な活動を話し合うスモール・グループ・
ディスカッションがメインでした。日本薬剤師連盟
山本信夫会長の開会挨拶、日本女性薬剤師会 近藤
由利子会長、衆議院議員とかしきなおみ氏の挨拶に
続き、日本薬剤師連盟 石井甲一副会長の講演｢薬
剤師議員の必要性｣があり、本田あきこ先生の挨拶
があり、その中で前日開催された自民党大会で交付
された全国比例候補者公認証と、安倍総裁から頂い
た「公認証」のお披露目もありました。今後、愛媛
県は女性薬剤師中心の研修会の機会をとらえ、本田
あきこ先生の人となりと実行力を知ってもらい、東
中南予 3 か所で、女性中心の SGD を開催し、国会
議員としての女性薬剤師の必要性を話し合いたい
と提案しました。

本田あきこ先生を囲んで

令和元年度行事予定
R1. 6. 9 ：愛媛県女性薬剤師会定時総会（いよてつ会館）
R1. 6.23：2019 年度日本女性薬剤師会学術講演会（東京）
R1. 9. 1 ：令和元年度前期スクーリング講座（薬剤師会館）
R1.10.12：日本薬剤師会日女薬交流会（山口）
R1.10.27：日本女性薬剤師会移動セミナー（茨城・水戸）

本田あきこ先生と四国メンバー
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