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新年のご挨拶 ―歳月不待人―                             

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

 

新年あけましておめでとうございます。皆様方には、日頃より愛媛県女性薬剤師会に対しましてご理解ご支援を賜

っておりますことに感謝申し上げます。 

新型コロナウイルス感染拡大は 1年が経過してもなお収束には程遠く、皆様方には静かなお正月をお過ごしのこと

と存じます。こうした中にあっても、薬剤師を取り巻く環境は大きく変容しており、コロナ禍の中に特例的に認めら

れたオンライン診療、オンライン服薬指導も原則的な診療行為等として認められようとしています。また、改正薬機

法への対応として、専門領域研修や認定、専門薬剤師制度に至る全体的な研修体制等の具現化等が進められています。

本会では、日本女性薬剤師会の新規事業「臨床薬学」と「医療安全推進委員会」の WG 委員に参加し、第一線の新し

い風を吹き込もうとしています。 

今年は、約 1100年前の嵯峨天皇の時代から続く屠蘇酒*で、静かに 1年の無病息災と健康を祈願し、「歳月不待人」

を肝に銘じて変革する時代に向き合って参ります。   （*原料生薬：桂皮、山椒、陳皮、桔梗、大茴香、丁子、浜防風） 

 

 

 

例年 6月に開催される愛媛県女性薬剤師会定時 

総会及び講演会は、本年度は新型コロナウイルス 

感染拡大防止を図り書面表決(令和 2年 5月 24日) 

とし、講演会は中止になりました。 

第 1号議案  令和元年度事業報告       

第 2号議案  令和元年度収支決算報告     

令和元年度収支決算監査報告   

第 3号議案  2019年度(一社)日本女性薬剤師会 

都道府県会長連絡協議会報告   

第 4号議案  会則改正案            

第 5号議案  会則施行細則改正案       

第 6号議案  令和 2年度事業計画案       

第 7号議案  令和 2年度収支予算案      
書面表決書提出者は 76名で、総会成立数（会員 

数の 4分の 1）に達し、すべての議案について 

過半数の賛成をもって可決されました。 

 

  

 

 

 

2020年度県女性薬剤師会定時総会 
 

令和 2年 9月 13日（日曜日）に愛媛県薬剤師会に
おいて令和 2 年前期スクーリング講座が開催されま
した。今回は３密を回避するため、受講者は 60人限
定で行いました。 
1 講目：血行促進・皮膚保湿剤ヒルドイドシリーズ

（マルホ株式会社）  
「抗がん剤と皮膚障害」独立行政法人国立病院機構  
四国がんセンター 皮膚科医長 藤山 幹子先生  

2講目：シクレスト舌下錠について 
（Meiji Seikaファルマ株式会社） 

「統合失調症について」医療法人 鶯友会  
牧病院 院長 牧 徳彦先生 

3講目：タリージェ錠について 
（第一三共株式会社） 

「笑顔が彩る糖尿病治療を目指して 
～糖尿病性神経障害性疼痛に留意する意義～」 
愛媛大学総合健康センター教授 古川 慎哉先生 
                （59名参加） 

 

 

 

 

 

 

令和 2 年 10 月 7 日（水）愛媛県薬剤師会館におい
て、愛媛県薬事振興会と愛媛県女性薬剤師会の共催で 

講師として（株）エンカレッジ玉野聖子先生をお迎え
し、Zoomの使い方セミナーを開催しました。 

新型コロナウイルス感染症の広がりの影響で、Zoom
などのテレビ Web 会議ツールを利用したオンライン
会議や講演会が劇的に増えている中、Zoom の必要性
を感じていた薬剤師や事務員の方々が参加しました。
玉野講師の基礎からのわかりやすい講義を受け Zoom
が使えるようになり有意義なセミナーになりました。 

 

 

NO.31 

３密回避、   
アルコール消毒、 
窓を開けての 
講演会風景 

開催・開催中止・延期予定の行事 

R3.3.7 R2年度後期スクーリング講座（薬剤師会館） 
    開催予定 
R2.9.30女薬の集い四国ブロック会 

愛媛県女性薬 65周年記念（開催延期） 
R3.1.17 愛媛県女性薬剤師会祝賀会新年会（開催中止） 

R3.2    愛媛県薬剤師会学術大会（開催中止） 

 

オンライン会議は当たり前？Zoomの使い方セミナー 

2020年度前期スクーリング講座 
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オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に関する研修

会（愛媛県薬剤師会主催）が令和 2 年 11月 28 日（土）

に愛媛県薬剤師会館で開催されました。令和 2 年 4 月よ

り、オンライン診療による緊急避妊の診療が開始され、

薬局におけるオンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤

は、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」で求め

られる研修を受講し厚生労働省に登録した薬剤師のみが

対応できることになっています。「令和元年度オンライン

診療に伴う緊急避妊薬の調剤に関する全国担当者会議」

に参加した二宮治代理事がオンライン診療に伴う緊急避

妊薬の調剤の薬局での対応について、三橋ひろみ副会長

が患者対応等について、縄田県薬専務理事がオンライン

診療ガイドラインの伝達講習を行いました。 

 

 

 

 

 

オンライン診療に伴う緊急避妊薬を調剤する薬剤師に向

けて、矢野産婦人科 院長 矢野浩史先生と福井ウィメン

ズクリニック 院長 福井敬介先生から緊急避妊及び月

経・月経異常・ホルモンの調整機序の講演がありました。 

緊急避妊法（Emergency Contraception:EC）とは避

妊せずに行われた性交または避妊したものの避妊手段が

適切かつ十分でなかった性交 (Unprotacted Sexual 

Intercourse:UPSI)の後に緊急避難的にもちいるもので、

UPSI の 72 時間以内に EC ピル(レボノルゲストレル

1.5m 含有)を 1 錠服用する。目の前で必ず服用してもら

う。UPSI 後 72時間以上経過していた時は速やかに産婦

人科への受診を進める。妊娠の可能性について説明し約

3 週間後に産婦人科を受診する必要性の指導。性暴力被

害者が隠れている可能性に留意して観察し、ワンストッ

プ支援センターなどの情報を提供。などの講演でした。 
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令和 2年度日本薬剤師会有功賞    松長 房子 

令和 2 年 11 月 19 日(木）、愛媛県薬事振興会主催の 

薬事功労者表彰式で次の会員が表彰されました。 

            （於：愛媛県薬剤師会館） 

令和 2年度愛媛県知事表彰（薬事功労）宮崎 純子 

令和 2年度愛媛県薬事振興会会長表彰 宮内 芳子 

 

                                          

令和 2年度に受賞された会員（敬称略） 
オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤 

に関する研修会 

田頭会長 

 

日本女性薬剤師会では 2020 年度からの新規事業

として「医療安全推進委員会」の設置が 11/1 の理事

会において決定し、ワーキンググループ委員に二宮

治代理事が委嘱されました。 

設置の趣旨は 

① 重篤な副作用をいち早く見つけて適切に報告を

行い、副作用被害の予防に貢献すること。 

② 医療事故防止体系について正しく理解し、ヒヤ

リハットや調剤過誤の防止をすること。 

以上の 2 点が主な柱です。 

今後、セミナー等において事例報告などを行ってい

く予定ですのでご協力をお願いいたします。 
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令和 2 年 3月 25日の令和元年度日本薬剤師連盟

定時評議員会において、神谷まさゆき氏が次期参

議院議員選挙の組織内統一候補に決定されまし

た。神谷氏は日本薬剤師連盟の副会長として後援

会活動を開始しました。新型コロナウイルス感染

症が収束しない状況で都道府県訪問活動が困難な

中、8 月 1 日に愛媛県に初来県され、3 密回避の会

場で政治に対する熱い思いを話されました。 

    愛媛の薬剤師と交 

流、最後に次回の 

参議院議員選挙向 

け、若手薬剤師と 

距離はとっても、心

は一つ。「頑張る

ぞ！」コールをして

解散しました。 

日本女性薬剤師会「医療安全推進委員会」新規事業 

 

新型コロナ感染予防
対策のため講師は別
室から Zoomで講義 
 

研修会受講者会場 

 

日本女性薬剤師会の 2020年度からの新規事業「臨床薬

学」がスタートし、ワーキンググループ委員に三橋ひろ

み副会長が委嘱されました。今年度は臨床薬学・婦人科

ファーマシューティカルケア事業として                     

2021.1.10（日）①妊娠と緊急避妊 ②緊急避妊薬の 

流通現状とオンライン診療に伴う調剤の手順 

2021.2.14（日）①緊急避妊薬を巡る最新の話題 

②性感染症予防の重要性  

以上の内容で研修会が開催されます。 

東京会場と ZoomウエビナーLiveオンラインのハイブリ

ッド研修ですので是非ご参加下さい。 

 

表彰式を終えて 

 

宮本理事、宮崎副会長 

田頭会長、渡部名誉会長 

（左から） 

日本女性薬剤師会「臨床薬学」新規事業 

神谷まさゆき氏を囲んで（撮影のため集合） 

神谷まさゆき氏初来県 

三橋ひろみ副会長 二宮治代理事 

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

