
 

令和 4 年 4 月 17 日の理事会の開催時において、

新型コロナウイルス感染再拡大が懸念されており、

第 7 波到来の兆しと警戒されていたため例年 6 月

に開催される愛媛県女性薬剤師会定時総会は書面

表決で行うことに決定しました。 

書面評決書提出期限を 5月 27日とし、総会（6月

5日）において理事 6名で集計を行いました。 

第 1号議案  令和 3年度事業報告       

第 2号議案  令和 3年度収支決算報告     

令和 3年度収支決算監査報告   

第 3号議案  2021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  令和 4年度事業計画案            

第 5号議案  令和 4年度収支予算案         

書面表決書提出者は 67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。 

 

 

愛媛県女性薬剤師会 

       ２０２２年 

        夏 号 

                

ご 挨 拶                            

愛媛県女性薬剤師会 会長 三橋 ひろみ 

                                   

盛夏の候、皆様におかれましては益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。令和 4年度定時総会は書面表決、 

総会後講演会は Web開催とさせていただきました。新型コロナウイルス感染者数は全世界で 5億 6千万人、 

日本で 1000 万人、愛媛県で 5 万人を超え、感染症対策が常識となり、日常生活の楽しみ方も変化してきた事と

思います。Web研修会が今後も予想されますが、愛媛県女性薬剤師会は生涯薬剤師としての知識を深め、地域医

療に貢献していくと共に、お互いを応援し、励まし合う会でありたいと思っています。 

今後共、皆様のより一層のご助言、ご協力とご支援を、心よりお願い申し上げます。 

 

 

  

 

 

 

2022年度県女性薬剤師会定時総会 
 

令和 4年 3月 13日（日曜日）に愛媛県薬剤師会か

ら ZOOM ウェビナーで令和 3 年度後期スクーリング

講座が開催されました。（参加者 45名） 

第 1項 A「SASのトータルサポートについて」 

帝人ヘルスケア株式会社 大谷伸治様 

第１講 B「隠れた合併症・併存疾患から糖尿病の 

治療・指導を見直そう」 

愛媛大学総合健康センター教授 古川慎哉先生 

 

 

 

 

 

 

 

第 2講 A「不眠症治療薬『デエビゴ錠』について」 

エーザイ株式会社 吉岡愛梨様 

第 2講 B「不眠症治療 －基本から実践まで－」 

松山赤十字病院精神科心療内科部長 永井美緒先生 

第 3講 A「ミニリンメルト OD錠 50μg/25μg」 

キッセイ薬品工業株式会社 笹井智貴様 

第 3講 B「排尿障害とは？」  

済生会松山病院 泌尿器科透析センター長  

横山雅好先生 
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2021年度後期スクーリング講座 

 

県女薬定時総会後に例年開催している講演会は令

和 4 年 6 月 5 日に ZOOM ウェビナーにて開催されま

した。（参加者 24名） 

演題 「COVID-19の現状とその検査について」   

            講師 大塚製薬株式会社

診 断 事 業 部 企 画 部   

田添 亜希子 先生 

 

定時総会後の講演会 

←県薬剤師会館に新設された 
情報センター室から初めて発信 

会場で講演の古川慎哉先生

宇 

リモートで講演の永井美緒先生 

リモートで講演の
横山雅好先生 



 

2022年度日本女性薬剤師会社員総会（令和 4年 6

月 12日開催）において受賞者の発表がありました。 

   埼玉県 細沼 千恵子 先生 

   愛媛県 田頭 和惠 先生 

   熊本県 米田 喜美子 先生 

以上 3名の先生が受賞されました。 

県女薬より田頭和恵名誉会長が受賞されました、 

おめでとうございます。今後益々のご活躍を祈念致

します。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神谷まさゆき氏を囲んで 

右より古川県薬会長。 

神谷まさゆき氏、 

庄野理事、 

田中松山薬会長、 

田頭県女薬名誉会長 

 

 

令和 3年 6月 20日（日）、JPLフォーラム 2021（女

性薬剤師フォーラム）がウェブ会議にて開催されま

した。山本日薬連盟会長の開会挨拶で始まり、近藤

由利子日女薬会長挨拶、藤井基之参議院議員の国会

報告、神谷まさゆき日薬連盟副会長の挨拶、次に本

田顕子参議院議員と神谷まさゆき日薬連盟副会長

の対談が行われました。その後、「フリートーク（女

子会の時間）」としてグループごとのディスカッシ

ョンの後、その内容の発表を行いました。最後に、

参加者全員のコールと橋本常任総務の閉会挨拶で

会議は終了しました。愛媛から庄野由桂理事が参加

しました。 尚、令和３年７月 14日（水）に、自

民党の今年（2022年）夏の第 26回参議院議員選挙

の第一次公認として、候補者が発表され、神谷まさ

ゆき副会長が全国比例代表候補者として自民党よ

り公認されました。 

 

 

 

昨年、新型コロナの影響で開催できなかった第 18

回学術大会ですが、今年度は会員の学術発表はありま

せんでしたが、特別講演が Zoom ウェビナーで開催さ

れ、令和 4年 2月 27日に愛媛県薬剤師会学術大会 ～

地域社会に貢献する薬剤師をめざして～輝け未来の

薬業界」～薬薬連携と多職種連携～ と題して 

日本薬剤師連盟副会長 

神谷まさゆき氏の講演

がありました。        

              

  

 

令和 4 年 9 月 4 日（日） 講演開始 13 時 

AI 活用で自然災害に強い日本へ 

～すべてはつながる命のためへの行動変容～ 

会場：フロントプレイス日本橋 10F 

クオールアカデミー研修センター（ハイブリッド開催） 

１．最近の医薬行政（仮）  

２．AI で防災・減災に取り組めるか（仮）  

３． 災害の現場から 医療チームとしてのこれまで

の経験と今後（仮） 

事前申し込みが必要です。日女薬ホームページを

ご覧ください。申し込み期限は 8 月 24 日（水） 

★日女薬カレントニューズが隔月配信されていま

す。県女薬会員は日女薬会員ページよりご覧になれ

ますのでぜひご覧ください。 

 

第 18 回愛媛県薬剤師会学術大会 
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🌺入会申し込みをお待ちしています🌺 

2022年度日本女性薬剤師会学術講演会 

JPLフォーラム 2021 2022 年度（一社）日本女性薬剤師会 

功労賞受賞者 

 

 

R4.9.4：2022 年度日本女性薬剤師会学術講演会（東京） 

R4.9.11：令和 4 年度前期スクーリング講座（県薬会館） 

R4.10.2：くすりと薬草展、市民公開講座（松山大学） 

R4.10.12：日女薬四国ブロック会（高知県 web 開催） 

R4.11.17：愛媛県薬事衛生推進大会 

R5.1.22：愛媛県女性薬剤師会祝賀会・新年会（予定） 

R5.2.19；第 19 回愛媛県薬剤師会学術大会（県薬会館） 

R5.3.5：令和 4 年度後期スクーリング講座（県薬会館） 

 

 

令和 4 年 7 月 10 日の第 26 回参議院議員通常選挙

において神谷まさゆき氏が初当選されました。 

 長年薬剤師の代表としてご活躍され 

た藤井もとゆき先生のご勇退の跡を引き 

継ぐべく神谷まさゆき氏が立候補され 

当選されました。私たちの代表として 

今後ご活躍されることを期待しております。 

 

令和 4 年度後半の行事予定 

参加者全員の集合写真 

 

右：本田顕子氏  

中央：神谷まさゆき氏 

薬連ホームページより 

神谷まさゆき氏初当選！ 

神谷まさゆき氏を囲んで 

 

右より古川県薬会長 

神谷まさゆき氏 

庄野理事 

田中松山薬会長 

田頭県女薬名誉会長 

 

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

