
 
 
 
 
 

 
 ご挨拶 

 
                              会長 渡部 シゲ子 

 

７月 12 日開催の愛媛県女性薬剤師総会において、引き続き会長を務めさせていただくことになりました。皆

様のご協力、ご指導で徐々に活動が広がっていることに感謝申し上げます。 

少子高齢化が進む中、健康寿命を更に伸ばすための対策が求められています。その中で、気軽に身近な健康管

理を相談できる、かかりつけ薬局（かかりつけ薬剤師）の推進が挙げられています。かかりつけ薬剤師は、女性

薬剤師が存在感を大きく示すことにもつながると思います。 

誰もが活躍できる一億総活躍社会の実現に向け、政府を挙げて取り組んでいます。女性薬剤師もそれぞれの分

野で、その役割を十分発揮できるように、女性薬活動が役立てばと願っています。 

今後も一層のご協力をお願い申し上げます。  
 

 
 
 
 
 
 
キャンパスプラザ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 27 年 7 月 12 日（日）にいよてつ会館（松山

市）で、平成 27 年度総会・講演会を開催しました。 
 愛媛県女性薬剤師会は、本年度で創立 60 周年を迎

えました。これを記念して早期から本会の中心として

活動してこられた 5 人の方々に感謝状が贈呈されま

した。 
 
総会：平成２６年度事業報告、収支決算報告 

平成２７年度事業計画、収支予算 
役員改選 
愛媛県女性薬剤師会会長感謝状贈呈 

芝 礼子  様  渡部 静子 様 
河本 ミツエ 様 松長 房子 様 
矢野 真守身 様 

特別講演Ⅰ 
『抗ヒスタミン薬の様々な特徴について』 

    田辺三菱製薬株式会社 様 
特別講演Ⅱ：愛媛県女性薬剤師会創立 60 周年記念講演 

『臨床試験（治験）の現在と将来 
            ―地域と世界― 』 

     愛媛大学大学院 薬物療法・神経内科 
教授 野元 正弘 先生 
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平成 27 年度愛媛県女性薬剤師会総会・講演会 

 

 

2015 年 日本女性薬剤師会学術講演会 
    平成 27 年 6 月 28 日(日) 
    国際ファッションセンター(墨田区) 
『医療ビッグデータと患者参加型の薬物治療』 
 
愛媛県から 4 名が参加し、 
田頭副会長が『愛媛県に 
おける女性薬剤師の実態 
とその支援について』と 
題してポスター発表を行 
いました。 

感謝状受賞者を囲んで 
 

平成 27・28 年度愛媛県女性薬剤師会理事 

 平成 27 年度総会において、新役員が承認されま

した。2 年間よろしくお願いします。 
 
会 長 渡部 シゲ子 

副会長 田頭 和惠、運勢 知子、宮崎 純子 

理 事 増本 秀子、石藏 福代、上西 智和子 
木本 仁美、橋本 裕子、三橋 ひろみ 
宮内 五十鈴、山田 俊乃、庄野 由桂 
松田 恵理、井手 多津枝、上田 千秋 
二宮 治代、三浦 理恵、秦野 真澄 
西原 伸江、二宮 順子 

監 事 永山 登紀子、高見 育子 
 
名誉会長 髙橋 稔 

顧  問 芝 礼子 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【日時】平成 27 年 9 月 27 日（日）   【会場】京都市下京区西洞院通塩小路下ル  キャンパスプラザ京都 
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～ 
第 1 部：地域包括ケアでの多職種連携          第２部：在宅における安全安心な薬物療法（実技実習） 

（症例ごとの薬剤師の役割）             ～あなたも明日から在宅ができる薬剤師になれる 
 講演１『地域包括ケアシステム～薬局』         実技Ａ：簡易懸濁法とクリンベンチでの調剤 
      山本保健薬局 社長 山本新一郎先生     実技Ｂ：中心静脈栄養法と経腸栄養法 
 講演２『認知症の医療とケア            

～地域ケアの取り組みから』        交流会：平成 27 年 9 月 26 日（土）18 時～ 新都ホテル 
      京都桂病院 精神科部長 岸 信之先生 
 講演３『在宅医療における嚥下障害と誤嚥性肺炎 
      ～高齢者の嚥下・栄養に関する地域包括 
      ケアについての研究調査から～』 

京都府立医科大学大学院  
在宅チーム医療推進学教授 山脇正永先生 

 講演４『がん化学療法を受けられている患者さん 
       サポーティブケア』 
      同志社女子大学 薬学部             愛媛県からは 10 名が参加しました。 
        特任教授 阿南節子先生           平成 28 年度は青森県で開催される予定です。 

 

日本女性薬剤師会 第 13 回移動セミナーin 京都 

特別公開講座 薬剤師継続学習通信教育講座平成 27 年度前期スクーリング講座 
【日時】平成 27 年 9 月 6 日（日）10：00～16：30   【場所】愛媛県薬剤師会館 3Ｆ  

第１項Ａ：『リウマチ治療におけるヒュミラとケアラムの位置づけ』      エーザイ(株) 般若恭一 先生 
   Ｂ：『膠原病の診断・治療』   松山赤十字病院リウマチ膠原病センター 副部長 押領司 健介 先生 
第２項Ａ：『持続性選択的ＤＰＰ４阻害剤ザファテック錠について』   武田薬品工業(株)  成尾英明 先生 
   Ｂ：『高血圧～不整脈と脳塞栓症の関連性～』  医療法人和昌会 貞本病院 副院長 本田 俊雄 先生 
第３項Ａ：『アトモキセチン～非中枢性神経刺激薬としての役割～』   日本イーライリリー(株)平岡正和先生 
   Ｂ：『臨床現場で遭遇する発達障害児・者』  

愛媛大学大学院医学系研究科 精神神経医学講座 河邉 憲太郎 先生 
 

 
 
 
 
 

 
押領司 健介 先生         本田 俊雄 先生        河邉 憲太郎 先生 

女性薬剤師の復職支援への取り組み 
 

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 

愛媛県薬剤師会では、愛媛県女性薬剤師会と協力して「地域

医療介護総合確保基金」補助を活用した女性薬剤師の復職支援

に取り組んでいます。 
その一環として、初めての復職支援研修会が開催されました。 

『平成 27 年度女性薬剤師の復職支援研修』 
 復職支援講座Ａ（集合・座学研修） 

日時：平成 27 年 9 月 10 日(木)13：00～16：30 
場所：愛媛県薬剤師会館 
復職支援登録者：１５名    研修参加者：９名 
概要：講演１：保険調剤の理解のために 

講演２：薬局薬剤師の今 
講演３：接遇とコミュニケーションスキル 

 復職支援講座Ｂ（実務実習） 
  講座Ａ受講後 5 名が、協力薬局において実務実習中です。 
  
女性薬剤師会では、仲間である女性薬剤師が地域で一層活躍

することを目指して、実態調査や支援事業に積極的に参加して

います。 

   

平成 28 年愛媛県女性薬剤師会新年会・祝賀

会を下記のとおり開催する予定です。 
多くの方々のご参加をお待ちしています。 

【日時】平成 28 年 1 月 24 日(日)11：30 から 
            （受付 11：00 から） 
【場所】いよてつ会館 
     松山市大街道 3 丁目 1－1 

平成 28 年新年会・祝賀会等のお知らせ 

※平成 27 年度後期スクーリング講座開催予定 
日程：平成 28 年 3 月 6 日（日） 
場所：愛媛県薬剤師会館 


