
 

日時：令和元年６月９日（日）場所：いよてつ会館（松山市） 

総会では、平成 30 年度事業・決算・監査報告、令和元年度事業

計画案・予算案が承認され、任期満了に伴う役員改正案が承認さ

れました。（出席 29 名、委任状 41 名）（右記に新役員名簿記載） 

昼食懇談会終了後、下記の講演会が開催されました。 

【講演】｢妊娠中絶の現状と経口避妊薬（EC・OC）について 

講師：富士製薬工業株式会社 前畑 範之先生 

【特別講演】「性暴力被害者支援と薬剤師～生き生きと暮らす 

社会づくりに向けてできること～」 

講師：愛媛県男女共同参画 

センター館長 竹本道代先生 

 

被害が疑われる人に 

｢えひめ性暴力被害者支援セン

ター｣の相談窓口の情報提供を

しましょう。（出席者 43 名） 

 

 

愛媛県女性薬剤師会 

       ２０１９年 

        秋 号 

        

ご挨拶                             

愛媛県女性薬剤師会 会長 田頭和恵  

                                      

「人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ」令和の御代がスタートし、この秋の、「即位礼正殿の儀」「祝

賀御列の儀」など代替わり関連行事にその歴史の深さを感じているところです。 

さて、令和元年６月の定時総会におきまして、引き続き会長の任を賜りました。微力ではございますが、昭和 30

年に設立され来年には 65 周年を迎える歴史ある女性の専門職集団「愛媛県女性薬剤師会」のかじ取り役として、「不

易流行」「優しい」をモットーに第 2 期を務めて参りますので、引き続き皆様のご指導ご協力をよろしくお願いしま

す。改正「薬機法」「薬剤師法」のもと薬剤師の活動の中心に「患者の利益」を置き、薬物療法を最新で的確な知識と

技術を生かして遂行することが益々求められます。これまで日本女性薬剤師会が取り上げてきた緊急避妊薬において

も、オンライン診療により処方せんを持参した女性の個人情報取り扱い、薬剤師の目前での服用、産婦人科医との連

携や情報共有等々の具体的な体制整備の推進が求められています。生涯薬剤師でいることをかみしめ、7 月の参議院

選挙で見事に初当選を果たされた本田顕子先生には、法改正の場である国政での更なるご活躍をご期待申し上げます。 

 

 

 

 

  

 

 

 

愛媛県女性薬剤師会役員名簿（令和元・２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 総務 

理 事 石藏 福代 松山 会計 

〃 上西 智和子 松山 総務 

〃 大野由美子  松山 学術 

〃 荻山 治美  松山 総務 

〃 木本 仁美 松山 学術 

〃 西原 伸江 松山 総務 

〃 二宮 順子 松山 広報 

〃 橋本 裕子 松山 総務 

〃 増本 秀子 松山 総務 

〃 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 

〃 杉本  瑠璃  ※ 大洲・八幡浜 広報 

〃 上田 千秋 宇和島 学術 

〃 二宮 治代 宇和島 広報 

〃 新田 祐子  ※ 愛媛県 会計 

〃 大野智也佳  愛媛県 広報 

〃 宮本 紫織  ※ 愛媛県 総務 

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 

 

社会で支える成育医療 

－その小さな手に握りしめられた 

｢生きる力｣をしっかりと受け止めて 

日時：令和元年 6 月 23 日（日） 

場所：国際ファッションセンター  

平成 30 年 12 月に「成育医療等基 

本法」が成立しました。医療的ケア 

を必要とする小児その家族への支援 

について、成育医療の現状と社会的な課題、セカンドキャリア

として支援に携わる経験、また、薬剤師として妊産婦を含めた

かかわり方について講演がありました。 

 

平成 30 年 12 月に「成育医療等基本法」が成立しました。医療

的ケアを必要とする小児その家族への支援について、成育医療

 
NO.２９ 

2019年度日本女性薬剤師会学術講演会 

2019年度県女性薬剤師会定時総会および講演会 

愛媛より参加４名 
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R2. 1.19：愛媛県女性薬剤師会祝賀会･新年会 

（国際ホテル松山） 
R2. 2.16：第 17 回愛媛県薬剤師会学術大会 

（愛媛県薬剤師会館） 

R2. 3. 1 ：令和元年度後期スクーリング講座 
（愛媛県薬剤師会館） 

 

令和元年 9月 1日（日）、愛媛県薬剤師会館にて開催。 
第１講目：診療ガイドラインから考える逆流性食道炎 

診断・治療戦略 
愛媛大学 地域消化器免疫医療学准教授 

            竹下 英次 先生 
第２講目：腰痛に関する最新の話題－神経障害性疼痛・

病態と治療の再考－ 
富山大学大学院 整形外科・運動器病学教授     

                 川口 善治 先生 
第３講目：肝硬変の診断と治療について 

住友別子病院 消化器内科肝臓病センター長     
萩原 宏明 先生 

以上の内容、講師陣で実施され 78名が受講しました。 

 

 

去る 10 月 6 日、市立宇和島病院北棟講堂にて、第

10 回宇和島薬剤師会学術大会を開催しました。午前

中は宇和島出身の中川雅文先生による「耳から認知

機能を守る。～人生 100 年時代、ピンピンコロリの

ための耳養生のヒケツ～」というテーマで市民公開

講座を開催し、多くの方が来場しました。 

午後からの口頭発表は薬剤師だけではなく地域医

療に携わる多職種や将来薬剤師を目指している高校

生からの研究発表もあり、とても充実した一日とな

りました。          （理事 上田千秋） 

 

第 10 回宇和島薬剤師会学術大会報告 

 

 

 

令和初めての移動セミナーが 10 月 27 日に茨城県水戸

市で開催されました。｢健康長寿をめざして－薬剤師がで

きること－｣をテーマに講演会が行なわれ、その中で興味

深い話は、｢科学的根拠から歩くことは足し算と考えて良

い｣ということ、すなわち 20 分連続して歩いても 20 分

コマ切れに歩いても運動の効果は同じということでし

た。これなら皆さんも、気軽に運動ができますね。私の

筋トレは１日数分のフラレッスンです。 

 セミナー前日のエクスカーションでは｢偕楽園｣｢弘道

館｣を観光しましたが、台風 15 号、19 号そして 10 月 25

日の大雨とその爪痕も処々に見受けられました。 

 交流会はなんと！今年の茨城国体で天皇陛下がお泊り

になったホテルであり、ピアノ、フルート、クラリネッ

トの演奏の中での会食はまるで宮中晩餐会を思わせるほ

ど素敵なひとときでした。また、参議院議員本田顕子先

生のご出席で一段と華やかな会となりました。最後に｢花

は咲く｣を全員で合唱しましたが、胸が熱くなる感情は私

だけではなかったと思います。 

 

 

 

 

 

  

 

 

今回初めての参加で、女性薬剤師会のパワーを感じ、

またこの一員であることを嬉しく思いました。ぜひ、た

くさんの方が参加されることを希望します。 

茨城県女性薬剤師会の先生方の温かい心配りに感謝い

たします。        こみなと薬局 渡邉裕美子 

 

 

 

平成 30年度日本薬剤師会有功賞（31年 2月）          

新田佳代子 赤坂晃子 稲本美和子 上木穆子 

令和元年度愛媛県知事表彰（薬事功労） 運勢知子 

令和元年度愛媛県学校保健会学校保健功労者表彰  

矢野眞守身 

令和元年度愛媛県薬事振興会会長表彰        

上田千秋 長富啓子 柴田幸子 

平成 30年度愛媛県薬剤師会表彰（31年 2月）   

宮内五十鈴 重松薫子 住田礼  

 

令和元年受賞された会員（敬称略） 

令和元年度後半の行事予定 

近藤日女薬会長、 
藤井もとゆき先生 
本田あきこ先生 
本多茨城県女薬会長 
と愛媛県参加者 

愛媛県薬事振興会

祝賀会 R１．11．7 

 

 

令和元年度前期スクーリング特別公開講座 

第 17回日女薬全国移動セミナー 

           in茨城に参加して 

中川先生の講演 骨密度測定 

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

