日本女性薬剤師会 薬剤師生涯学習センター
薬剤師認定制度認証機構のプロバイダーとしてG-16の認定を
得て2年になろうとしています。
薬剤師生涯教育の支援として活動し、30名の認定薬剤師を
輩出することができました。（平成26年12月1日現在）
その内訳は、新規申請者14名、更新者16名です。所属県は
次のようになっています。(表1参照)

G16の特徴の一つである論文の書ける薬剤師の育成の一環
として、通信講座受講生が、通信講座の項目の中で、興味を
持ったこと或いは疑問に思ったことを【目的】【方法】【結
果】および【考察】にまとめて、投稿することにより2単位
が履修できるシステムを継続しています。平成25年度は投稿
者40名で、103件の論文がありました。

評価
A: 90点
C:70点

!!
今年もみんなで認定薬剤師になろう！！
男女を問わず薬剤師としての自己研鑚への支援として最新の専門
的な譲歩をわかりやすく解説し、科学的な考え方を学ぶことができ

シリーズ１
基礎から学ぶ
薬物動態学
学習スケジュール
平成２７年 ４月

シリーズ２
セルフメディケーション推進の為に
伝えよう！薬の常識・非常識

シリーズ３
もう一度
剤形を学ぼう

４月開講 １ 年 間 に ８ 冊 を 学 習 ※ 発 送 月 は 目 安 で す

高血圧 / 危険因子と生活習慣

５月

発達障害 / 薬にできること・できないこと

６月

危険ドラックとドーピング /2020 東京オリンピックまでに知っておこう

７月

膠原病 / 早期発見・早期治療

１０月 頭痛 / 治療と予防と生活改善
１１月 膀胱炎 / おしっこの悩み 我慢は禁物
１２月 口腔・歯 / 生きることは食べること
平成２８年 １月 皮膚炎（帯状疱疹など感染症を含む）/ 原因と体質を考えよう

女性薬剤師は我が国の薬剤師人口の 6 割強を占めている。
日本女性薬剤師会は、生活・環境保全、少子・高齢社会の医療、
福祉を担うなど、豊かな医療の担い手となるために、国民の皆様
に「医薬品のあるところに女性薬剤師あり」という、目に見える
行動をする女性薬剤師を世に輩出していくこと。女性薬剤師経営
者を創成に支援していきたい。医療政策の場への参画すなわち女
性を生かす社会にと働きかけを続ける。経済の活性化への寄与を
目指すなど、女性薬剤師指導者の育成をここに宣言する。

男女共同参画推進宣言
1. 女性薬剤師が活躍できる場への積極的働きかけと参加実現、施策立
案等の提言はもとより、意思決定の場にいる女性薬剤師を支援する。
起業など新たな分野の活動にチャレンジする女性薬剤師をを支援する。
2.「一生続けて働ける社会」をキーワードにして働く環境調査、自ら
が希望する仕事と生活の調和ができる社会の実現を推進する。
3. 昇進の平等性を確保するために社会制度や慣行の見直し、男・女の
意識革命の普及、実態調査を実施し、関係団体・関係機関に提言し改
善に努める。
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研修活動の充実や様々な支援はも
とより、とりわけ女性薬剤師の健
康支援、仕事と家庭の両立の支援
が重要と考えています。女性薬剤
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学術講演会 - 医療ビッグデータと薬剤師の将来像 最近の医療行政について
厚生労働省大臣官房審議官

成田

昌稔先生

医療ビッグデータの利活用〜その現状と将来
京都大学大学院医学研究科社会健康医学系 教授 中山 健夫先生
薬剤師の職能将来像に期待すること
厚生労働省国立保健医療科学院疫学部
脅威の感染症と戦う戦士たち

ランチョン
セミナー

る薬剤師継続学習通信教育講座 ( 旧診療ガイドライン通信教育講
座 ) を開講します。会員の皆様が、参加しやすく、学習しやすい上、
多くの単位を毎年取得できる魅力ある講座となっています。

女性薬剤師活躍推進宣言
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[ 目的 ]
女性の社会進出を促す社会の趨勢の中で女性薬剤師の置かれている実態を
調査することで、女性薬剤師がより意欲的に職責を全うできるよう、日本女
性薬剤師会が実施してきた事業の確認と、より効果的に支援する方向性を得
るため女性薬剤師の置かれている現況についてアンケート調査を行った。
[ 考察 ]
回答者の約 70％が既婚者であり、
｢仕事と家庭の両立｣が一番大きな課題と言え
る。意欲は高いのに止む無く非正規雇用の就業の割合が増していることは、
少子高齢化における女性の家庭での役割が介護を含め一段と重くなってきて
いることの表れである。今回の調査で明らかになったように性別による役割
分担の社会構造は変わっていない。周囲とのバランスをとりながら薬剤師と
して懸命に道を探る女性薬剤師の拠り所となれるよう、そして有用な人材を
育成して社会に貢献できる組織でありたいと願い、日本女性薬剤師会は事業
を展開しているが、更に内容を充実させて行かねばならない。
専門職としての能力不安の解消、能力を維持する為の支援は日本女性薬剤師
会が今まで行ってきた薬剤師継続学習通信教育講座（平成 25 年度より名称
変更：旧診療ガイドライン・薬剤コース）や学術講演会、移動セミナー開催
は継続していく必要があると思う。将来の薬剤師認定制度を見据えての日本
女性薬剤師会薬剤師生涯学習センターによる認定薬剤師登録も他機関に比し
て女性薬剤師に見合ったものが制定されている。これを全国に広めて女性薬
剤師の自己啓発、個々のレベルアップに繋げる有用なツールであることを確
認できた。
女性が再就職する際、認定薬剤師を採用条件に加味するよう、日本女性薬
剤師会として、アクションを起こしていくことの必要性がある。また専門薬
剤師取得に関しても、認定薬剤師が基本であることを明確にしていかなけれ
ばならない。
気持ちよく働ける環境は企業にとっても実績が伸びるというデーターが既
に出ている。労働基準法を前提に就業規則の整備及びダイバシテイについて
社会的感覚も高めていかねばならない。男性も共に手を取り合って学びあわ
ねばならない。
日本女性薬剤師会は未加入女性薬剤師も組織として保護し、未就業者には
研修の場を提供する。薬剤師会全体の活力アップのため、正規・非正規、就
業・未就業を問わず女性薬剤師が互いに協力し情報を共有することで更なる
可能性が生まれるのではないか。各県女性薬剤師（部）会への加入率も増加
する事が期待できるのではと思う。女性薬剤師全体を支援していく事が日本
女性薬剤師会の役割と言える。

講
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一般社団法人 日本女性薬剤師会アンケート調査と考察 (2014 年 5 月）

あいさつ

研修センター設立当時から、当
会は日本薬剤師研修センターの
協力機関として認定薬剤師輩
出の他、理事・評議員への参
画を果たして参りました。
その貢献に対して感謝状を授与
されました。

部長

今井

博久

先生

国境なき医師団

バイエル薬品株式会社
ルーム１ 演題未定
東京歯科大学 市川総合病院 産婦人科 高松 潔 先生
ルーム２ 演題未定
展示

未定株式会社
未定 先生

ポスターで広げよう女性薬剤師会のネットワーク

日時：平成２７年６月２８日 ( 日 )10：00 〜 16：25
参加費：7,000 円 薬学生無料 ( 要学生証・テキスト代別途 1,500 円 )
会場：国際ファッションセンター (KFC ビル )3F 東京都墨田区横綱 1-6-1
対象：全国の薬剤師・薬学生 取得単位 : 日本女性薬剤師会認定単位 (G16)4 単位
主催：一般財団法人日本女性薬剤師会 後援：一般社団法人日本病院薬剤師会
申込方法 : 会員・各県女役まで 非会員 : 当会事務局まで 03-3621-0489

平成２５年度功労賞受賞者
小縣悦子先生（56歳）東京都
平成 14 年入会し、現在東京都女性薬剤師会副会長、
日本女性薬剤師会副会長を務めている。薬学部卒業後、
東邦大学付属大森病院薬剤部を経て、（財）献血供給
事業財団東京臍帯血バンクに入職。採血運動、移植運
動に力を注ぎ、日女薬においても研修会で人命の尊さ
を訴え、チラシ、口頭等で臓器移植の重要性を説き、
日女薬会員並びに日薬会員に大きい感動を与えた。日
女薬・東京都女薬の学術部長を兼務し、幅広い人脈と
学識経験をもって企画運営を実践し、実力を評価され
ている。平成 24 年 12 月に薬剤師認定制度認証機構の
プロバイダー認証（G16）を取得した際には、独自識
見と学術知識及び熱意をもって折衝にあたり、会長を
補佐し認められるに至った功績は大である。薬剤師継
続学習通信教育講座についても推進力を発揮、企画運
営の中心的役割を果たしており、会への貢献度は大で、
特筆に値する。平成 25 年 4 月から、公益社団法人日
本薬剤師研修センター理事に就任している。

吉原

忍先生（68歳）北海道

昭和 43 年入会し、昭和 57 年より現在に至るまで北海
道女性薬剤師会理事を務めている。北海道女性薬剤師
会は、平成 13 年に存続の危機に瀕したが、他の理事
と協力して会の立て直しに奔走・尽力した。平成 17
年より財務担当理事として、会計方式を現在の簿記会
計上公正な方式に改革し、会運営安定化基金の創設等、
会の財務を盤石な体制に作り上げた。
13 年間保険薬剤師として活動後、26 年間病院に勤務
し薬局長として後進の育成にあたった。その後保険薬
局で活動し、薬局・病院双方の経験を活かし、フィジ
カルアセスメント実習研修等、生涯教育への数々の提
案・サポートを行い、研修体制確立に寄与した。広い
人脈をもとに、北海道女性薬剤師連盟における病院薬
剤師と薬局薬剤師の活動連携に貢献し、女性薬剤師の
発言力の向上に寄与した。

黒澤

忍先生（72歳）茨城県

昭和 48 年入会し、平成 12 年より 14 年間茨城県女性
薬剤師会副会長を歴任した。その間会長を補佐し、年
2 〜 3 会開催の茨城県女薬剤師会認定研修会の企画・
立案・運営等を担当し、会員の生涯教育に努めている。
平成 25 年の関東ブロック研修会では、開催県実行委
員会の中心的役割を果たし、研修会を成功させた。人
望が厚く、女性薬剤師の相談役として得難い存在であ
る。年 1 回発行の茨城県女性薬剤師会新聞「のいばら」
の編集責任者として長年携わり、会の広報活動に貢献
している。日本女性薬剤師会学術講演会・移動セミ
ナー・関東ブロック研修会及び日本薬剤師会学術大会、
茨城県薬剤師会学術大会へも積極的に参加して研鑽を
積み、茨城県女性薬剤師会の研修活動に貢献している。
一般市民を対象の講演会で、医薬品の安全性・適正使
用についての講演を 20 年間継続し、薬剤師としての
社会的貢献も大である。

平成

26 活動報告
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東海
ブロック

当ブロックは本来、愛知・三重・岐阜・静岡の４県で構成される筈
であるが、岐阜・三重は解散状況で、両県の有志は県外会員として
愛知県に所属している。静岡県は大石会長が再構築に鋭意奔走して
いられる状況である。
従ってブロック活動は愛知県が主となり、３県会員に参加してい
ただく形となっている。
会員数は約６００名、研修会には毎回２００名前後の参加があり、
内２割ほどは病薬・男性県薬会員の参加を得て、質疑応答が活発化
している。 準備にはかなりのエネルギーが要るが、スタッフ一同
この活動に意気を感じ弛まぬ努力を惜しまない。
生涯研修として学術講演会を年４回シリーズ、ブロック研修会1
回（3月8日開催予定）
薬剤師継続学習通信教育講座スクーリング（2月22日開催予定）を
原則としている。

平成２６年度活動実績
1）学術講演会
テーマ「女性のライフステージに合わせた健康づくり〜薬剤師からの発信〜」
４回シリーズ
５/１８ , ７/６ , ９/７ , １１/９
2）市民公開講座
「上手に使っていますか？ サプリメント！！」 11 / 8 SMBC栄パーク
3）臨床漢方薬理研究会（京都府女性薬剤師会主催）９/ 15
７名参加
4）県薬への協力：理事２名、監事1名、代議員 8名
各委員会活動に会員参加
5）愛知県男女共同参画事業に協力
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九州
ブロック
（佐賀県）

平成２６年度活動実績/災害研修会
9月6日、佐賀県薬剤師会で女性薬部会と総務部会の協働で「災害時研修会」
を開催しました。
①「大雨警報発令時を想定して、薬剤師会組織としての対応」
②「ライフラインが遮断した時の行動シミュレーションと応急調剤」
③「薬局で準備しておく必需品と便利用品の紹介」の3部構成でしました。
１部では災害時における情報の伝達を実際災害用電話を用い
て、各地域の被害状況を薬剤師会事務局に伝言ゲーム形式で
収集し、対策本部立ち上げの宣言と情報掌握の指示をまた伝
令します。2部では急な暗闇を設定し、ライフラインが途絶え
た状況の中、模擬薬局において応急調剤を行いました。3部は
薬局で備えておくべき便利備品と日常使っているもので災害
時における活用の例を紹介しました。地区別に班編成を行い、
各地区の医療施設や交通網事情等を確認しました。

災害を想定した訓練で日本女性薬剤師会「災害時対応マニュアル」を実際活用
するには先ず、やってみる事です。マニュアルに掲載されている災害時ダイヤル
の活用法の紹介もできました。非常口の電気が見えなかった事やＬＥＤ電気の効
果は調剤においても有効な照明であった事が改めて気付かされました。

第13回日本女性薬剤師会移動セミナーin京都
日時： 平成 27 年 9 月 26 日（土）エクスカーション交流会
18：00 〜 20：00（会場 : 新都ホテル）
平成 27 年 9 月 27 日（日）第１３回移動セミナー
9：30 〜 16：00
（会場：キャンパスプラザ京都
京都市下京区西洞院通塩小路下ル）

第１部 地域包括ケアでの多職種連携（症例ごとの薬剤師の役割）
講演 1 「認知症の医療とケア〜地域ケアの取り組みから（仮題）」
講演 2 「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〜

講演 3 「がん治療における薬剤師への期待」
講演 4 「がんのサポーティブケア」

テーマ： 保健・医療・福祉の架け橋になろう、そして在宅医療・ 第 2 部 在宅における実技学習 ( 候補内容は検討中 )

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〜
サブテーマ：「ジャンプ！理論から実践へ」

第 12 回 移 動 セ ミ ナ ー

2014 Report

・患者介助の基本と注意事項・嚥下障害患者への服薬指導
・褥瘡の予防と治療・がん患者の副作用対策
・在宅での栄養支援

女性薬剤師会

★★★★★★★★★★★★★★★

ヴァンテアンで出航

第１２回日本女性薬剤師会
移動セミナーが11月２，３日に
開催された。2日にはエクスカー
ションとしてヴァンテイン号で
竹芝桟橋を出航、約2時間半のデ
ィナークルーズに250人以上が参
加した。近藤会長の挨拶で「前
会長の秋島ミヨさんから女性薬剤師会を受け継いで早いもので
10年が経ち、全国の皆様の力を借りてすばらしい女性薬剤師の
組織となりました。この移動セミナーに消費者庁・坂東久美子
長官から時流に乗って女性の力を発揮して、日本の社会を動か
してください。女性薬の出番ですよという言葉を寄せていただ
きました。薬剤師が1本になるにはご参集の皆様の理解が必要。
日薬の力があればそれくらいはできるはず。（船内拍手）ボラ
ンティア精神は先代秋島ミヨ会長の伝承でもあります。」と歓
迎の挨拶をした。続いて、来賓挨拶が成田昌稔氏（厚生労働大
臣官房審議官）、石井甲一氏（日本薬剤師会副会長）、北田光
一氏（日本病院薬剤師会会長）、から寄せられた。村山純一郎
氏（昭和大学病院薬剤部長、昭和大学薬学
部教授）による乾杯の発声で開幕。船内で
はバンドMRGOODIESがポール・アンカやニー
ル・セダカなどのオールディーズを演奏。
業界の超有名人がボーカリストを務めた。
藤井基之参議院議員、日本薬剤師連盟・岩
本研幹事長の挨拶などを経て21時過ぎにレ
インボーブリッジを再度くぐり抜け着岸し
た。（薬事新報 No.2866(2014)）抜粋
セミナー開催にあたって（要旨集抜粋）消費者庁長官 坂東久美子
日本女性薬剤師会は1966年設立以来、女性薬剤師のレベルアッ
プや地位向上、働きやすい環境の整備のため、研修事業や調査研究

Move seminars

第１２回移動セミナープログラム
基調講演：幸せに過ごせる街づくりを市民と共に
〜南砺市と南砺市民病院での地域包括医療・ケア構築への取り組み〜
南砺市民病院前病院長/南砺市政策参与/地域包括課顧問
南 眞司先生
講演：地域医療における医歯薬連携と歯科・口腔外科疾病
〜ビスフォスフォネート製剤や経口抗凝固療法、通院化学療法を中心に〜
東邦大学医学部口腔外科学研究室准教授
医療センター大森病院口腔外科部長 関谷秀樹先生
ランチョンセミナー：医療安全における薬剤師の薬割
〜地域包括ケアシステムを基本として〜
一般社団法人 日本病院薬剤師会副会長 土屋文人先生
特別講演：
薬剤師への期待
内閣府食品安全委員会評価第一課長 関野秀人先生
目指そう！足腰丈夫で、にこにこ100歳
医療法人社団金沢先進医学センター理事長・院長
前金沢大学附属病院長 富田勝郎先生
事例報告
・協働に活かそう、薬剤師のフィジカルアセスメント技能
一般社団法人日本女性薬剤師会 副会長 小宮山貴子先生
・在宅医療活動から自然につながった多職種連携と包括ケア
ワタナベ薬局/一般社団法人日本女性薬剤師会
特命理事 渡辺悦子先生
・地域包括ケア体制での連携について〜訪問看護師の立場から〜
田園調布医師会立訪問看護ステーション
管理者 田中千賀子先生
・地域包括ケアへの参画〜大災害地域福島市での取り組み〜
うさぎ薬局 せのうえ店 島貫英二先生
・地域包括ケアシステムの実現に向けて
在宅療養支援診療所の薬剤師の役割
医療法人社団 淳友会 わたクリニック 佐久間詠理先生

など多様な活動を展開してこられました。
近年は、認定薬剤師研修制度の実施機構として認定され、一層充
実した研修・継続教育を展開しておられます。薬剤師の資質向上に
ついては、養成教育も6年制に移行して既に3期目の薬剤師が巣立
ち、コアカリキュラムの改善など教育の一層の充実も図られていま

〝ドラマチックな最高の夜景の中でさらに輝く日本女性薬剤師会″
実行委員長 小縣悦子
近藤由利子会長が女性薬剤師会初代会長 秋島ミヨ氏か
命を的確に果たすためには、職業生活全体を通じて学び続け、不断に
その知識能力の向上を図ることが一層重要となっています。また、 ら、会長を受け継ぎ10年が経った今年のエクスカーション
（東京都女性薬剤師会が担当）は、レストランシップを借り
今、女性の活躍が我が国の最重要政策課題とし
切っての『東京湾ディナークルーズ』でした。参加した誰も
が、このスケールの大きさに驚いたことでしょう。
て位置付けられており、女性薬剤師が一層の指
『時流の波に乗り、女性の力を発揮、日本の社会を動かす。今、
導的役割や多様な役割を果たすことが期待され
まさに女性薬剤師会の出番！！』という消費者庁 板東久美子 長
ます。このような中で、日本女性薬剤師会の研
官からお寄せいただいた祝辞通りのドラマチックな夜となりまし
た。御来賓の先生方とも自由に交流ができ『薬剤師は一本であ
修活動や様々な支援を通じ、女性薬剤師が一層
る』ことを感じることのできた贅沢な夜でした。参加者は、新た
その力を磨き、ネットワークを強化して、大き
な思いでそれぞれの仕事に戻ったことでしょう。下船し、帰ってい
く活躍の歩を進められることを期待します。
く参加者の笑顔が私たち実行委員にとって何よりの喜びでした。
す。しかし、急速な医薬の進歩や社会の変化の中で薬剤師がその使

