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Sapporo Medical Academy 代 表 理

こだけの話」と題してご講演いただ

事の岸田直樹先生に「新型コロナ

き、ご自身の道南・うちやま薬局で

ウイルス感染症とその周辺－コロ

の修業時代のお話や、現在の新店舗

ナ禍で活躍する薬剤師を目指して

での「完全予約制」システムになっ

－」という演題でご講演いただきま

た経緯などを通じて、先生の仕事や

した。岸田先生は「新型コロナウ

お客さまに対する熱い思いを知る

「お客さまは血
イルス感染症に対処するためには、 ことができました。
時間で変化するコロナ感染症の情

のつながっていない親戚」という先

報を正しく分析し、3 年後にはワク

生の言葉が印象的でした。

開 催 日 2021年（令和3年）10月10日（日） チン接種や治療薬などでコロナを
開催方法 オンライン配信
インフルエンザ相当の扱い
参 加 者 94 名

にもっていくのが理想。そ

昨年はコロナ禍の影響で中止と

のなかで薬剤師はワクチン

なった北海道合同大会でしたが、 接種の重要性の伝達や、副
今年は函館国際ホテルの会場から

反応の見極めなどで活躍で

Zoom を使い、オンライン配信で行

きるのではないか」とおっ

われました。

しゃっていました。

特別講演では感染症医師として活

指導講演では沖縄・きな

躍されている函館市出身の（一社） 薬局の喜納一志先生に「こ
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司会
道南・樋口篤先生

開会宣言
辻浩一大会副委員長

協励会歌・十訓
道南・北川泰斗先生

歓迎の言葉
小熊康夫大会会長

歓迎の言葉
米澤弘美大会委員長

来賓祝辞
小田美良会長

来賓祝辞
中田雅之日邦薬品工業（株）
代表取締役社長

特別講演 （一社）Sapporo
Medical Academy 代表理事
岸田直樹先生

指導講演
沖縄・喜納一志先生

次期開催支部長挨拶
谷泰次道北支部長

閉会の辞
関根光晶大会副会長

協励五省・協励ソング「また
の日を」 的場勧北海道合同
支部青年委員長
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第69回

東北

合同大会

新淵宏大会会長の挨拶、小田美良
Reporter

東北合同支部
広報委員長

菊池清長

開 催 日 2021年（令和3年）10月10日（日）
開催方法 オンライン配信
参 加 者 120 名

ンで生中継するというものです。

会長、髙橋善三常任理事の来賓祝辞

普段行くことのできないお店の様

に続き、
「人を動かす言葉の力」と題

子や先生方のお話を伺うことがで

してお笑いコンビのパックンマック

き、たいへん有意義でした。心配さ

ン氏が特別講演を行いました。人

れた通信障害等もなく、無事に行う

をひきつける言葉のテクニックや、 ことができました。取材に協力し
感情がより人を動かすこと、最後に

てくださった先生方や日邦社員の

最も影響するのが人格であるとい

方に感謝申しあげます。

うことなど、接客や情報発信につな

最後に仙台営業所の田辺順郎所

がる内容を学ぶことができました。 長、阿相賢一課長によるお話の後、
Zoom の双方向環境を生かして、参

来年合同大会の担当となる山形支

加している先生が代表してやりと

部の林宗一郎支部長より閉会の言

2021 年（ 令 和 3 年 ）10 月 10 日

りをしたり、皆の反応を見ながら話

葉、福島・國崎雅樹先生の先導によ

（日）
、2 年ぶりとなる東北合同大会

を進めていて、オンラインながら臨

る協励五省・協励ソング「またの日

場感がありました。

を」
の唱和・斉唱と続きました。

が Zoom を利用してオンライン開催

その後東北合同支部推販委員会

ここで終了と思いきや、サプライ

合同大会は毎年 6 支部（6 県）が

アワーとして「突撃 ! 隣のスゴイお

ズで今回の大会委員長である福島

持ち回りで開催を担当していまし

店」というオンラインを生かした初

支部の星淳支部長が中島みゆきの

たが、昨年は中止、今年はオンライン

の替え歌（協励会バージョン ?）
の企画が行われました。これは佐 「糸」

開催となり、今回の本来の担当県で

藤雅之東北合同支部推販委員長が

を情感たっぷりに歌われ、東北の仲

ある福島支部だけでなく合同支部

司会となり、日邦薬品工業（株）
の営

間たちとの絆を感じつつ感動のう

の役員が全面的にバックアップし

業社員の方が岩手、山形、福島の会

ちに幕を閉じました。

ての開催となりました。

員のお店に直接伺い、スマートフォ

されました。

協励会歌・協励十訓・協励五 開会挨拶
省・協励ソング「またの日を」 新淵宏大会会長
福島・國崎雅樹先生

特別講演
パックンマックン氏

来賓祝辞
小田美良会長

日邦メーカー会代表挨拶
大草貴之大草薬品
（株）
代表取締役社長

来賓祝辞
髙橋善三常任理事

東北合同支部推販委員会アワー
佐藤雅之東北合同支部
推販委員長

閉会の言葉
林宗一郎山形支部長
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令和3年度

令和3年度
第71回

北陸

合同大会

「老い」について「毛細血管からの健
Reporter

康～血流美人の作り方～」をテーマ

昼休憩を挟んで午後からは、新

にビデオを使用して詳しくお話し

潟・宮 野 薬 局 の 宮 野 裕 一 先 生 に

いただきました。人は血管ととも 「100 年時代に “ 甦腎宝 ”」と題して
やまい

北陸合同支部
広報委員長

城石正子

に老いること、老化は病であり治せ

指導講演をしていただきました。

ること、最近は女性の亜鉛摂取の低

ストレスは人それぞれで、小さなス

下が問題になっていることなどを

トレスの積み重なりで大きなスト

教えていただきました。

レスになること、適度なストレスは

続いて特別講演 2 は、金沢医科

健康に良く、休息とのバランスが鍵

開 催 日 2021年（令和3年）10月24日（日） 大学総合内科睡眠センター副セン
開催方法 オンライン配信
ター長の藤本由貴先生に「臨床実験
参 加 者 61 名

であること、店頭にてすぐ販売につ

の実践～生活習慣病とコロナウイ

その後毎年恒例の抽選会も行わ

2021 年（ 令 和 3 年 ）10 月 24 日

ルス・睡眠・自分の体の取扱説明書

れ、おととしよりも多くの景品を準

（日）
、第 71 回北陸合同大会が Zoom

〜」と題して、いろいろな症例を具

備していただき、たいへん盛りあが

を使ってオンライン開催されまし

体的にお話しいただきました。成

りました。1 年延期されましたが、

た。
「明るく・楽しく・元気に !」をス

人の半数以上が冷えを抱えており

とても有意義な大会となりました。

ローガンに大会委員長の櫻井康雄

男性の冷えも増えてい

先生の開会の言葉から始まり、大会

ること、食生活や睡眠は

会長の山本一郎先生の熱のこもっ

とても重要で寝だめは

た挨拶がありました。

できないこと、休日に多

ヒハツの浮腫みに対する効果・漢方

特別講演 1 は金沢医科大学総合

く寝る人は睡眠負債を

内科准教授金沢医科大学病院集学

返済しているだけで睡

的医療部女性総合医療センターセ

眠貯金をしているので

ンター長の赤澤純代先生に「美」と

はないことなどを教え

開会の言葉
櫻井康雄大会委員長

特別講演
藤本由貴先生のご講演

6

ていただきました。

KYOREI

挨拶
山本一郎大会会長

来賓挨拶
小田美良会長

指導講演
新潟・宮野裕一先生

ながる重要なポイントなどを分か
りやすくお話しいただきました。

司会
石川・山岸翔太先生

協励会歌・協励十訓・協励五
省・協励ソング「またの日を」
富山・城石正子先生

来賓挨拶
中田雅之日邦薬品工業（株）
代表取締役社長

特別講演
金沢医科大学・赤澤純代先生

お楽しみリモート抽選会
竹澤栄和北陸合同支部
推販委員長

閉会の言葉
石川・坂井里美先生
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令和3年度

大阪

合同大会

Reporter

モートでの開催となりました。久し

の改善を妨げるほど過剰ではない

ぶりの対面がかなわなかったのは

かと思うこと、筋肉量が落ちていて

残念でしたが、協励会活動が長い自

も、出力の問題を改善できればきち

粛期間から脱したことを告げる意

んと力を発揮できることなど、身ぶ

味のある大会になったと思います。

り手ぶりを交えながら、とても分

長い自粛期間で活動量が減り、お
大阪北・
ヤマグチ薬局

山口敦士

かりやすくお話しいただきました。

店に来てくださるお客さまの筋力

また実際の指導法などを対人で

が時間の経過以上に衰えてしまっ

行ったのですが、この辺りはリモー

ているのではと考え、特別講師と

トではなく実際に見ていただきた

開 催 日 2021年（令和3年）10月17日（日）
開催方法 オンライン配信
参 加 者 150 名

して一般社団法人介護予防ネット

かった内容でした。いまお越しい

ワーク協会創設者の宮田重樹先生

ただいているお客さまに、ずっと健

をお招きして、
「100 歳までひとり

康で自立した生活を送っていただ

新型コロナウイルス感染症の影響

で動ける体をつくる !」をテーマにご

けるようにサポートができる協励薬

講演いただきました。

局であるように努めていきたいと

で 2 年ぶりに開催することができ
た大阪合同大会は、安全を期してリ

介護サービスは利用者の自立度

感じた合同大会になりました。

司会
大阪北・吉田智人先生

開会宣言
山口敦士大会委員長

協励会歌・十訓・協励ソング「またの
日を」 大阪北・安田一喜先生

挨拶
塩田康雄大会会長

来賓挨拶
小田美良会長

来賓挨拶
岡本敏教近畿合同支部長

来賓挨拶
大西博己福井製薬（株）
代表取締役社長

来賓挨拶
中田雅之日邦薬品工業（株）
代表取締役社長

特別講演
宮田医院院長

宮田重樹先生

閉会の言葉
八田三紀大阪南支部長
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令和3年度

Reporter

第72回
令和3年度

四国

合同大会

三谷薬局の三谷和子先生の指揮

の杉山陸さま、アスゲン製薬（株）

のもと歌われたのち、四国合同支

の樋田貴大さまにお話しいただ

部長である堀岡広稔先生の開会

きました。

の辞がありました。

四国合同支部
広報委員長

細川哲平

開 催 日 2021年
（令和3年）
10月17日
（日）
開催方法 オンライン配信
参 加 者 82 名

2021年（令和3年）10月17日

そしてメーンの指導講演は、兵

その後来賓挨拶として、小田美

庫西・
（有）寺田薬局の寺田光太郎

良会長のお言葉をたまわったほ

先生による、
「寺田薬局がこれか

か、徳島県保健福祉部薬務課課長

らの世の中を生き残っていくた

の佐々木啓司さまおよび、
（一社） めには～デジタルもアナログも大
徳島県薬剤師会会長水口和生さ

事～」との演題で、熱のこもった

まのご挨拶が、司会の鈴木先生に

ご講演をしていただきました。

より代読されました。また、中田

この後抽選会を経て、次期合同

雅之日邦薬品工業（株）代表取締

大会開催担当支部の愛媛支部長

役社長よりお言葉をいただきま

の井上貴博先生による閉会の言

した。

葉と、伊達の一本締めと本締めお

（日）
、第 72 回令和 3 年度四国合

そして物故者黙とう、会員表

よび徳島・鈴木薬局の鈴木美知子

同大会徳島大会がZoomを使って

彰、新入会員紹介が行われたのち

先生の指揮による協励ソング「ま

Web開催されました。

に、四国合同支部推販委員長であ

たの日」を唱和し、すばらしい大

大会スローガンを「最大よりも

る住村亮次先生の進行のもと、 会は幕を閉じました。

最良の薬局たらん」
、大会テーマ

NEXT3+1 講

を「
『率先垂範』“そっせんすいは

座として、伸和

ん”」として、大会委員長である徳

製薬（株）の大

島支部長の久積賢治先生の開会

野誠さま、コー

宣言により開幕した合同大会は、 ア製薬（株）の
司会である徳島・鈴木薬局の鈴木

西ノ首一敏さ

英一郎先生により進行されまし

ま、
（株）
生存環

た。協励会歌・十訓が、徳島・
（有） 境科学研究所

8
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司会
徳島・鈴木英一郎先生

開会宣言
久積賢治大会委員長

協励会歌・十訓
徳島・三谷和子先生

開会の辞
堀岡広稔大会会長

来賓挨拶
小田美良会長

来賓挨拶
中田雅之日邦薬品工業（株）
代表取締役社長

NEXT3+1 講座
四国合同支部推販委員長
住村亮次先生

指導講演
兵庫西・寺田光太郎先生

閉会の言葉
井上貴博愛媛支部長

協励ソング「またの日を」
徳島・鈴木美知子先生
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