
JPL フォーラム 2021 が開催されました 
 

日本薬剤師連盟 副会⾧ 神谷まさゆき 

 

６月は、宮城県、岩手県、青森県、愛知県の支部を訪問させていただきまし

たが、その合間の６月 20 日(日)に、都道府県で地域のリーダーとして活動さ

れている女性薬剤師に参加いただき、JPL(Japan Pharmacist Ladies)フォーラム

2021「はじめまして、神谷まさゆきです！」が WEB 開催されました。 

山本会⾧の開会挨拶、近藤日本女性薬剤師連盟会⾧より激励のご挨拶、藤井基

之参議院議員の激励のご挨拶と国会報告に続いて、私からは、薬局に生まれ育ち

薬局経営の現場での経験から政治を志したこと、現場の顔が浮かぶ政治を目指し

たいことなどをお話しさせていただきました。次にプロの司会者をモデレーター

に迎えて、参加者の画像を背景にし

て本田顕子参議院議員との対談が行

われました。コロナ禍で制限された

中での訪問活動、SNS の活用、今

後の活動などについて、本田先生の

経験を伺いながら話し合い、参加者

との質疑応答も行うなど、和やかな雰囲気の中で充実した対談になりました。 

その後６グループに分かれて、「神谷まさゆき支援の輪を広げるには！」をテ

ーマにフリートークの後、発表が行われました。発表では、イメージキャラクタ

ーの作成、愛称をつける、ショートムービーの作成・活用、薬局スタッフへの周

知方法の工夫など、女性ならではのアイデアも含め様々な提案をいただき、私の

ことを身近に感じてもらうことの大切さを改めて意識する機会になりました。 

対談、フリートークや発表もスムーズに進められ、WEB 開催でしたが参加者

と一体感をもつことができたフォーラムになりました。休日にもかかわらずご参

加いただき、ありがとうございました。 

 
１．Facebook ページ 『薬剤師「神谷まさゆき」の活動日誌』を公開しました。 

右のコードから閲覧してください → 
２．神谷まさゆきのホームページを開設しました。 

右のコードから閲覧してください → 
３．神谷まさゆきメールマガジンを開始しました。 

右のコードから登録をお願いいたします → 
４．神谷まさゆきの公式ＬＩＮＥアカウントを開設しました。 

右のコードから登録をお願いいたします → 



コロナ禍の全国支部訪問 
 

日本薬剤師連盟 副会⾧ 神谷まさゆき 

 

新型コロナウイルス感染拡大により、４月下旬に発出された３回目の緊急事

態宣言は、10 都道府県に拡大するとともに 8 県にまん延防止等重点措置が適用

されており、引き続き緊張感をもって対応していくことが求められています。 

さて、コロナ禍が続く中で２月から始まった全国支部訪問は、４月までに四国

ブロック、東海ブロック、近畿ブロックと進み、５月に入り大阪ブロックは延期

となったものの、東海ブロックと近畿ブロックでは直接訪問が実施できました。

日中は薬局、卸事業所等を訪問し、夜はミニ集会や意見交換会に参加するという

日程で、実際に現場を回ることによりその場の雰囲気や皆さんの思いを感じ、お

会いした方々との距離が縮まることが実感できました。私のことを少しでも身近

に感じ、顔と名前を覚えていただくには、直接向き合って時間を共有することが

大切であり、コミュニケーションの基本は対面だということを強く感じました。 

一方、四国ブロックは WEB を活用したリモート訪問を中心に活動し、ビデオ

通話等を利用した薬局訪問や、WEB を通じた交流会等を開催していただきまし

た。また、直接訪問の移動中に別の訪問先をリモート訪問する、集会等で別の会

場とリモート交流するという、ハイブリッド訪問・集会も実施していただきまし

た。リモート方式は、離れていても短時間に多くの方々とつながりを持つことが

できます。コロナ禍というニューノーマルな時代だからこそ、リアルとリモート

を使いこなしていくことも必要ではないかと思います。 

５月下旬から始まった東北ブロックの支部訪問は、まん延状況を勘案し訪問

先の県薬剤師連盟と連携・調整して進めております。訪問活動には今後も難し

い状況が続くと思いますが、できるだけ多くの皆様に神谷まさゆきを知ってい

ただけるよう力一杯頑張る覚悟ですので、ご支援のほどよろしくお願い申し上

げます。 
 

１．Facebook ページ 『薬剤師「神谷まさゆき」の活動日誌』を公開しました。 
右のコードから閲覧してください → 

２．神谷まさゆきのホームページを開設しました。 
右のコードから閲覧してください → 

３．神谷まさゆきメールマガジンを開始しました。 
右のコードから登録をお願いいたします → 

４．神谷まさゆきの公式ＬＩＮＥアカウントを開設しました。 
右のコードから登録をお願いいたします → 



 

全国薬剤師フォーラムが開催される 
 

日本薬剤師連盟 副会⾧ 神谷まさゆき 

 

新型コロナウイルス感染拡大により、４月 25 日に１都３府県を対象として

５月 11 日を期限に発出された３回目の緊急事態宣言は、５月７日に５月末ま

で延⾧されるとともに新たに２県に発出され、８県にまん延防止等重点措置が

適用されています。感染防止策の徹底が求められている中、訪問活動にご協力

とお心遣いをいただいている皆様に、厚く御礼申し上げます。 

さて、４月１８日（日）12 時 30 分より、令和 3 年度第 1 回全国薬剤師フォー

ラム「つなごう！！薬剤師議員」が WEB 開催されました。都道府県薬剤師連盟

から推薦されたメンバーによる「コロナに打ち勝つ名簿収集」をメインテーマと

するフォーラムで、昨年 12 月（WEB 開催）に続き２回目の開催になります。 

山本会⾧のご挨拶、藤井基之参議院議員、本田顕子参議院議員の激励のお言

葉に続いて、私のご挨拶の時間をいただきました。私からは、２月から始まっ

た全国支部訪問は皆様のご尽力により充実した訪問ができていること、参議院

比例代表区の薬剤師議員が藤井先生と本田先生の二人体制であることの意味、

国民にかかりつけ薬剤師・薬局を認識してもらえるよう国政の場で努力してい

きたいことなどについてお話しさせていただきました。 

その後６グループに分かれて、10 万人の紹介者が 70 万人の名簿を収集し、

30 万人の真の理解者を得るという「 1 0
イチマル

． 7 0 ． 3 0
．ナナマル．サンマル

」活動を本田先生の活動時

に続いてつないでいくため、紹介者名簿を確実に集める方法についてスモー

ル・グループ・ディスカッションが行われました。 
２回目となった WEB 開催は進行もスムーズに行われ、私も各グループと意

見交換させていただいて、熱心に議論している皆さんの様子を大変心強く受け

取らせていただきました。休日にもかかわらずご参加いただいだき、ありがと

うございました。 
 

１．Facebook ページ 『薬剤師「神谷まさゆき」の活動日誌』を公開しました。 
右のコードから閲覧してください → 

２．神谷まさゆきのホームページを開設しました。 
右のコードから閲覧してください → 

３．神谷まさゆきメールマガジンを開始しました。 
右のコードから登録をお願いいたします → 

４．神谷まさゆきの公式ＬＩＮＥアカウントを開設しました。 
右のコードから登録をお願いいたします → 



皆様の大きなパワーを糧に 

 

日本薬剤師連盟 副会長 神谷まさゆき 

 

３月 11 日に広島の開花で始まった桜前線は、各地で開花日の記録を更新しな

がらハイペースで日本列島を駆け抜けています。一方、新型コロナウイルス感染

症は、４月５日から１府２県にまん延防止等重点措置が適用されたことを始め

として各地で感染者数の増加が目立っており、警戒感を持った対応が必要な状

況が続いています。 

さて、２月から始まった全国支部訪問は、３月から直接訪問がようやく実現し、

４月にかけて愛知県、岐阜県、静岡県、香川県、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良

県、和歌山県を訪問させていただいております。訪問にあたっては、「全国支部

訪問における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づき、PCR 検査

の事前実施と訪問先都道府県薬剤師連盟への検査証明書の事前提出や、各種感

染防止対策を徹底して活動しております。計画の作成から訪問実施まで、お手数

おかけするとともにお気遣いいただいている訪問先の皆様に、心より感謝申し

上げます。 

訪問先で温かくお迎えいただき皆様の前に立つと、直接お会いできたことに

喜びを感じるとともに皆様への感謝の気持ちでいっぱいになります。また、訪問

先の会場を私のイメージカラーのグリーンに飾りつけていただいたり、グリー

ンのアイテムを身に着けたりグッズを持ったりする“Something Green”で迎え

ていただくと、うれしく思うとともに皆様の大きなパワーを感じます。 

お世話になっている皆様に感謝するとともに、皆様からいただいたパワーを

糧にともに薬業界の輝く未来を見つめられるよう、全国支部訪問を通じてお一

人おひとりに私の思いをお伝えしていきたいと思います。全国支部訪問の様子

は、日本薬剤師連盟の機関紙「ＰＯＷＥＲ！」の３月号から随時お伝えしており

ますので、ご覧いただければ幸いです。 

 

 

１．Facebook ページ 『薬剤師「神谷まさゆき」の活動日誌』を公開しました。 

右のコードから閲覧してください → 

２．神谷まさゆきのホームページを開設しました。 

右のコードから閲覧してください → 

３．神谷まさゆきメールマガジンを開始しました。 

右のコードから登録をお願いいたします → 

４．神谷まさゆきの公式ＬＩＮＥアカウントを開設しました。 

右のコードから登録をお願いいたします →  



全国支部訪問が始まりました 

 

日本薬剤師連盟 副会長 神谷まさゆき 

 

２月から四国ブロックを皮切りに全国支部訪問が始まりました。香川県につ

いては県内の移動自粛のため３月下旬に延期になりましたが、高知、徳島、愛

媛の各県は、WEB を活用した「リモート訪問」を中心に、スマートフォンによる

ビデオ電話を通じた訪問や ZOOM のミーティングルーム等を活用した交流、会

議・研修会等への WEB 挨拶などを行いました。 

皆様のところに直接足を運び、ご挨拶させていただくのが本来の支部訪問で

あると考えておりましたが、画面を通して皆様お一人おひとりとお話しをし、

スクリーンショットによる記念撮影もできて、技術の進歩を改めて実感すると

ともに、コロナ禍におけるニュ－ノーマルなコミュニケーション手法を実践す

る機会にもなりました。訪問開始直前の変更であったにもかかわらず、実施方

法の検討を含め大変なお手数をおかけしました四国ブロックの皆様のご尽力に

厚く御礼申し上げます。 

３月の東海ブロックの支部訪問から、PCR 検査の事前実施などを定めた「全国

支部訪問における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づき、感

染防止対策を徹底しながら活動しています。訪問日程は４日間を基本に、訪問

都道府県と調整しながら具体的な計画を作成いただいており、３月末からは近

畿ブロックの訪問を計画しています。訪問先の皆様には、大変お世話をおかけ

することとなりますが、よろしくお願いいたします。 

感染防止対策の切り札とされる新型コロナウイルスワクチンの接種が２月中

旬から始まりました。薬剤師を含めた医療従事者の優先接種に続いて、４月中

には高齢者への接種が始まることとなっていますが、ワクチン接種について不

安を感じている方もいらっしゃると思います。薬剤師・薬局があらかじめ正し

い知識を地域の皆さんにわかりやすく説明することによって、少しでも不安の

解消を図ることにより、接種の円滑な実施の下支えに貢献できるのではないか

と思います。 

 

１．Facebook ページ 『薬剤師「神谷まさゆき」の活動日誌』を公開しました。 

右のコードから閲覧してください → 

２．神谷まさゆきのホームページを開設しました。 

右のコードから閲覧してください → 

３．神谷まさゆきメールマガジンを開始しました。 

右のコードから登録をお願いいたします → 

４．神谷まさゆきの公式ＬＩＮＥアカウントを開設しました。 

右のコードから登録をお願いいたします → 



はじめまして！神谷まさゆきです 

 

日本薬剤師連盟 副会長 神谷まさゆき 

 

日本薬剤師連盟副会長の神谷まさゆきです。３月 25 日の定時評議員会におい

て、藤井基之先生の後継者として組織内統一候補に選任いただき、翌 26 日に日

本薬剤師連盟の副会長を拝命してから７か月以上経過しました。今月から 

日頃の活動を中心に皆様に近況をお伝えさせていただく「政
まさ

幸
ゆき

だより」を皆様

のお手元にお届けさせていただくことといたしました。よろしくお願い申し上

げます。 

 組織内統一候補に決定後、直ちに都道府県への訪問活動を計画しましたが、

新型コロナウイルス感染拡大のため思うにまかせない状況が続きました。５月

25 日になって緊急事態宣言と移動制限が解除されてようやく活動できるように

なり、直接訪問またはオンラインを通じて、都道府県の会合や集会に参加させ

ていただいております。オンラインでの訪問では、私の思いや考えを皆様にお

伝えするには十分とは言えませんが、皆様に温かく迎えていただいております

ことに心より感謝申し上げます。また、日本薬剤師連盟の機関紙「ＰＯＷＥＲ！」

には、訪問活動の報告とともに私のことを少しでも知っていただければと「神

谷まさゆき物語」を連載しておりますので、ご覧いただければ幸いです。 

 私は、薬局経営者として、製薬会社の医薬情報担当者としての経験、薬剤師

会や学会の活動を通じて、薬剤師業務と政治とのかかわりの重要さを身に染み

て感じ、政治を志す決意を固めました。訪問させていただく先々で、国民が健

康で安心して暮らせる社会の実現を目指して、薬剤師が職能を十分に発揮でき

るよう政治の場で活動していくことが、私に課せられた役割であることを皆様

にご理解いただけるようお話しさせていただいています。 

 年内に全都道府県を直接訪問することを目標に、現在精一杯活動しておりま

す。できるだけ多くの皆さんに直接お目にかかりご意見を伺い、それを糧に頑

張って参りたいと思います。 

どうぞ、神谷まさゆきに対する暖かいご支援をお願い申し上げます。 

 

１．Facebook ページ 『薬剤師「神谷まさゆき」の活動日誌』を公開しました。 

右のコードから閲覧してください → 

２．神谷まさゆきのホームページを開設しました。 

右のコードから閲覧してください → 

３．神谷まさゆきメールマガジンを開始しました。 

右のコードから登録をお願いいたします → 

４．神谷まさゆきのＬＩＮＥアカウントを開設しました。 

右のコードから登録をお願いいたします → 


