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弘前薬剤師会広報

 
弘薬通信 

2/2 弘前市三師会麻雀大会 
ホテルニューキャッスル 

2/8実務実習委員会	 	 みんゆう薬局アルカディア 
2/12弘薬常務理事会	 	 	 	 弘前薬剤師会会議室 
2/16県薬支部・地区薬剤師会連絡協議会 

県薬会館 
2/19弘前市急患診療所運営会議	 	 弘前市医師会 
2/20青森県（津軽地域）地域医療構想調整会議 

アートホテル弘前シティ 
2/21弘前市立病院運営審議会	 	 	 弘前市立病院 
2/23弘前市急患診療所院内投薬説明会 

弘前薬剤師会会議室 
2/24弘前市急患診療所院内投薬説明会 

弘前薬剤師会会議室 
2/26弘薬理事会	 	 	 	 	 	 弘前薬剤師会会議室 
2/28津軽地域保健医療推進協議会	 	 	 ラグリー 
 

理事会だより  
 
平成 30 年度（一社）弘前薬剤師会第 11 回理事
会 
日時：平成31年2月26日（火）午後7時15分 
場所：弘前薬剤師会	 会議室 
議長：前田会長 
議事録作成：奈良（総務財務委員会）	 	 	  
議事録文責：八木橋専務 
出席者：前田会長、磯木、津川各副会長、八木橋専

務、上田、加藤、齋藤（武）、佐々木（克）

各常務理事 
小笠原、菊池、佐々木（直）、相馬、田澤、

奈良、前田（峻）、安田各理事 
●弘薬議題 
報告事項 
(1)弘前市三師会麻雀大会（2/2） 
齋藤常務より報告あり。 
・個人戦にて医師会の玉田先生が優勝、薬剤師会の

八木橋専務が4位。 
・団体戦は医師会が優勝、薬剤師会が2位、歯科医
師会3位。 
・来年も2月第1土曜日に開催予定。 
(2)弘前市医師会急患診療所運営会議（2/19） 
前田会長より報告あり。 
・6 月に弘前市の予算が通ると、9～10 月に開始で
きる。 
(3)青森県（津軽地域）地域医療構想調整会議（2/20） 
前田会長が参加。 
(4)弘前市立病院運営審議会（2/21） 
前田会長が参加。 
(5)委員会報告 
前田会長より黒石健康まつりの報告あり。 
田澤理事より実務実習指導薬剤師特別委員会の報告

あり。 
 
●協議事項 
(1)弘前市急患診療所院内投薬 
・参加申込締め切りを 3/11 にして、3/19 に臨時理
事会を開催して、3月中に医師会に伝える。 
・時間内の問い合わせは基本、急患診療所が対応す

る。 
(2)9連休GWのFAXコーナー等の対応 
・FAXコーナーは開けない。 
・休日加算を取れるように、開局するかのアンケー

トを取る。 
(3)総会 
・5/29	 文化センター	 19：30～ 
・役員理事改選に伴い、理事・監事の募集の案内を

3月の広報とHPに載せる。 
・理事立候補届を4月19日（金）16：30までに事
務局に簡易書留か持参で提出する。 
・理事立候補届は事務局に取りに来るか、HP から
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ダウンロードしてもらう。 
(4)その他 
・弘前薬剤師会広報の郵送の案内をFAXする。 
・電話や FAX の保守料については、壊れた時の対
応も出来るので、契約しない。 
・広報と研修シール申請代を県薬に申請する。 
・3月15日までに来年度の弘薬事業計画を提出する。 
 
●県薬報告事項 
(1)支部・地区薬連絡会議（2/16） 
・来年度に薬学生のつどいを開催する予定。 
(2)その他 
・薬連、若手・女性フォーラムが 3月 17日（日）
13時からアラスカ会館で開催される。 
 
 

総会並びに役員改選に伴う 
理事の募集について 

平成 31 年度総会を下記日程にて開催いたします。
今回は、役員改選でもあります。理事の募集につい

ては弘前薬剤師会ホームページに募集要項を掲載し

てありますのでご覧ください。 
※年号が変わりますが、現在の「平成」の案内にさ

せて頂きます。 
 
日	 時：平成31年5月29日19時30分 
場	 所：弘前文化センター 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
委員会だより 

広報情報委員会  
 

2019年度の広報の郵送について 
お知らせしている通り 2019年 4月号より広報の
郵送が有料になります。 
来年度以降も広報の郵送を希望する方はH31年3
月15日までに弘前薬剤師会事務局に郵送希望の旨、
氏名、勤務先名及び郵送先をご記入の上、FAX
（0172-32-9199）でご連絡ください。 

3 月 15 日までにお申し込みされなかった方には
広報4月号の郵送はされませんが、広報の郵送と電
子化のお申し込みは共に4月以降も随時受け付けて
おりますので、よろしくお願いします。 
なお、広報の郵送料（年間 2000 円）のお支払い
方法につきましては、広報4月号に掲載します。 
 
弘前薬剤師会では 2017 年から、広報の電子化を
進めており、現在登録数が200名を超えました。電
子化のメリットとして、情報をより早くお届けでき

ることや研修会の案内や薬局向けの FAX 内容も閲
覧することができます。 
是非とも電子版をお申込ください。申込方法は、

以下の二通りございます。 
① 以下のQRコードから特設サイトで登録。 
② 弘前薬剤師会HPにある資料をダウンロード、
必要事項を記入し、事務局にFAX。 

 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
●弘前大学医学部附属病院 
《 新規院外登録薬品 》 
・タクロリムス錠 0.5mg「トーワ」 
・タクロリムス錠 1mg「トーワ」 
・タクロリムス錠 1.5mg「トーワ」 
・タクロリムス錠 2mg「トーワ」 
・タクロリムス錠 3mg「トーワ」 
・タクロリムス錠 5mg「トーワ」 
・フェントステープ 0.5mg 
・ラベプラゾールナトリウム錠 10mg「ゼリア」 
・ラベプラゾールナトリウム錠 20mg「ゼリア」 
 
●国立病院機構弘前病院 
《 新規院外登録薬品 》 
・トラゼンタ錠 5mg 
・ツムラ小建中湯エキス顆粒 
・ペラゾリン細粒 800mg 
 
●	弘前市立病院 
《 新規院外登録薬品 》 
・アストミン散 10% 
・アズレン・グルタミン配合細粒「EMEC」 
・アタラックス－P散 10％ 
・アロチノロール塩酸塩錠 5mg「DSP」 
・ATP腸溶錠 20mg「日医工」 
・エナラプリルM錠 10「EMEC」 
・エピデュオゲル（15g/個） 
・塩酸ベニジピン錠 2「MEEK」 
・オルメサルタンOD錠 5mg「DSEP」 
・オルメサルタンOD錠 10mg「DSEP」 
・オルメサルタンOD錠 40mg「DSEP」 
・カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠 30mg
「日医工」 
・サムスカ顆粒 1% 
・ジアゼパム錠 2mg「アメル」 

・ジアゼパム錠 5mg「アメル」 
・ジピリダモール錠 25mg「トーワ」 
・ジャディアンス錠 25mg 
・スインプロイク錠 0.2mg 
・ニセルゴリン錠 5mg「トーワ」 
・ニフェジピンL錠 10mg「サワイ」 
・ニフェジピンカプセル 10mg「サワイ」 
・ピタバスタチンCa・OD錠 2mg「トーワ」 
・ヒューマログ注ミリオペン HD 
・メトアナ配合錠 LD 
・メトアナ配合錠 HD 
・ラコールNF配合経腸用半固形剤 
・ランドセン錠 0.5mg 
・リマプロストアルファデクス錠 5µg「サワイ」 
 
新入会員  
タザワ	 	 カズヒロ 

田澤	 一紘	 テルス調剤薬局	 	 	 	 	 	 	 	 勤務 
 
コガワ	 	 ミズキ 

古川	 瑞妃	 ハッピー調剤薬局弘前土手町店	 管理 
 
 
弘前薬剤師会デットストック情報共有 
弘前薬剤師会では2016年から申込のあった薬局
間でデットストックの情報を共有しております。申

し込み希望の方は以下の弘前薬剤師会事務局にメー

ルをしてください。（薬局会員に限る） 
zimutyou141@yahoo.co.jp 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

編集者：佐々木	 直実 
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