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弘前薬剤師会広報

 
弘薬通信 

 
7/6	  平成28年度弘前市献血推進協議会会計監査 

弘前総合保健センター 
	 	   総務・財務委員会	 	 マエダ調剤薬局中央店 
7/7	  青森県介護支援専門員協会津軽支部総会 

土手町コミュニティパーク 
7/8	  県薬常務理事会	 	 	 	 	 	 	 	 	 県薬会館 
7/9   第31回市民の健康まつり	 	 	 	 	 ヒロロ 
7/10	 平成29年度暴力追放弘前市民会議総会 

ヒロロ 
7/11	 青森県吸入療法研究会世話人会 

弘前市総合学習センター 
7/18	 弘薬常務理事会	 	 	 マエダ調剤薬局中央店 
7/19	 第2回福利厚生委員会 

さいとう調剤薬局本町店 
7/21	 平成29年度弘前市献血推進協議会総会 

弘前総合保健センター 
7/25	 平成29年度第1回弘前市地域包括支援セン 

ター運営協議会	 	 	 	 	 	 	 弘前消防本部 
	 	 	 平成29年度第1回弘前市地域密着型サービ 

ス運営委員会	 	 	 	 	 	 	 	 弘前消防本部 
弘薬理事会	 	 	 	 	 	 	 	 	 弘前市民会館 

7/29	 薬局研修会	 	 	 	 	 	 	 弘前文化センター 
納涼祭	 	 	 	 	 	 ホテルニューキャッスル 

 
理事会だより  

平成 29 年度（一社）弘前薬剤師会第 5 回理事会 
日時：平成29年7月25日（火）午後7時15分 
場所：弘前市民会館 
議長：前田会長 
議事録作成：吉岡常務（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・津川副会長、八木橋専務 
上田・加藤・齋藤（武）・佐々木（克）・吉岡各常務、 
小笠原・菊池・小鹿・佐々木（直）・相馬・田澤・ 
奈良・前田（峻）各理事 

●弘薬議題 
報告事項 
(1)総務・財務委員会（7/6） 
奈良理事より報告。 
(2) 第3回常務理事会（7/18） 
吉岡常務より報告。 
(3) 福利厚生委員会（7/19） 
小鹿理事より報告。 
(4) 第1回地域包括支援センター報告会議（7/26） 
参加者：前田会長。 
(5) 事務局移転 
前田会長より事務局移転に伴う機械の運搬・設置の際

の料金、6月の事務局でのコピー機使用の料金につい
て報告あり。 
 
●協議（審議）事項 
(1)新会員 
新規入会者、4人の入会を承認。 
(2) 正会員証の発行 
会員情報の管理方法など含めて、総務・財務委員会

で検討してもらう。 
(3) 新事務局 
12月頃移転予定。家賃は月3万円、光熱費は別途実
費徴収の予定。 
(4) 薬剤師のおためし訪問（在宅委員会担当） 
・事業説明のポスター、ブラウンバッグは事務局で

準備してある。会員に取りに来てもらうよう案内を

作成しFAXする。 
・7/26時点で五所川原2件、弘前1件依頼があった。 
・各市町村へ薬剤師会より担当を決めて案内する。

そのための打ち合わせ会も行う予定。 
・事例があったら是非事業に参加して欲しいとの事。 
・疑義照会の集計表・結果報告書も是非報告してい

ただきたいとのこと。 
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(5) 広報の電子化（広報情報委員会担当） 
・予算、経費の面から電子化が望ましい。 
・会員情報の管理・運営について無料のものだと難

しいため、ドメイン取得、「G	 Suite」契約するこ
とを承認（年間7,000円）。 
・まずは理事内で始めて問題点など改善したのち広

めていく。 
・情報は広報だけに留めずに薬剤師会からの報告・

案内などの情報も含めて伝達していきたい。 
(6) 第50回薬剤師生涯セミナー（生涯学習委員会担
当） 
・9/8 開催予定の研修会を（一社）弘前薬剤師会が
共催することを承認された。 
・今後の研修会において後援依頼がきたら生涯学習

委員会で担当することを確認。 
(7) 会員向けのFAX案内 
・現時点では FAX 情報はその都度皆に発信してい
るが、経費の面から複数送る時はそろえると少しは

軽減されると思われる。そのルール作りを総務・財

務委員会で検討する。 
(8) 電話債券の購入 
薬剤師薬局の櫻庭社長より電話加入権（FAX 事業
分）を（一社）弘前薬剤師会に買い取って欲しいと

の依頼があり、買い取る方向にすることで承認され

た。 
 

委員会だより 
広報情報委員会  
● 弘前大学医学部附属病院 
《 新規院外登録薬品 》 
・ティアバランス点眼液 0.1% 
・ティアバランス点眼液 0.3% 
・ラタチモ配合点眼液「センジュ」 
・オキシコドン徐放錠 5mg「第一三共」 
・オキシコドン徐放錠 10mg「第一三共」 
・オキシコドン徐放錠 20mg「第一三共」 
・オキシコドン徐放錠 40mg「第一三共」 
・スインプロイク錠  0.2mg 
・ホスレノールOD錠 250mg 
・ホスレノールOD錠 500mg 
・レミッチOD錠 2.5µg 
・ジエノゲスト錠 1mg「モチダ」 

● 国立病院機構弘前病院 
《 新規院外登録薬品 》 
・スインプロイク錠 0.2mg 
・エムラクリーム 
・エスワンタイホウ配合OD錠 T20 
・エスワンタイホウ配合OD錠 T25 
・テルミサルタン錠 40mg「DSEP」 
・アミオダロン塩酸塩速崩錠 100mg「TE」 
 
● 弘前市立病院 
《 新規院外登録薬品 》 
・エヌケーエスワン配合カプセル T20 
・エヌケーエスワン配合カプセル T25 
・エンペシド膣錠 100mg 
・テルミサルタン錠 20mg「DSEP」 
・テルミサルタン錠 40mg「DSEP」 
・テルミサルタン錠 80mg「DSEP」 
 
地域保健委員会  

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動 6・26 
ヤング街頭キャンペーン参加報告 

地域保健委員会委員長	 前田	 峻輔 
6月24日（土）午後1時30分から、さくら野百貨
店に於いて薬物乱用防止・「ダメ。ゼッタイ。」普及

運動6・26ヤング街頭キャンペーンが実施されまし
た。天候にも恵まれ、弘前保健所の皆様の協力のも

と、薬物乱用防止指導員、有志の多団体の方々、ま

た薬学実務実習生達と一緒に約１時間、啓発に関す

るパンフレットの配布及び募金活動を行いました。

参加協力していただいた先生方、本当にありがとう

ございました。近年もスポーツ選手、芸能人による

覚せい剤等の使用が報道される中、一人でも多くの

市民、学生の方にも薬物の危険性を改めて認識して

いただきたいと感じております。 
この事業における募金総額が14441円であった事、
並びにこの募金総額を平成29年8月1日（火）に「ダ
メ。ゼッタイ。」国連支援募金として関係団体への

振り込みが完了しました事も続けて報告させてい

ただきます。 
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来年も本事業は継続いたしますので、皆様の更な

るご参加、ご協力をお願い致します。 
 

 
 
「第31回市民の健康まつり」参加報告 

地域保健委員会	 木谷	 宏 
今年は会場を総合保健センターからヒロロへと

移し、「第31回市民の健康まつり」が7月9日（日）
に開催されました。弘前薬剤師会も出展し、スモー

カーライザー、薬剤師体験コーナー、お薬相談と例

年通り実施しました。ヒロロでの開催という事もあ

り例年より来場者も多く、また若い世代の方々が多

かった印象がありました。薬剤師体験コーナーでは

分包機を使用して分包する体験コーナーに加え、新

たに自分で薬包紙を折り、分包してもらう体験コー

ナーも設けました。当初は子供用にと考えたもので

すが、意外にもご年配の方から昔を懐かしむ声もあ

り、孫に教えたいという声があったのが印象的でし

た。相談コーナーでは普段抱いている薬に対しての

不安や疑問など、微力ながら解決のお手伝いができ

たのではないかと思っております。今年は相談件数

が多く、今後薬剤師が担う役割、責任が増していく

のだろうと実感しました。 
 
今回よりヒロロでの開催となりましたが、大きな

混乱もなく無事に終えられたのも、皆様の協力があ

ってのことだと思います。お忙しい中、当日参加い

ただきました薬剤師の先生方、薬学生の皆様方に感

謝申し上げます。来年も多くの皆様にご参加してい

ただければと思っております。 
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新入会 
 

中村

ナカムラ

	 光樹

テルキ

 

弘前調剤センター	 勤務 
 

小田切

オ ダ ギ リ

	 望

ノゾミ

 

弘前調剤センター	 勤務 
 

 

神

ジン

	 千

チ

穂

ホ

美

ミ

 

弘前調剤センター	 勤務 
 
 

岡田

オカダ

	 さや

サ ヤ

香

カ

 

大町薬局	 勤務 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

編集者：奈良	 卓、佐々木	 直実 
 
 
 
 
 
 
 



研修会案内 平成 29年 8月

講演会名・日時・会場 内 容 備 考 単位
弘前市エリア尿酸学術講演会 【学術情報】19:00～ 19:15 ・講演会終了後、情報交換の場を設けております

高尿酸血症治療剤「ウリアデック錠」(株)三和化学研究所

日時 2017 年 8 月 21 日（月） 【特別講演】19:15～ 20:45 JPALS研修会コード：02-2017-0068-101 1
19:00－ 20:45 『進化と尿酸と臓器障害』

会場 アートホテル弘前 帝京大学ちば総合医療センター腎臓内科 主催：株式会社三和化学研究所

シティ 3F「トパーズ」 教授 寺脇 博之 先生 後援：（一社）弘前薬剤師会

第２４回青森リウマチ・ケア メインテーマ ： 「 最新のリウマチ治療 」

研究会（in 弘前） 【特別講演】(13:30～ 14:30) JPALS研修会コード：02-2017-0067-101
『リウマチとうまくつきあう ～最新のリウマチ治療～』 1

日時 2017 年 8 月 26 日（土） 独立行政法人国立病院機構弘前病院 整形外科 黒瀬 理恵 先生 共催：青森リウマチ・ケア研究会／エーザイ株式

13:30－ 16:30 【リウマチ体操】（14:30～ 14:50） 会社／アッヴィ合同会社

会場 弘前市民文化交流館 弘前記念病院 理学療法士 鹿内 利弥 先生 後援：（一社）弘前薬剤師会

4Fホール（ヒロロ内） 作業療法士 成田 拓人 先生

【パネルディスカッション】（15:10～ 16:30）
司会 三浦 孝雄先生（弘前記念病院 整形外科）

村田 有志先生（青森県立中央病院 医療顧問）

パネリスト：

黒瀬理恵先生（国立弘前病院 整形外科）

若井裕司先生（弘前記念病院 リウマチ科）

黒江清郎先生（黒江内科 院長）

櫻庭裕丈先生（弘前大学大学院医学研究科 地域医療学講座）

第５０回薬剤師生涯セミナー 【情報提供】 18:50～ 19:00 ・講演会終了後、懇親会の場を設けております

『 エビリファイ最近の知見 』 大塚製薬(株) 青森医薬 2課 尾上貴哉

日時 2017 年 9 月 8 日（金） 【特別講演】 19:00～ 20:30 JPALS研修会コード：02-2017-0066-101 1
18:50-20:30 『 私の「臨床」ノートから ― 気分障碍を’’耕す’’ ― 』

会場 アートホテル弘前 津軽保健生活協同組合 藤代健生病院 薬局 石田 悟 先生 主催：大塚製薬株式会社

シティ 共催：（一社）弘前薬剤師会



研修会予告 （詳細がまだ決定していないもの） 詳細が決まりましたら、HPにてお知らせ致します。
青森県糖尿病週間 学術講演会 2017/10/21（土） アートホテル弘前シティ サノフィ（株）

【平成 29年度高度管理医療機器等の販売業等に係る継続研修】
日時 平成 29年 9月 9日(土) 15:00～ 17:30 会場：県民福祉プラザ 4階 県民ホール
受講料 会員:3,000円 非会員:5,000円(テキスト代を含む) 申込締切日 平成 29年 8月 21日(月)
★詳細は青森県薬剤師会 HPをご参照下さい。

【第 36回青森県薬剤師会学術大会】
日時 平成 29年 11月 23日（木・祝）午前 9時 30分から（予定） 会場 ホテル青森
大会テーマ 『 新たなる時代！飛躍を目指して～地域包括ケアの中で求められる薬剤師～ 』

演題申し込み及び抄録提出締め切りは平成 29年 9月 25日（月）です
★詳細は青森県薬剤師会 HPをご参照下さい。

研修会案内 HP https://www.facebook.com/hiroyakukensyuu/
（右の QRコードをスマートホン等で読み取ると
上記 HPが閲覧出来ます。）



平成 29年 8月 
弘前薬剤師会会員各位 

弘前薬剤師会	 会長	 前田淳彦 
担当常務理事	 齋藤	 武 

 

平成 29年度弘前三師会親善ゴルフ大会について（ご案内） 

 
拝啓	 残暑の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格段のご高配を賜り、厚く御

礼申し上げます。 
	 さて、本年度の弘前三師会親善ゴルフ大会は医師会の担当で下記のとおり開催することとなりました。

ご多忙の折お手数ではございますが、会員の皆様にふるってご参加いただけますよう、よろしくお願い

致します。ご参加いただける方はお手数ですが 8月 31日（木）までに、弘前薬剤師会事務局まで FAX
にてお願い致します。 

敬具 
記 

【三師会親善ゴルフ大会】 
日	 時	 ：平成  29 年  9 月  10 日（日）	  

スタート･･･9 時 27分 （30分前にはお集まりください） 
場	 所	 ：津軽カントリークラブ  

        （弘前市百沢裾野３３-１ 電話８８-２３２６） 
会	 費	 ：3000 円  

参 加 取 り 消 し：（前日正午まで）薬剤師会	 齋藤武までご連絡ください 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 （当日）ゴルフ場に直接連絡してください 
 

【表彰式及び懇親会】 
時	 間	 ：18時 00分~ 
会	 場	 ：弘前パークホテル 2F Du parc(デュパルク) 

会	 費	 ：5000円 
 

三師会ゴルフ大会参加申し込み（ご参加いただける方のみ返信ください） 

三師会親善ゴルフ大会	 	 	 	 参加	 	 	 	 	 不参加 
 

表彰式及び懇親会	 	 	 	 	 	 参加	 	 	 	 	 不参加 
 
名前：	 	 	 	 	 	 （	 	 才）	 所属：	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 参考ハンデ：	 	 	 	  
 
組み合わせ希望等：	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 

FAX返信先：0172-32-9199 
担当：齋藤	 武 
TEL：0172-36-1310（時間外は携帯に転送） 



平成２９年８月４日	 

	 

会	 員	 各	 位	 
	 

一般社団法人青森県薬剤師会	 

会	 長	 木 村 隆 次	 
	 	 

平成２９年度石館守三杯ゴルフ大会開催のご案内	 
	 

青森県薬剤師会主催の石館守三杯ゴルフ大会を下記のとおり開催することと	 

なりました。	 

皆様、お誘い合せのうえ多数ご参加下さいますようご案内申し上げます。	 

	 

記	 
	 

日	 	 時：平成２９年９月２３日（土）	 	 ９時４８分スタート	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ９時２０分集合	 

場	 	 所：東奥カントリークラブ	 

青森市滝沢下川原１９０‐１	 

TEL	 :	 ０１７-７２６-５１００	 	 
	 

競技方法：１８ホールストロークプレー、ＪＧＡ及びローカルルール	 

ダブルペリア方式（打切り無）	 	 	 
	 

参	 加	 費：３，０００円	 
	 	 	 

表	 彰	 式：軽食を準備して、クラブハウス内で行います	 

個人賞の他に、支部･地域薬剤師会対抗の団体戦の表彰もあります。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 	 

	 	 	 	 	 お申し込み：青森県薬剤師会事務局	 	 FAX	 

017-743-4452	 
	 ※お手数ですが９月１日（金）までにご連絡下さいますようお願い致します。	 

	 
尚、先着４０名で締切りとさせていただきます。	 

	 

	 	 

９月２３日	 石館守三杯ゴルフ大会参加申込書	 
	 

支部・地区	 	 	 	 	 	 	 	 	 勤務先	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

氏	 	 名	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

ＨＤＣＰ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 生年月日	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

組合せの希望等	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 


