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弘前市薬剤師会広報 

 
 

 支部通信  
 

9/4  三師会ゴルフコンペ   津軽カントリー 
9/8、9/14 夜間の電話相談事業説明会  
           弘前市総合学習センター 
9/17  県薬理事会         県薬会議室            
       出席者 櫻庭、笠川、白滝、前田 
9/20 支部役員会    地域医療研修センター 
9/25 カルチャーロード出店   土手町商店街 
9/27 三師会総会      弘前パークホテル 
 

 役員会だより  

 
９月弘前支部役員会 

 
日時：平成23年9月20日（火）19:30～21:10 
場所：地域医療研修センター 

出席者：齋藤、前田、櫻庭、笠川、中山、磯木、

工藤、鈴木、相馬、高木、津川、花田、

村上、八木橋(雄)、吉岡、事務局成田 

●報告・検討事項 

(1)9月17日の県薬理事会報告 
 理事会の資料をコピーして説明。 
(2)研修委員会報告 9月7日報告書提出…津川 
＊8月25日の伝達講習会及び一般用医薬品販売研

修会は102名の参加であった。 

 会場が狭く不便であったことの反省から、次回

は会場を検討する。 

＊がん化学療法PartⅢは 12 月初旬から中旬の日

程で開催予定。 

＊メーカーの研修会に研修単位を申請するかどう

かは、薬剤師会の研修会を優先にして、研修委

員会で検討する。 

 案内は広報を参照すること。 

 

＊在宅支援マニュアルDVD研修会  
10月21日(金) 19：00～20：30 
青森県武道館 会議室 

(4)開局委員会報告 9月5日報告書提出…中山 
＊夜間電話相談事業について 
 説明会に約100名が参加、10月から実施する。
電話はらくらくホン。 
 相談者からの質問に答えるのが主、通話のみで

WEB使用不可。 
＊9月25日カルチュアロードを開催する。 
 雨のため1週間延びた。 
 研修生のイベント研修として研修生も参加をお

願いする。 
＊開局薬剤師のための研修会を随時計画する。 
(5)実務実習指導薬剤師・受入薬局委員会 

8月29日報告提出…鈴木 
＊Ⅰ期の実習を終了して、各薬局で実際に携わっ

た薬剤師から研修内容や問題点を報告しても

らった。2 年目を迎え、さまざまな工夫をして
実習生に研修を実施していることが伺えた。 
 下記の問題点が提出され検討された。 
1． 一般用医薬品の取扱いの少ない薬局での研修

…菊池薬局で実習をお願いする。 
2． 学校薬剤師研修…磯木先生の講義と学校での

見学・体験をお願いする。 
3． 薬局製剤について…青山調剤薬局にお願いす
る。 

4． 在宅に関しては…弘前調剤センターにお願い

する。 
5． イベントの参加…イベントが無い季節がある

ので、できるだけ案内を先取りしてイベント

のある時期に参加をお願いする。 
(6)その他 
＊薬事法に違反する行為はしないこと。 
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弘前市三師会親善ゴルフ大会 
 

専務理事 前田敦彦 
 9 月 4 日(日)津軽カントリークラブで開催され
ました。折しも台風 12 号が紀伊半島で水害と土
砂崩れを起こしている時であり、悪天候が心配さ

れましたが、晴れて暑さを感じる一日でした。 
例年は9月の第2日曜日に開催されていたので
すが、今回は第1日曜日になったことも影響した
のか、参加者が少なく、薬剤師会は菊池清二、田

中満、鈴木喜博、前田淳彦の4名の参加でした。 
また、幹事の医師会は6名、歯科医師会は8名
と全体18名の5組で行われました。 
結果は優勝が医師会、準優勝が薬剤師会、3 位
が歯科医師会で参加者が最も少なかったわが薬剤

師会の健闘が光りました。 
親善ゴルフ大会ということで、弘前パークホテ

ルで行われた表彰式を兼ねた懇親会は大いに盛り

上がりました。自己紹介を兼ねたスピーチのリレ

ーは、プレーの話題や年齢、体力の話題で盛り上

がり、楽しい飲み会になったことで親睦を深める

ことができました。 
来年は薬剤師会が幹事になりますが、平成 24
年 9月 9日(第 2日曜日)に津軽カントリークラブ
で開催することに決まりました。幹事の特権によ

り団体戦は参加者数でハンディポイントを付ける

ことにしましたので、大多数の参加をお願いしま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 委員会だより  

 

 研修委員会   

 

●弘前腰痛セミナー2011 
 
日時：平成23年10月14日(金)19：00～20：35 
場所：ベストウエスタンホテルニューシティ弘前 
                『サファイア』 
  弘前市大町1‐1‐2  ℡：0172‐37‐0700 
【製品紹介】19:00～19:15 
「骨粗鬆症治療薬リカルボン錠」 
 

【研究報告】19:15～19：35 
座長：市川整形外科クリニック 

 院長 市川 司朗 先生 

『骨粗鬆症患者に合併する腰部柱管狭窄症と腰椎

椎間板ヘルニアの実態調査ならびに骨粗鬆症治療

薬の疼痛抑制効果の調査研究』 

弘前大学医学部附属病院 整形外科 

講師 小野 睦 先生 

【特別講演】19：35～20:35 
座長：弘前大学大学院医学研究科 

整形外科学講座 教授 藤 哲 先生         

『脊椎骨粗鬆症の病態と治療』 

秋田大学大学院医学系研究科  整形外科学講座  

准教授 宮腰 尚久 先生   

主催：小野薬品工業株式会社 

後援：弘前市医師会 
青森県薬剤師会弘前支部 
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●糖尿病学術講演会 
 
日時：平成23年11月18日(金)18：45～20：00 
場所：ベストウエスタンホテルニューシティ弘前 
               3階 トパーズ 
【情報提供】18：45 
速効型インスリン分泌促進薬/食後過血糖改善薬
配合剤「グルべス配合錠」について 
キッセイ薬品工業株式会社 

仙台支店 学術グループ 
【特別講演】19：00 
座長：弘前大学大学院医学研究科  
内分泌代謝内科学講座 教授 須田 俊宏 先生 
『糖尿病治療を再考する』 
講師：東海大学医学部腎内分泌代謝内科 

准教授 鈴木 大輔 先生 
※本講演会は日本薬剤師会研修センター(1単位)
に認定されております。 
共催：キッセイ薬品工業株式会社 
   青森県薬剤師会弘前支部 
   青森県病院薬剤師会弘前地区 
後援：弘前市医師会 

南黒医師会 
 

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 》 

オスポロット錠 50mg 
エンブレル皮下注 50mgシリンジ1.0ｍL 
シナール配合錠 
ネキシウムカプセル 20mg 
ネキシウムカプセル 10mg 
エクストラニール腹膜透析液 1500mL 
エクストラニール腹膜透析液 2000mL 

 

 

 

 

●  国立病院機構弘前病院 

《 新規採用医薬品 》 

ワンデュロパッチ 0.84mg 
ワンデュロパッチ 1.7mg 
ワンデュロパッチ 3.4mg 
ワンデュロパッチ 5.0mg 
ワンデュロパッチ 8.7mg 
オキノーム散 10mg 

 
地域保健委員会  

 

夜間電話相談事業スタート 
 
地域保健委員会 委員長 八木橋雄一 

10 月 1 日よりスタートします夜間電話相談事
業に会員皆様のご理解とご協力を賜りたくお願い

申しあげます。 
先日は首題事業説明会におきまして、沢山の会

員の方にご出席頂きお礼申しあげます。また、本

事業を進めるにあたり大変貴重なご意見を頂きま

してありがとうございました。おかげさまで 103
薬局が事業に参加してくれる事になりとても心強

く感じております。 
青森県薬剤師会事業として行うにあたり、事業

事務局（地域保健委員会）は本事業が円滑に進む

よう、会員の意見を受け入れながら薬局の開局時

間・地域性・薬剤師の配置状況や年齢・経験も考

慮しまして事業スケジュールを構成して行きます。 
最後に、10月始めに夜間電話相談事業参加薬局
リストを各薬局に FAX いたします。このリスト
は弘前支部ホームページにも掲載する予定です 

 
事業事務局 TEL 38-6170 FAX38-6171  
(お問合せ先) やぎはし調剤薬局(内)八木橋雄一  

 
事業事務局（弘前市薬剤師会地域保健委員会一

同）は協力薬局のご賛同と共により良い事業スタ

ートをきりたい所存です。弘前支部全体でご支援

頂きまして、皆さまの温かいご理解とご協力をど

うか宜しくお願い申し上げます。 
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カルチュアロードを終えて 
 

              報告者：奈良 卓 

今年も 9月 25日に開催されたカルチュアロー
ドにおいて、青森県薬剤師会として県民の健康に

対する啓発活動を行いました。日程が悪天候によ

り1週間ずれ込んだため、ご協力いただけた会員
数は少数でしたが、12名の薬学生の参加もあり、
無事に終えることが出来ました。 

 今回の活動内容はお薬相談コーナー、禁煙の啓

蒙・啓発・指導、お薬手帳のPR、OS-1のPRの
等昨年同様でしたが、三師会共同のお薬手帳が完

成して月日が経った事を踏まえて、今回はお薬手

帳のアンケートは行わずに、禁煙についての意識

調査のみを行いました。参加していただいた皆様

の積極的な働きかけにより用意していた500部の
アンケートは午前中に終わり、お薬の相談件数も

11件と例年の数倍に増え、葛西市長の登場により
ざわめき立ったスモーカーライザーのブースも約

100名の皆様に体験してもらい、大盛況のうちに
終えることが出来ました。これもひとえに皆様か

らのご協力の賜物と心より感謝とお礼を申しあげ

ます。尚、既に当日の活動状況は薬剤師会ホーム

ページに掲載しており、アンケートの結果につき

ましても、掲載予定ですので、そちらの方もご覧

ください。 

地域保健委員会では、会員の皆様が誰でも気軽

に参加できるカルチュアロードの活動内容を随時

考えてはおりますが、何かご意見・ご要望があり

ましたら、 

地域保健委員会委員長・八木橋雄一 

TEL38-6170  ＦＡＸ 0FAX38-6171   
まで、気軽にご連絡くださいますようお願い申し

上げます。 

 最後に、ご協力いただいた会員の皆様、薬学生

の皆さまに心より感謝いたします。来年もよろし

くお願いするとともに、他の皆様にもご参加いた

だけるようお願いいたします。 

 

 

 
   カルチュアロード活動の様子 

 

              撮影 浦野 浩一 
 
 
 

 
 

編集者：佐々木 直実、新田 陽子 


