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弘前市薬剤師会広報 

 

 

 

新しい年に向けて 
 
青森県薬剤師会弘前支部 

             支部長 齋藤 士郎 
 
支部会員の皆さま、あけましておめでとうござ

います。 
希望に満ちた新しい年をお迎えになったことと思

います。 
また、日頃は忙しい日常業務に加え、支部の活

動へご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、昨年はピョンピョン跳ぶウサギになぞら

えて飛躍の年と書きましたが、思わぬ災害に襲わ

れ、試練の年となってしまいました。しかし、そ

のような中でも、弘前支部から大勢の方が災害ボ

ランティアとして現地に赴き活躍されたのは、本

当に心強い限りでした。 

さまざまな事情で行きたくても行けず、義援金

という形でご協力いただいた方も多数おられたこ

とと思います。本当にありがとうございました。 
今年は辰年、今年の辰年は壬辰年（みずのえた

つ）だそうです。この年のキーワードは「正義感」

と「信用」。一見、今の日本からはかけ離れた言

葉のように感じますが、それは政治が悪いのであ

って、世界を驚かせたボランティアの皆さんの「正

義感」、被災者の我慢強さ、日本のビジネス（商

売）を支える「信用」、この二つの言葉は復興に

向けて掲げるキーワードのようにもおもえてきま

す。この1年間心の隅にとどめておきたいと思って

います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

今年は調剤報酬と介護保険両方の大きな改正が

予定されています。調剤だけでは厳しくなってき

ました。 

介護やOTCなど新しい取り組みが求められて
います。薬剤師会でもその部分を支援していきた

いと考えますので、取り組む考えのある薬局は、

早急に体制を創っていただきたいと思います。 

どうぞ、新しき年が、昇り龍のようにすばらし

い年になりますことをお祈りし、今年も薬剤師会

に、変わらぬご支援、ご鞭撻賜りますことをお願

い申し上げ、新年のご挨拶とします。 
 
  
 
 

支部通信  

 
12/18 県薬理事会         県薬会館 

出席者：齋藤、櫻庭、笠川、白滝、鈴木 
12/20 支部役員会   地域医療研修センター 
12/21 急患診療所運営委員会  医師会役員室 
             出席者：齋藤支部長 
12/26 弘前市地域包括ケア運営協議会 市役所 

出席者：齋藤支部長 
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役員会だより  

 
１２月弘前支部役員会 

 
日時：平成23年12月20日（火）19:15～21:00 
場所：地域医療研修センター 

出席者：齋藤、前田、櫻庭、中山、白滝、津川、

相馬、吉岡、佐々木、工藤、磯木、花田、

村上、事務局成田 

 

●報告・検討事項 

(1)研修委員会報告（12/7開催）・・・津川 
＊1/21新年会時の研修会について 

    ・総務委員会の企画であり研修委員会の企画で 
        はないが、薬剤師生涯セミナーとの名前を使 
        う。研修シールを申請する。 
       ＊今後の研修会について 
       ・第10回薬剤師生涯セミナー 

1月広報に報告を掲載。 
       ・第11回薬剤師生涯セミナー 
        日時：1月18日(水) 18：30～20：00 
        場所：弘大病院 大会議室 新外来棟5階 
       ・第12回薬剤師生涯セミナー 
        日時：1月21日(土) 15：30～17：40 
        場所：ホテルニューキャッスル 
       ＊研修シール申請予定の研修会について 
        第12回「血管の健康を考える」学術講演会 
        日時：1月12日(木) 18：30～20：00 
         場所：ベストウエスタンホテル 

     ニューシティ弘前 
  主催：田辺三菱製薬(株) 
 ＊開局向け研修会について 
  開局委員会と合同会議を設け進めていく。 
   PS(プロフェッショナルスタンダード)で取り 

組まれていない領域の研修会を企画し、ポー 
トフォリオシステムの会員への啓蒙に力を注

いでいく。 
 
 
 

(2)歯科処方例集特別委員会 
報告：第9改訂版歯科処方例集が、本日、 
印刷所から250部納品された。 

(3)地域保健委員会 
＊平成24年市民健康まつり検討会出席及び 
検討会内容報告  

会期は7月14日・15日 
＊夜間電話相談電話進歩状況 

・輪番制がスムーズにいくように、グループ分

け等を定着させたい。 

・2・3月の輪番について1月中に連絡する。 
・報告会は総会時にする。10 月・11 月の終了
者にアンケートを行い支部広報に載せる。 

(4)総務委員会 
平成 22 年度の事業仕分け結果について支部
長から説明があった。 
県薬に事業計画の様式で報告する。 
（1月31日締め切り） 

(5)新年会について 
  次第と来賓者について確認した。 
受付：花田、笠川、吉岡（15時受け付け開始） 

(6)臨時支部総会について 
県薬の臨時総会関連のスケジュールによると、

2月18日に副会長、理事の選出が行われるの
で、それまでに支部の新体制を整えておく必

要がある為に、支部臨時総会の日程を決定し

た。 
日時：2月15日（水）19時30分 
場所：学習センター 
議題：新体制について 

(7)平成24年度事業計画について 
各委員会は平成24年度事業計画を提出する。 
1月24日（火）に臨時総会を議題に役員会を
開催するので、資料として提出すること 

(8) 県薬役員会報告 
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委員会だより  

 研修委員会   

●学術講演会  
内分泌疾患の診断と治療のコツ 
日時：平成24年2月11日（土）16:00～18:30 
場所：ベストウエスタンホテルニューシティ弘前  

３階「アメジスト」 
弘前市大町1‐1‐2  ℡：0172‐37‐0700 
【学術情報】16:00～16:10 
「レザルタスの降圧効果について」 

第一三共株式会社 
【教育講演】16:10～16:25 
『二次性高血圧を疑う習慣を！ 

ARBの漫然投与を控える』 
弘前大学医学部附属病院 

内分泌・代謝・感染症内科 

准教授 照井 健 先生 

【特別講演シンポジウム】 

講演Ⅰ 16:30～17:10 
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 

『下垂体疾患の病態と治療のコツ』 

高知大学 保健管理センター  

所長 岩崎 泰正 先生 

講演Ⅱ 17:10～17:50 
座長：弘前大学医学部附属病院 

内分泌・代謝・感染症内科  

講師 蔭山 和則 先生 

『甲状腺疾患の病態と治療のコツ』 

弘前大学大学院医学研究科  
内分泌代謝内科学講座 准教授 崎原 哲 先生 

講演Ⅲ 17:50～18:30 
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 

『身近な副腎疾患 

      ‐明日からの診療のために‐』 

浜松医科大学 第二内科 講師 沖 隆 先生 
主催：第一三共株式会社 

後援：弘前市医師会  
日本薬剤師研修センター認定研修：１単位 

第10回薬剤師生涯セミナー報告 
研修委員会 上田寿夫 

平成23年12月12日（月）、ホテルニューキャ
ッスルにおいて第 10 回薬剤師生涯セミナーが開
催されました。忘年会シーズンの月曜日で参加者

数は60数名となりました。 
小野薬品工業（株）学術部による「リバスタッチ

パッチ」の商品紹介ののち、弘愛会病院上田が座

長を担当し特別講演に入りました。講師には弘前

大学大学院医学研究科脳神経内科学講座准教授、

松原悦郎先生に「アルツハイマー病治療の現状と

新規認知症治療薬開発」というテーマで講演頂き

ました。 

 講演では、記憶のメカニズムやアルツハイマー

病患者が生じる記憶障害プロセスについての解説、

神経細胞の病変による病態分類、アルツハイマー

病治療薬の使い方や効果の出やすい病態、服用中

の注意点について解説頂きました。また、松原先

生のご研究でもある、新しい機序でのアルツハイ

マー病治療薬の展望や新たなアルツハイマー病の

検査方法など画期的治療が近年中に確立される見

込みであることを示されました。質疑応答では、

大学病院の脳神経内科をもっと気楽に受診、活用

して頂きたい事、薬剤師には服用中の患者や直接

お世話をしている家族等の訴えや病状の変化を聞

き出し、よりよい薬物療法に寄与して欲しいと薬

剤師の職能に期待され、盛会の内に講演を終了致

しました。 
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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 》 

トライコア錠 53.3mg 
トライコア錠 80mg 
リピディル錠 53.3mg 
リピディル錠 80mg 
カロナール細粒 50％ 

 

親睦委員会  

 
テニス･バドミントンの納会を終えて 

親睦委員 石田 尚子 
12 月 1 日に福や銀次郎にて納会が開催されま
した。 

20名程が参加し、美味しい料理とお酒を堪能し
ました。 
 私事ですが、我が社（弘前市薬剤師薬局）は引

っ越しを終えたばかりですが、痛感した事があり

ました。経歴三年目の私は、周りの先輩方に比べ

てあらゆる経験が足りないため、工夫の仕方がわ

かりませんでした。そのため限られた時間で効率

良く作業を終えるには、自ら動くより指示通り動

く方が役に立てる事に気づきました。先輩方の経

験に基づいた話を聞いて、大変勉強になりました。 
 今回の納会のような交流の場でも、様々な話を

耳にする事ができます。皆でワイワイ楽しみなが

ら情報交換したり相談し合ったりできる勉強の場

です。今後また沢山の方々のご参加があれば幸い

です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□□□ 麻雀大会のお知らせ □□□ 
日時 平成24年2月4日(土) 
大会：16:00～  
りーちまーじゃんきてぃ 
弘前市富田3丁目2‐5 ℡ 33‐0086 
懇親会：19：20～ 
津軽三味線ライヴ あいや 
弘前市富田2丁目7‐3 ℡ 32‐1529 
参加費 
麻雀大会及び懇親会参加 5000円 
麻雀大会のみ 2000円 懇親会のみ 3000円 
 
先月の広報にお知らせを同封致しましたが、ま

だまだ募集しておりますので皆様のご参加をお待

ちしております。また迷っている方、気になって

いる方の質問も受け付け致します。 
お問い合わせ先    

マエダ調剤薬局 城西店 前田 峻輔      

TEL  0172-39-6005 

 

 
 

編集者：佐々木 直実、新田 陽子 


