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弘前市薬剤師会広報 

 
臨時総会報告 
弘前支部専務理事	 前田 淳彦 

2月15日（水）19時30分より、弘前市総合学
習センターに於いて平成 23 年度青森県薬剤師会
弘前支部臨時総会が行われました。始めに、齋藤

支部長が挨拶され、今回の臨時総会は、県薬が平

成２４年度に役員改選があり新しい体制になる事

で、役員改選に当たり弘前支部に於いてもあらか

じめ支部の体制を準備しておく必要があること、

また、新年度の事業が4月1日から滞ることが無
くスタートするために、事業計画と予算の承認を

受ける必要があることにより開催されたことを説

明されました。 
議長に津川俊彦先生が選ばれ、出席者 21 名と
委任状 160名で合計 181名（総会員 310名）に
よって、臨時総会が成立した事が確認され、また、

議事録署名者を上田寿夫先生、吉岡英司先生が指

名されて議事に入りました。以下議事は、議案第

1号	 平成 24年度事業計画案については 1.「医
薬分業の質の強化」が「薬剤師会の活動の強化」

に変更され、また2.会員の資質の向上の③「新任
薬剤師の為の研修」は削除されました。議案第２

号平成 24 年度収支予算案については変更無く承
認されました。議案第3号役員（支部長、監査役、
開局支部長）選任の件では、支部長に私、前田淳

彦、監査役に齋藤士郎先生、櫻庭十三夫先生、開

局支部長に磯木雄之輔先生が選任されました。 
 

 支部通信	 	 
	 

2/4	 マージャン大会	 	 	 	 	 	 	 雀荘キティー 
2/15  支部臨時総会	 	 弘前市総合学習センター 
2/18	 県薬理事会	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 県薬会館	 

斎藤、桜庭、中山、白滝、前田 
2/21  支部役員会	 	 	 	 地域医療研修センター 
2/25	 歯科処方例集完成打上会        佐和家 

	 役員会だより	 	 

	 

２月弘前支部役員会 
日時：平成24年2月21日（火）19:15～21:00	 
場所：地域医療研修センター	 

出席者：齋藤、櫻庭、中山、鈴木、津川、八木橋、 
	 相馬、吉岡、磯木、上田、村上、佐々木、前田 
●報告・検討事項	 

(1)	 研修委員会報告 
委員会開催報告 
日時：平成24年2月1日（水）19:00～20:00 
場所：地域医療研修センター 
＊薬剤師生涯研修会の実施報告 
＊大塚製薬	 ４月から薬剤師だけを対象とし 

た研修会を計画中 
＊研修シールを取り扱う場合は共催、 
取り扱わない研修会は後援とする。 
土曜日の午後に開催するメーカー研修会は 
参加人数が少ないのでシールを申請しない。 
＊薬剤師生涯セミナーの企画・開催運営 
生涯学習支援ｼｽﾃﾑ（ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵｼｽﾃﾑ）の啓蒙 
メーカー研修会の対応 
＊実践研修会の企画・開催運営 
＊ＰＳ、過去の研修会調査、 
取り組まれていない領域の研修会企画 
＊その他の研修について啓蒙、Ｅラーニング 

 (2)親睦委員会報告 
＊2月4日開催の麻雀大会の記事を広報に掲載 
＊ゴルフサークルを3月15日（木）から毎週 
木曜日に開始する。会場：きものセンター 
＊ボウリング大会を6月2日（土）または 

6月9日（土）に開催する。 
＊納涼会を7月7日（土）あるいは 

8月4日（土）に開催する。 
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(3) 臨時総会報告 
2月 15日（水）に開催された臨時総会に於い
て次期役員が選任されました。 
支	 部	 長	 前田	 淳彦 
開局支部長	 磯木	 雄之輔 
監	 査	 役	 齋藤士郎、櫻庭十三夫 

また、活動計画案の変更箇所は以下の通りです。 
１．医薬分業の質の向上→薬剤師会の活動の 

強化 
２．③新任薬剤師のための研修を削除 

(4) 一般用医薬品全国会議参加報告 
厚労省による覆面調査の報告他 

(5) 停電時における支部内の薬局対応の調査依頼 
黒石病院米澤副薬局長より上記についての調

査を依頼された。災害感染症特別委員会が実施

する 
 (6)支部役員及び若手薬剤師に薬剤師フォーラム

2012イン青森の参加を再度呼びかける。 
 (7) 県薬役員会報告 

2月18日（土）開催の県薬役員会の内容報告 
 
 

委員会だより	 	 

	 

研修委員会	 	 	 

本年４月よりスタートする生涯学習支

援 
システム「ＪＰＡＬＳ」について第二

弾 
研修委員長	 津川俊彦 

前回に引き続き、本年4月よりスタートする生
涯学習支援システム「ＪＰＡＬＳ」(ジェイパルス)
についてお知らせします。日本薬剤師会雑誌1月
号と2月号の「日薬情報」で2回にわたり、生涯
学習支援システムについての解説が掲載されてい

ます。1 月号の中身については前回広報でお知ら
せしました。2月号には生涯学習支援システム「Ｊ
ＰＡＬＳ」ご利用ガイドについて解説しています。	 	 

「概要」「ポートフォリオシステム利用マニュア

ル」「e-ランニングシステム利用マニュアル」が掲

載されています。 
また、県薬では 4月 15日に青森市のワラッセ
を会場に日本薬剤師会の生涯学習委員会担当役員

による「ＪＰＡＬＳ」(ジェイパルス)研修会を準
備しています。詳細は、後日県薬からお知らせが

あると思います。ふるってご参加ください。 
 
●学術講演会	  
第二回弘前がん支援療法セミナー 

日時：平成24年3月19日（月）18:45～20:35 
場所：ホテルニューキャッスル	 3階	 『麗峰』 

弘前市上鞘師町24-1	 0172-36-1211	 
【製品紹介】	 選択的NK1受容体拮抗型制吐剤 
「ﾌﾟﾛｲﾒﾝﾄﾞ注」  小野薬品工業株式会社	 学術課 
【臨床報告】	 	 座長	 弘前大学大学院医学研究科	 

腫瘍内科学講座	 講師	 高畑	 武功	 先生	 

『外来がん化学療法室における制吐剤の現状	 

-アプレピタントを中心

に-』	 

	 	 	 	 	 	 弘前大学医学部附属病院	 薬剤部	 

がん指導薬剤師	 照井	 一史	 先生	 

『消化器癌化学療法における悪心・嘔吐の現

状と	 

プロイメンドの使用経験』	 

弘前市立病院	 内科	 平賀	 寛人	 先生	 

【特別講演】	 	 座長	 弘前大学大学院医学研究科	 

消化器外科学講座	 教授	 袴田	 健一	 先生	 

『がん化学療法の有害事象マネージメント	 

‐治療効果を高めるために‐』	 

神戸市立医療センター中央市民病院	 

腫瘍内科	 部長	 辻	 晃仁	 先生	 

日本薬剤師研修センター認定研修：1単位	 

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	 

青森県病院薬剤師会	 

 
ザイザル発売１周年記講演会 in弘前 
日時：平成24年3月23日（金）18:45～ 
場所：弘前大学医学部ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｾﾝﾀ  ー
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弘前市本町40-1	 0172-39-5240	 
【製品紹介】	 

持続性選択H1受容体拮抗・ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤	 

「ザイザル®錠5mg」グラクソ･スミスクライン（株）	 

【講	 演】	 座長	 弘前大学大学院医学研究科	 

耳鼻咽喉科学講座	 教授	 新川	 秀一	 先生	 

『スギ花粉症の研究と実地臨床	 

～新しいものを求めて～』	 	 

福井大学医学部	 耳鼻咽喉科・頭頚部外科学	 

教授	 藤枝	 重春	 先生	 	 

主催	 	 グラクソ･スミスクライン株式会社	 

 
弘前 COPDセミナー 

日時：平成24年3月23日（金）19:00～ 
場所：ﾍﾞｽﾄｳｴｽﾀﾝﾎﾃﾙﾆｭｰｼﾃｨ弘前	 3階『ｻﾌｧｲｱ』 

弘前市大町1-1-2	 0172-37-0700	 
【情報提供】	 喘息・COPD治療配合剤「アドエア	 」	 

	 	 	 	 	 	 グラクソ･スミスクライン株式会社	 

【講	 演】	 座長	 弘前大学保健管理センター	 	 

教授	 高梨	 信吾	 先生	 

『病診連携からみた肺の生活習慣病 COPD』	 	 

自治医科大学	 呼吸器内科	 

准教授	 坂東	 政司	 先生	 	 

主催	 	 グラクソ･スミスクライン株式会社	 

 
青森県認知症フォーラム 2012 

日時：平成24年3月30日（金）18:30～ 
場所：ホテルニューキャッスル	 3階	 『麗峰』 
【製品紹介】「メマリー錠について」	 	 

第一三共株式会社	 

【特別講演Ⅰ】座長	 弘前大学大学院医学研究科	 

神経精神医学講座	 准教授	 古郡	 規雄	 先生	 

『認知症診療と新しい治療戦略』	 

鳥取大学医学部	 脳神経内科学	 	 

講師	 和田	 健二	 先生	 	 

【特別講演Ⅱ】座長	 弘前大学大学院医学研究科	 

脳神経内科学講座	 教授	 東海林	 幹夫	 先生	 

『ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ病の新しい診断基準と認知症予防』	 

大阪大学大学院医学系研究科	 精神医学教室	 	 

教授	 武田	 雅俊	 先生	 

日本薬剤師研修センター認定研修：1単位	 

主催	 	 第一三共株式会社	 

後援	 	 弘前市医師会	 南黒医師会	 	 

青森県薬剤師会弘前支部	 

開局委員会	 	 

調剤報酬説明会・調剤事故防止マニ

ュア 
ル説明会を開催 
日時：平成24年3月28日（水）19:30～21:30 
場所：弘前市総合学習センター	 多目的ホール 
資料代：1,000円 
 
 
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	 》	 

トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「タイヨー」	 
ゾリンザカプセル100mg	 
ダラシンTローション1％	 
リンラキサー錠250mg	 
ノルスパンテープ5mg	 
ノルスパンテープ10mg	 
ナウゼリンOD	 

	 

	 

親睦委員会	 

麻雀大会開催 
㈱ファルマ 弘前調剤センター 木村 匡宏 

2/4 りーちまーじゃん	 きてぃにて弘前市薬剤
師会麻雀大会が行われました。今年は 20 人の参
加者で和気あいあいと行われました。去年までと

は若干のルール変更があり、最後まですべての参

加者に優勝の可能性が残されるようなルールとな

ったため、最後まで白熱した闘牌が繰り広げられ

ました。今年は役満賞も飛び出し、盛り上がりを

見せた大会となりました。役満賞は優勝よりもあ

きらかに豪華な賞品となっていることを知り、来

年はぜひ役満賞も目指したいと思います。さて、

去年に引き続き、運よく今年も優勝することがで

きました。麻雀大会においてはかなり顔が売れて
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きたと感じています。薬剤師としても多くの人に

認められるようにこれからも日々、精進していこ

うと思っています。最後に、今年も楽しい時間を

作ってくださった親睦委員のみなさん本当にあり

がとうございます。 
弘前市薬剤師会	 

｢ゴルフサークル｣の案内 
寒い冬も終わり、新しい季節も始まろうとして

います。皆様ゴルフを始めてみませんか？	 

興味はあるがなかなか踏み出せずにいた方、ク

ラブがないがやってみたいと考えている方、もち

ろん初心者だけでなく、更なる上を目指している

方、ゴルフの好きな方も大歓迎です。皆さんで一

緒に練習してうまくなりましょう。	 

基本的に毎週木曜日に、きものセンターゴルフ

練習場2階で20時より練習したいと思っています。	 

なお3月は15、29日、4月は、5、12、19、26日

を予定しています。皆様のご参加をお待ちしてお

ります。	 

＊クラブの貸し出しもできます（男性・女性）、靴

は運動できる靴であれば良いです。グローブは、

持参してください。ボール代も自己負担です。	 

お問い合わせ連絡先：さいとう調剤薬局本町店	 

齋藤	 武	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ℡：0172-36-1310	 

 
 

新入会員 
 
 
 

きむら	 ゆき 
木村	 有希 

ひかり調剤薬局 
勤務 

 
 
 
 
 

＊＊＊	 お知らせ	 ＊＊＊ 
パーキンソン病友の会への 

あたたかいご支援

を 
県内各地域の組織を統合し、全国パーキンソン

病友の会青森支部を結成する運びとなりました。

この機会を捉えて、他県支部と同等の活動ができ

るように、会の充実を目指すことにいたしました。 
罹患者個々の体力の衰えは否めませんが、会員

の増強、すなわち仲間を増やし情報交換を通じて

日常生活の精神的な支えを得、ひいては医療制度

に対する意見集約ができる体制にしたいと思いま

す。そのためには、資金面の充実が不可欠です。 
つきましては、友の会の実情をご説明し、ご支

援をお願いするために直接薬局にお伺いしたいと

存じますので、ご配意いただきますようお願いい

たします。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
全国パーキンソン病友の会 
青森県支部長	 西崎昭吉 

 
全国パーキンソン友の会青森県支部から、上記

の説明と要請がありました。同支部の役員が、同

支部会員の調剤を扱っている薬局を中心に訪問す

ると思いますので、その際は、相応の対応をして

いただきたいと存じます。 
青森県薬剤師会専務理事	 高橋	 学 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

編集者：佐々木	 克典、新田	 陽子 


