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弘前市薬剤師会広報

新支部長挨拶 
	 青森県薬剤師会弘前支部	 	  
	 支部長	 前田	 淳彦 

この度の役員改選で支部長を務めることになりま

した。前支部長の齋藤先生には 10 年もの長い間弘
前支部の舵取りをしていただきました。ありがとう

ございました。引き続き、どうぞ宜しくお願いしま

す。 
さて、2 年の任期の中で取り組みたいことがあり
ます。それは、会員一人一人がなにかの委員会に所

属して活動することです。 
他支部の先生方は、弘前支部のイベントに参加し

て、弘前支部は活発な活動してうらやましいと賞賛

してくれます。これからの2年間はさらに活発な活
動をして行きたいと思います。 
弘前支部の事業計画は、会員一人一人のために活

動する事と、薬剤師会という団体として活動する事

で構成されています。 
今年度の弘前支部の事業計画をみてみますと、会

員一人一人のために活動する事では、会員の資質の

向上として研修会の参加や、情報（広報・HP も含
む）の提供を受けることにより薬剤師としての知

識・技術を向上させることが出来ます。 
また、会員相互の親睦として、新年会や納涼祭、

そしていろいろなイベントを行うことで、会員相互

のコミュニケーションがはかられ仲間が出来ますし

仲間意識も生まれます。一人一人が、薬剤師として

の職能を活かし、伸ばし、人生を豊に実の多いもの

にすることができます。 
そしてもう一つ、薬剤師会という団体として活動

する事では、薬薬連携、在宅医療の推進、薬事法の

遵守の強化、調剤事故防止策の強化、休日夜間の対

応の推進など薬剤師会としての活動を強化すること

をとりあげ、また、薬の電話相談事業、市民健康ま

つり、薬物乱用防止運動、カルチュアロード、市民

のための薬の講演など地域社会への貢献をあげてい

ます。 
また、一般用医薬品への対応と6年制実務実習へ

の対応をすることで薬剤師会として会員へサポート

することをとりあげています。 
これら薬剤師会として活動をするためには、会員

一人一人が薬剤師会を支えてくれなければ出来ませ

ん。皆さんの一人一人の支えと力が必要です。薬剤

師会は会員一人一人を活かし、会員は薬剤師会を支

えます。色々な事業があります。会員一人一人がな

にかの委員会に所属して活動しましょう。そして、

今まで以上に活発な活動をしていきましょう。どう

ぞ、宜しくお願いします。 
もう一つお願いしたいことがあります。ただ今、

弘前支部の会員は300名をこえて、弘前市医師会に
匹敵するほどの会員数になっています。この、大所

帯を維持して機能させていくための事務的作業がた

くさんあります。人手も時間も場所も設備もお金も

必要です。 
今までは薬剤師薬局の協力をいただいてきました

が、これから先は一人立ちしなくてはいけません。

自分たちのことは自分たちの手で行う必要がありま

す。 
しかしながら、役員がいくら頑張ったとしても無

理があります。役員も仕事を持ち、自分の生活の糧

を職場で得ています。県薬からの支部会員への伝達

や支部から県薬への伝達、支部事業の計画から実施

までの活動、支部広報、ＦＡＸ事業、研修会の案内、

記録の保管・・・。取り上げたらキリがありません。 
これらが滞ったら、弘前支部の機能は麻痺してし

まいます。早期に、事務所、人、設備を用意しなく

てはなりません。なるべくお金をかけない方法を選

びたいと思いますので、皆さんのご理解とご協力を

お願いします。 
終わりに、皆様へのご挨拶がお願いばかりになっ

てしまいましたが、微力ながら、これから2年間弘
前支部の舵取りをさせていただきます。どうぞ宜し

くお願いします。 
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 支部通信	 	 
3/10	 県薬理事会	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 県薬会館	 

齋藤、櫻庭、白滝、鈴木、前田	 

3/13	 支部役員会	 	 	 	 地域医療研修センター 
3/22  東北厚生局集団指導	 弘前市文化センター	 
3/28	 保険薬局伝達講習会	  

弘前市総合学習センター 
 

	 役員会だより	 	 

4月弘前支部役員会 
日時：平成24年3月13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、白滝、鈴木、津川、 
八木橋、相馬、吉岡、磯木、上田、工藤、田澤、 
佐々木、前田 
●報告・検討事項	 

(1)開局委員会：中山	 
保険薬局伝達講習会について 
	 日時：平成24年3月28日（水）19:30～21:30	 
場所：弘前総合学習センター	 	 多目的ホール 
内容：①調剤報酬改定講習会	 講師：高坂	 聡 

②指導者研修伝達	 	 講師：高坂	 聡 
③調剤事故防止テキスト 

講師：八木橋	 雄一 
会費：1薬局	 1000円 
配布資料：調剤報酬改定資料、 

調剤事故防止マニュアル 
スライド資料：人数分コピー（原稿講師依頼） 
会場設営：18時集合。 
中山、八木橋、磯木、齋藤、吉岡、白滝、前田 
受付：19:00開始。笠川、白滝 
司会：中山 
PC関係：磯木。その他の係は会場で決める。 
※会場が340人収容なので、申込が340人を超え
たら、人数制限をかける。また、なるべく相乗り

して頂く旨の内容をFAXする。 
(2)研修委員会報告：津川 
日時：平成24年3月7日（水）19:00～21:15	 
場所：地域医療研修センター 
＊単位実施の研修会報告 
＊今後の薬剤師生涯セミナーについて	 	 	  
＊メーカー研修会について 

＊今年度の活動のまとめについて 
＊平成24年度からの新体制の移行について 
・委員会名を「生涯学習委員会」に変更したい。 
・研修会シール申請は一定期間今期のスタッフが

引き継ぎも含めて係わっていく。 
・平成 24 年度事業計画提案書について次期委員
長と津川が協議する。 

(3)親睦委員会報告 
日時：平成24年3月6日（火）19:20～ 
場所：さいとう調剤薬局本町店2階 
＊薬剤師バドミントン・テニスについて 
	 	 バドミントンを3、4月に開催する。 
	 	 3月 31日 17:00～19:00海洋センター（4面）
＊麻雀大会	 結果報告：20人参加。無事終了。 
＊ボウリング大会6月2日か6月9日で検討中 
＊納涼祭	 7月7日で検討中 
＊ゴルフサークル 
日時：3月15日(木)、29日(木) 

4月からは毎週木曜日	 20時～ 
場所：きものゴルフセンター 

(4) 広報情報委員会 
＊熊谷信講演会開催について提案があり、支部総

会前に講演会を行う。 
(5) 総務委員会 
＊支部総会について 
＊総会前までのスケジュールについて決めた。 
＊23年度監査報告者は、旧監査役が行う。 

 (6) 県薬報告 
3月10日(土)開催の県薬役員会の内容の報告 

以上 
 

役員会終了後、齋藤支部長、櫻庭開局支部長へ花

束の贈呈があった。 
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＝＝＝＝定時総会のお知らせ＝＝＝＝	 

日時：平成24年4月21日(土)	 16：00～ 
場所：ホテルニューキャッスル 
弘前市上鞘師町24‐1	 ℡0172‐36‐1211 
	 

16:00～17:00「熊谷信セミナー」資料代1000円 
17:30～18:00	 定時総会 
18:00～20:00	 懇親会	 	 	 	 	 	 会費3000円	 	 	 	  
	 

	 

	 

熊谷信（薬剤師・ブロガー）	 

日経DIコラム「薬剤師的にどうでしょう」筆者	 	 
信州大学経済学部を卒業後、自動車ディーラーの職

に就くが、「自分で薬局を開きたい」との思いから、

社会人入試を経て東邦大学薬学部へ入学。	 	 	 	 	 

卒業後、伊那市でくまがい薬局を開局したが、3 年
4カ月で廃業し、勤務薬剤師に。3児の父。2007年
4 月より薬局新聞のコラム「週刊トラックバック
NEWS」を執筆中。	 	 
「薬剤師にとってのWebの重要性」「薬剤師の不安や
疑問の共有と解決例」など薬剤師についてご講演いた

だきます。	 

	 

委員会だより	 	 

	 

研修委員会	 	 

	 

●学術講演会	  
第 15回つがる緩和医療を考える会 

日時：平成24年4月14日（土）14:00～16：15 
場所：弘前総合学習センター	 4階	 会議室 

弘前市大字末広4丁目10-1	 0172-26-4800	 
【製品紹介】ヤンセンファーマ(株)から情報提供 
【緩和ケア病棟と地域】	 	 	 

『動けるうちは家で過ごしたい』	 

ときわ会病院	 緩和ケア病棟	 	 

太田	 真由美	 看護師	 

『緩和ケア病棟における治療施設との	 

連携について～入院相談から経過報告まで

～』	 

慈恵会病院	 緩和ケア病棟	 長村	 和子	 看護師	 

共催	 	 つがる緩和医療を考える会	 

大日本住友製薬株式会社	 

ヤンセンファーマ株式会社	 

後援	 	 弘前市医師会	 

青森県薬剤師会弘前支部	 

(社)青森県看護協会	 

青森県病院薬剤師会弘前地区	 

	 

	 

	 

	 

	 

第 5回物忘れフォーラム in弘前 
日時：平成24年4月14日（土）14:00～16：30 
場所：弘前文化センター	 大ホール 

弘前市大字下白銀町19-4	 0172-33-6571	 
【基調講演】	 

『弘前大学医学部附属病院もの忘れ外来の現

状』	 	 

弘前大学医学部付属病院神経内科	 	 

言語聴覚士	 中畑	 直子	 様	 	 

【特別講演】	 

『認知症の治療と予防	 ～現状と展望～』	 	 

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	 	 

【パネルディスカッション】	 

パネリスト	 	 	 弘前大学医学部付属病院神経内科	 	 

言語聴覚士	 中畑	 直子	 様	 	 

公益社団法人青森県老人福祉協会	 	 

青森県認知症介護指導者	 秋田谷	 一	 様	 

認知症の人と家族の会	 	 

青森県支部代表	 石戸	 育子	 様	 

主催	 	 エーザイ株式会社	 ファイザー株式会社	 

後援	 	 青森県	 	 弘前市	 	 東奥日報社	 

弘前市医師会	 青森県薬剤師会弘前支部	 
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弘前腎癌談話会 
日時：平成24年4月18日（水）18:50～20:30 
場所：ﾍﾞｽﾄｳｴｽﾀﾝﾎﾃﾙﾆｭｰｼﾃｨ弘前	 3階『トパーズ』 

弘前市大町1-1-2	 0172-37-0700	 
【製品説明】ノバルティスファーマ(株) 
アフィニトール錠の安全性情報について 
【一般講演】	  
『弘前大学における泌尿器癌臨床研究  
	 ～プロトコールレビューとその現状～ 』	  

高リスク前立腺癌・筋層浸潤膀胱癌 
講師	 古家  琢也  先生 	 	 
尿路上皮癌・腎細胞癌	  
講師	 米山  高弘  先生  

【特別講演】 
 『腎癌分子標的治療の最新知見』 	 	 	 	 	 	  

慶応義塾大学医学研究科泌尿器科学教室	   
  教授	 大家	 基嗣	 先生	 

主催	 	 ノバルティスファーマ株式会社	 

後援	 弘前市医師会	 	 青森県薬剤師会弘前支部	 

第 4回 Clinical Oncology Symposium  
in Hirosaki	 さくらミーティング 

日時：平成24年4月28日（土）15:00～17:00 
場所：ホテルニューキャッスル	 3階	 『麗峰』	 

【製品紹介】ワンデュロパッチについて	 

	 	 ヤンセンファーマ株式会社	 

『細径内視鏡を用いたＰＥＧと	 

それを用いた在宅～緩和医療』	 

神奈川県立がんセンター	 消化器外科	 

	 医長	 	 尾形	 高士	 先生	 	 

『沖縄県立中部病院の外科教育（過去・現在・

未来）	 』	 

沖縄県立中部病院	 医療部長	 	 

心臓血管外科	 本竹	 秀光	 先生	 

共催	 	 ヤンセンファーマ株式会社	 

Johnson&Johnson株式会社	 
後援	 	 弘前市医師会	 	 青森県薬剤師会弘前支部	 

	 

日本女性薬剤師会主催 
『国際交流セミナー』のご案内 

「広がるアメリカの医療多職種連携と協働実践」 
日時	 ：平成24年4月14日(土)15：00～17：00 

(日本語解説付) 

会場	 ：北里研究所病院3階セミナー室 
（東京都港区白金5-9-1） 

参加費：3,000円(研修単位有) 
ケンタッキー大学薬学部で全米の先駆けとして

『フィジカルアセスメン実習』を立ち上げた女性薬

剤師マンディ・ジョーンズ講師、Pharm.D と、診
断・処方・投薬が可能なナースプラクテッショナー

(上級医療実践看護師)が働くクリニックで、どのよ
うに薬剤師が慢性患者ケアにおいて協働するかを検

証中の女性薬剤師メラニー・マービン臨床講師、

Pharm.D のお二人に地域社会におけるプライマリ
ーケアーや慢性疾患ケアを担うアメリカ薬剤師の育

成と実践について、最新情報を紹介してもらいます。 
	 薬学部でのフィジカルアセスメント革新的教育と、

慢性疾患クリニックでの革新的患者ケアを担うアメ

リカ女性薬剤師から、じかに最新情報を得る絶好の

機会です！	 是非、ご参加下さい。 
	 当セミナー参加希望者は、支部長	 白滝又は笠川

までご連絡ください。 
申し込みは平成24年4月5日までです。 
 
広報情報委員会	 	 

	 

● 弘前大学医学部付属病院	 
《	 新規院外登録薬品	 》	 

ラックビー錠	 10mg	 

カロナール錠	 300mg	 
ビカルタミド錠	 80mg「ファイザー」 
ムコスタ点眼液UD 2% 
ヒューマリンR注ミリオペン 
ヒューマリンN注ミリオペン 
ヒューマリン3 /7 注ミリオペン	 
	 

● 国立病院機構弘前病院	 
《	 新規院外登録薬品	 》	 

ニコチン酸アミド散	 10%「ゾンネ」	 
ネキシウムカプセル	 20mg 
プロスタンディン軟膏0.003% 10g 
	 (30g製剤との切り替え) 
メマリー錠	 5mg、20mg 
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親睦委員会	 

｢ゴルフサークル｣の御案内 
3 月から始まりました「ゴルフサークル」の御案
内です。毎週木曜日に「きものセンターゴルフ練習

場」で20時より開催しています。 
第1回目は初めてゴルフクラブを握る方にも参加
いただきました。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、是非御参加ください。 
【5月の開催予定】5月10.17.24.31日 
（5月3日は祝日のため開催しません） 
連絡先	 齋藤武TEL：0172-36-1310 
	 	 	 	 	 	 	 携帯：090-6229-0380 
 

新入会員 
 
 
 

まつい	 ともこ 
松井	 知子 

平成薬局黒石病院前店 
勤務 

 
 

編集者：佐々木	 直実、新田	 陽子 


