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弘前市薬剤師会広報

 

支部通信  

 
5/1	  広報情報委員会         弘前パークホテル 
5/2	  生涯学習委員会	 	 	 	 弘愛会病院会議室 
5/12	 薬連総会、薬開局部会総会、県薬理事会 

県薬会議室 
5/15	 支部役員会	 	 	 弘前市総合学習センター 
5/21	 三役会	 	 	 	 	 	 	 	 市民参画センター 
5/22	 開局委員会	 	 	 	 	 	 	 	 磯木調剤薬局 
5/22	 地域保健委員会	 	 	 	 弘前調剤センター 
5/24	 支部役員会	 	 	 弘前市総合学習センター 
5/27	 県薬通常総会	 	 	 	 	 	 	 アラスカ会館 
5/28	 弘前市民健康推進協議会監査会 
	 	 	 弘前市献血推進協議会会計監査 

弘前市保健センター 
5/30	 親睦委員会	 	 	 さいとう調剤薬局本町店 

 

 役員会だより  

 
５月第３回弘前支部役員会 

 
日時：平成24年5月15日(火) 19:15～22:00	 
場所：弘前市学習センター	 

出席者：前田支部長、磯木、中山、津川、坂本各副

支部長、八木橋専務、田澤、加藤、佐々木（克）、工

藤、上田、小林、嶋田、奈良、齋藤（武）、吉岡、大

川、葛西、相馬各幹事、齋藤（士）監査役	 

●報告・検討事項	 

(1)委員会報告補足	 
＊親睦委員会	 	 ボウリング大会	 

＊広報情報委員会	 

委員会の重点を広報作成にして広報の袋詰の作業

を外注にする予定。	 

＊地域保健委員会	 

電話相談事業 6-7月は弘前支部担当。3薬局が不
参加の申し出があり、代わりに事務局が担当。	 

青森支部と担当の月を変更するか検討予定。	 

(2)支部議題	 
＊委員長会議（H24/4/24）の概要報告	 
＊三役会議（H24/4/24）	 
事務局移転の具体的な話はまだ決まっていない。	 

移転については説明会を何度か行い臨時総会にて

決済したい。	 

＊臨時事務員の報告	 

笠川宏子先生にご協力いただきました。 
＊暴力追放弘前市民会議・総会	 

4月26日開催し小林幹事が出席。	 
来年度からは幹事の持ち回りで出席する。	 

(3)県薬各委員会出向	 
地域保健委員会に嶋田桐子先生を追加。	 

社保委員会に相馬美津子先生を追加。	 

開局委員会は予定通り工藤和信先生が出向。	 

(4)「ダメ。ゼッタイ。」運動	 
	 今回は保健所が都合により不参加となるので、薬

剤師会が中心となって運動する。	 

	 登録販売者・配置薬販売者にも呼びかけているが、

例年よりも参加者が少ない可能性あり。	 

会員に多数の参加を呼びかける。	 

実務実習委員会と連携し、実習生にも連絡する。	 

(5)市民の健康まつり 
納涼祭と日程が重複のため、15時までと時間調整。 

(6)納涼祭 
日時・場所変更なし、木村会長にも口頭で連絡済。 

(7)災害時対応薬局調査	 
病院側にデータを渡すのも問題があるため、集積

データの利用法は委員会で検討してもらう。災害

時の状況を支部内で把握しておく必要はある。	 

(8)各委員会事業計画書	 
事業計画書締め切り6月末	 
開局委員会の事業計画は磯木開局支部長と相談。	 

(9)その他	 
健康推進協議会、献血推進協議会の監査として昨
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年度まで齋藤前支部長と櫻庭前開局支部長が参加。

今年度より前田支部長、磯木開局支部長が参加。	 

(10)県開局部会	 
次回総会の準備をしっかり行い中身のある総会に

したい。	 

(11)基準薬局	 
＊Q&Aでは薬局の「薬局の営業時間＞近隣の病院
の営業時間」となっているが、青森県では昼休

の対応をしていれば、「薬局の営業時間＝近隣

の病院の営業時間」でも許可が出ている。	 

(12)会員リストを見直し。	 
	 広報の宛先、支部会員のリストを見直す必要あり。	 

(13)新入会員：弘前支部	 5名	 
 
５月第４回弘前支部役員会（臨時） 

 
平成24年5月24日(火) 19:15～22:00 
場所：弘前市学習センター	 

出席者：前田支部長、磯木、中山、白滝、鈴木、津

川、坂本各副支部長、八木橋専務、佐々木（直）、田

澤、加藤、工藤、上田、小林、嶋田、奈良、齋藤（武）、

吉岡、大川、相馬各幹事	 

●報告・検討事項	 

(1)委員会報告補足	 
＊親睦委員会	 	 納涼祭の案内方法について補足。	 

＊広報情報委員会 
広報の袋詰めと封緘を印刷会社に外注する。 
その際の追加料金とチラシの印刷代、袋詰め代は

各委員会の予算として計上する等の説明。 
＊地域保健委員会	 「ダメ。ゼッタイ。」 
(2)事務局移転	 
＊役員会前段階での決定事項	 

・事務局の場所を今まで通り「弘前市薬剤師薬局」

内に置く。	 

・6月から新事務局を稼働。（支部事業、各種作業が
迫っているため。） 
・事務員は薬剤師薬局から3名出向、1名につき月

5000円の委託料。 
・臨時事務員の笠川宏子先生は5月で任務終了。 
＊委託支部業務の指示系統	 (概要) 
・日薬、県薬からの連絡文書、資材は、支部長（代

理は専務）が必要性を判断。必要な場合は各登録

薬局に FAX で連絡。各々に事務局まで取りに来
てもらう。 

・各事業の指示は各委員長が事務局と連絡を取る。 
・事務局依頼作業を委員長判断できないときは、担

当副支部長に相談し指示を仰ぐ。 
・事務局からの連絡系統・相談は専務幹事が担当 
・経理に関しては、総務委員長が通帳を持ち、事務

局員はサポートする。 
・単位シールの入金などの作業は事務局員が担当。

申請などは継続して加藤先生が担当する。 
＊その他 
・事務局への連絡は以下の通り。 

TEL:0172-32-6205	 	 FAX：0172-32-9199 
・弘前市薬剤師薬局と青森県薬剤師会弘前支部の事

務局委託に関し正式に契約書を交わす。 
・事務局員に納涼祭等各種イベントに是非参加して

もらう。 
(3)県薬部会報告（磯木開局支部長より） 
ママとパパの健やか生活習慣サポート事業が開局

の中で大きな事業になるので、手伝いをお願いし

たい。ニコチンパッチを配布方法の方向性につい

て説明あり。 
 

支部取扱いについて 
 

６月１日より、薬手帳・管理帳簿等の販売や薬剤師

会手続き等を、毎日（月～金）弘前市薬剤師薬局（国

立弘前病院前）にて行います。 
＊取扱品目：お薬手帳、管理帳簿、小分け伝票 

ＦＡＸ送信料振替用紙 
＊薬剤師会手続き：会員の変更、入会申込み 
 
平成24年度支部会費納入のお願い	 

平素は支部運営にご協力いただき大変感謝申し上げ

ます。新しい年度を迎え支部運営のため、会費の納入

をお願いいたします。同封いたしました郵貯振替用紙

をご利用ください。	 

振替用紙には会費納入会員名を記入してください。複

数に渡る場合も全員のお名前をご記入下さい。	 

書き損じなどで振替用紙が必要の場合は事務局にご

一報ください。	 
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暴力追放弘前市民会議総会	 報告	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 文責	 	 小林牧子	 

4月26日(木)に開催された表記会議に出席しました
ので報告します。5 項目の議案の後、企業が反社会
的勢力による被害を防止するための指針：基本の五

原則、暴力団追放三ない運動(暴力団を利用しない、

暴力団を恐れない、暴力団に金を出さない)等につい

て講演がありました。 
青森県でも暴力団構成員等は減少傾向にありますが、

まだ強い勢力を維持しているという現状があるそう

です。自分には関係ないと思わずに普段から有事の

対応を周知しておくことが大切ということです。	 

暴力団について困ったことがあったら、警察または

青森県暴力追放県民センターにご相談下さい。	 

	 

委員会だより  

 
地域保健委員会  
 
「ダメ・ゼッタイ」麻薬・覚せい剤乱用

撲滅キャンペーン参加のお願い	 

今年も国連募金活動の一環として地域住民への啓発

活動と募金運動の街頭キャンペーンを行います。今

回は保健所が都合により不参加となりますが、関連

各団体と協力してあなたも薬剤師として、奉仕活動

しませんか？ 
薬学生も参加する予定です。薬学生受け入れ薬局は

カリキュラムの一環として是非ご検討下さい。 
準備も何も要らずに、ふらっと来て出来る奉仕活動

ですので、気軽にご参加ください。 
	 

日時：平成24年6月23日（土）14:00～15：30頃 
場所：さくら野	 正面玄関   13：50（集合時間） 
内容：啓発活動に関するパンフレット、 

宣伝品の配布、募金の活動 
参加申し込みは下記の宛先まで電話か FAX でお願
いいたします。締切6月19日 
 
 
 
 

 
第２６回「市民の健康まつり」 

参加協力のお願い 
毎年恒例の弘前市民を対象にした保健衛生行政の一

貫として、医師会等関係各団体と協力して健康増進

の啓発活動を行います。一人でも多くのお手伝い・

参加をお願い申し上げます。 
（途中参加・途中退席も大丈夫です） 
 
日時：平成24年7月7日（土）10:00～15：00 
場所：弘前市保健センター	 １階	  

急患診療所（薬剤師会ブース） 
内容：お薬相談・薬用植物の押し花展示・ 
健康飲料試飲・薬のポスター展示・健康食品試食・ 
薬剤師ミニ体験コーナー 
参加申し込みは下記の宛先まで電話か FAX でお願
いいたします。締切7月2日                                                
 
※ この 2事業は薬剤師が市民に向け身近な存在だ
とアピールできる好機です。 

昨年も多数会員の皆さまにご協力いただきまして、

誠にありがとうございます。 
今年も病院薬剤師、開局薬剤師、学校薬剤師、卸、

行政など各分野の方に積極的に参加をお願い致しま

す。 
 
「ダメ・ゼッタイ運動」及び「市民の健康まつり」

の参加申込・問合せ	 	  
地域保健委員会委員長	 奈良卓 

TEL88‐6682	 FAX88‐6683 
 
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	 》	 

イグザレルト錠	 10mg	 
イグザレルト錠	 15mg 
イソバイドシロップ 70%分包20ｍL 
ストミンA配合錠 
リクシアナ錠 15mg 
リクシアナ錠 30mg 
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● 国立病院機構弘前病院	 
《	 新規院外登録薬品	 》	 

フラジール内服錠	 250mg 
 
社会保険委員会  
 
処方せんにおける処方医の署名について	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 社会保険委員会	 吉岡	 英司	 

独立法人機構弘前病院（国立弘前病院）より、医師

の直筆の署名の処方せんにおいて、二重線訂正箇所

に署名をした処方せんを応需した薬局より、訂正の

方法に関して疑義照会されるケースが多く、会とし

て確認して欲しいという旨の相談がありました。	 

今一度、署名・捺印に関して整理しますので、ご確

認ください。	 

	 

１． 保険医氏名欄に医師の名前が印字もしくはゴ
ム印等で記載された場合は、捺印が必要。	 

２． 保険医氏名欄に医師の名前が直筆の場合は、捺
印は不要。	 

３． 医師名印字等・押印の処方せんの訂正箇所は、
同じ印鑑の捺印が必要。	 

４． 印鑑はシャチハタと言われているインク一体
型の印鑑は不可。	 

５．直筆署名の処方せんの訂正は、訂正箇所に

直筆署名で構わない。	 

６． 直筆署名の処方せんの訂正箇所に捺印した場
合は、直筆署名箇所にも同じ捺印が必要。	 

	 

今回のケースは５及び６に該当します。	 

直筆署名の処方せんの訂正は、訂正箇所に署名する

ことになりますことをご理解ください。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

開局委員会  
 
産業廃棄物管理票（マニフェスト）に関

する報告について 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	     

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１２条の３第

６項及び同法施行規則第８条の２７の規定により、

事業者は前年度の１年間に交付したマニフェスト

の交付等の状況を毎年６月３０日までに、産業廃

棄物を排出する事業所の所在地を管轄する都道府県

知事（弘前支部管轄は中南地域県民局長宛で、中

南地域県民局）に提出する必要があります。 
尚、産業廃棄物（薬局でいうところの医薬品の包装

資材：ＰＴＰや瓶、缶、プラスチック容器、チ

ューブなど）は自治体で回収するゴミに出せません。

認可を受けた専門業者と廃棄物処理の委託契約を結

ぶ必要があります。 
本法律には罰則規定がありますので、各薬局は遵守

くださるようお願い致します。詳しくは、県ホーム

ページ又は支部ホームページをご覧ください。 
	 

生涯学習委員会  
 
● 第 13回薬剤師生涯セミナー 
 
日時：平成24年6月19日(火)	 18:30～20:30 
会場：ベストウェ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 

『JPALS伝達講習会』	  
ファルマ浪岡薬局	 津川 俊彦 先生 

『喘息患者におけるシムビコートの有用性と 
薬剤師の先生にお願いしたいこと	 』 
独法国立病院機構弘前病院	 山本 勝丸 先生 

『このままでは目的地につかない	  
～診療報酬改定は今後も続く～』 

(有)メディック代表取締役マスタリーE&T研究所 
	 水野 敦典 先生 

日本薬剤師研修センター集合研修：1単位 
共催：青森県薬剤師会弘前支部  

アストラゼネカ(株) 
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● 第 45回弘前糖尿病研究会	 
	 

日時：平成 24年 6月 20日（水）18：15～20：30	 
場所：ホテルニューキャッスル3階	 麗峰の間	 
製品紹介：『不眠症におけるルネスタの効果』	 

『大血管障害の進展抑制における食後高血糖	 

及び血糖値変動の改善の意義』	 

弘前大学大学院医学研究科	 内分泌代謝内科学講座	 

講師	 松井	 淳	 先生	 	 

『臨床試験の正しいみかた』	 

	 東京大学医学部附属病院	 臨床研究支援センター	 	 

教授	 山崎	 力	 先生	 

参加費：薬剤師500円	 	 	 	 	 	 情報交換会予定	 
共催：エーザイ(株)	 	 

弘前糖尿病研究会	 

	 

● 第 14回薬剤師生涯セミナー	 
	 

日時：平成24年7月5日(木)	 18：45～	  
場所：ホテルニューキャッスル2階	 曙の間 
弘前市上鞘師町24‐1	 ℡：0172‐36‐1211 

製品紹介：『プレタール最近の話題』 
『OD錠は脳梗塞患者さんのよきパートナー』 
静岡県立大薬学部	 実践薬学分野教授	  

 並木 徳之 先生	  
日本薬剤師研修センター集合研修：1単位	  
懇親会有 
共催：青森県薬剤師会弘前支部	  

大塚製薬(株) 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

親睦委員会 
 

｢ゴルフサークル｣の御案内	 

	 

気候も良くなり、ゴルフのシーズンになってまい

りました。 
薬剤師会弘前支部親睦委員会では3月よりゴルフ
サークルと称してゴルフの練習会を毎週木曜日に開

催しています。初めての方も大歓迎です。ゴルフの

練習を30分行うと約150kcal消費できるようです。
最近運動不足の方も是非ご参加ください。 
ふらりと立ち寄ってくれてもOKです。ご質問の
ある方はご連絡ください。 
 
【7月の開催予定】7月5.12.19.26日 
場所：きものセンターゴルフ練習場	 

連絡先：親睦委員会委員	 齋藤武 
TEL：0172-36-1310	 携帯：090-6229-0380	 
 

☆2012納涼祭の御案内☆ 
 
今年も下記の日程で納涼祭を開催致します。 
会員以外でも、病院薬剤師、ご家族、職員等、ど

なたでもご参加頂けますので、皆様のお越しを心よ

りお待ち申し上げます。 
 
日時：平成24年7月7日(土)	 18:00～20:00 
場所：弘前プラザホテル	  

バンケットルーム「ザ・チェルシー」 
（弘前市代官町101-1	 ℡：0172-35-0345） 
会費：会員3,000円	 非会員3,500円	  
（お子様用のメニューにも対応しておりますので詳

細はお問い合わせ下さい） 
参加をご希望の方は、今回広報に同封の案内状に必

要事項をご記入の上 FAX にてご連絡をお願い致し
ます。 
FAX:0172-34-7792 	 安田調剤薬局	 安田まで 
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新入会員 
 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 

なるみ	 ともこ 
鳴海	 智子 

さいとう調剤薬局大町 
勤務 

 
 

	 	 	 	 	 	 	  
 

たむら	 けんと 
田村	 顕人 

	 	 弘前市薬剤師薬局国立病院前 
勤務 

 

 

	 	 	 	 	 	 	  
 

あらき	 ちか 
荒木	 千佳 
わせだ薬局 

勤務 
 

 
 
 
 
 

よしおか	 さゆり 
吉岡	 小百合 
大開調剤薬局 

勤務 
 

ふくし	 まさこ 
福士	 眞佐子 

弘前市薬剤師薬局国立病院前 
勤務 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

編集者：佐々木	 直実、新田	 陽子 
 


