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弘前市薬剤師会広報

 
支部通信	 	 
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7/4	 三役会	 	 	 	 	 	 	 	 	 市民参画センター 
7/5	 薬剤師生涯セミナー  

ホテルニューキャッスル 
7/6	 在宅医療推進委員会	 	  

さいとう調剤薬局本町店 
7/7	 市民の健康まつり	 	 	 弘前市保健センター 
7/7	 納涼祭	 	 	 	 	 	 	 	 	 弘前プラザホテル 
7/9	 弘前市国民健康保険運営協議会	 弘前市役所 
7/10	 三師会役員会	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 なかさん 
7/21	 県薬理事会	 	 	 	 	 	 	 青森県薬剤師会館 
7/24	 支部役員会	 	 	 	 弘前市総合学習センター 
7/25	 弘前大学医学部附属病院緩和ケア公開講座	 

医学部臨床小講義室 
7/31	 津軽地域保健医療推進協議会	 青森県武道館 
7/31	 禁煙サポート薬局伝達講習会	  

弘前市総合学習センター 
 

	 役員会だより	 	 

 
第６回弘前支部役員会 

日時：平成24年7月24日19:15～22:00 
場所：弘前市総合学習センター 
出席者：前田支部長、磯木、中山、坂本、白滝、津

川各副支部長、八木橋専務、上田、加藤、葛西、工

藤、小林、齋藤（武）、佐々木（直）、佐々木（克）、

嶋田、相馬、奈良、田澤、吉岡各幹事、齋藤（士）

監査役 
	 

●支部議題 
報告事項 
(1) 地域保健委員会 
＊ダメゼッタイ運動(6/23)の概要報告 
＊市民健康まつり(7/7) 
・昨年から行われているミニ薬剤師体験コーナーが好

評。健康相談も多く、少しずつ浸透してきている。 

(2) 生涯学習委員会 
＊第14回生涯学習セミナー(7/5)の概要報告 
(3) 親睦委員会 
＊納涼祭(7/7)の概要報告 
(4) 総務委員会 
＊事務局関連状況報告	  
・案内文、名刺を全幹事分作るのは初。 
テストケースと考え、必要が無いなら縮小していく。 

(5)三師会役員会(7/10) 
出席：三師会役員：前田支部長、磯木、中山各副支

部長、八木橋専務、齋藤（士）監査役 
開催場所：なかさん 
・市民の健康まつりについての報告 
・今後の活動 
三師会総会	 9月26日（水）パークホテル（仮） 
懇親会：￥2000～3000予定 
毎年薬剤師会からの参加者が少ないが、三師会関連

の事業を持つ幹事はなるべく出席するようにする。 
(6)その他委員会報告 
＊全薬局へのFAX案内 
・公平性を持ったルールを作り、利用方法をもう一度

考える。現在利用している漢方研修会の連絡は一旦

受けないことにする。 
＊県の学術大会の座長 
・口頭発表の座長を弘前支部の開局から1名出してほ
しいと要請あり。 

 
検討事項 
(1)生涯学習委員会	 
＊「薬剤師研修手帳」販売のお知らせ	 

・販売のお知らせの内容・掲載方法を検討し、広報・

HPにも載せることになった。 
（その際に研修センターHPのURLも貼りつける） 
・在庫数、販売に関しては八木橋専務が事務局に連

絡する。 
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(2) 薬薬連携委員会	 
＊お薬手帳アンケートについて	 	  
・追記事項含め文章内容問題ないため承認。	 

・8 月の県薬委員会までに集計するため、早急に全
薬局にFAXする。	 

(3)	 在宅医療推進委員会 
＊委員会名を県薬に合わせて名称を「在宅緩和パス

委員会」から「在宅医療推進委員会」に変更。 
・委員会名変更後も癌パスについては担当する。 
＊10月4日に研修会を企画 
・研修会に先立ち弘前の現状把握のためのアンケー

トを実施。 
・アンケート内容については委員会名を在宅医療推

別委員会に変更し記載する。 
・7月30日にアンケートを各薬局にFAXする。 
●開局議題 
協議・審議・報告事項 
(1)県開局部会報告 
＊第1類医薬品について、全薬局で取り扱ってもら
うように進めていく。 
・エッセンシャルドラッグを準備して配置する。 
・全薬局対象に「販売」「接客」「薬」についての研

修会を開催予定（OTC委員会）。 
＊「健康づくり講演会」「命と暮らしを支える」の申

し込み。 
●県薬役員会・委員会報告	 

(1)県薬役員会(7/21) 
＊各支部議事録・１１月県理事会変更・県委員会組

織図・第79回定時総会会長演述の報告 
＊プロフェッショナルスタンダード研修会の開催予

定は平成24年12月2日となっているが、日程が
変更する予定。 
＊三師会共同お薬手帳の発行が 40 万部を超え、価
格が20円に値下げされる。 
・県薬からは100冊単位で配送してくれる。 
（送料別・送料不明） 
・支部は取りに行く代わりに送料不要。 
（現在は50冊単位で販売している。） 
・支部会員が混乱しないように分かりやすい案内文

（申し込み用紙）をつくり販売する。 
 
 

(2)地域保健委員会・在宅医療推進委員会・社会保険
委員会他 
＊地域保健委員会 
・母子の受動喫煙防止事業の伝達講習会を行う。 
弘前支部は7月31日（案内済み） 
連絡受付は奈良委員長。 
・母子受動喫煙防止イベント事業を弘前地区は9月

16日カルチュアロード。 
＊在宅医療推進委員会 
・ケアマネージャーのアンケートが完成したため実

施する。（9月中） 
・2月24日十和田で宮城県瀬戸先生を講師に研修会
を行う予定。 
テーマ：在宅における他職種連携について 
対象：薬剤師	 コメディカル 
・八戸支部：11月 10日にケアマネージャーとの合
同研修会を予定。 
＊社会保険委員会 
・７月より個別指導が行われている。 
ヒヤリハット事業の登録推進も継続して行う。 
＊生涯学習員会 
・県薬学術大会の演題申し込みを募集中。 
声掛けをしていく。 
	 

委員会だより	 	 

	 

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	 》	 

カリメート経口液	 20％	 
パキシルCR錠	 12.5mg 
パキシルCR錠 25ｍg 
エビリファイOD錠 6mg 
エビリファイOD錠 12mg 
リバロ錠 4mg 
● 国立病院機構弘前病院	 
《	 新規院外登録薬品	 》	 

デトルシトールカプセル	 4mg 
ナゾネックス点鼻液 50μg56噴霧用 
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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」報告 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 地域保健委員会	 中山 昭彦 
毎年保健所を中心に関連団体の参加で行ってきま

したが、本年は薬剤師会が中心に青森県医薬品登録

販売者協会、青森県医薬品配置協会のご協力のもと

実施しました。 
本事業は、薬剤師としての職能を生かし、一般市

民に対し麻薬や覚せい剤の乱用を根絶することの啓

発が目的なので、昨年に続き薬学生の実務実習の一

環として学生にも参加頂きました。 
また、さくら野百貨店様のご協力で多くの方にパ

ンフレットの配布や募金をお願いすることができ、

無事に終了することができました。 
来年も本事業は継続いたしますので、皆様の参加

ならびにご協力をお願い申し上げます。 
日時：平成24年6月23日（土）14：00～15：30 
場	 所：さくら野百貨店（正面、別館前、アクアリ

ウム渡嘉敷前、各階駐車場連絡口等） 
参加者：薬剤師18名	 薬学生11名	 子供2名 

（以上、薬剤師会関係） 
青森県医薬品登録販売者協会 
青森県医薬品配置協会、青森県職員 
 

 

 

 
 

「市民の健康まつり」参加報告 
地域保健委員会	 嶋田	 桐子 

7月7日(土)、8日(日)弘前総合保健センターにて
第 26 回市民の健康まつりが開催され、薬剤師会弘
前支部では7月7日(土)参加、出展致しました。 
昨年に引き続き青汁としょうが湯の試飲、子供向

けのミニ薬剤師体験コーナーを設置し、終了時間ま

で大変多くの方にいらして頂きました。特に薬剤師

体験コーナーでは子供たちが薬剤師を疑似体験し、

楽しんでる様子が見受けられ盛況でした。 
今年はお薬相談も数件あり、薬剤師会として市民の

方々に微力ながら貢献出来たのではないかと思って

おります。 
前田支部長はじめ薬剤師の先生方 15 名と薬学生

5 名には朝早くの準備より参加して頂きありがとう
ございました。 
市民の健康まつり等のイベントを通じて市民の皆

様方に、薬剤師としての活動を広く周知して頂ける

よう、来年は新しい企画を取り入れながら、事業に

取り組んでいきたいと思っております。 
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カルチュアロードの参加協力のお願い 
本年も下記内容にて、カルチュアロードに出展い

たします。 
本事業は、「健康日本２１」啓発事業の一環で、市

民に正しい薬の使い方、禁煙・禁酒の啓発などが主

な目的です。 
今年も会員皆様の多数ご参加、ご協力の程宜しく

お願い申し上げます。 
日時：平成24年9月16日（日）	 9：00～16：00 
場所：土手町	 交差点	 菊池薬局前 
内容：禁煙啓発パンフレット配布、スモーカーライ

ザー体験、お薬相談コーナー、健康食品の試食・試

飲等 
参加申し込みは電話か FAX でお願いいたします。	 
地域保健委員会委員長	 奈良卓	 

TEL88‐6682	 FAX88‐6683 
 
生涯学習委員会	 	 

	 

青森県薬剤師会学術大会ｉｎ五所川原	 

演題募集中	 
平成24年10月28日（日）午前10時から午後4
時までプラザマリュウ五所川原で開催される学術大

会の演題を募集中です。演題は:地域での活動報告、
患者意識調査、調剤に関する研究報告、病院薬剤師

活動、薬薬連携、公衆衛生活動、薬学生実務実習の

受け入れなど、薬剤師に関連する調査・研究の発表

など	 日頃の研究・研修内容を是非発表してみませ

んか？	 

演題申し込み及び抄録提出締め切りは平成 24 年
8月18日です。	 
詳細は弘前支部 HP（専用サイトリンク）県薬 HP
（会員専用サイト）をご参照下さい。	 

 
 
 
 
 
 
 

日本薬剤師研修センター	  
「薬剤師研修手帳」販売のお知らせ	 

弘前支部では、会員の便宜を図るため、公益財団

法人	 日本薬剤師研修センターの発行する「薬剤師

研修手帳」を事務局にて販売することに致しました。	 

	 

なお、日本薬剤師研修センターでは平成18年度4
月以降「研修認定薬剤師」の認定取得者に対して「薬

剤師研修手帳」を1冊贈呈しております。	 
認定証をお送りする際に同封しておりますので認

定取得者の方は誤って購入されないようにご注意下

さい。	 新規に研修認定薬剤師を目指す方が必要

になります。	 

	 ○特別な事由による研修期間の延長について	 

妊娠出産、疾病による長期入院、及び長期海外出

張等やむを得ない事由がある場合、研修期間の延長

が可能です。期間の延長は原則として1年を限度で
す。ただし、長期海外出張の場合、その期間が延長

期間となります。	 

	 	 	 	 	 （研修認定薬剤師制度	 実施細則7参照）	 
	 ○グループ研修、自己研修制度もあります	 

支部後援の研修会や勤務する薬局・病院での薬剤

師の研修会・勉強会なども自ら申請することにより

研修シールが取得出来ます。また、自宅等での自己

学習も研修シールの取得が可能となっております。	 

詳細は弘前支部HPリンク＞研修手帳、研修センター

HPを参照されるか、支部生涯学習委員会へお問い合

わせ下さい。	 

	 	 	 	 	 	 	 お問い合わせ先	 

生涯学習委員会	 委員長	 上田寿夫	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 電話0172-33-2871（弘愛会病院）	 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

販売価格	 一冊500円	 
	 問い合わせ先	 	 

弘前支部事務局	 電話0172（32）6205	 
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●Hirosaki Diabetes Night Seminar 
日時：平成24年8月23日(木)	 18:50~20:30 
場所：ホテルニューキャッスルNOVA2階「曙」 
学術情報「ジャヌビア錠	 最近の話題」 
講演1 
『当院におけるシタグリプチンの使用経験~イ

ンスリン併用例を中心に~』 
駅前クリニック	 	 	 	 院長	 	 對馬	 史博	 先生 
講演2 
『2型糖尿病に対するDPP-4阻害薬の長期投与に
よる臨床的検討』 
黒石市国民健康保険黒石病院	 	 糖尿病・内分泌内科 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 部長	 	 上原	 修	 先生 
講演3 
『糖尿病治療にDPP-4阻害剤をどう選んだらよ
いか？』 
木村健一クリニック	 	 院長	 	 木村	 健一	 先生 
主催：MSD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 
 
●レミニール発売1周年記念講演会	 in	 弘

前 
日時：平成24年8月31日(金)	 18:30~20:00 
場所：ホテルニューキャッスル	 3F	 麗峰 
【製品紹介】 
「認知症に合併した糖尿病の治療に 
	 	 	 DPP4阻害薬ネシーナが貢献できること」 
【基調講演】 
『当院におけるレミニールの使用経験』 
	 弘前大学大学院医学研究科	  

脳神経内科学講座	 講師	 瓦林	 毅	 先生 
【特別講演】 
『変わる家族関係の中での新しい認知症治療』 
	 岡山大学大学院	 医歯薬学総合研究科 
	 	 脳神経内科学講座	 教授	 阿部	 康二	 先生 
共催：ヤンセンファーマ株式会社 
	 	 	 武田薬品工業株式会社 
後援：弘前市医師会 
	 	 	 青森県病院薬剤師会弘前支部 
	 	 	 青森県薬剤師会弘前支部	 

	 

第 14 回薬剤師生涯セミナーを終えて	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 報告者：照井一史 
平成 24年 7月 5日、ホテルニューキャッスルに
おいて静岡県立大学薬学部より並木徳之先生をお招

きして、「OD錠は、脳梗塞患者さんの良きパートナ
ー」が開催されました。60名の会員が集まり盛況の
研修会となりました。並木先生は、「私の目標は、ヒ

ューマンフィール（患者さん思っていること）、特に

治療中の患者の苦痛を改善すること」の挨拶から始

まりました。 
患者さんのアドヒアランスを低下させる要因とし

て、忙しさ、食事が不規則、病気であることを隠し

たい等様々な要因があることを示し、7 割の糖尿病
の患者さんは、アドヒアランスが低く、特にHbA1c
の高い患者さんにおいて、OD 錠に変更することで
アドヒアランスが上がり検査値の改善がなされたと

説明されました。また、脳血管障害では誤嚥性肺炎

を起こす確率が高く、原因としては服薬時や食事が

あげられることを説明し、OD 錠は誤嚥性肺炎を軽
減するために有用であることもお話されました。 
予防医学の重要性について脳卒中を例に挙げ説明

されました。FASTキャンペーン（Face：顔が崩れ
ている。Arm：片腕が上がらない。Speech：もごも
ご話す。Time；3時間以内）を紹介し、服薬指導中
にこのような症状を発見したら、救急車へ電話する

よう説明を受けました。長期処方が増えている中で、

病院では継続的に患者さんを観察することはできな

いため、薬剤師による患者さんの状態確認が重要に

なってくると述べられました。そして、今後予防医

学が薬剤師の重要な仕事となり、バイタルサインを

確認し患者をモニタリングする時代が近いと説明さ

れました。 
今回の研修会は、薬剤師の役割が大きく変化して

いることを学び、多くの薬剤師がOD錠に対する認
識が変化した充実した研修会となりました。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
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在宅医療推進委員会	 	 

	 

委員会名変更のお知らせ 
４月より在宅緩和パス委員会で立ち上がりましたが、

県薬の委員会名称にあわせ、在宅医療推進委員会に

名称変更致しましたのでよろしくお願い致します。 
	 

親睦委員会	 

納涼祭を終えて	 

親睦委員会	 安田	 知生	 
	 ７月７日（土）七夕の日に、弘前プラザホテルに

て毎年恒例の「薬剤師会弘前支部納涼祭」が開催さ

れました。納涼祭は弘前支部の行事の中では参加人

数が１、２を争う大きなイベントです。今年は、他

支部や病院薬剤師の先生方、ご家族の方なども含め、

総勢８６名の方にご参加頂きました。浴衣や甚平姿

といった普段とは違う姿に納涼祭らしさが感じられ

る中、多数の参加者が親睦を深め楽しい時間を過ご

す事ができたのではないかと思います。	 

納涼祭をはじめとする親睦委員会の企画する行事

では薬学的な事は直接扱いませんが、行事を通じて

参加者が互いに親交を深める事で情報交換のきっか

け、延いては薬薬連携、病薬連携へと発展していく

事を期待して計画されています。	 

これからも計画者側の自己満足にならぬよう、楽

しく交流を深められる場を提供していきたいと思い

ますので、参加された事がない方もぜひ一度足をお

運び頂き、たくさんの先生方と交流を持ってみては

いかがでしょうか。きっと楽しいですよ！	 

末筆ながら、今回ご参加頂きました皆様、納涼祭

運営に携わって頂きました委員の皆様に感謝申し上

げます。	 

 
 
 
 

「ゴルフサークル」のご案内 
【8.9月の開催予定】 
8月2.9.23.30日（16日はお休みします） 
9月6.13.20.27日 
時間：20時～ 
場所：きものセンターゴルフ練習場 
	 	 	 弘前市大字小沢字井沢84	 

連絡先：親睦委員会委員長	 齋藤武	 

TEL：0172-36-1310	 
携帯：090-6229-0380	 
9 月は三師会親善ゴルフ大会と石館守三杯が企画さ

れています。是非ご参加ください。	 

	 

●弘前市三師会親善ゴルフ大会のご案内 
日時：平成24年9月9日（日） 

8：52スタート（out/in） 
場所：津軽カントリークラブ百沢コース  
	 	 	 青森県弘前市百沢字裾野33-1 
	 	 	 TEL 0172-83-2326 
 
●石館守三杯のご案内 
日時：平成24年9月23日（日） 

9：00スタート（out/in） 
場所：びわの平ゴルフ倶楽部 
	 	 	 青森県平川市切明蛍沢１６‐１ 
	 	 	 TEL 0172- 55-2011 
 
弘前支部HP更新情報 

 
2012.07.25 

日本薬剤師研修センター「薬剤師研修手帳」販売のお知らせ 

2012.07.24 

第45回日本薬剤師会学術大会ランチョンセミナー申込に付いて 

24日受付開始定員になり次第締め切り！！ 

2012.07.20 

青森県薬剤師会学術大会in五所川原（リンク有り） 

2012.07.13 

平成24年度	 納涼祭ビアパーティー（ムービー有り） 

 
編集者：皆川	 真貴子	 佐々木	 直実 

 


