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弘前市薬剤師会広報

 
支部通信	 	 

	 

8/1	  社保委員会	 	 	 	 弘前市総合学習センター 
8/4	  県薬常務会議	 	 	 	 	 	 	 （ＷＥＢ参加） 
8/7	  臨時親睦委員会	 	 さいとう調剤薬局本町店	 
8/11  県薬緊急理事会	 	 	 	 	 	 	 	 県薬会議室	 
8/16  在宅医療推進委員会	  

さいとう調剤薬局本町店2階会議室 
8/17  三役会	 	 	 	 	 	 	 弘前市民参画センター 
8/18  県薬理事会	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 県薬会議室 
8/21	 第１回弘前市地域包括センター運営協議会	 

弘前市役所	 

	 	 	 第１回弘前市地域密着型サービス運営委員会	 

弘前市役所	 

	 	 	 支部役員会	 	 	 	 弘前市総合学習センター 
8/23	 実務実習委員会	 	 

みんゆう調剤薬局アルカディア店	 

8/24	 カルチュアロード出展者説明会 
中三8階スペースアストロ	 
 

	 役員会だより	 	 

 
第 7回弘前支部役員会 

日時：平成24年8月21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、鈴木、津川、白滝各副

支部長、八木橋専務、佐々木（直）、佐々木（克）、

田澤、加藤、小林、嶋田、齋藤（武）、吉岡、大川、

相馬、村上各幹事、齋藤（士）監査役 
 
●支部議題 
報告事項 
(1)社保委員会	 
＊保険薬局伝達講習会（9/10）	 
・参加者107 名（8/21現在）	 	 
・本伝達講習会は県薬の事業として行う。	 

	 

	 

(2)地域保健委員会	 
＊カルチュアロード（9/16）	 
＊母子の受動喫煙防止の禁煙事業もカルチュアロー

ド内で一緒に行う。	 

	 

(3)親睦委員会	 
＊三師会ゴルフコンペ（9/9）	 
＊石館守三杯ゴルフコンペ（9/23）	 	 
・9/5に三師会・守三杯コンペの打ち合わせ予定。	 
・守三杯の案内を広報内の記事に載せ、参加申込票は

HPからダウンロードするようにする。	 
	 

(4) 在宅医療推進委員会	 
＊在宅関連研修会（10/4）	 
・事前アンケート105/154件の回答あり。	 
研修会は基礎的な所にポイントを置いて開催する。	 

・研修会案内は広報に同封する。	 

	 

(5)生涯学習委員会	 
＊県学術大会イン五所川原ポスター発表について	 	 	 

・締め切りを8/18→8/31に延長。	 
・演題：弘前からはポスター2件のみ。	 
継続して声掛けをする。	 

	 

(6) 一般用医薬品委員会	 
＊エッセンシャルドラック配布ならびに説明会	 

・配置棚も含め現在検討中。	 

・説明会等の予定は現在未定。	 

	 

(7)三役会について	 
・8/17開催した	 
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●協議（審議）事項	 

(1)支部予算、県薬交付金、事務局機能について	 
＊今年度より、県薬交付金なし。	 

＊会場を予約する時は県薬の名前と県薬事務局の	 

住所・連絡先、代表者は木村会長にする。	 

＊研修会費	 

（講師代・会場費・FAX代・コピー代等）	 
・講師代・会場費は県薬に領収書を渡し清算する。	 

その他事務費は未定。	 

・市管轄の会場は会場費の請求書を発行してくれるた

め、請求書（振り込み用紙）を県薬事務局に郵送し

てもらい、1週間前までに振り込んでいただけるよ
うに事業担当者が連絡をする。	 

＊会議費	 

（役員幹事会・三役会・各委員会等の会場費、事務

局代）	 

・会議の会場費、資料代、事務局にかかる月15,000
円は支部会計から出す。	 

＊支部事業費	 

（納涼祭・新年会・総会・三師会等）	 

・県薬から予算は下りない、支部の会計とする。	 

＊その他	 

・原則今年度研修会の参加費は500円にする。	 
(2)その他	 
＊事務局報告	 

・今まで支部で金庫を持っていなかったため準備した。	 

・通帳・印鑑の他に常に清算できるように50,000円
準備しておく。	 

＊後発医薬品の差額通知が今年度9月と1月に国保
でも開始する。	 

・対象は慢性疾患の治療薬を14日以上処方になって
おり、差額が200円以上発生する35歳以上の患者。	 
・各薬局に市から来た連絡事項をFAX済み。	 
	 

●県薬役員会・委員会報告	 

(1)県薬理事会（8/18）	 
＊八戸会営薬局が薬剤師の確保が難しく、近年赤字が

続いていることより、閉局することとした。	 

・9/15に西会営薬局が閉局予定。	 
・第一会営薬局は未定だが、閉局予定。	 

	 

	 

＊青森県薬剤師会会費改訂。	 

・A会員¥38,000+開局部会費¥8,400 
    →¥53,000（開局部会費込み）¥6,600値上	 
・B会員¥23,000据え置き	 
・C会員¥11,000→¥15,000 
・D会員¥9,000→¥11,000	 
【理由】	 

現在県薬収入の約40％が会費で、事業収入が60％。
会の運営として、安定した運営のため、会費から

の収入を最低でも50%にしたい。	 
【時期】	 

組織改革に伴う定款作成時期に改訂。	 

	 

(2)地域保健委員会・在宅医療推進特別委員会・	 
薬薬連携推進特別委員会他	 

	 

＊薬薬連携推進特別委員会	 

・弘前支部のお薬手帳についてのアンケートが高い

評価を受けた。	 

県全体でアンケートを取ることになった。	 

・病院の回答が少なかったため、病薬を通して弘前

の病院には再度アンケートを取る。	 

・お薬手帳のポスターを再度作成する予定。	 

カルチュアロードで掲示できるかもしれない。	 

・来年度お薬手帳の活用方法について、統一ルール

を作り、研修会を開催予定。	 

	 

＊在宅医療推進特別委員会	 

・9/30にケアマネアンケートを実施する。	 
・来年2/24に十和田で在宅の研修会を行う。	 
講師：瀬戸先生（宮城）	 

	 

＊地域保健委員会	 

・12月にまちかどの研修会を予定している。	 
・10/7県民公開講座	 内容：禁煙支援セミナー	 
	 

＊生涯学習委員会	 

・12/2 プロフェッショナルスタンダード研修会	 
	 内容：スポーツファーマシスト	 

講師：日薬から1名	 県薬から川村仁先生	 

(OSCEと日程が重なっている。)	 
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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	 》	 

ノイキノン糖衣錠	 10mg 
プロテカジンOD錠 10mg 
リパクレオン顆粒 300mg分包 
レグナイト錠 300mg 
 
● 国立病院機構弘前病院	 
	 	 	 	 新規登録なし。	 

	 

国民健康保険黒石病院より 
一般名処方についてのお知らせ 

 
平成24年9月1日より、下記の一般名について	 
処方する予定です。	 

・アセトアミノフェン	 

・イブプロフェン	 

・ジアゼパム	 

・センノシド	 

・ピコスルファートナトリウム	 

・ロキソプロフェンナトリウム	 

	 

地域保健委員会	 	 

 
カルチュアロードへの参加協力のお願い 
先月の広報にも掲載しましたが、平成24年9月

16日（雨天の場合23日に順延）に土手町、菊池薬
局前にてカルチュアロードに出展いたします。 
内容はお薬相談コーナーの他、母子受動喫煙防止

事業の啓蒙等を行う予定です。どなたでも準備なし

で当日こなせる内容となっておりますので、気軽に

ご参加ください。 
会員皆様のご協力が必要な事業となっております。

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。 
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	 

TEL：88‐6682 	 FAX：88‐6683 

生涯学習委員会	 	 

	 

●弘前 EPAクリニカルセミナー 
 
<心血管イベントの予防戦略におけるEPAの役割> 
日時：平成24年9月11日(火)	 19:00～20:30 
会場：ベストウェスタンホテルニューシティ弘前 
【製品紹介】	 

『高純度EPA製剤エパデールのエビデンス』	 

持田製薬㈱	 学術	 

【一般講演】	 

『循環器ガイドラインからみた高純度EPA製剤の	 

役割	 ～高純度EPA製剤の魅力に迫る～』	 

弘前大学大学院医学研究科	 	 

循環呼吸腎臓内科学講座	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 准教授	 樋熊	 拓未	 先生	 

【特別講演】	 

『循環器治療戦略におけるEPAの役割』	 

岡山大学医学部	 循環器内科学	 	 	 

教授	 伊藤	 浩	 先生	 

 
主催：持田製薬株式会社	 

後援：弘前市医師会	 

	 	 	 青森県薬剤師会弘前支部	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



 4 

	 

在宅医療推進委員会	 	 

 
緩和ケア公開講座報告 
在宅医療推進委員会	 長瀬	 紗矢佳 

	  
7 月 25 日(水)	 弘前大学医学部附属病院医学部
臨床小講義室にて、『緩和ケアにおける精神科	 うつ

とせん妄』精神科医：菊池	 淳宏先生、『緩和ケアに

おける心理的ケア	 がん患者さんへのベストサポー

トを考える』臨床心理士：島田	 恵子先生のご講演

がありました。 
薬剤師の参加人数は29名でした。	 
がんと告知を受けた後の自殺率が、一般の方と比

較して約 2～6 倍とのこと。自殺者を少なくする為
にも、うつ病は治せる=見つけて治すことが大事との

ことでした。	 

がん患者は自分の感じている不安・恐怖感を言語

化し表現することで楽になるといいます。薬剤師は

薬に関することだけを説明し満足するのではなく、

患者の不安な気持ちや怒りを言葉・表情・行動から

汲みとることが大事だと思いました。	 

短い服薬指導中に解決できるレベルでがん患者

(他患者も)は悩んでいない･･･という認識を忘れな

いようにしたいと思います。	 

そして、近年高齢化に伴いせん妄になる患者が増

え、これからも増え続けるとのことです。せん妄と

認知症・うつ病・統合失調症の鑑別は難しいですが、

その鑑別のポイントについてもわかりやすく教えて

いただきました。	 

今回の講演は、患者の気持ちを傾聴することの大

事さを改めて実感するものとなりました。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

親睦委員会	 

	 

●「ゴルフサークル」のご案内 
【9.10月の開催予定】 
9月6.13.20.27日 
10月4.11.18.25日 
時間：20時～ 
場所：きものセンターゴルフ練習場 
連絡先：親睦委員会委員長	 齋藤武	 

TEL：0172-36-1310	 
携帯：090-6229-0380	 
スポーツの秋にゴルフはいかがですか。	 

スポーツを通じて親睦を深めましょう。	 

●石館守三杯のご案内 
日時：平成24年9月23日（日） 
受付開始	 8：00、集合	 8：30 
スタート	 9：00（out/in） 
会費：3000円 
プレイ代：12,500円 
（キャディ付、カート、昼食、1ドリンク込） 
場所：びわの平ゴルフ倶楽部 
	 	 	 TEL 0172- 55-2011 
申込の際は申込用紙を支部ホームページよりダウン

ロードしてください。 
参加申し込みはFAXでお願いいたします。 
FAX：0172-32-9199（弘前支部事務局） 
 

新入会員 
にしざわ	 ようすけ 
西澤	 	 陽丞 

	 みんゆう薬局黒石病院前店 
	 勤務 

 

 
編集者：佐々木	 直実	 磯木	 雄之輔	  


