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弘前市薬剤師会広報

 
 

支部通信	 	 

	 

9/5	  地域保健委員会	 	 	 	 	 弘前調剤センター 
9/9	  三師会親善ゴルフ大会	 	 	 	 	 	 津軽ＣＣ 
9/10  保険薬局伝達講習会	 	 弘前市文化センター	 
9/15  県薬理事会	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 県薬会議室 
9/16  カルチュアロード	 	 	 	 	 	 弘前市土手町 
9/18  支部役員会	 	 	 	 さいとう調剤薬局本町店 
9/23	 石舘守三杯ゴルフ大会	 	 	 	 びわの平ＣＣ	 
9/24	 三役会	 	 	 	 	 	 	 弘前市民参画センター 
9/26	 三師会総会	 	 	 	 	 	 	 弘前パークホテル 

	 

 
	 役員会だより	 	 

 
第 8回弘前支部役員会 

日時：平成24年9月18日19:15～22:00 
場所：さいとう調剤薬局本町店２階 
出席者：前田支部長、磯木、中山、鈴木、津川、 
白滝各副支部長、八木橋専務、吉岡、上田、小林、

佐々木（直）、嶋田、工藤、奈良、齋藤、大川、葛西、

相馬、加藤各幹事、齋藤監査役 
 
●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110 名。	 
(2)地域保健委員会	 
＊カルチュアロード（9/16）	 
・参加薬剤師24名、学生7名。	 
・今回のカルチュアロードは母子の受動喫煙防止を	 

メインで行った。	 

(3)親睦委員会	 
＊三師会ゴルフコンペ（9/9）	 
・参加は、医師会4名、歯科医師会5名、	 
	 薬剤師会11名。	 

・雷雨のため前半で終了。薬剤師会は2位。	 
＊石館守三杯ゴルフコンペ（9/23）	 	 
・参加36名。	 
(4) 在宅医療推進委員会	 
＊在宅関連研修会（10/4）について。	 
(5)県薬地域保健委員会	 
＊夜間電話相談事業	 

・11，12，1月を弘前支部で担当する。	 
・年末年始期間は個人の受け渡しで1日おきにする。

年末年始期間に参加できる薬剤師を募集する。	 

⇒詳しくは今月広報の地域保健委員会の項を参照。	 

	 

●協議（審議）事項	 

(1) 生涯学習委員会	 
＊女性薬共催講演会（12/8）	 
・弘前支部の事業。予算は県薬より。	 

・研修会（主催：青森県薬剤師会弘前支部	 

	 共催：青森県女性薬剤師会弘前支部）は了承。	 

(2) 役員会議の会場及び費用について	 
・今後の会場は基本的に学習センターを利用する。	 

・会場が取れない場合は、市民会館を利用する。	 

・現在毎回同じ団体と学習センターの会場利用日が	 

重なっている。	 

	 (3)その他	 
＊親睦委員会：三師会親善ゴルフについて	 

・慣例で親睦委員会の事業としているが、将来的に

は親睦委員会で対応しきれない可能性がある。	 

・三師会の事業なので、親睦委員会から離して、三

師会の事業として行い、担当者を選任する。（当面

は親睦委員長の齋藤が担当）窓口は前田支部長が

担当する。事業の報告などの詳細なデータの蓄積

進め方の申し送りを行っていく。	 

＊生涯学習委員会：研修会の受付について	 

・弘前市管轄の会場現場での参加費徴収はできない。	 

	 	 （会場予約時に申し出しないよう注意する）	 
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＊黒石病院一般名処方における報告書の件	 

・報告書の送付先をHPに掲載する。	 
	 

	 

●県薬役員会・委員会報告	 

(1)県薬理事会（9/18）	 
＊日薬のシールが完成したため、各薬局が事務局に

取り行くようお願いする。	 

＊気仙薬剤師会 
	 薬剤師訪問による薬相談事業（ボランティア）	 

・11月3，4，10，11日に仮設住宅を訪問し、薬の
管理、住民の思いなど聴取、有効期限などを確認

する。	 

	 詳細は支部ホームページ（申し込み用紙有り）	 

・会員にはFAXで案内をする。	 
	 第一次申込締め切り9月25日	 
	 以降随時受付を予定している。	 

	 (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	 

＊地域保健委員会	 

・禁煙サポート薬局には 10 月から事業が始まるた
めニコチンパッチを準備。	 

・健康介護まちかど相談事業は12/9八戸、	 
	 1/27青森、2/3弘前で開催。	 
・ゲートキーパーで講演できる精神科医師を探して

ほしい。講演は90分くらい。	 
・県民公開講座	 八戸	 講師	 川村	 仁	 先生	 

	 
・糖尿病予防推進委員会より、今年度から薬局で尿

試験紙をサービスする予定（300名分）。	 
県が準備するが、来年度以降は各薬局で対応する。	 

＊生涯学習委員会	 

・来年度の学術大会はむつ下北支部が担当。	 

＊実務実習委員会	 

・11/11県薬会館で座学を開催する。 
 

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	 》	 

プレドハン錠	 2.5mg 
レバミピド錠 100mg「タナベ」 
レキップCR錠 2mg、レキップCR錠 8mg 
テネリア錠 20mg 
 
● 国立病院機構弘前病院	 
《	 新規院外登録薬品	 》	 

アザルフィジンEN錠 500mg 
アボルブカプセル 0.5mg 
インドメタシンカプセル 25「イセイ」 
エレンタール配合内用剤 
ガバペンシロップ 5% 
ザーコリカプセル 250mg 
スーテントカプセル 12.5mg 
ベタニス錠 25mg、ベタニス錠 50mg 
 

平成 24年度弘前市三師会総会 
 

青森県薬剤師会弘前支部	 支部長	 前田	 淳彦 
9月26日（水）18時30分より、弘前パークホテル
で開催されました。今回は、薬剤師会が担当というこ

とで、私、前田が開会のことばを、磯木副支部長が事

業報告及び事業計画を、八木橋専務幹事が決算報告及

び予算案を担当しました。事業報告では、「三師会員の

検診」の箇所で、医師会検診センターの利用状況では、

医師会会員、医師会家族、歯科医師会が利用している

が、薬剤師会はゼロであることで質問がでました。薬

剤師会を代表して、前田が、薬剤師会員は職場（薬局）

の健康診断を近隣の医療機関で行っているところが多

い。今後、医師会検診センターの利用を会員に働きか

けたいと発言しました。 
総会終了後、特別講演を高森銘茶堂の高森ましら氏

が「津軽と芭蕉」という演題で、長勝寺を取り巻く歴

史絵巻を1時間にわたりご講演されました。その後の
懇親会では、各会の参加者（医師会10名、歯科医師会
8名、薬剤師会14名）の親睦が図られ、最後に齋藤士
郎先生の中締めの挨拶によって閉会いたしました。 
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青森県薬剤師会ホームページリニューアル 
 
＊県薬のホームページが新しくなりました。	 

今回のリニューアルではスマートフォン専用ペー	 	 	 	 

ジが設定されスマートフォンからアクセスすると専

用ページに自動で繋がります。	 

パソコン画面

 
スマートフォン画面 

 
会員のページ	 ID	 aoyaku	 	 パスワード	 DI	 

 

 
社保委員会	  

確認事項 
(1)チラーヂンS錠について 
従来チラーヂンS錠は、25・50・100の3規格で
したが、平成24年6月22日にチラーヂンS錠
12.5・75の2規格があらたに薬価収載されました。
これにより自家製剤加算が算定できなくなる場合が

ありますのでご注意ください。 
(2)ノルスパンテープ（久光製薬）について 
昨年7月に薬価収載され1年が経過いたしました
が成分がブプレノルフィン（第2種向精神薬）のた
め、14日の投与制限のままです。製品の規格ならば
2枚ということになります。 
以上2点です。処方箋入力の際に今一度ご確認して
下さいます様、宜しくお願いいたします。 
 

保険薬局伝達講習会報告 
社保険委員会	 小笠原 和也 

9月10日（月）弘前市文化センターにて、青森県
薬剤師会常務理事 高坂 聡先生を講師にお招きして、
「H24保険薬局講習会 個別指導事前講習会」が開
催されました。参加人数は110名となりました。 
講習の内容は、保険調剤についての基本的な考え

方、実際に個別指導において指摘されるポイント、

レセプトにおける「1剤」の解釈等について、分か
りやすく講義して頂きました。 
その中でも特に印象に残ったのが、「保険調剤は

「契約調剤」⇒『知らなかった』は通用しない！！」

というお話でした。日々の業務の中で、患者さんや

薬のことは考えているものの、保険関係の法規につ

いてはあまり考えてこなかった私には、勉強不足を

痛感させられる言葉でした。また、「剤数」の考え方

についてのお話を聞くと、明日からはその点も注意

して処方箋を確認しようという思いになりました。 
今回の講習会は、保険薬局で保険薬剤師として業務

を行う上で、とても有意義なものであったと感じま

した。 
講義の一部より。次の処方は何剤分の調剤料が算定

できますか？ 
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アムロジンOD錠 5mg	 	 	 1錠 
	 1日1回	 朝食後	 	 	 	 14日分 
アムロジンOD錠 2.5mg	 	 1錠 
	 1日1回	 夕食後	 	 	 	 14日分 
メチコバール錠 500μg	 	 	 3錠 
	 1日3回	 毎食後	 	 	 	 14日分 
ノイロトロピン錠	 	 	 	 	  4錠 

	 	 	 	 	 1日2回	 朝・夕食後	 	 14日分 
答えは支部ホームページで。 
 

 
 
地域保健委員会	 	 

	 

夜間電話相談事業について 
県薬剤師会地域保健委員会担当理事	 中山	 昭彦 
昨年10月より当事業が弘前支部でも開始し、ち
ょうど１年が経ちました。大きなトラブルもなく、

地域住民のお役に立てていることと存じます。青森

支部との持ち回りで実施して参りましたが、担当月

の公平を保つためにローテーションを変更すること

になりました。 
青森支部が8，9，10月を担当し、11，12，1月
を弘前支部が担当します。 
その後は、2か月毎のローテーションとしますの
で、皆様のご協力をお願い申し上げます。尚、11月
以降の当番予定は表ができ次第ご連絡致します。 

 
特別期間（年末・年始）当番のお願い 

12月29日～1月3日の6日間は毎日当番を変更
する予定です。近隣の薬局間での受け渡しではなく、

個々の薬剤師で携帯電話の引き継ぎを行います。 
通常は2日間担当ですが、この期間は1日交代です。 
ご協力を戴ける方はご連絡ください。 
（通常日程の当番は外します） 

（10月17日までにお申し出ください。） 
問合せ先・ルナ調剤薬局	 奈良まで	 TEL 88-6682 
 

受動喫煙防止キャンペーン 
inカルチュアロード 

 
地域保健委員会	 八木橋	 雄一 

9月16日に開催されたカルチュアロードにおい
て、今年も薬と健康の週間事業と受動喫煙防止キャ

ンペーンとして県民の健康に対する啓発活動を行い

ました。異例の残暑にも負けず今年も薬学生含め大

勢の皆さまにご協力頂きました。奈良地域保健委員

長に代わり厚くお礼申し上げます。 
今回の活動内容もお薬相談コーナー、スモーカー

ライザーを使って10月から始まる受動喫煙防止キ
ャンペーンのPRなど、我々の職域を活かしたとて
も有意義な事業活動となりました。 
前田支部長も1日通してご参加頂き、例年以上の
盛況ぶりで担当の地域保健委員会全員ほっとしてお

ります。尚、当日の活動状況は薬剤師会ホームペー

ジに掲載予定ですので、そちらの方もご覧ください。 
	 前田支部長の下、新体制の各委員会が奮闘してお

りますが、この地域保健委員会は市民健康まつり・

ダメゼッタイ運動・夜間電話相談事業など特にマン

パワーの必要な委員会です。委員全員で弘前支部事

業活性化に努めて参りますので、これからも会員皆

様のご理解とご協力を賜ります事を心よりお願い申

し上げます。	  
 

 

 
 



 5 

在宅医療推進委員会	 	 

 
●弘前大学医学部附属病院緩和ケア公開講座 
日時：平成24年10月24日(水)	 18:00～19:30  
場所：医学部臨床小講義室  
「がん疼痛治療の基本と最新の知見」 

麻酔科医	 佐藤	 哲観	 先生  
緩和ケア認定看護師	 浅利	 三和子	 先生 

主催：弘前大学医学部附属病院 腫瘍センター 
企画運営：同	 緩和ケア診療室 
共催：青森県薬剤師会弘前支部 
日本薬剤師研修センター集合研修：1単位 
申込用紙は薬局へFAX致します。 
また、支部ホームページにも掲載しております。 
 
生涯学習委員会	 	 

	 

【日本動脈硬化学会認定】 
動脈硬化性疾患予防ガイドライン 

2012年版 
普及啓発共催セミナー	 青森県弘前市 

日時：平成24年10月9日(火)	 19:30～21:00 
場所：ベストウェスタンホテルニューシティ弘前 
【基調講演】	 

「動脈硬化性疾患予防ガイドライン	 

2012年版	 改訂ポイント」	 	 
国際医療福祉大学大学院	 創薬育薬医療分野	 

教授	 佐々木	 淳	 先生	 

【パネルディスカッション】	 

「動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2012 
に基づく症例検討」	 

パネリスト	 	 	 日本医科大学	 内分泌代謝内科	 

	 教授	 及川	 眞一	 先生	 

東京大学医学部附属病院	 老年病科	 	 

准教授	 秋下	 雅弘	 先生	 

弘前大学大学院医学研究科	 内分泌代謝内科学講座	 

	 准教授	 玉澤	 直樹	 先生	 

東京医科歯科大学大学院	 先進倫理医科学	 	 

教授	 吉田	 雅幸	 先生	 

主催：一般社団法人	 日本動脈硬化学会	 

ノバルティス	 ファーマ株式会社	 

後援：青森県薬剤師会弘前支部	 

	 

第 10回消化管粘膜下腫瘍研究会	 
日時：平成24年10月19日(金)	 19:00～20:30 
場所：弘前パークホテル	  
【製品紹介】グリベックについて	 

ノバルティスファーマ株式会社 
【特別講演1】 
「遺伝性内分泌腫瘍： 

recognition-attention-suspicion」 
信州大学医学部遺伝医学・予防医学講座 

准教授	 櫻井	 晃洋	 先生 
【特別講演2】 
『GIST に対する腹腔鏡・内視鏡合同手術の可
能性』 
公益財団法人	 がん研究会有明病院 
消化器外科上部消化管担当副部長、栄養管理部部長 

医長	 比企	 直樹	 先生 
主催：ノバルティス ファーマ株式会社 
後援：青森県医師会 

弘前市医師会 
青森県薬剤師会弘前支部 

 
第 7回	 弘前不整脈治療セミナー 

2015年問題を見据えた取り組み 
：心房細動治療 

日時：平成24年10月23日(火)	 18:45～ 
場所：ベストウェスタンホテルニューシティ弘前	  
【製品紹介】レザルタスの最新の話題 

第一三共株式会社 
【教育講演】 
『脳卒中診療医から見た抗凝固療法と脳出血』 
弘前脳卒中・リハビリテーションセンター 

内科	 副部長	 萩井	 譲士	 先生 
【特別講演】 
「心房細動患者の脳梗塞とその予防」 
東京都済生会中央病院	 心臓病臨床研究センター長 

三田村	 秀雄	 先生 
主催：第一三共株式会社 
後援：弘前市医師会  南黒医師会 
	 	 	 青森県病院薬剤師会弘前支部 
	 	 	 青森県薬剤師会弘前支部 
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Acid-Related Diseases 
フォーラム 2012 

-青森県ネキシウム発売 1周年講演会- 
日時：平成24年11月29日(木)	 18:30～20:30 
場所：ニューキャッスルホテル弘前 
【Opening Remarks】 

弘前市立病院	 院長	 東野	 博	 先生 
【特別講演Ⅰ】 
「H.pylori感染症・胃がん 

-発生と徹底除菌の分子機序」 
慶應義塾大学医学部	 内科学(消化器) 

准教授	 鈴木	 秀和	 先生 
【特別講演Ⅱ】 
「酸関連疾患の時代変遷と今後の展望 

-よりよい患者満足のために-」 
兵庫医科大学	 内科学	 上部消化管科 

主任教授	 三輪	 洋人	 先生 
【Closing Remarks】 

石沢内科胃腸科	 院長	 石澤	 誠	 先生 
主催：第一三共株式会社 

アストラゼネカ株式会社 
後援：弘前市医師会 南黒医師会 薬剤師会弘前支部 
	 

親睦委員会	 

	 

●「ゴルフサークル」のご案内 
【10.11月の開催予定】 
10月4.11.18.25日 
11月1.8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	 
今年の練習会は 11月 8日をもって終了とさせてい
ただきます。	 

来年は3月より再開させていただく予定です。	 
 
 
 
 

弘前市三師会ゴルフ大会 
親睦委員会委員長	 齋藤	 武 

	 9月9日（日）に毎年恒例の三師会親善ゴルフ大
会が開催されました。今年は薬剤師会から8名、医
師会4名、歯科医師会5名の17名、全5組でスタ
ート。今年の担当幹事は薬剤師会だったのですが、

幹事を務めた自分の日頃の行いが悪いせいか、前日

までの晴天がウソのようなぐずついた空模様。9時
にコースに飛び出したものの、途中傘をさしても意

味がないくらいの大雨。さらに雷が鳴り響き強制的

に一時中断。雷がやんだ後、なんとかプレイして今

年は前半9ホールで終了となりました。 
	 表彰式及び懇親会は鍛冶町の季太郎で開催されま

した。個人では前田支部長が3位に入る好成績。団
体戦では薬剤師会、歯科医師会が同Net、同グロス
という珍事。残念ながら年齢の高い歯科医師会が優

勝。薬剤師会は準優勝となりました。 
	 懇親会では自分はあまりお話しさせていただく機

会の少ない医師、歯科医師の先生方とお酒を飲みな

がら楽しい時間を過ごさせていただきました。 
	 来年は歯科医師会幹事で10月20日の開催を予定
しています。今年から始めた薬剤師会ゴルフ練習会

のメンバーも参加してくれると思っています。大勢

の参加のもと、このような親睦の会が大いに盛り上

がることを期待しています。 

 
 

新入会員 
 
こばやし  	 りえ 
小林	 	 理恵	 弘大弘仁会薬局  勤務 
 
さとう	  ひろこ 
佐藤	 ヒロ子  サカエ薬局中央  勤務 

	  
編集者：奈良	 卓	 佐々木	 直実 


