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弘前市薬剤師会広報

 
 

支部通信	 	 

	 

10/3	  三役会  	 弘前市民参画センター 
10/4	  在宅業務基礎研修会 

弘前市総合学習センター 
10/9	  三役会  	 弘前市民参画センター 
10/11	 三役会	 みんゆう調剤薬局アルカディア店 
10/15  市民健康まつり反省会	 	 	 弘前市医師会 
10/16	 三役会  	 弘前市民参画センター 
10/20	 県薬理事会  	 	  県薬会議室 
10/23	 支部役員会	   	  弘前市民会館 
10/24	 緩和ケア公開講座	 	 	 	 弘前大学医学部 
10/25	 第4回在宅医療推進委員会 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 さいとう調剤薬局本町店 
10/27	 県薬学術大会懇親会	  

プラザマリュウ五所川原 
10/28	 第31回青森県薬剤師会学術大会	  

プラザマリュウ五所川原 
10/30	 親睦委員会	 	 	 さいとう調剤薬局本町店 
 

	 役員会だより	 	 

 
第 9回弘前支部役員会 

日時：平成24年10月23日19:15～22:00 
場所：弘前市民会館2階 
出席者：前田支部長、磯木、中山、鈴木、坂本、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、相馬、奈良、葛西、上田各幹事、齋藤（士）監

査役 
 
●支部議題 
報告事項 
(1)在宅委員会	 
＊在宅関連研修会（10/4）	 
・参加者53 名。	 
	 

(2)地域保健委員会	 
＊夜間電話相談事業(11月～) 
・現在4件の変更連絡あり。	 
・現在は八木橋専務が対応しているが、今後変更の場

合は薬局同士で変更の相談をする。	 

・変更後の連絡は、変更薬局と前後の薬局のみにFAX
を送る予定。HP掲載済み。	 
(3)生涯研修委員会	 
＊第15回薬剤師生涯セミナー(12/8)	 
・謝礼金の受け渡し、挨拶、接待役等は三役会で決	 

める。	 

・謝礼金は県薬から前田支部長が受け取り、担	 

当者に渡す。	 

・懇親会：女性薬剤師会と親睦委員会で決定する、	 

仮予約済。	 

・青森県薬剤師会学術大会 in五所川原、	 
10/23の時点で210名参加の予定であった。	 
・PS（プロフェッショナルスタンダード） 
	 講習会(12/2) 10:00~13:00	 2単位申請中。	 
講師:日薬から1名、地域から1名（上田）スポー
ツファーマシストについて。	 

・暴力追放・銃器薬物根絶青森県民大会(11/7)	 	 
弘前文化センターにて小林幹事参加。	 

	 

●協議（審議）事項	 

(1) 弘前薬剤師会の設立 
・平成25年度より「一般社団法人青森県薬剤師会」
となる事に伴い、県薬の支部として行えない事業

を行う団体として「弘前薬剤師会」を設立する。 
・12/5に臨時総会開催する。 
・フロア会員向けの趣意書を作成する。 
文面に関しては三役会で今後訂正し作り直す予定。 
・よりわかりやすく説明するために表を作成する。 
会員は県薬剤師会弘前支部、弘前薬剤師会の両方

に属する事を載せ、説明する予定。 
・会則は現弘前支部の会則に沿う。 
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●開局議題	 

協議・審議・報告事項	 

県開局部会報告	 

＊エッセンシャルドラッグについて、今年度中に取

扱薬局の募集をかける予定である。	 

	 

●県薬役員会・委員会報告	 

報告事項	 

(1)薬局のポイントサービス	 
＊医療費に関するクレジットカードのポイントの可

否が今年度中に決定する。	 

(2)地域保健委員会	 
＊ゲートキーパー事業において今年度は県からの予

算あり。	 

＊パパママ事業（受動喫煙防止）県内希望者現時点

で6名。	 
＊11/14世界糖尿病デ―にアスパムで講演会。	 
参加した市民に薬局でのウロペーパー引換券を渡

す予定。	 

(3)青森会営薬局の無菌室について	 
＊11月中旬に完成予定。	 
内覧希望者は県事務局に連絡をする。	 

(4)県薬ホームページ改革	 
＊会員向けよりも、一般市民向けにする予定。	 

スマートフォンに対応できるようにする。	 

＊コンテンツを会員から募集する。	 

(5)東北厚生局個別指導	 
11/8  個別指導、11/13 集団指導	 	 
	 

●その他報告・協議事項	 

学校薬剤師も務める坂本先生より、薬物乱用防止指

導員の募集があると情報提供あり。	 

協議会から10名程度要請あり、弘前・青森で	 
各1回の講習会（平日）に参加する必要がある。	 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

第 31 回青森県薬剤師会学術大会 in 五所
川原の JPALS 研修会コードの訂正につ
いて 
 
10月28日に開催しました学術大会の会場で掲示し
た JPALS 研修会コードに誤りがありましたので訂
正いたします。 
（正）JPALS研修会コード	  
０２‐２０１２‐０００１‐Ｇ０１ 
	 

委員会だより	 	 

 
在宅医療推進委員会	 	 

	 

弘前大学医学部附属病院 
緩和ケア公開講座に参加して 

報告者	 佐々木克典 
平成24年10月24日（水）18時より弘前大学医
学部附属病院にて「緩和ケア公開講座」が開催され

ました。 
今回は「がん疼痛治療の基本と最新の知見」と題

し、麻酔科医・佐藤哲観先生と緩和ケア認定看護師・

浅利三和子先生から、がん疼痛のマネジメント・が

ん疼痛のアセスメントについてご講演頂きました。 
参加者は薬剤師会会員・大学病院内の薬剤師、大

学病院内外の看護師が参加しておりました。参加者

が薬剤師・看護師が中心だったので、薬剤師・看護

師それぞれの視点に立った非常に分かり易く実践的

な内容でした。 
また、看護師の視点に立った内容では、看護師な

らではの患者様の様子など、日頃薬剤師として感じ

取りにくい部分をご説明下さり非常に勉強になりま

した。 
がん患者様と接する機会が多い我々薬剤師にとっ

て、医師・看護師から現場の生のお話を拝聴できる

非常に勉強になる講座です。今回参加されなかった

先生方も次回は参加されては如何でしょうか？ 
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在宅業務基礎研修会報告 
報告者	 安田	 知生 

10月4日（木）に弘前市総合学習センターにおい
て「在宅医療を始めるためのポイント」をテーマと

した研修会が開催されました。 
事前に行われたアンケートの結果報告では、弘前

支部では他支部に比べ在宅業務が普及しておらず、

その原因として人材不足や対象患者がいないと考え

る薬局が多い事が挙げられていました。 
しかし、たとえ一人薬剤師であっても空き時間を

活用して対応できる場合もある事や、病院側でも手

順を把握していないために薬局へ要請が無い事も少

なくないため、病院にも点数が付くことや導入する

メリットを紹介するなど薬局側から積極的に働きか

ける事でその機会を作り、対象患者の掘り起こしを

する事が可能であるとの事です。 
初めこそ書類の用意など準備する物はありますが、

分からない事は在宅医療推進委員会に聞きながら、

一度にやろうとせずに、まずは患者様お一人だけも

良いので実績をつくる事を目標に取り組む事が大事

だと思いました。 
投薬口での服薬指導だけでは対応に限界がある患

者様はきっとどの薬局にもいらっしゃると思います。

より患者様の近くで職能を発揮できる在宅業務は病

棟業務に似ていて、やりがいはかなり感じられるよ

うです。 
超高齢化社会を迎え在宅業務のニーズが今後ます

ます高まる事は必至であり、今から在宅業務に取り

組む事の重要性を認識した研修会となりました。 
	 

	 

	 

	 

	 

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	 》	 

ユリノーム錠	 25mg 
タナトリル錠 2.5mg 
ストラテラカプセル 40mg、 
ロヒプノール錠 1mg 
ヒルナミン錠 5mg 
 
● 国立病院機構弘前病院	 
《	 新規院外登録薬品	 》	 

ネシーナ錠 12.5mg 
	 

生涯研修委員会	  
 
【平成24年度	 プロフェッショナルスタ
ンダード研修会】(県薬主催) 
日時：平成24年12月2日（日）	 10:00～13:00	 
場所：リンクステーション青森（青森市文化会館）

4F	 中会議室	  
青森市堤町１-4-1	 TEL：017-773-7300	 	  

（3-2-6）「ドーピングとその有害作用について説明
できる」	 

（3-2-7）「地域におけるスポーツファーマシストの
役割と活動を説明できる」   
をテーマにした2演題が発表されます。正式な案内
は後日県薬から公表されます。	 

	 

【弘前 B 型肝炎セミナー】	 

日時：平成24年12月3日(火)	 18:30～20:00 
場所：ﾍﾞｽﾄｳｪｽﾀﾝﾎﾃﾙﾆｭｰｼﾃｨ弘前3F	 エメラルド	 

【一般演題】	 「HBV	 genotype について」	 

弘前大学医学部附属病院	 消化器，血液，膠原病内科	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

講師	 遠藤	 哲	 先生	 

【特別講演】	 「B 型肝炎最新の話題」	 

	 	 	 JA北海道厚生連	 札幌厚生病院	 	 

院長	 豊田	 成司	 先生	 

主催：ブリストル・マイヤーズ株式会社	 

後援：青森県医師会	 弘前市医師会	 
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青森県薬剤師会弘前支部	 

【第 46 回	 弘前糖尿病研究会】	 

日時：平成24年12月13日(木)	 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】(15分)	 エーザイ㈱	 
【基調講演】18:30～19:30 
「糖尿病と歯周病	 ‐双方向性の関係‐」	 

	 東京歯科大学	 歯周病学講座	 	 	 

教授	 齋藤	 淳	 先生	 

【特別講演】19:30～20:30	 
「基礎研究と臨床研究から考える糖尿病の病態と治

療のあり方」	 

	 順天堂大学大学院	 医学研究科	 代謝内分泌内科学

	 	 	 	 教授	 綿田	 裕孝	 先生	 

参加費：薬剤師500円	 

共催：弘前糖尿病研究会	 

	 	 	 エーザイ株式会社	 

後援：弘前市医師会	 弘前歯科医師会	 

	 	 	 青森県薬剤師会弘前支部	 

	 	 	 NPO法人青森糖尿病療養指導研究会	 
	 

●JPALS活用していますか？	 
	 JPALSの登録はお済みでしょうか？ご自身の生
涯学習の成果を示すためにも、JPALSを活用しまし
ょう。2012年4月～9月の間に以下の人数が登録さ
れています。	 

   JPALS登録者	 青森県137名	 （全国7,629名）	 
   過渡的認定者	  青森県 67名	 （全国3,410名）	 	 
 
 
親睦委員会	 	 

	 

薬剤師テニス・バドミントン納会ご案内 
今年も納会を行う予定です。 
日時・場所が決まり次第、弘前市薬剤師会ホームペ

ージに載せますので、参加希望の方はご確認お願い

致します。 
 
 
 
 

新入会員 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 さとう	 あきこ 

佐藤	 	 亜希子 
	 緑の森薬局	 城東	 勤務 

 
 

 
さかい	 はじめ 
酒井	 	 一 

	 緑の森薬局	 石川 
	 勤務 

 
 

 
いちかわ	 よしえ 
市川	 	 淑恵 

	 緑の森薬局	 取上 
	 勤務 

 
 

かねこ	 しげひろ 
金子	 	 栄浩 

	 ワカバ調剤薬局	 弘前大町店 
	 管理 

編集者：加藤	 傑	 佐々木	 直実 
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---お詫び--- 
弘前市薬剤師会広報	 第１９４号未掲載部分	 

終わりの部分が編集中に消去され掲載されませんで

した。最終確認が不十分でした。大変申し訳ございま

せん。	 

今後、編集には十分注意をいたしますので、ご了承い

ただきたいと思います。	 

磯木雄之輔 
＊ここから 
 

 
 

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 
＊ここまで 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
速	 報 
 

仮設住宅入居者支援プロジェクト 
「なじょしてますか？」お手紙プロジェクト 
弘前支部の活動 
 

 


