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弘前薬剤師会広報

広報 200 号によせて 
弘前薬剤師会	 会長	 	 前田	 淳彦 

支部広報２００号発行おめでとうございます。 
１６年８ヶ月目が２００号となりますが、ひとえ

に、かつて編集長を勤めて頂きました高木弘子先生、

橋本かず先生、田中明美先生に感謝申し上げます。 
現在は、佐々木直実先生が、会員の皆様によりよ

い広報をお届けするようにがんばっておりますので

宜しくお願いいたします。 
さて、昨年４月から会長を務めさせていただいて

おりますが、何とか１年を経過することができまし

た。役員一同は、毎月の役員会議では２２時の閉館

まで会議を行って、会の運営に努めておりますが、

会員一人一人の参加によって弘前薬剤師会が成り立

ちます。 
これからも、皆様のご参加、ご協力を宜しくお願

いいたします。 
 

支部通信	 	 

3/1	 三役会	 	 	 	 	 	 	 弘前市民参画センター 
3/2	 麻雀大会（懇親会）	 	 	 	 きてぃ（あいや） 
3/9	 青森県薬剤師会開局部会臨時総会	 青薬会館 

若手薬剤師フォーラム（懇親会)	  
土手町コミュニティプラザ（チェリー庵) 

3/11	 津軽地域保健医療推進協議会第二回会議 
及び同協議会医療対策部会第一回会議	 	  

弘前文化センター 
3/16	 県薬理事会	 	 	 	 	 	 	 青森県薬剤師会館 
3/19	 弘前支部・弘前薬剤師会役員会	  

弘前市学習センター 
3/22	 「健康ひろさき２１」評価会議	  

弘前市総合保健センター 
第8回親睦委員会	  

さいとう調剤薬局本町店2階会議室 
3/25	 三役会	 	 	 	 	 	 	 弘前市民参画センター 
3/28	 地域保健委員会	 	 弘前調剤センター会議室 
3/30	 青森県薬剤師連名総務会	 青森県薬剤師会館 

 
	 役員会だより	 	 

	 

第 14 回役員幹事会議事録	 

日	 時：平成25年3月19日（火）午後7時15分	 
場	 所：弘前市総合学習センター 
出席者：前田会長、中山、磯木、白滝、坂本、津川各

副支部長、八木橋専務、相馬、葛西、吉岡、齋藤（武）、

加藤、奈良、小林、田澤、佐々木（直）各幹事、櫻庭、

齋藤（士）各監査役 
 
●報告事項 
(1)17回薬剤師生涯学習セミナー(3/14) 
・参加人数53名 
・JPALS過渡的認定の認定料5000円を支払わないと
認定の完了とならないので注意。 
(2)麻雀大会(3/2) 
・参加者20名(5卓)	 優勝者は3年連続木村匡宏先生	  
・他支部より支部対抗で麻雀大会をやりたいとオファ

ーあり、親睦委員会で検討する。 
(3)三役会(3/5) 
・弘前大学医学部附属病院薬剤部より、入院患者の持

参薬で一包化されているものから薬を抜くのを、調剤

した薬局で行ってほしいと依頼あり。 
できれば4月から開始したい。 
3/30までの情報	 範囲は弘前薬剤師会範囲（弘前市周
辺、黒石市） 
処方箋を頭初に受け付けた薬局が再分包を受ける 
責任は当初の処方医もしくは処方医の確認連絡の手

術担当医 
・責任の所在、遠隔地の患者の対応、薬事法上の問題

などを当会前田会長と弘大早狩部長で協議する。 
(4)その他	 委員会報告 
＊社保委員会 
・6月～7月上旬に伝達講習会を開催予定。	  
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場所は文化センターの予定、OTCについて15分時間
を設ける。 
＊無料低額診療制度について 
・今後、弘前薬剤師会では開局委員会が担当する。 
 
●協議（審議）事項 
(1)平成24年度弘前薬剤師会総会 
・5月11日	 午後4時30分～	 パークホテル 
・開催案内文、委任状、弘前薬剤師会会則変更案など

総会資料の訂正確認。 
・開局部会弘前支部、弘前薬剤師会の決算書（現段階）

を確認。昨年度までとは様式が違うので注意。 
・総会会計資料を税理士に確認してもらう。 
・監査は4月1週目	 場所：弘前市薬剤師薬局 
・会費振り込み手数料を来年度から会員にお願いする。 
(2)臨時役員幹事会 
・4月9日予定	 場所未定 
(3)その他 
・弘前薬剤師会の役員を「理事」とするか「幹事」と

するか協議。変更せず「幹事」とする。 
 
●開局議題	 

(1)県開局部会報告 
・開局部会の組織変更に伴い、活動助成金として事務

費等をのぞく残高を6支部で分配する。 
・県薬剤師会一般社団法人化に伴い支部会計を3月末
で弘前薬剤師会会計に整理統合する。 
 
●県薬理事会・委員会報告	 

(1)県薬理事会(3/16) 
・会営薬局（青森）の近隣医院医師が亡くなり、経営

状態が悪化。赤字が予想され、来年度予算が縮小可能

性あり。 
(2)その他委員会報告 
＊地域保健委員会 
・まちかど薬局事業10月か11月に予定。 
・禁煙支援セミナー(県民向け)を9月に弘前開催予定。 
 
 
 
 
	 

委員会だより	 	 

	 

事務局よりお願い	 

厚生労働省より「医薬品・医療機器等安全性情報

報告制度啓発ポスター及び安全性情報報告用紙」が

各薬局分送られてきております。 
お手数ですが、弘前薬剤会事務局まで取りに来て

頂きますようお願い申し上げます。 
事務局保管は６月末です。 

(有料での郵送希望の薬局は 
事務局までご相談ください。TEL32‐6205) 
	 

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	 》	 

コルベット錠25mg	 

ディレグラ配合錠	 

ネオパレン1号輸液（2000mL）	 

ネオパレン1号輸液（1500mL）	 

ネオパレン1号輸液（1000mL）	 

ネオパレン2号輸液（2000mL）	 

ネオパレン2号輸液（1500mL）	 

ネオパレン2号輸液（1000mL）	 

ブドウ糖液5％100mL	 

ミネラリン注	 

エレメンミック注	 

チラーヂンS錠12.5μg	 

チラーヂンS錠75μg	 

トレシーバ注	 フレックスタッチ	 

トレシーバ注	 ペンフィル	 

エリキュース錠2.5mg	 

エリキュース錠5mg	 

ニュープロパッチ2.25mg	 

ニュープロパッチ4.5mg	 

ニュープロパッチ9mg	 

ニュープロパッチ13.5mg	 

アクトネル錠75mg	 

● 国立病院機構弘前病院	 
《	 新規院外登録薬品	 》	 

インライタ錠 1mg 
インライタ錠 5mg 
エルカルチンFF内用液 
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社保委員会	 	 

平成 24年度後発品使用に係る 

調査について	 

会員薬局には県の健康福祉部医療薬務課より「平

成24年度後発品使用に係る調査について（依頼）」
が届いていると思います。 
これは青森県として後発品使用の促進を図るため、

医師、歯科医師、薬局に対して調査を依頼している

ものです。是非ともこの事業を良いものとするため

に、多くの皆様にご協力していただきたいと思いま

す。 
尚、４月調剤のデータを収集し提出は5月末日と
なっております、また、あらかじめデータの種類の

確認、収集方法の計画が必要になると思いますので

早めの対応をお願い申し上げます。 
	 

生涯学習委員会	 

JPALS CL5過渡的申請期間延長 
について 
生涯学習委員長	 上田寿夫 

県薬 FAX でもお知らせしておりますが、JPALS	 
CLレベル 5過渡的認定の締切が平成 25年 5月 10
日まで延長になりました。認定を希望される方はお

早めに手続きをお願い致します。 
CL5 認定料（今回の過渡的認定時及び CL4 から

CL5 に昇格時）が 5000 円必要です。（クレジット
カード決済またはコンビニ決済になります。）	 

	 なお会員からご質問がありましたが、日本薬剤師

会会員が JPALS を利用する場合や、CL1 から CL2
への昇格時には費用は掛かりません。費用が発生す

るのは上記CL5認定料のみが必要となります。詳し
くは日薬HPをご確認下さい。 
過渡的認定でない場合（CL1から始める）でも CL 5
の認定時には5000円の認定料はかかります。	 
JPALSに関するご質問は生涯学習委員会までお願い
致します。	 	 

Webでの認定作業になります、自信の無い方、内緒
で相談したい方、磯木副支部長が丁寧にサポートい

たします。ご連絡ください。090-4552-5086 

 
 
第 3回	 弘前がん支援療法セミナー 

日時：平成25年4月15日(月)	 18:45～20:35 
場所：ニューキャッスルホテル弘前	 3階「麗峰」 

弘前市上鞘師町24-1	 TEL:0172-36-1211 
【製品紹介】18：45～18：55	 
選択的NK1受容体拮抗型制吐剤「プロイメンド注」	 	 

小野薬品工業㈱	 学術部	 

【臨床報告】19：00～19：30	 
『弘前大学医学部附属病院におけるがん化学療

法時の制吐療法の現状‐	 

	 	 	 	 アプレピタントを中心に‐』	 

弘前大学医学部附属病院	 薬剤部	 	 

がん指導薬剤師	 	 照井	 一史	 先生	 

『当科におけるプロイメンドの使用経験』	 

独立行政法人国立病院機構弘前病院	 

消化器・血液内科	 	 五十嵐	 崇徳	 先生	 

【特別講演】19：30～20：30	 
『がん化学療法における支持療法』	 

東北大学加齢医学研究所	 臨床腫瘍学分野	 	 	 

教授	 石岡	 千加史	 先生	 

主催：小野薬品工業株式会社	 

後援：弘前市医師会	 

	 	 	 青森県薬剤師会弘前支部	 

	 	 	 青森県病院薬剤師会	 
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親睦委員会	 

	 

●「ゴルフサークル」のご案内 
【4,5月の開催予定】 
4月4.11.18.25日 
5月9.16.23.30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 
初心者大歓迎。	 

今年から始めてみたい方、ゴルフクラブが家に眠っ

ている方、是非ご参加ください。	 

	 

連絡先：親睦委員会委員長	 齋藤武	 

TEL：0172-36-1310	 
携帯：090-6229-0380	 
	 

麻雀大会開催 
	 	 	 	 	 	 	 	 ㈱ファルマ 黒石薬局 木村 匡宏 
3/2 りーちまーじゃんきてぃにて弘前市薬剤師会
麻雀大会が行われました。前田会長、病院薬剤師会

の早狩会長を含む 20 名の参加で和気あいあいと行
われました。 
今年も若干のルール変更がありました。すべての

参加者が楽しめるようにという実行委員の皆さんの

配慮を感じました。 
今回は昨年までと比べると自分の気力が少し落ち

ている感はありましたが強運のみのスタートダッシ

ュに成功し、その後S元支部長の巧みな麻雀に苦労
させられながらも前半の大きなアドバンテージをど

うにか守りきって優勝することができました。 
昨年の広報で目標に掲げた役満賞も達成でき、出

来過ぎな結果に恐縮しています。来年以降も可能な

限り記録は伸ばして行きたいですが、それが難しく

ても私の連覇を阻もうと意気込んで参加してくださ

る皆さんをがっかりさせないくらいの成績は残すこ

とができたらいいなと思います。 
最後に今年も楽しい時間を作ってくださった親睦

委員の皆さん、ありがとうございました。 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

編集者：佐々木	 直実、磯木	 雄之輔	 
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弘 前 薬 剤 師 会 幹 事 よ り	 

会 員 の 皆 様 へ メ ッ セ ー ジ	 

	 

●さらなる情報の共有に努めます。	 	 

開局部会支部長	 磯木	 雄之輔	 

	 

●薬剤師会のパワーは若い薬剤師のパワーです。ガ

ンバレ若薬！！！	 	 	 	 	 	 	 	 	 監査役	 齋藤	 士郎	 

	 

●薬剤師会を、背負って３０年。薬剤師会のご意見

番の櫻庭です。	 	 	 	 	 	 監査役	 櫻庭	 十三夫	 

	 

●学校薬剤師会はいつでも門戸を広く開けてお待ち

しております。	 	 	 	 	 	 	 副会長	 坂本	 純一	 

	 

●会長を支え、会員皆が気持ちよく参加できる会と

なりますよう微力ながらご協力できたらと思います。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 副会長	 白滝	 貴子	 

	 

●今若い薬剤師も昔若かった薬剤師もみんなで盛り	 

上げよう弘前薬剤師会。	 	 	 副会長	 鈴木	 喜博	 

	 

●こっそり目立たないように頑張ります。	 

副会長	 津川	 俊彦	 

	 

●みなさん行事に参加しましょう！	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 副会長	 中山	 昭彦	 

	 

●弘前薬剤師会飛躍のためこれからも努めます。会

員皆様のお力をおかしください。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 専務幹事	 八木橋	 雄一	 

	 

●会員の皆様の生涯学習のお手伝いと薬局-病院の

架け橋になりたいと思っています。	 

生涯学習委員会	 委員長	 上田	 寿夫	 

	 

●実務実習が無事行えるようサポートさせていただ

きます。	 	 実務実習委員会	 委員長	 大川	 誠也	 

	 

●会員の皆様のお役に立てるよう頑張ります。	 

一般用医薬品委員会	 委員長	 葛西	 孔明	 

	 

●つながりを広げ、深めもっともっと向上していき

ます。	 	 広報・情報委員会	 副委員長	 加藤	 傑	 

	 

●会員の、会員による、会員のための剤師会を目指

して！	 	 	 	 	 	 開局委員会	 委員長	 工藤	 和信	 

	 

●縁の下の力持ちで頑張ります！	 

生涯学習委員会	 副委員長	 小林	 牧子	 

	 

●親睦委員一同、皆さんが楽しめる企画を考えます。

目指すは弘前薬剤師会大運動会！！	 

親睦委員会	 委員長	 齋藤	 武	 

	 

●開局と病院の架け橋となれるよう頑張ります。	 

薬薬連携委員会	 委員長	 佐々木	 克典	 

	 

●毎月の広報を途切れさせないよう頑張ります。	 

広報・情報委員会	 委員長	 佐々木	 直実	 

	 

●病院薬剤師、開局薬剤師、それぞれの特色を生か

せる活動を目指します。	 

薬薬連携委員会	 副委員長	 藤田	 祥子	 

	 

●弘前に在宅医療が普及するよう頑張ります。	 

在宅医療推進委員会	 委員長	 相馬	 渉	 

	 

●会を陰でしっかり支えていきたいと思います。	 

総務委員会	 委員長	 	 田澤	 竜子	 

	 

●薬剤師会の高田純次こと奈良卓です。	 

	 皆様にもっと興味を持ってもらえる薬剤師会にな	 

	 る為に、良い意味で適当に頑張ります。	 

地域保健委員会	 委員長	 奈良	 卓	 

	 

●会員の皆様、今年は研修会以外のイベントに必ず	 

	 一つ参加しましょう。	 

	 	 感染症・災害対策委員会	 委員長	 村上	 康代	 

	 

●弘前薬剤師会、皆で盛り上がっていきましょう！	 

	 	 	 	 	 	 	 	 社保委員会	 委員長	 吉岡	 英司	 

	 



	 

弘前薬剤師会幹事	 

 

 

 

 
平成 25年 3月 19日撮影 磯木雄之輔 


