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弘前薬剤師会広報

支部通信	 

6/5	  第２０回薬剤師生涯セミナー	 ﾎﾃﾙﾆｭｰｷｬｯｽﾙ 
6/7	  第２回在宅医療推進委員会	  

弘前調剤センター 
6/8	  迷球会ゴルフコンペ	 津軽高原ゴルフ倶楽部 
6/10	 三役会	 	 	 	 	 	 	 マエダ調剤薬局中央店 
6/12	 第２回親睦委員会	 さいとう調剤薬局本町店 
6/14	 第２１回薬剤師生涯セミナー	 ﾎﾃﾙﾆｭｰｷｬｯｽﾙ 
6/15	 県薬連総会	 	 	 	 	 	 	 青森県薬剤師会館 
	 	 	 県薬理事会	 	 	 	 	 	 	 青森県薬剤師会館 
6/18	 弘前支部・弘前薬剤師会役員会	  

弘前市総合学習センター 
6/19	 第２２回薬剤師生涯セミナー	 弘前文化ｾﾝﾀ  ー
6/22	 ダメ・ゼッタイ運動	 	 	 	 	 	 さくら野他 
	 	 	 県薬総会	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 アラスカ会館 
6/25	 地域保健委員会	 	 	 	 	 弘前調剤センター 
6/27	 臨時親睦委員会	 	 さいとう調剤薬局本町店 
 

	 役員会だより	 	 

第４回役員幹事会議事録	 

日時：平成25年6月18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、白滝各副会長、 

八木橋専務、相馬、奈良、齋藤（武）、吉岡、 
工藤、上田、小林、田澤、佐々木（直）、 
葛西各幹事、櫻庭、齋藤（士）各監査役 

●報告事項 
(1) 吸入ミーティング 
・参加者：医師会	 高梨（弘大病院）山本（弘前病院）

鳴海（ナルミ医院） 
	 	 	 	 	 薬剤師会	 八木橋、加藤、上田 
・10月から吸入指導について、医師会-薬剤師会の連
携をしていきたい。 
・医師会で連携の雛型を作っている。群馬県の連携を

参考にしている。 
・連携内容は第20回薬剤師生涯セミナーの通り。 
・医師会で事業を進めていく予定で、薬剤師会にも協

力をお願いしたい。 

・9月に群馬県から講師を呼び研修会を行う予定。 
＊三役会での吸入ミーティングについての話し合い 
・弘前病院・ナルミ医院のDrが連携で7.8.9月にプ
レ実施。10月から地域で本格稼働予定。 
・プレ実施は「弘前市薬剤師薬局(弘前病院前)」「マエ
ダ調剤薬局中央店(ナルミ医院前)」とし、吸入指導
が必要な患者にDrがかかりつけ薬局を確認して、
上記2薬局だった場合に限り、依頼書を渡す。 
＊総括 
・依頼書などに問題点が無いか、今後関係者や役員会

で精査していく。（特に弘前地区外や連携について

理解していない薬局に患者が行った場合でも連携

が取れるような依頼書の表書き‥等） 
・医師会でも研修会を開催し、啓蒙する予定だが、ど

れくらいのDrが事業を行うのかは連携次第。 
(2)世界禁煙デー（6/2） 
・土手町コミュニティーホールで関係者を併せて約

100名参加。 
・RAB、陸奥新報、東奥日報などメディアに対して
はアピールできた。 
・スモーカーライザーの検査が10名程度だったが、
カルチュアロードではもう少しアピールする。 
・9/1（日）に文化センターで県民公開講座を開催す
る。前回は参加者が少なかったため、今後参加して

もらえるようにアピールが必要。 
・医療系のメンバーが多いので、飲食業を入れていく

と良いアピールになるのではないか。 
(3) 第20回薬剤師生涯セミナー（6/5） 
・参加人数75名（内薬剤師68名） 
・内容：現在喘息の吸入ステロイドが増えている中、

しっかり吸入できていない患者がいる実状がある。

薬剤師会と医師会で吸入の確認や指導に関して連

携を取っていこう。詳細は上記報告事項(1)を参照。 
(4) 第2回在宅委員会（6/7） 
・ケアマネージャー総会（6/28）。総会の研修を在宅
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委員会で行う。内容はまちかど相談事業、居宅療養

管理指導について。木村会長も参加し冒頭挨拶をす

る予定、その後ケアマネージャーとの情報交換会を

行う。 
・認知症ケアの研修会主催（7/11） 
・弘大緩和ケア公開講座共催（7/18） 
(5) 三役会（6/10） 
・吸入指導連携については報告事項(1)を参照。 
・弘前大学病院 FAXコーナーの人員を 1名増員。
新任の方の勤務は 9：00～14：00 のため、弘大
FAX コーナーの昼休みの時間が無くなる。他の
FAXコーナーで人員不足の場合はヘルプに回る。 
・弘大FAXコーナーの時間変更9：00～15：00→ 

8：45～15：00予定。 
(6) 迷球会（6/9） 
・今回から薬剤師会ゴルフサークルが以前から行わ

れている迷球会の力を借りてコンペを開催。 
・次回以降、広報に写真を載せるなどする。 
(7) 親睦委員会（6/11） 
・納涼祭については前回の役員会で報告の通り。 
・ボウリング大会は8/10。正式な案内文ができたら
青森支部にも連絡する。 
・参加者が集まらないため、テニス・バドミントン

サークルを一時休止。 
(8) 急患診療所対応（ねぷた期間） 
・下記の薬局に協力していただけることになった。 
	 8/5（月）サカエ薬局笹森店、みんゆう調剤薬局 

アルカディア店、弘前市薬剤師薬局津軽 
	 8/6（火）弘前調剤センター、みんゆう調剤薬局 

アルカディア店、弘前市薬剤師薬局津軽 
・当番の Dr が決定次第、処方の特徴などについて
弘前市薬剤師薬局津軽よりサカエ薬局笹森店へ連

絡する予定。 
 
●協議（審議）事項 
(1) ダメ・ゼッタイ運動（6/22） 
・現在薬剤師の申し込み（地域保健委員以外）2 名	 
学生21名 
・県薬総会があるため、県薬役員は参加できない。 
・写真を撮り広報にて報告する。 
(2) 健康まつり（7/6） 
・スポーツファーマシストのドーピング防止活動コー

ナー、ミニ薬剤師体験コーナー、健康食品コーナー

を予定。 
(3) 第22回薬剤師生涯セミナー（6/19） 
・135名を予定。OTCを15分､本編を19:30～予定。 
・前田会長に初めと最後に挨拶をしてもらう予定。 
(4) 急患診療所からの要望 
＊急患診療所薬剤リスト 
・小児科河内先生より、急患診療所の処方を受ける薬

局は薬剤リストの薬はそろえてほしい。 
・急患診療所の昼の薬剤リストは、薬剤師薬局津軽の

薬のリストを使っている。 
・急患診療所の夜の薬剤リストは、立ち上げ当時に薬

剤師会も中に入りリスト作成をしたが、リストがい

つの間にか改訂されていて、内容が変わっている。

（現在第４改訂） 
・今後は田澤幹事を中心に話し合いをする。 
＊災害対策 
・医師会で災害があった時に、大きな病院（市立、大

学病院等）を中心に動くことが決定。対応できる薬

局を知りたいとのこと。 
・薬剤師会の災害対策委員会中心に話し合う。 
(5) その他 
＊青森県薬剤師会学術大会 
・日時：11月10日	 	 場所：プラザホテルむつ 
・弘前から口頭発表2題、ポスター発表2題をお願い
したいとのこと。 

 
●県薬役員会報告	 

(1)県薬理事会について 
(2) 青森県薬剤師連盟総会（6/15） 
・参議院選挙立候補予定の木村会長が承認。 
・東北薬連会議（6/12）でも木村会長を推すというこ
とで決定。 

(3)その他、県薬委員会報告 
・6/13青森市で個別指導。残薬や重複投与の確認が
主な指導点。 
・6/18青森市で新規薬局に対する集団指導実施。 
 
●その他報告、協議事項 
＊生活保護者対応 
・一般名、変更可の処方についてジェネリック医

薬品を使う。 
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・先発品を使う場合は福祉事務所に理由を報告す

る。10月1日から開始。 
・医師会には生活保護者に対してだけの個別指導

があった。 
	 

☆平成 25 年度支部会費納入のお願い☆	 

平素は会運営にご協力いただき大変感謝申し上げ

ます。新しい年度を迎え支部運営のため、会費の納入

をお願いいたします。同封いたしました郵貯振替用紙

をご利用ください。	 

振替用紙には会費納入会員名を記入してください。

複数に渡る場合も全員のお名前をご記入下さい。	 

また、今年度より会計、監査の指摘により振替手数

料は会員負担となっています。（青印刷）この点ご了

承いただきますようお願いいたします。	 

書き損じなどで振替用紙が必要の場合は事務局に

ご一報ください。	 

	 

	 

委員会だより	 	 

	 

広報情報委員会	 	 

● 弘前市立病院	 
《 新規院外登録薬品 》 
ゴナールエフ皮下注ペン 450 
ゴナールエフ皮下注ペン 900 
スプレキュア点鼻液 0.15% 
ツムラ 57 温清飲エキス顆粒  
ツムラ 86 当帰飲子エキス顆粒  
ツムラ 97 大防風湯エキス顆粒 
ツムラ 98 黄耆建中湯エキス顆粒 
ツムラ 117 茵陳五苓散エキス顆粒 
トブラシン点眼液 0.3% 
ミカムロ配合錠 BP 
デノタスチュアブル配合錠 （バラ100錠包装） 
(100錠の瓶での投薬となるため、基本的に50日単位
での処方となります。) 
 
● 弘前大学医学部附属病院 
《	 新規院外登録薬品	 》 
ボナロン経口ゼリー 35mg 

デノタスチュアブル配合錠（56T/瓶） 
ミカムロ配合錠 BP 
ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液 0.1%「日点」 
チモレートPF点眼液 0.5% 
リンベタPF眼耳鼻科用液 0.1% 
ラタノプロストPF点眼液 0.005%「日点」 
ノウリアスト錠 20mg 
アコファイド錠 100mg 
キックリンカプセル 250mg 
ナノパスニードルⅡ	 34G 
スチバーガ錠 40mg	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
アバプロ錠 200mg	  
イルベタン錠 200mg	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
ビデュリオン皮下注用 2mg 	 	 	 	 	 	  
 
● 国立病院機構弘前病院	 
《	 新規院外登録薬品	 》	 

オンブレス吸入用カプセル 150μg 
フェブリク錠 20mg 
フェンタニル３日用テープ 2.1mg「HMT」 
フェンタニル３日用テープ 4.2mg「HMT」 
フェンタニル３日用テープ 8.4mg「HMT」 
フェンタニル３日用テープ 16.8mg「HMT」 
(12.6mgは登録しないそうです。) 
 
	 

親睦委員会	 

「ゴルフサークル」のご案内 
【7.8月の開催予定】 
7月4.11.18.25日	 8月8.22.29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	 

8 月はお盆とねぷたシーズンを休みとさせていただ
きます。	 	 	 

連絡先：親睦委員会委員長	 齋藤武	 

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

生涯学習委員会	 

	 

弘前大学医学部附属病院	 

緩和ケア公開講座	 第 16回勉強会	 
日時：平成25年7月18日(木)	 18:00～19:30 
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場所：医学部臨床小講義室	 

「呼吸困難のマネージメント」	 

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	 

参加ご希望の方は、FAX(送信先 0172-32-9199)で
申込みお願いします。	 

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	 

	 

	 

ジャヌビア錠発売 3周年記念講演会	 
日時：平成25年7月19日(金)	 18:45～20:30	 
場所：ﾍﾞｽﾄｳｪｽﾀﾝﾎﾃﾙﾆｭｰｼﾃｨ弘前	 3階「サファイア」	 
	 	 	 	 	 弘前市大町1-1-2	 TEL:0172-37-0700	 
【学術情報】18:45～19:00	 	 	 	 MSD株式会社	 
「DPP-4阻害薬ジャヌビアに関する最新情報」	 
【教育講演】19:00～19:30	 
「インスリン療法施行2型糖尿病症例における	 
シタグリプチンの併用効果及び早期インスリン導入	 

離脱時のシタグリプチンの使用方法について」	 

今村クリニック	 院長	 今村	 憲市	 先生	 

【特別講演】19:30～20:30	 
「経口糖尿病薬の新たな可能性	 

Patient-centered approachによる	 
糖尿病治療を考える」	 

滋賀医科大学	 糖尿病・腎臓・神経内科	 

	 	 教授	 前川	 聡	 先生	 

主催：MSD株式会社	 
後援：弘前市医師会(予定)	 南黒医師会(予定)	 

青森糖尿病療養指導研究会	 	 

青森県薬剤師会弘前支部	 

青森糖尿病療養指導士認定のための研修会(1単位)	 

	 

	 

	 

第 2回臨床てんかんフォーラム in青森	 
日時：平成25年7月26日(金)	 18:40～20:30	 
場所：ホテルニューキャッスル	 3F「麗峰の間」 
	 	 	 	 弘前市上鞘師町24-1	 TEL:0172-36-1211 
【製品紹介】「セレニカR錠・顆粒」興和創薬(株)	 

【イントロダクション】18:55～19:10 
「てんかんを抱えながら生活する人への	 

ソーシャルワーク～PSWとしての関わり～」	 
湊病院	 医療福祉相談室/北東北てんかんセンター	 

○宮崎直子、中村恵梨子、木村圭佑、立川和裕、	 

兼子直(敬称略)	 

【特別講演】19:10～20:10	 
「てんかん包括医療の実践と課題	 

～初期診断から長期的支援まで～」	 

独立行政法人	 国立精神･神経医療研究センター病院	 

精神科医長	 渡辺	 雅子	 先生	 

【総合ディスカッション】20:10～20:25	 
主催：興和創薬株式会社	 

後援：青森県医師会	 	 青森県薬剤師会弘前支部	 

弘前市医師会(予定) 	 青森県病院薬剤師会	 
青森県病院薬剤師会会員「生涯研修記録」0.75単位	 
 
第 22回薬剤師生涯セミナー	 参加報告	 

	 

弘前調剤センター	 葛西	 孔明	 

6月19日（水）に開催されました「第22回薬剤
師生涯セミナー」の参加報告をさせていただきます。	 

今回は「一般用医薬品斡旋事業」について、もう

1つは「保険薬局伝達講習会」の2つの研修があり、
参加者は全体で148名になりました。	 
	 一般用医薬品斡旋事業では、地域住民のセルフメ

ディケーションを支援していくために、薬局または

薬剤師個人としても一般用医薬品に今後目を向け考

えて頂きたいという点について、そして新たに始ま

るセルフメディケーション支援事業への参加の呼び

かけがありました。	 

	 保険薬局伝達講習会では、長期投与制限薬剤の注

意事項、個別指導の指摘事項、特定薬剤管理指導加

算算定の注意点や注意すべき請求事例、薬歴記載、

服薬指導の注意点や要点についてのご報告がありま

した。注意すべき要点をまとめていただき大変勉強

になりました。薬剤師として責任をもって対応して

いく必要があると考えさせられました。	 
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地域保健委員会	 

「ダメ・ゼッタイ」運動	 参加報告	 

地域保健委員会	 穴水 元就 
本年も実施されました薬物乱用防止啓蒙活動です

が、今回は保健所主導のもとでの開催ということも

あり、昨年以上多数の方に参加頂きました。当日は

県薬総会の日ということもあり、会首脳陣の出席が

困難な中に於いて若手の薬剤師をはじめ多数の薬学

生が躍動した回ではなかったでしょうか。今回は参

加者が多数ということもあり、薬剤師会は昨年の会

場さくら野百貨店に集合の後、MEDIA INN城東店
とコジマ電気NEW弘前店の二会場に分かれて活動
しました。昨年と異なり募金活動は無かったものの、

制限時間内に個性を生かした活動ができたのではな

いかと感じました。逆に統一感が欠けていたことが

反省点かもしれませんが、来年への教訓として活か

せたこと事も収穫のひとつと考えております。来年

はさらに多くの薬剤師の先生方の参加を募り、薬剤

師の活動の幅をPRできればと考えております。 
 

 

 

 

 
 
 

新入会員	 

ヨシザワ	 シゲオ	 

吉沢	 茂雄 
なかよし調剤薬局弘前駅前店	 管理 

 
キクチ	 ノリコ 

菊池	 紀子 
弘前調剤センター	 勤務 

 
ニシザワ	 アキラ 

西沢	 光 
弘前調剤センター	 勤務 

 
サトウ	 タケシ 

佐藤	 武志 
弘前調剤センター	 勤務 

 
キムラ	 タロウ 

木村	 太郎 
弘前調剤センター	 勤務 
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