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弘前薬剤師会広報

支部通信	 

	 

9/ 1	 健康あおもり21県民公開講座 
禁煙支援セミナー2013	  

弘前市文化センター 
9/ 3	  地域保健委員会	   	 	 弘前調剤センター 
9/7,8	 東北薬剤師会連合大会	  

山形市	 山形国際ホテル 
9/9	  三役会	 	 	 	 	 	 	 マエダ調剤薬局中央店 
9/11	 第25回薬剤師生涯セミナー 

	 弘前市総合学習センター 
9/12	 第4回在宅医療推進委員会 

	 さいとう調剤薬局本町店 
9/14	 県薬理事会	 	 	 	 	 	 	 青森県薬剤師会館 
9/15	 カルチュアロード出展	 	 	 	 弘前市土手町 
9/17  弘前支部・弘前薬剤師会役員会	 	  

	 	 弘前市総合学習センター 
9/18	 弘前市三師会総会	 	 	 	 弘前パークホテル 
9/22,23	 日本薬剤師会学術大会	 	 	 	 	 大阪市 
9/25	 青森県吸入療法研究会幹事会 

	 弘前市薬剤師薬局 
9/28	 高度管理医療機器等の販売業に係る継続研修 

リンクステーションホール青森 
	 	 	 支部長会議	 	 	 	 	 	 	 青森県薬剤師会館 
9/29	 石舘守三杯ゴルフコンペ	  

東奥カントリークラブ 
	 

役員会だより	 	 

	 

第７回役員幹事会議事録 
日	 時：平成25年9月17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、磯木、鈴木、白滝各副会長、 
八木橋専務、工藤、田澤、吉岡、相馬、奈良、 
齋藤（武）各幹事、齋藤（士）、櫻庭各監査役 
●報告事項 
(1)第25回薬剤師生涯セミナー(9/11) 生涯学習委員会 
・参加者約30名 

(2)急患診療所対応薬局会議（8/21） 
・薬剤師会で作成したリストを医師会に提出。 
急患診療所（医師会）から14品目の追加と6品目を
削除してほしいと回答あり。再度委員会で検討し回答

する。 
(3)青森県吸入療法研究会（仮）会議（8/16） 
・8/16の会議は担当加藤幹事欠席のため、内容保留。 
・9/25に吸入療法研究会の幹事会を開催予定。 
・10/1、2に実技研修会を開催。日にちによって出席
者が偏らないように調節する。また、どうしても偏っ

てしまった時はどうするのか対策を考える。 
(4) 第3回地域保健委員会（9/3） 
(5) カルチュアロード出展（9/15）地域保健委員会 
・9/15に雷雨の中開催。 
・出席者：薬剤師20名、学生13名 
(6)第4回在宅医療推進委員会（9/14） 
・9/4津軽地区高齢者の地域医療を考える会 
第3回情報交換会（弘前大学医学部附属病院	 真里谷
教授）。マルマンコンピュータで地域包括ケアの IT
モデルを作る。県のモデル事業として予算がついてい

る。薬剤師会から相馬在宅委員長が居宅療養指導につ

いてプレゼンをした。 
・10/31：弘前大学医学部附属病院緩和ケア公開講座 
・11/14：薬剤師生涯セミナー	 	 認知症についての
グループディスカッション形式の講習会 
・12/12：命の講演会 
(7) 三役会（9/9） 
＊弘前薬剤師会の法人化 
・弘前薬剤師会の一般社団法人化について検討してい

る（現在青森薬剤師会、八戸薬剤師会、西北五薬剤師

会では一般社団法人をとっている）。 
・法人化することによるメリット・デメリットなど、

期間を設けて検討会等を行う。期限を26年3月とし
て設立の判断をする。 

一般社団法人	 青森県薬剤師会	 
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・9/28に県薬支部長、実務担当者会議が行われるので、
法人化している支部から情報を得る。 
・三役＋幹事数名で法人化検討委員会を作る。人選は

会長に一任する。 
＊薬剤師の職場体験 
・平賀中央小学校から職場体験の依頼を受けた。 
期間：9/24~10/4の平日1日 
時間：60~90分	 	 人数：29名（6年生） 
弘前調剤センターで受入れる事を了承いただき、報告

書は弘前調剤センター薬局長の大川幹事に託した。急

な依頼とは言え通常業務中1度に約30名を受け入れ
るのは大変であり、次回以降に同様の依頼があった場

合は人数の調節・方法手段などを相互に調整できるよ

うにする。 
＊弘前薬剤師会の後援、共催についての定義 
・弘前支部としての研修会ではなく、弘前薬剤師会と

して後援や共催を打診された時の取り扱いを今後三

役会で検討する。 
＊保健所からの連絡 
・保健所から薬局の麻薬帳簿について不備が多いので、

研修会を開催してほしいと連絡あり。新年会と同日に

研修会を開催する。担当委員会を開局委員会とする。 
(8) その他報告 
＊平成26年度県薬学術大会 
・県薬理事会で平成26年度県薬学術大会を弘前で開
催することが決定。市管轄の公共の会場を使用する場

合は、平成26年1月に市の広報で市の事業予定が発
表されてからの予約となる。現在のところ11月第2
日曜日のベストウェスタンホテルニューシティ弘前

を仮予約している。ホテルの場合は懇親会を開催した

方が当日の会場代が安くなるため、前日の懇親会も視

野に入れ検討する。 
 
 
●協議（審議）事項 
(1) 新年会 
日時：平成26年1月18日	  

研修会	 15：30~17：00	 （担当：開局委員会）	  

新年会	 17：30~19：30	 （担当：親睦委員会）	  

会場：ホテルニューキャッスル弘前	  

来賓連絡、会計は八木橋専務が担当。会員用連絡は研

修会、新年会合わせて一枚とする。	  

(2) その他報告事項 
＊自家製剤加算 
・レセプト摘要欄と調剤録に製剤過程を記載する。 
例）錠剤を半錠にする場合はレセプト摘要欄に「割線

にそって半錠にした」と記載する。 
錠剤を粉砕する場合はレセプト摘要欄に「○錠粉砕し

て△g乳糖を加えた」と記載する。 
 
 
●県薬役員会報告	 

県薬理事会（9/14） 
＊青森県新型インフルエンザ対策協議会 
・市町村関係機関へ通知、参加者1000名以上。 
＊健康あおもり21県民講座禁煙支援セミナー 
・参加者72名の内、一般市民は30名程度。次回は市
町村に通知。 
＊あおもり高齢者すこやか自立プラン推進協議会 
・全国市町村別平均寿命順位で下位50位に青森県24
市町村が入る。まちかど事業の強化が図られる予定。 
＊第64回東北薬剤師会連合大会（9/7-8山形市） 
・前田会長、津川副会長、大川理事が出席。 
・県薬	 高坂常務理事、山田常務理事が表彰された。 
＊青森県エイズ等対策推進協議会（8/21） 
・青森市がインターネット受付を開始、検査数増加。 
＊第33回平成26年県薬学術大会 
・弘前開催予定、会場の予約作業を開始。 
＊日薬第7回理事会 
・社会保障制度改革に、改革の措置として「医療職種

の業務範囲及び業務の実施体制の見直し」が閣議決定

（8/25）されている。 
・国民の健康寿命が延伸する社会推進項目にレセプト

健康情報等データの最大限活用がポイントと明記。 
・厚労省予算概算要求に薬局・薬剤師を活用した健康

情報拠点の推進、レセプト健康情報等データ解析事業

の予算要求有り。 
・文科省予算概算要求に課題解決型高度医療人材養成

強化事業として優れた医師、歯科医師、看護師、薬剤

師等を養成するための予算要求が有り。社会保障制度

改革と平行し特定薬剤師養成の予算と考えられる。 
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委員会だより	 	 

	 

生涯学習委員会	 

これからの吸入指導連携を考える会	 

～プレミアムライブシンポジウム 2013～	 
日時：2013年10月18日(金)	 18:30～20:30	 
場所：ホテルニューキャッスル弘前	 

NOVA 3	 階「麗峰」の間	 
【Session1】18:30～19:00	 	 	 	 	 
プレミアムライブシンポジウム	 	 

ダイジェスト版	 上映	 

【Session2】19:00～19:20	 
「SMART療法の普及と吸入指導の重要性	 

～弘前での今後の課題・問題点～」	 

独立行政法人国立病院機構弘前病院	 呼吸器科	 

	 	 医長	 山本	 勝丸	 先生	 

【Session3】19:20～20:10 
「群馬県における吸入指導連携の取り組み	 

‐地域はひとつのホスピタル‐」	 

前橋赤十字病院	 呼吸器内科	 

	 副部長	 堀江	 健夫	 先生	 

★吸入指導連携の流れ/質疑応答★	 20:10～20:30	 
主催：アステラス製薬株式会社 

アストラゼネカ株式会社 
	 	 	 青森県薬剤師会弘前支部	 

後援：弘前市医師会、青森県病院薬剤師会	 

日本薬剤師研修センター集合研修1単位	 

JPALS研修会コード02-2013-0035-101	 
青森県病院薬剤師会生涯研修単位1単位	 

	 

弘前大学医学部附属病院	 

緩和ケア公開講座	 第 17回勉強会	 
日時：平成25年10月31日(木)	 18:00～19:30	 
場所：医学部臨床小講義室	 

緩和ケアにおける 
～精神症状のマネージメント～ 

精神科医	 	 古郡	 規雄	 先生	 

臨床心理士	 島田	 恵子	 先生	 

参加ご希望の方は、10月24日(木)までに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	 

第 26回薬剤師生涯セミナー	 
日時：2013年11月14日(木)	 19:00～20:30	 
場所：弘前商工会議所	 大ホール	 

弘前市上鞘師町18-1	 TEL:0172-33-4111	 
[プログラム1]	 
「保険薬局の役割変化と認知症」	 

･･･在宅への取り組みを考えて･･･	 

エーザイ株式会社	 保険薬局政策部	 上田	 倫之	 

[プログラム2]	 
【グループディスカッション】	 

「薬局外来での認知症患者と薬剤師との関わ

り」	 

主催：エーザイ株式会社	 

共催：青森県薬剤師会弘前支部	 

企画：在宅医療推進委員会	 

日本薬剤師研修センター集合研修1単位	 

	 

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3.10.17.24.31日 
11月7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 
10 月は弘前三師会親善ゴルフ大会が開催されます。
皆さんぜひ練習に来てください。 
 
青森県のゴルフシーズンは短いもので、そろそろシ

ーズンオフとなります。	 

それに合わせて、薬剤師会の練習会も 11月 7日を
もって今シーズン終了とします。 
コーチをしていただいた平山永均先生、田中満先生

ありがとうございました。	 

また、お忙しい中参加していただいた先生方にも感

謝申し上げます。	 

	 

連絡先：親睦委員会委員長	 齋藤武 
TEL：0172-36-1310 
携帯：090-6229-0380 
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広報情報委員会	 	 

● 弘前市立病院	 
《 新規院外登録薬品 》 
エルネオパ2号輸液1500ｍL 
グリセリン浣腸「オヲタ」60 
グリセリン浣腸「オヲタ」120 
(それぞれグリセリン浣腸液50％「東豊」60、110
から切り替え済) 
トビエース錠 4mg 
ノボラピッド注フレックスタッチ 
(ノボラピッド注フレックスペンからの切り替え) 
ファモチジンD錠 20mg「サワイ」 
フェモチジン散 10％「サワイ」 
プラザキサカプセル 75mg 
プラザキサカプセル 110mg 
ブラニュート配合顆粒 
リバロOD錠 2mg 
● 弘前大学医学部附属病院 
《	 新規院外登録薬品	 》 
ペンタサ坐剤 1g 
リーバクト配合経口ゼリー 
ビソノテープ 4mg 
ビソノテープ 8mg 
イルトラ配合錠LD 
イルトラ配合錠HD 
ノボラピッド注フレックスタッチ 
ケアラム錠 25mg 
スピロノラクトン錠 25mg「テバ」  
リキスミア皮下注 300μg 
● 国立病院機構弘前病院 
《 新規院外登録薬品 》 
エスクレ注腸用キット「500」 
イソバイドシロップ 70%分包 30mL 
 
地域保健委員会	 

カルチュアロード参加報告 
地域保健委員会	 奈良	 卓 

今年も 9月 15日に開催されたカルチュアロード
において、青森県薬剤師会弘前支部として県民の健

康に対する啓発活動を行いました。雨天順延って嘘

なのかな？と思えるくらいの大雨の中、ご協力いた

だいた薬学生含め大勢の会員の皆様に厚く御礼申し

上げます。	 

	 今回の活動内容はお薬相談コーナー、スモーカー

ライザー体験、受動喫煙防止事業の PR・意識調査
のアンケート、禁煙の啓蒙・啓発・指導、OS-1 の
PR で、禁煙に力を入れた活動になりました。あい
にくの空模様だったので、市民の方の出足が悪く、

スモーカーライザーを体験された方は十数名でした

が、参加していただいた皆様の積極的な働きかけに

より用意していた500部のアンケートは何とか無事
に終えることが出来ました。尚、アンケートの結果

につきましては、弘前薬剤師会HPに掲載予定です
ので、そちらの方もご覧ください。県民の健康も大

事だけれど、自分たちの健康も大事だと考えさせら

れるカルチュアロードになりました。	 

	 最後に、ご協力いただいた会員の皆様、薬学生の

皆さまに心より感謝いたします。来年もよろしくお

願いいたしますとともに、他の皆様にもご参加いた

だけるようお願いいたします。	 

	 

新入会員	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 スズキ	 ショウキ	 

鈴木	 翔輝	 

サカエ薬局	 笹森店	 	 	 

勤務	 

 
編集者：奈良	 卓、佐々木	 直実	 


