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弘前薬剤師会広報

支部通信	 

	 

11/6   第5回在宅医療推進委員会	 	 
さいとう調剤薬局本町店 

11/10  第 32 回青森県薬剤師会学術大会ｉｎむつ	 
プラザホテルむつ 

11/12	 第 4 回ひろさき健幸いきいきプロジェクト
チーム会議	              弘前市消防本部 

11/12	 第7回親睦委員会さいとう調剤薬局本町店 
11/14	 第26回薬剤師生涯セミナー	 	 

弘前商工会議所	 大ホール	 

11/16	 県薬役員会	                    県薬会館 
11/17	 健康介護まちかど相談薬局研修会	  

弘前文化センター	  
11/19	 支部役員会	      弘前市総合学習センター 
11/20	 健康ひろさき 21（第 2 次）策定会議	       

弘前総合保健センター	  
11/28	 第 2 回弘前市地域包括支援センター運営協

議会	                        弘前市役所 
	 

役員会だより	 	 

	 

第 9 回役員幹事会	 議事録	 

日時：平成25年11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、白滝各副会長、八

木橋専務、田澤、佐々木（直）、工藤、小林、

葛西、齋藤、相馬、大川、奈良、小笠原各

幹事、櫻庭、齋藤監査役	 

	 

●報告事項	 

	 

(1)社保委員会委員長代行 
・吉岡委員長が青森市油川勤務になり、幹事会への

出席が難しくなったため、社保委員会から小笠原委

員が代行で出席する。 
・現在のところ弘前薬剤師会幹事には1名欠員があ
るため、小笠原委員を新幹事に任命する。 

(2)第26回薬剤師生涯セミナー（11/14） 
・参加者は32名。 
・医療情勢を含めた認知症についての講演。	  
・認知症患者への対応などに関するビデオもあり。 
・講演後5グループに分けてのグループディスカッ
ションを行った。 
・案内が遅れたため次回は早めに連絡をする。	 

(3)市民健康まつり反省会（11/15） 
・7月に行われた市民健康まつりの反省会を医師会、
歯科医師会、薬剤師会の代表で行った。 
・アンケートの結果、薬剤師会は23.1%が良かった
と回答（全体のトップ10に入っている）。 
薬剤師会について特に意見はなかった。 
・クイズラリーの景品が昨年からなくなっており、

来訪者ががっかりしている。 
来年は医師会で出すと手が上がった。 
・アンケートには、物が欲しいという意見が多い。 
・平成26年7月12-13日の予定。 
・平成26年4、5月に各団体の事業計画書を出さな
いといけないため（団体の内容をポスターに載せる

ため）、地域保健委員会を早めに開催して、内容を決

める。 
(4)健康介護まちかど相談薬局 
・参加者65名、大きなトラブル無し。 
(5)第5回在宅医療推進委員会（11/6） 
・平成26年1月24日、在宅に関しての研修会開催
予定。 
まず県在宅事業を県薬高橋専務もしくは伊藤総括担

当理事が説明。	 

次に弘前でなぜ在宅が行われないのかグループディ

スカッション（ワールドカフェ方式）を行う。	 

・磯木先生が委員会に加入。	 

(6)第27回薬剤師生涯セミナー	 (12/19) 
詳細は広報今月号参照。 
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(7)その他委員会報告 
青森県吸入療法研究会 
・弘前大学医学部附属病院から依頼書の発行が開始

された。 
・開業医（ナルミ医院以外）からの依頼書の発行は

未確認。 
・いずれは全県で行いたい。弘前病院山本先生が青

森支部で講演。 
・板柳の薬局より一件質問あり。 
 
●協議（審議）事項	 

	 

(1)新年会 
・研修会及び弘前薬剤師会新年会の予算作成。 
研修会に関して、昨年より県薬から会場費について

指摘があり現在ホテル側と交渉中。 
・予算案が新年会と研修会一緒になっているため、

作り直す。 
・研修会は第28回薬剤師生涯セミナーとする。 
演題「薬事関係法令の留意点」 
・研修会の垂れ幕は事務局（薬剤師薬局）のA1ロ
ールプリンターを使用して作成する。 
・新年会の受付を三師会総会同様事務局にお願いす

る予定。 
(2)開設薬局班編成 
・地域の近い薬局で単純に分けた。 
・地区に幹事がいるかどうかは考えていない。 
・平川地区1グループ、黒石地区2グループ、藤崎
地区1グループ、大鰐、碇ヶ関で1グループ。 
・基本的には会員薬局すべてに班に加わってもらう。 
・地域包括支援センターにならって、中学校の学区

ごとに班編成してはどうかなどの意見がでた。 
・今後今回の班編成を基本として詰めの作業を行う

予定。 
(3)法人化検討委員会 
・八戸薬剤師会・青森薬剤師会の法人化の背景には

地区なりの理由があった。 
・法人化したことにより県薬支部から青森支部と八

戸支部が外れた。 
今後県事業は委託事業として行われて行く予定。 
・法人化する手続きを代行してもらうと、登記費用、

代行料金など合わせて20万円くらいかかる。 

・一般社団法人を取得の際は、全会員から同意書を

取る必要がある。 
・現在は任意団体であるため、口座代表名は「前田

淳彦」になっているため、もし前田会長が亡くなっ

た場合は相続税がかかる恐れあり。 
・もし法人化し維持するためには会費を上げる必要

があり、もちろん会員には会費相当以上の情報提供

や会運営をする必要がある。 
(4)平成26年度青森県薬剤師会学術大会	 (弘前) 
・日程、場所は未定 
・懇親会をやって欲しいとの要望あり。 
・県からの会場費の予算は30万円である。 
・ベストウェスタンホテル：懇親会も行い、割引い

たとしても40～50万。 
・来年1月以降に予約開始の弘前市の公共の場所も
確保する必要がある。 
 
●県薬役員会・委員会報告	 

	 

(1)OTCのセット販売 
・3万円前後。セット購入を条件とする。 
・購入することにより各薬局の名前を新聞に載せる。 
・1月10日前後に届く青森県薬剤師会広報に記事。
2月初旬に開始予定、募集は各薬局へファクスする。 
・症候学の腹痛についてのビデオ研修開催。 
県内2ヶ所、 八戸1月19日、 青森1月26日 
(2)個別指導	 
五所川原10月31日	 青森市11月7日 
・事前に連絡されている必要資料に関して、すべて

持ってこない薬局がある。 
必ず全部揃えて持って行くようにアナウンスする。 
・アダラート CR	 1日 2回に関して、疑義照会し
ている例がある。 
全薬局に添付文書改訂に関してアナウンスする。 
・先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の公費負

担請求に係る委託契約締結について、該当薬局に文

章を送付している。 
契約書、概要に関しては青森県のHPからダウンロ
ード可能である。 
(3)インフルエンザワクチン	 
新型インフルエンザのワクチンを薬局薬剤師も優先

的に接種することができるようになった。	 
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(4)青森県吸入療法研究会	 
木村会長からぜひ全県的に行って欲しいとの意見を

頂いた。	 

(5)11/3県在宅研修会（医師会開催） 
・急な案内のため、今回は県の在宅医療推進委員会

にのみ案内が回った。 
・次回以降は一般会員にも連絡する。 
・要介護 1、2 が地域に任せられるという話がメイ
ンであった。参加者は医師、県職員等。 
(6)在宅医療推進委員会	 
・県の委託事業として在宅の拠点薬局を作り、相談

などを受け付ける事業に毎年500万円を3年間にわ
たり予算がついた。	 

・2/9に八戸で県全体の研修会を開催。 
講師は長野県佐久市からお招きする。 
・それと別に各支部で研修会を開催する。 
（弘前は1/24） 
・拠点薬局は青森会営薬局。 
・サブ拠点として弘前は藤代薬局。弘前の準備委員

として相馬在宅医療推進委員会委員長が担当。 
(7)その他 
・平成 25 年度県薬収支に関して、会営第一薬局が
赤字（近隣医院医師が亡くなったため廃業）。	 

約600万円の赤字。今後の対応策を考えている。	 
	 

委員会だより	 	 

	 

広報情報委員会	 	 

	 

※黒石病院年末年始院外処方のお知らせ※ 
	 黒石病院では下記の要項に年末年始予約外来がご

ざいます。来局が予想される近隣の薬局におかれま

しては、ご対応をお願い申し上げます。なお詳細に

つきましては黒石病院薬剤部までお問い合わせくだ

さいます様お知らせいたします。 
期日 

平成25年12月30日と平成26年1月3日 
両日共に午前10時まで外来予約のうえ午前中に院
外処方になります。 
 
 

● 弘前市立病院	 
《 新規院外登録薬品 》 
アボネックス筋注用シリンジ 30μg 
ドプスOD錠 100mg 
ベタフェロン皮下注用 960万国際単位 
メスチノン錠 60mg 
リバロOD錠 1mg 
レキップCR錠 2mg 
レキップCR錠 8mg 
 
● 弘前大学医学部附属病院 
《	 新規院外登録薬品	 》 
サムスカ錠7.5mg 
BD	 マイクロファインプラス™ 32G×4mm	 Thin	 
Wall 
●国立病院機構弘前病院 
《 新規院外登録薬品 》 
カルバゾクロムスルホン酸Na錠 30mg「YD」 
カロナール錠 300mg 
ネオマレルミン錠 2mg 
メプチン吸入液ユニット 0.3mL 
	 

生涯学習委員会	 

	 

第 14 回「血管の健康を考える」	 

学術講演会	 

日時：平成26年1月17日(金)	 18：30～20：00 
場所：ベストウェスタンホテルニューシティ弘前	 

	 	 	 	 弘前市大町1-1-2	 TEL:0172-37-0700	 
【製品紹介】18:30～18:45	 
「選択的 DPP-4 阻害剤‐2 型糖尿病治療剤‐	 	 

“テネリア錠20mg”」 
	 	 	 田辺三菱製薬㈱青森第一営業所	 松江	 厚志	 

【特別講演】18:45～20:00 
講演1「ASD閉鎖術」	 

弘前大学大学院医学研究科	 	 

心臓血管病先進治療講座	 

准教授	 樋熊	 拓未	 先生	 

講演 2「脳梗塞に対する血管内治療：急性期から慢
性期まで」	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 兵庫医科大学	 脳神経外科	 	 	 

主任教授	 吉村	 紳一	 先生	 
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主催：田辺三菱製薬株式会社	 

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弘前地区	 

 
第 28回薬剤師生涯セミナー 
日時：平成26年1月18日(土)	 15:30～17:00	 
場所：ホテルニューキャッスル弘前	 

	 	 	 	 弘前市上鞘師町24-1	 TEL:0172-36-1211 
【講演】「薬事関係法令の留意点」	 

	 	 	 	 中南地域県民局地域保健福祉部保健総室	 

指導予防課	 	 主査	 三浦	 拓	 先生	 

	 	 	 	 	 技師	 葛西	 優	 先生	 

参加費：1,000円	 
主催：青森県薬剤師会弘前支部	 

日本薬剤師研修センター認定1単位	 
※当日、新年会も開催されます。なお、新年会を含

め同封の申込書でお申し込みください。	 

	 

リバロ発売 10周年記念講演会 
青森県スタチンフォーラム 2014 
日時：平成26年1月24日(金)	 19:00～20：30	 
場所：ベストウェスタンホテルニューシティ弘前	 

	 3階	 エメラルド	 
【製品紹介】19:00～19:10 
「リバロ錠・OD錠	 1mg、2mg、4mg」	 	 

	 興和創薬株式会社	 

【特別講演】19:10～20:00 
「冠動脈疾患患者の長期予後改善を見据えた	 

治療戦略」	 

	 	 	 	 京都大学大学院医学研究科	 循環器内科	 	 

教授	 木村	 剛	 先生	 

【パネルディスカッション】20:00～20:30 
「脂質異常症治療	 ～実地医家へのメッセージ～」	 

コメンテーター：京都大学大学院医学研究科	 	 

循環器内科	 	 教授	 木村	 剛	 先生	 

パネリスト：	 

畑山医院	 	 	 	 	 	 	 	 	 院長	 畑山	 亨	 先生	 

佐藤内科小児科取上医院	 	 院長	 佐藤	 淳	 先生	 

弘前大学医学部附属病院	 循環呼吸腎臓内科	 講師	 

阿部	 直樹	 先生	 

主催：興和創薬株式会社	 

後援：青森県医師会(予定)	 

	 	 	 弘前市医師会(予定)	 

	 	 	 南黒医師会(予定)	 

	 	 	 西北五医師会(予定)	 

	 	 	 青森県薬剤師会弘前支部	 

	 	 	 青森県病院薬剤師会(予定)	 

 
社会保険委員会	 

	 

【社会保険委員会より確認事項】	 

(1)アダラート CR錠「用法・用量」追加	 
ご存知の方も多いかと思われますが、今年6月に	 
アダラートCR錠の高血圧症の適応において、下記	 
の用法・用量が追加承認されました。	 

『1 日 40mg で効果不十分な場合には、１回
40mg 

1日 2回まで増量できる。』	 
なお、詳細及びジェネリック医薬品の用法・用量に	 

つきましては、各自ご確認をお願いします。	 

(2)年末・年始の調剤料算定	 
12月29日～1月3日は休日扱いになります。	 
調剤料の夜間・休日等加算	 40点	 
実施にあたっては開局時間を薬局内外に表示し、	 

夜間・休日等加算にあたる日、受付時間帯を薬局内	 

のわかりやすい場所に掲示しなければならない。	 

ご不明な点は社会保険委員会まで。	 

問い合わせ先	 

マエダ調剤薬局中央店（TEL	 0172-88-8945）小笠原	 

 
 
親睦委員会	 

	 

薬剤師ゴルフサークルを振り返って	 

親睦委員会委員長	 齋藤武	 

今年も3 月から11 月まで毎週木曜日に薬剤師ゴル
フサークルを開催してきました。今年も広報で案内を

だし、桔梗野調剤薬局の平山先生、田中先生をコーチ

に招き活動してきました。今年は広報を見て興味を持

っていただいた病院薬剤師の先生にもご参加いただ

きました。	 

また、三師会親善ゴルフ大会では久しぶりに薬剤師

会からの優勝者が出ましたが、この練習会の参加者で

す（私です）。	 
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今年の三師会はゴルフ練習会からゴルフを始めた

メンバーも参加しましたし、歯科医師会の先生からも

行ってみたいと声をかけられました。少しずつでも広

がってきているのかなと思います。	 

ゴルフをすることにより、練習場にいる医師、歯科

医師の先生と繋がったり、三師会親善ゴルフ大会で繋

がったり、石舘守三杯で他支部の先生と繋がったりと、

コミュニケーションとしても使えるツールです。是非

とも新しい先生の参加を期待しています。	 

	 

在宅医療推進委員会	 

	 

“クニ坊”こと	 

久田邦博氏が来弘！！	 
 

 
第27回	 薬剤師生涯セミナー	 	 	 
日時：平成25年12月19日（木）19：00～20：30	 
場所：土手町コミュニティパーク	 A館	  
コミュニケーションプラザ	 1F	 多目的ホール	 

	 	 	 	 	 弘前市土手町31	  TEL: 0172-31-5755 
『いのちに限りがあると気がついたとき』	 	 

エーザイ株式会社	 	 保険薬局政策部	 	 

久田	 邦博	 	 

	 当日 21 時から居酒屋けん太で、講師の久田先生
を交えての情報交換会も企画していますので、ぜひ

みなさんご参加ください。 
 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

新入会員	 

	 

	 
	 マツハシ	 ヨウヘイ	 

松橋	 陽平	 

クオール薬局弘前豊原店	 	 	 

管理	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

編集者：皆川	 真貴子、佐々木	 直実	 


