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弘前薬剤師会広報

年 頭 所 感 
弘前薬剤師会 

会長	 前田	 淳彦 
 
明けましておめでとうございます。会員の皆様に

は、輝かしい新年をお迎えのこととお喜び申し上げ

ます。今年は、午年です。なにもかもウマく行きま

すようにとお願いしたいところです。 
さて、今年は、診療報酬改定と消費税増税があり

ます。調剤報酬の改定は、今まで以上に厳しい状況

になりそうです。まして、消費税が 8%に上がるこ
とによって、かなり厳しい経営状態になることが予

想されます。 
在庫に関して、今まで以上にデッドストックによ

る期限切れを無くするような努力が求められます。

以前、デッドストック交換会を行っていましたが、

合法的に行うことを検討する時期かと思います。 
また、薬局の在宅医療が加速されます。研修会は、

特に在宅医療を取り上げたものが多くなりそうです。

弘前支部は他支部に比較して薬剤師の在宅活動が遅

れている状況です。医師会も在宅に力を入れ始めて

います。要請があったらすぐにでも出かけられる状

態にしておく必要があります。 
話題は変わりますが、一般社団法人について申し

上げたいと思います。昨年４月に青森県薬剤師会は

一般社団法人になりました。そして、県内6支部の
うち青森と八戸は一般社団法人になりました。昨年、

私たちは任意団体としての弘前薬剤師会を設立いた

しました。その後、役員会において一般社団法人に

ついて検討しましたが結論に至っておりません。現

在、私たちは一般社団法人青森県薬剤師会弘前支部

（これより弘前支部と記載します）と弘前薬剤師会

の二つの会の活動をしています。公益性のある事業

に関しては弘前支部が行います。これには県薬の予

算が使われます。それ以外は、弘前薬剤師会が弘前

薬剤師会の予算（今までの蓄えと一人 2000 円の会
費徴収）で行います。具体的には、弘前支部が行う

のは、研修、広報、啓発の 3 事業です。たとえば、
各種研修会の開催（会場費、講師謝礼）、広報の発行

（印刷代、発送費用）、啓発イベント（市民健康まつ

り、カルチュアロード）が弘前支部の事業・活動に

なります。弘前薬剤師会が行う事業・活動は、弘前

薬剤師会総会、役員会、委員会等の会議、新年会・

納涼祭等の親睦活動、三師会等の諸団体との連携し

た活動です。家族に例えると、親は青森県薬剤師会

です。6人の子供のうち、青森、八戸の 2人は独立
しました。弘前、西北五、上十三、むつ下北の4人
の子供は扶養家族の状態です。学費・生活費は親が

支払っています。遊興費や交際費はバイトしていま

す。弘前は、このまま扶養家族でいるか、それとも

独立するかを悩んでいる状態です。このことについ

て、時間をかけても、結論を出したいと思います。	 	 	 	 

今年一年よろしくお願いいたします。 
	 

	 

	 

	 

支部通信	 

	 

12/9	  三役会	 	 	 	 	 	 マエダ調剤薬局中央店 
12/10	 在宅医療推進委員会 

さいとう調剤薬局本町店 
12/11	 薬剤師会ゴルフ練習会納会	  居酒屋けん太 
12/20	 第8回親睦委員会	 	 	   

さいとう調剤薬局本町店 
12/21	 県薬役員会	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  県薬会館 
12/25	 弘前支部役員会	 弘前市総合学習センター 
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役員会だより	 	 

	 

第 10 回役員幹事会	 議事録	 

	 日	 時：平成25年12月25日（水） 
	 場	 所：弘前市総合学習センター	 

出席者：前田会長、中山、磯木、鈴木、白滝各副

会長、八木橋専務、田澤、佐々木（克）、

工藤、吉岡、相馬、小林、齋藤、相馬、

加藤、奈良、小笠原各幹事、櫻庭、齋藤

各監事	 	 	 	 	 	 

●議題	 

〇支部議題	 

報告事項	 

1.第8回親睦委員会（12/20）参加者10名	 
場所	 さいとう調剤薬局本町店	 

	 	 協議事項・新年会・麻雀大会について諸説明あり。	 

2.第6回在宅医療推進委員会（12/10）参加者6名 
場所	 さいとう調剤薬局本町店 

・平成26年1月24日「初めての在宅医療」をテー
マに研修会講師を弘前市医師会に依頼している。

研修会当日は在宅支援事業の説明後、アンケート

も行う予定。 
・弘前地区「在宅医療支援センター薬局支援事業」

について質問があり、多くの会員周知のため方向

性等を協議し、年内全薬局へ FAX による案内文
をながす事が承認された。 

3.第27回薬剤師生涯セミナー（12/19） 
・講師にエーザイ久田邦博氏をお招きし、川末先生

座長の下とても有意義な研修会で約 40 名の参加
があった。 

4.三役会（12/9）参加者7名 
場所	 マエダ調剤薬局中央店	 

・総会を見据え来期執行部の方向性について協議し、

前田会長続投の意思を確認した。また幹事・委員

会構成については今年度と同様で検討する。	 

・弘大 FAX コーナーについて報告があり、機械・
担当者も変更後問題無い事を確認した。 
・西北支部長より来年 4月から始まる FAXコーナ
ーについて弘前支部へ周知と FAX コーナーのサ
ポートを要請されていると報告あり、弘前支部の

対応としては広報等で周知のサポートをする事を

決定。 

 
・平成 26 年度青森県薬剤師会学術大会イン弘前を

11月9日、前夜祭も8日にする方向性を出し、会
議場等をこれから確保する事を協議した。特別講

師についても協議して何人かの候補者が挙がった。	 

・弘前薬剤師会の法人化構想について協議し、他支

部の動向も落ち着かず今年度は議論しない事に決

定した。	 

5.平成26年度青森県薬剤師会学術大会イン弘前 
	 三役会報告の通り。 
6.第3回実務実習委員会（11/28）参加者11名 

場所	 みんゆう調剤薬局アルカディア店 
・実習生の受け入れ薬局が増えない事や、青森大で

のワークショップの予定が無い事など幹事から意

見もあった。	 

来期は今年度と同様の方向性を確認した。 
	 

●協議（審議）事項	 

1.新年会について（H26/1/18） 
・アトラクションの一つとして薬事功労賞をお祝す

る予定。今期は良いが来期は定款会則の細則を決

めるよう提案があったが、予算案は承認された。 
・次第内容や御来賓の確認を行った。 
2.麻雀大会について（H26/2/1） 
・会員周知の広報別刷り案内文について懇親会場所

は未定のまま承認。 
・親睦ゴルフと同様の認識で、他団体のオブザーバ

ー参加可能な事を確認した。 
3.その他 
・1月役員幹事会会場について	 
	 公共施設の会場確保に難航しており急遽鈴木副会	 

長に依頼し、みんゆう調剤薬局アルカディア店を

お借り出来る事になった。	 

・弘前薬剤師会事務局員細則について	 

	 新年会の受付を依頼したのだが、時間外手当が発

生するのか・受付を強制出来るのか等の定款細則

を協議する必要があり、今期新年会受付は依頼し

ない事と他イベントも含め細則を今後提案する事

になった。	 
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●県薬役員会報告	 

県薬出向委員会報告	 

・鈴木常務理事より日本薬剤師会東北ブロック会議

について出向報告あり。	 

内容：健康づくり拠点として薬局の在り方	 

（セルフメディケーションへの対応）	 

・県薬社保委員として、小笠原新幹事が委員として

承認された。	 

・平成26年2・3月に夜間電話相談事業津軽地域は
弘前支部が担当するが、来期に向け予算計上の方

向性や青森市薬剤師会との連携方法について中山

担当理事より提案があった。また、携帯他備品の

過不足の確認があった。	 

●その他報告・協議事項	 

	 鈴木副会長より支部役員幹事会の会議時間短縮に

ついて提案あり。県薬会議においても2時間で終
えており支部も 2時間で終える進行を。2時間で
終了できれば公共施設の会議会場の選択肢が広が

る。	 

	 

委員会だより	 	 

 
在宅医療推進委員会	 

	 

在宅医療支援センター	 

薬局支援事業にかかわる研修会のご案内	 

日時：平成26年1月24日（金）19:00~21:00 
場所：ホテルニューキャッスル	 	 	 

弘前市上鞘師町24-1	 ℡0172-36-1211 
1)在宅医療支援センター薬局支援事業説明	 

一般社団法人青森県薬剤師会	 専務理事	 高橋	 学

2)特別講演	 

「初めての在宅医療～薬剤師にも知ってほしい～」	 

弘前市医師会	 医師	 ※講師は決定次第後日案内	 

※研修認定薬剤師制度１単位を申請中 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

広報情報委員会	 	 

	 

● 弘前市立病院	 
《 新規院外登録薬品 》 
アゾルガ配合懸濁性点眼液 
アボルブカプセル 0.5mg 
アレジオン点眼液 0.05% 
ムコスタ点眼液 UD2% 
	 

● 国立病院機構弘前病院	 
《 新規院外登録薬品 》 
アサコール錠 400mg 
アブストラル舌下錠 100μg 
アブストラル舌下錠 200μg 
ジプレキサ錠 2.5mg 
トラムセット配合錠 
ロキソプロフェンNaテープ 100mg「ユートク」 
 
● 弘前大学医学部附属病院 
《	 新規院外登録薬品	 》 
アテレック錠20 
ウルティブロ吸入用カプセル 
オキノーム散 10mg(1%、1g/包) 
コンプラビン配合錠 
ジャヌビア錠 12.5mg 
ソブリアードカプセル 100mg 
レルベア 100エリプタ 14吸入用 
レルベア 200エリプタ 14吸入用 
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生涯学習委員会	 

	 

南黒医師会学術講演会	 

日時：平成26年1月21日(火)	 18:30～20:00 
場所：松安閣2階 
黒石市大字乙徳兵衛町34番地	 TEL:0172-52-3850
【話題提供】18:30～18:45 
「DPP-4阻害薬	 グラクティブ錠」 

	 	 	 	 小野薬品工業株式会社	 学術部 
【臨床報告】18:45～19:00 
「糖尿病薬と低血糖～アンケート結果も含めて～」 
医療法人ときわ会	 ときわ会病院	 糖尿病内科 
                              楠美	 尚子	 先生 
【特別講演】19:00～20:00 
「糖尿病治療最前線」	 

弘前大学大学院医学研究科	 分子病態病理学講座	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 教授	 八木橋	 操六	 先生	 

共催：南黒医師会	 

	 	 	 小野薬品工業株式会社	 

後援：青森県薬剤師会弘前支部	 

	 

第 11回在宅医療勉強会 
日時：平成26年1月29日(水) 18:45~	 
場所：土手町コミュニティパーク	 多目的ホール 
	 	 	 	 弘前市土手町31	 TEL:0172-31-5755 
 【製品紹介】18:45~	 
	 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤	 フィブラストスプレー	 	 

科研製薬株式会社 
【症例報告】19:00~	 
	 1～2題予定しております。	 
【特別講演】19:30~	 
「褥瘡ケアの地域連携	 

～病院と在宅のケアの違い～」	 

公立野辺地病院	 皮膚・排泄ケア認定看護師	 

木村	 かおり	 看護師	 

共催：弘前市医師会介護保険委員会	 

	 	 	 科研製薬株式会社	 

後援：青森県薬剤師会弘前支部	 

※出席の方は、平成26年1月21日(火)までに弘前
市医師会事務局へ、施設名及び氏名をお知らせ下さ

い。(FAX:0172-32-2137) 

 
親睦委員会	 

	 

弘前薬剤師会麻雀大会のご案内 
日時：平成26年2月1日(土曜日)16:00～19:00 
場所：平和（青森県弘前市大字松森町129） 
会費：大会・懇親会参加	 	 	 	  5000円 
	 	 	 大会のみ参加	 	 	 	 	  	 2000円 
	 	 	 懇親会及び表彰式のみ参加 3000円 
	 	 	  
 

薬剤師会ゴルフ練習会納会 
報告者	 齋藤 武 

12月11日に今年ゴルフ練習会に参加した9名と
コーチ 2名の 11名の参加で薬剤師会ゴルフ練習会
の納会を開催しました。 
食事をしながら今年一年のゴルフの成果や来年の

目標を発表していましたが、結局薬剤師の集まりな

ので薬や医療の話になりました。年齢は 20 代から
60代。ゴルフの話でも薬の話でも縦にも横にもつな
がっていられるこのような会は参加していてとても

楽しく有意義なものでした。 
今年一年指導して下さった2名の先生、また参加
して下さった多くの先生方ありがとうございました。 

	 

	 

	 

編集者：磯木	 雄之輔、佐々木	 直実	 


