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弘前薬剤師会広報

	 

会長挨拶 
	 弘前薬剤師会会長	 	 前田	 淳彦	 	 

	 

3月12日開催の臨時総会での役員改選にて、会長
再任となりました。どうぞ宜しくお願いします。ま

た、監事の齋藤士郎、櫻庭十三夫両先生も再任とな

りましたのでご報告致します。	 

昨年、弘前薬剤師会は一般社団法人になるか、な

らないかについて役員会にて議論しましたが、結論

を先延ばしすることに致しました。今のところ、一

般社団法人になることの必要性が無いと言うことで、

今までの路線を続けていくことにしています。	 

さて、弘前薬剤師会の活動は、県薬の事業計画に

協力し、薬局機能の向上、会員の資質の向上、地域

社会への貢献、会員相互の親睦を図ることを事業の

根幹としています。これらの事業を行っていくため

に、委員会を設置しております。弘前薬剤師会が活

動して行くためには、会員一人一人の支えが必要で

す。委員の委嘱をお願いされましたら何卒お引受け

頂けますよう、ご協力をお願いいたします。	 

これから2年間、再び弘前支部の舵取りをさせて
いただきます。どうぞ宜しくお願いします。	 

	 

	 

支部通信	 

	 

3/12 平成25年度弘前薬剤師会臨時総会 
弘前市総合学習センター  

3/13 弘前大学医学部緩和ケア公開講座	  
弘前大学医学部 

第7回在宅医療推進委員会	    
さいとう調剤薬局本町店 

3/20 厚労省調剤報酬改定集団指導	  
弘前文化センター 

3/22 県薬役員会	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 県薬会館 
 

3/25 平成25年度第3回弘前市地域包括 
支援センター運営協議会	       弘前市役所 
平成25年度第2回弘前市地域密着型 
サービス運営委員会	           弘前市役所 
支部役員会	        弘前市総合学習センター 

3/26 平成25年度第1回弘前市地域包括 
支援センター支援連携会議	 弘前市立図書館 
第29回薬剤師生涯セミナー 

弘前市総合学習センター 
3/27 平成26年度調剤報酬改定に関する伝達講習会	 

弘前文化センター 
3/28 FAXコーナー担当者会議	  

マエダ調剤薬局中央店 
 
 

役員会だより	 	 

	 

第 13 回役員幹事会	 議事録	 

日	 時：平成26年3月25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、津川、坂本各副会

長、八木橋専務、加藤、佐々木（直）、田澤、小笠原、

齋藤、工藤、小林、吉岡各幹事、櫻庭監事 
 
●報告事項 
(1)平成25年度弘前薬剤師会臨時総会（3/12） 
・議案通り承認 
(2)若手薬剤師フォーラム（3/15~16） 
・弘前支部から会長推薦で4名、役員として2名参加。
参加した薬剤師からは、有意義な時間であり薬剤師連

盟に対しての意識が高くなったという意見が多かっ

た。 
・夏にも若手フォーラムを開催する案が出ている。 
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(3)厚労省調剤報酬改定集団指導（3/20） 
・不参加の薬局もあった。 
・薬剤師会で開催する研修会とは違い、東北厚生局の

集団指導であり参加意義に関して強制力がある事を

会員へより強く周知する必要があった。（3月広報に
記載済） 
・受付表を持参しない薬局もあり、次回以降持ってく

るように案内する必要がある。 
(4)平成26年度調剤報酬改定に関する伝達講習会
（3/27）社保委員会 
・講師：県薬高橋学専務理事 
・本日時点で257名（薬剤師162名、非薬剤師95名） 
・駐車場の数が少ない事と受付がスムーズに行くよう

に受付表を載せた案内文をFAXで送る。 
・セルフメディケーション支援薬局の説明を入れる。 
・当日ステッカー配布。 
・弘前市で参加薬局は32施設（現在も募集中） 
・県内である程度そろったら予算をとって新聞に参加

薬局を掲載する。 
(5)第7回在宅医療推進委員会（3/13）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
・薬剤師会から地域ケア会議への代表は在宅委員長の

相馬渉幹事。3月26日開催予定。 
・サブセンター薬局は弘前市薬剤師薬局に決定した。

サブセンター長は加藤傑幹事。 
(6)その他委員会報告 
[広報郵送先と一斉FAXの送信先の違い] 
・広報で案内する。たたき台を八木橋専務が作る。 
その後総務・開局・研修委員会で検討してもらう。 
近隣病院への案内は弘前大学医学部附属病院の藤田

先生に協力してもらえるか確認する。 
[弘前大学医学部附属病院FAXコーナー] 
・病院側でハイカウンターを用意する事も検討中。 
・椅子は弘前薬剤師会で準備する。 
	 [平川診療所院外処方開始] 
・平川診療所で4月1日より院外処方開始。市役所を
挟んで反対側に移動になる。 
・門前に薬局ができる予定。近隣にはマルチ薬局あり。 
・病院の採用データは出る予定。必要があれば渡して

もらえる。 
・近隣薬局で情報交換会を開催する予定。（病院主導

か薬剤師会主導かは未定） 
 

●協議（審議）事項	 

(1)薬局案内地図作成 
・黒石地区、平川地区の地図も作る。	  

・各薬局に地図作製に伴う協力のお願いの文章を出す。	  

・地図の紙質を落として、患者配布用に印刷枚数を多

くする。	  

・医師会、歯科医師会に送る。	  

(2)次年度役員幹事について 
・役員は留任。	 

・委嘱状を作り各幹事に承認してもらう。	 

(3)その他	 
	 [小分けルール] 
・案内文を前田会長名で出す。 
・あくまで各薬局に任せるが、基本的には薬価＋消費

税（一円単位は十円に切り上げ）という小分けを弘前

地区で推奨する。 
	 [弘前薬剤師会総会] 
・5月31日開催	 懇親会付き 
・会計監査は櫻庭、齋藤各監査役が日程を決める。 
4月中頃。 
●県薬役員会報告	 

(1)県薬理事会（3/15） 
・青森県の短命県脱却について弘前大学医学部附属病

院の中路先生から青森県薬剤師会にも協力してほし

いとの事で直々にご説明があった。 
弘前薬剤師会も協力していく。 
・国から青森県に予算がおりてくる予定。 
	 

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 》 
トビエース錠 4mg 
トビエース錠 8mg 
ラベキュアパック 400 
ラベキュアパック 800 
リルテック錠 50 
● 弘前大学医学部附属病院 
《	 新規院外登録薬品	 》	 

ゾビラックス顆粒40％ 
ビーソフテン油性クリーム0.3% 25g/本 
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バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」 
●国立病院機構弘前病院 
《 新規院外登録薬品 》 
ソブリアードカプセル 100mg 
 
社会保険委員会	 

	 

診療報酬改定時における講習会等について 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 社保委員会委員長	 吉岡英司	  
 
先月末に行われました東北厚生局による集団指導

および日本薬剤会伝達講習会は、単なる説明会では

ありません。趣旨をご理解の上、次回以降保険薬局

各位は必ずご参加頂けますようお願い申し上げます。	 

	 

●東北厚生局	 報酬改定時集団指導	 

健康保険法第43条ノ7，船員保険法第28条ノ5、

国民健康保険法第46条及び老人保険法第27条の規

定により指導を受ける義務があります。	 

	 社会保険医療において定められている「保険医療

機関及び保険医療養担当規則」等をさらに理解して

いただき、保険診療の質的向上及び適正化を図るこ

とを目的としています。	 

●一般社団法人	 日本薬剤師会伝達講習会 

診療報酬改定に関して、会員により解りやすくご

理解頂き、適正な保険薬局業務を遂行できるよう日

本薬剤師会における会議の内容をお伝えする講習会

です。	 

★★小分けルール改定のお知らせ★★ 
（4月1日より） 

3月の役員幹事会におきまして、現行の手数料100
円ルールを廃止し、他支部と同じように、薬価＋消

費税（切上げ 10 円単位）にて統一することに決め
ましたのでお知らせ致します。 
薬価＋消費税（切上げ 10円単位） 
※手数料については薬局での自由判断 
 
 
 
 

生涯学習委員会	 

 
第 6回 Clinical Oncology Symposium 
in Hirosakiさくらミーティング 
日時：2014年4月26日(土)	 15:00～16:30 
場所：ホテルニューキャッスル弘前	 曙の間(2階) 

弘前市上鞘師町24-1	 TEL:0172-36-1211 
【一般講演1】 
「演題：未定」	 (演者：未定) 
【特別講演1】 
「内視鏡外科の過去、現在、 

そして、その発展に向けて」 
	 	 	 	 福岡大学医学部	 外科学講座	 消化器外科	 	 

教授	 山下	 裕一	 先生 
JPALS研修会コード：02-2014-0003-100 
主催：ヤンセンファーマ株式会社 
後援：弘前市医師会 
	 	 	 青森県薬剤師会弘前支部	 

	 

第 30回薬剤師生涯セミナー 
日時：平成26年5月21日(水)	 19時～20時30分 
場所：弘前市総合学習センター	 大会議室 

弘前市大字末広4-10-1	 TEL:0172-26-4800 
【講演】 
「ベッドサイドで役立つ	  
感染症コンサルテーション力	 UP講座『結核』」 
	 	 	 	 武蔵野赤十字病院	 感染症科	  

本郷 偉元 先生	 監修 
サンド株式会社	 医薬品事業本部	  
サイエンティフィックサポートグループ 大林 珠子 
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: 02-2014-0007-101 
共催：サンド株式会社 

青森県薬剤師会弘前支部 
 
 
 
 
 
	 

編集者：加藤	 傑、佐々木	 直実	 


