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弘前薬剤師会広報

	 

支部通信	 

	 

4/15三役会	 	 	 	 	 	 	  マエダ調剤薬局中央店 
4/17実務実習委員会	 みんゆう調剤薬局ｱﾙｶﾃﾞｨｱ店 
4/19県薬役員会	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 県薬会館 
4/21弘前薬剤師会役員幹事懇親会	 	 弘前ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ 
4/22 支部役員会	        弘前市総合学習センター 
4/23 第1回親睦委員会	 さいとう調剤薬局本町店 
4/24 監査会	 	 	 	 	 	 	 	 	 弘前市薬剤師薬局 
 

役員会だより	 	 

	 

第 1 回役員幹事会	 議事録	 

日	 時：平成26年4月22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、白滝、坂本、津川各副会

長、八木橋専務、上田、田澤、小笠原、佐々木（直）、

工藤（和）、齋藤（武）、大川、相馬、吉岡、加藤、

工藤（明）、小林、奈良、葛西各幹事、櫻庭、齋藤各

監査役 
●報告事項 
(1) FAX担当者会議（3/28） 
・青森、西北、能代、大館などの薬局の案内図がある

と便利。西北地区の地図は渡す事にしている。 
・国立病院のFAX機器のトラブルがたびたびあり。 
ポータブルのFAXを代用している。 
・必要な備品について会から提供うを確認。 
・クレジットカードが使える薬局や、在庫がある薬局

を調べてほしいと質問有り、薬局誘導にならないよ

うな対応を検討。 
＊薬局カード 
・薬局カードで機械トラブルが起きるとエラーを解消

するのに時間がかかる。他のFAXコーナーにもポ
ータブルのFAXを置く必要がある。 
薬局カードは東邦で購入する事が出来る事を会員

薬局に再度伝える。 
(2) 平成26年度第1回実務実習指導薬剤師委員会 

(3) 三役会 
＊総会 
・5/31の総会に向けて、4/24に監査会、5/17までに
総会資料を会員へ郵送。 
・今年総会は弘前薬剤師会と青森県薬剤師会弘前支部。 
＊青森県薬剤師会学術大会 
・11月9日（日）ホテルニューキャッスル弘前 
・11月8日（土）同会場で前夜祭 
・市民講座	 講師	 弘前大学医学部	 中路教授 
・弘前開催のため弘前からの発表を多く募集する。 
＊役員幹事会組織改編 
・新幹事	 工藤明子先生 
・中山副会長、藤田、村上各幹事が退任 
・役員幹事、委員長は資料通り 
・広報に役員の組織図を載せる。役員幹事、副委員長

掲載。 
＊メーリングリスト 
・yahooグループメール終了	 freemlに移行。 
＊その他 
・市民の健康まつり7月12日（土）開催 
・前年度役員幹事懇親会19名参加 
(4) 調剤報酬伝達講習会（3/27） 
・125薬局257名参加 
・白本代、参加費は県薬に支払済。 
・今回参加者はFAXで送信した受付用紙を持参して
もらう事にしたのでだいぶ楽になったが、それでも

受付・会計にかなり負担がかかるので、次回の伝達

講習会に向けて対策を立てる。 
(5) 平成25年度第29回薬剤師生涯セミナー（3/26）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
・参加30名	 在宅医療の推進と薬剤師の役割 
 
 
(6)その他委員会報告 
＊在宅医療推進委員会 
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・相馬委員長が弘前市主催の地域ケア会議に参加。 
これからは各地域毎（7包括）で行う。 
参加者を地域の薬局または在宅委員会で人選する。

（5月中締め切り） 
＊生涯学習委員会 
・5月21日19:00~第30回薬剤師生涯セミナー開催 
	 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』 
（一社）青森県薬剤師会弘前支部サンド株式会社共催 
＊小分け 
・小分けルールについて理解が得られていない。 
記載方法を説明理解を進めたい。 
・小分け伝票の改訂（消費税欄等）予定。 
・小分け伝票について市内病院に事務局で購入できる

事を再度案内。 
＊急患診療所対策委員会 
例1. カロナール坐剤200mgの処方が来た。 
在庫無いためアンヒバ200mgへ疑義照会を行い変
更した。 
その後再度カロナール坐剤200mgの処方が来たた
め、再度疑義照会。カロナール錠200mgの間違い
であり、先ほどの患者もカロナール錠に変更しても

らいたいとの返答あり。 
例2. 変更可の処方箋を変更したところ、急患診療所
から変更前に連絡してもらいたいと連絡が来た。 
・次回会議は6月。トラブル事例等、薬局から急患診
療所に伝える必要がある事例を報告する。 

 
●協議（審議）事項	 

(1) 平成26年度役員幹事会組織改編 
・支部報告事項、三役会の通り承認。	  

(2) 実務実習委員会構成についてのお知らせ 
・現在支部実務実習委員会は指導薬剤師免許を持つ全

員が構成員になっている。しかし、店舗を移動した

薬剤師や実習生受け入れを行わない薬局等が多く

あり、全指導薬剤師の把握が出来ない状態にある。 
	 

・yahooグループメール終了に合わせて新しいメーリ
ングリストを作成し、本当に受け入れをしてくれる

薬局の指導薬剤師のみを登録する事にする。 
・案内文を作成し、全薬局（弘前支部＋西北支部）に

FAX予定。 

(3) 薬局案内地図作成	 
・黒石、平川地区の地図も作成する。 
・患者配布を考え増刷する。 
・FAXコーナーのTELをのせると便利だが、患者か
らのクレームの電話等で業務が滞る可能性がある

ので、会員向けに広報で案内する。 
・ホームページの地図更新予定。 
(4) 開局開設者への協力依頼文作成 
・役員幹事就任の際に会長名で出される委嘱状を今後

各委員会の委員にも出し、承諾を受ける。 
・役員幹事または委員に選出された場合は、所属する

薬局の開局開設者にも、承諾を受ける。 
・病院は病院長に依頼。 
(5) 弘前薬剤師会事務局業務支援の仕分け 
・事務局員を派遣している弘前市薬剤師薬局から、社

内で業務内容について検討し事務局で行う事項と

行わない事項のリストを提出。 
・仕分けについては役員幹事と薬剤師薬局でメーリン

グリストを利用して折り合いを付ける事になった。 
 
●県薬役員会報告	 

(1)県薬理事会（4/19） 
＊青森県薬剤師会健康介護まちかど相談事業 
薬局薬剤師を活用した健康情報拠点推進事業 
高血圧・認知症の早期発見短命県返上プロジェクト 
・実施薬局店頭で血圧測定、医師への受診勧奨 
・正しい認知症の情報提供、脳の健康チェックリスト

によるスクリーニングを行い、必要に応じて地域包

括支援センターへ通知 
・事業に参加してくれる薬局に血圧計を設置する。 
(2) その他、県薬出向委員会報告 
＊在宅医療推進委員会 
・在宅を本当に受けてくれる薬局のリストを他職種に

開示する。 
アンケートが各薬局に送付される予定。 
	 

委員会だより	 

 
★★FAXコーナーよりお知らせ★★ 

1．弘前地区FAXコーナー4か所の電話番号を下記
にお知らせします。 
基本的に開局会員のご意見等は弘前薬剤師会事務局
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（担当総務委員会）でお受けいたしますが、急な各

FAXコーナーへの連絡にご活用下さい。 
国立弘前病院FAXコーナー	  

TEL:0172-38-5930	 午後1時30分まで 
弘前大学医学部附属病院FAXコーナー 

TEL:0172-38-1223	 	 	 	 午後3時まで 
弘前市立病院FAXコーナー 

TEL:0172-38-5929	 午後1時30分まで 
黒石市立病院FAXコーナー 

TEL:0172-59-0678	 午後1時30分まで 
 

2．薬局カード（有料）についてお知らせします。 
患者様が持参されるカードの劣化により、FAX機器
のトラブルが起こる事がございます。今一度患者様

の薬局カードをご確認していただき、劣化が見られ

る場合はご対応下さいますようご協力お願い申し上

げます。 
なお、薬局カード（有料）発行につきましては以

前と同様に東邦薬品へお問い合わせ下さい。 
 
事務局より伝票（会斡旋)等について 

4月より小分け伝票の手数料につきましてはご協
力頂きましてありがとうございます。 
近年、新規薬局が増え、春は管理薬剤師の異動も

多い時期です。弘前薬剤師会事務局におきまして今

年度も下記伝票等をご用意しておりますので、引き

続きご活用頂きますよう再度ご案内申しあげます。 
 

1.小分け伝票 
2.薬局帳簿 
3.研修手帳（ホームページ参照） 
4.薬剤師ネームプレート 
 
販売・問合せ先	 	 弘前薬剤師会事務局 

TEL:0172-32-6205 
広報情報委員会	 	 

● 弘前市立病院	 
《 新規院外登録薬品 》 
アフィニトール錠 5mg 
アンテベートローション 0.05% (10g/本) 
スイニー錠 100mg 
ビデュリオン皮下注用 2mg 

● 弘前大学医学部附属病院 
《	 新規院外登録薬品	 》	 

デノタスチュアブル配合錠	 (SP包装) 
パリエット錠	 20mg 
プレドニゾロン錠「タケダ」5mg 
プレミネント配合錠 HD 
エピペン注射液 0.3mg 
●国立病院機構弘前病院 
《 新規院外登録薬品 》 
ビクロックス錠 200mg 
 
生涯学習委員会	 

◎学術大会 in弘前の概要について◎ 
今年度の学術大会の概要が決まりました。 
平成26年11月9日(日)	  
ホテルニューキャッスル弘前 
前日8日(土)	 懇親会を同会場で予定しています。 
☆演題（口頭及びポスター）お願いします。 
地元弘前での開催となります。日頃の業務での疑

問点・考察・工夫等、発表をお願いします。近日県

薬HPにて演題募集要項が発表されます。多くのご
応募をお待ちしております。 
☆当日運営にご協力下さい。 
学術大会当日は、弘前支部の運営・進行となりま

す。受付、来賓案内、会場係、会員及び一般市民の

誘導等、人手が必要となります。弘前支部として「学

術大会実行特別委員会（仮称）」を設置し準備を進め

たいと考えています。 
	 大会運営にご協力頂ける会員の皆様を募集致しま

す。実行委員としてご協力頂ける方はお近くの弘前

支部役員・幹事にお申し出頂くか、下記連絡先まで

お知らせ下さい。 
お問い合わせ先：生涯学習委員会	 上田 

	 ueda@kouaikai.com  FAX: 0172-35-7366 
 
第 7回もの忘れフォーラム in弘前 
『地域における認知症ネットワーク』 
日時：2014年5月18日(日)	 14:00～16:30 
場所：弘前文化センター	 大ホール 
【基調講演】14:05~14:35 
「保険薬局の取り組み 

～薬剤師の在宅医療での役割～」 
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ファルマ藤代薬局	 薬局長 
弘前薬剤師会	 在宅医療推進委員会 

	 委員長	 	 相馬	 渉	 先生 
【特別講演】14:35~15:30 
「認知症診療ネットワークについて 

(BPSDへの対応も含め)」 
熊本大学医学部附属病院	 神経精神科 

	 講師	 橋本	 衛	 先生 
【パネルディスカッション】15:40~16:30 
司会:弘前大学大学院医学研究科 脳神経内科学講座 

	 	 教授	 東海林	 幹夫	 先生 
弘前大学大学院医学研究科	 脳神経内科学講座 

	 	 講師	 瓦林	 毅	 先生 
《パネリスト》 
熊本大学医学部附属病院神経精神科 

	 	 講師	 橋本	 衛	 先生 
弘前愛成会病院	 	 	 	 	 院長	 田崎	 博一	 先生 
ファルマ藤代薬局	 	 	 	 薬局長	 相馬	 渉	 先生 
弘前大学大学院保健学研究科 

	 	 教授	 木立	 るり子	 先生 
弘前大学医学部附属病院	 神経内科 

	 	 言語聴覚士	 中畑	 直子	 先生 
JPALS研修会コード：02-2014-0005-100 
主催：エーザイ株式会社 
後援：青森県 
	 	 	 弘前市	 

弘前市医師会(予定)	 

東奥日報社	 

青森県薬剤師会弘前支部	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

新入会員	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 フジタ	 ミツル	 

藤田	 充	 

ふれあい薬局平川店	 	 	 	 

管理	 

	 	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

編集者：奈良	 卓、佐々 木	 直実、磯木	 雄之輔	 



平成２６年度弘前薬剤師会組織図

専務幹事	 地域保健委員会	

八木橋　雄一	 委員長　　　　　奈良　卓	

副委員長　　★古山　兼哉	

薬薬連携委員会	

委員長　　　　　佐々木　克典	

副会長	 総務委員会	

磯木　雄之輔	 委員長　　　　　田澤　竜子	

開局委員会	

委員長　　　　　工藤　和信	

一般用医薬品委員会	

会　長	 委員長　　　　　葛西　孔明　　　

前田　淳彦	 広報・情報委員会	

委員長　　　　　佐々木　直実　　	

副委員長　　　 加藤　傑　　　	

在宅医療推進委員会	

委員長　　　　　相馬　渉	

副委員長 　　　齋藤　武	

副会長	 社会保険委員会	

白滝　貴子	 委員長　　　　　小笠原　和也	

副委員長 　　　吉岡　英司	

監査役	 親睦委員会	

　　　齋藤　士郎	 委員長　　　　　齋藤　武	

　　　櫻庭　十三夫	 副委員長　　★安田　知生	

　　　　　　　　★前田　峻輔	

副会長	 実務実習委員会	

鈴木　喜博	 委員長　　　　　大川　誠也	

副委員長　　※工藤　明子	

顧問	 副会長	 生涯学習委員会	

　　　　　★笠川　弘子	 津川　俊彦	 委員長　　　　　 上田　寿夫	

　　　　　★菊池　清二	 副委員長　　　　小林　牧子	
　　　　　★高木　弘子	

　　　　　★西谷　冽	
感染症・災害対策委員会	

　　　　　★橋本　かず	

　　　　　★八木橋　栄一	 委員長　　　　　吉岡　英司	

副会長	 県薬学校薬剤師部会出向	

坂本　純一	

※・・・新幹事　　　　　　　　　★会員	


