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弘前薬剤師会広報

	 

支部通信	 

 
5/8	 第1回在宅医療推進委員会	  

さいとう調剤本町店 
5/14第2回弘前薬剤師会役員幹事会（臨時）	  

弘前市総合学習センター 
5/15健康まつり担当者打合せ会	  

弘前総合保健センター 
	 	 平成26年度社保医療担当者指導打合せ会	  

県薬会館 
5/24県薬理事会	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  県薬会館 
5/26第1回地域保健委員会	  

さいとう調剤薬局本町店 
5/27第3回弘前薬剤師会役員幹事会 

	 弘前市総合学習センター 
5/28第2回親睦委員会	 	 さいとう調剤薬局本町店 
5/31平成26年度弘前薬剤師会総会及び懇親会	  
	 	 薬事法及び薬剤師法の一部改正に関する講習会 
	 	 	 ～「医薬品の販売制度の見直しについて」～ 

	 ホテルニューキャッスル 
 

役員会だより	 	 

	 

第 3 回役員幹事会	 議事録	 

日	 時：平成26年5月27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、津川、坂本 

各副会長、八木橋専務、奈良、加藤、小笠 
原、齋藤、工藤（和）、工藤（明）、相馬、 
田澤、小林、佐々木（直）、吉岡各幹事、 
櫻庭、齋藤各監査役 

●報告事項 
(1)第30回薬剤師生涯セミナー（5/21）	  
生涯学習委員会 
・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』、参加38名。 
 

(2)第1回地域保健委員会（5/26） 
＊平成26年度「ダメ。ゼッタイ。」普及運動（6/21） 
・さくら野弘前店午後1時~3時 
・実習中の薬学生も参加する。 
・今年度まで保健所主導で行うが、来年度以降は薬剤

師会主導となる。 
・今年度は啓発資材の準備、会場への挨拶は保健所が

担当、班編成、司会進行、挨拶等は薬剤師会が担当。 
事前打ち合わせは八木橋専務、締めの挨拶は坂本副

会長が担当。 
＊夜間電話相談事業（6～7月） 
・リストの通り。 
＊市民の健康まつり（7/12） 
・弘前総合保健センターで10時~16時 
・分包機体験、健康食品の試飲試食等を企画予定。 
(3)社会保険担当者会議（5/15）	 	 社会保険委員会 
＊平成26年度厚生局指導計画 
・4 月~3 月まで薬局登録を更新する薬局に対して
の集団指導が6月10日（火）。 
・新規薬局と高点数薬局の個別指導が7月~2月。 
・平成25年9月~平成26年7月までの新規登録保
険薬剤師研修会が10月以降。 
・高点数薬局の集団的個別指導が 10 月以降（対象
46薬局）。 
・厚生局の共同指導青森県内2薬局（内1薬局は弘
前）が6月19日。 
(4)青森県学術大会進歩状況	 	 	 生涯学習委員会 
・ランチョンセミナーをメーカーに連絡中。 
（アステラス：スーグラ、第一三共：エフィエント） 
全体で250名くらいを予定、時間は50分。 
・特別講演は2題を予定している。 
（弘大中路先生と堀美智子先生） 
・県薬生涯学習委員会が7月5日開催予定。そのとき
に正式に決定する。 
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(5)その他委員会報告	  
［システム整備方法及び費用負担について］ 
＊県が主導で二次医療圏内の電子カルテ等の医療情

報を共有するシステムを開発。 
・予算が 2億 5000万のため、県内全域で相互に情
報共有を行うには予算不足となっている。 
・薬局に直接関わりは少ないが、オープンになる部分

が多ければ多いほど疑義照会等が減り、業務がスムー

ズになるかもしれない。 
［親睦委員会］ 
＊納涼祭を8月9日に変更。 
弘前プラザホテル18時~20時 
・親睦委員会の予算（370,000円）のうち230,000円
を計上する予定であり、ホテル側と予算内容を協議中。 
・新入会員や、委員会に所属していない会員に委員会

活動をアピールするため、各委員会で紹介映像を作成

し、納涼祭で披露する。 
各委員会が製作するかどうかは、次回役員会までに

決定する。 
［在宅委員会］ 
＊在宅医療連携講演会 
6月21日	 学習センター	 15時~17時 
大塚製薬主催、医師会講演 
基調講演講師：よしだ耳鼻科・小児科医院長	 秋田

先生 
特別講演講師：鶴岡協立病院地域連携室	 瀬尾先生 
案内文を大塚製薬に配ってもらう。 
＊津軽高齢者医療を考える会 
・4月19日市民公開講座を開催した。 
・弘前大学医学部附属病院のホームページに医療連

携について載せる。 
薬局の業務内容や在宅での医療材料を取り扱える薬

局などのリンク先を教えてほしいと連絡あり。 
現在、県薬在宅委員会でアンケートを取り直す予定

なので、その結果を支部ホームページ等で掲載出来

るか検討する。 
［ヨヤクスリ］ 
・登録の可否を確認するFAXが来ていない薬局があ
るが、登録となっている例が報告された。 
・ヨヤクスリホームページを確認し、登録されている

が登録を拒否したい薬局は、各々直接ヨヤクスリにメ

ールで連絡。 

●協議（審議）事項	 

(1)平成26年度弘前薬剤師会総会について（5/31） 
・執行部案として下記の次第内容を確認した。	 

議長：中山先生（ハート調剤薬局）に打診。	 

不可の場合は鈴木副会長	 

開会のことば：津川副会長	 

閉会のことば：中山先生が議長了承の場合は鈴木副会

長、中山先生が議長不可の場合は津川副会長	 

議事第一号	 八木橋専務	 

議事第二号	 櫻庭監査役	 

議事第三号	 田澤幹事	 

議事第四号	 田澤幹事	 

・懇親会は総会後同ホテルで開催し、一人3,000円参
加費を徴収する。	 

(2)薬事法及び薬剤師法の一部改正に関する講習会
（5/31）開局委員会 
・現時点で参加者120名くらい。 
講師：磯木副会長 
受付：上田幹事、佐々木（克）幹事、小林幹事 
・県薬事業のため、請求書等は県薬に請求する。 
・県医療薬務課からのお願いで、会員外の薬局も研修

会に参加したい場合は参加してもらう方向で考えて

いる。問い合わせがあったらそのように対応する。 
・業務があり、参加できなかった薬局等のために資料

を弘薬ホームページからダウンロード可能。 
(3)新規開局薬局対象研修会	 	 	 社会保険委員会 
・今年度より個別指導時にそろえる資料が増えた（登

記簿謄本、賃貸契約書等）。 
7月より今年度個別指導が始まるため、弘前薬剤師会
で新規薬局に対して事前に研修会を行い啓蒙する。 
・広報等で個別指導等において今後必要になる資料を

全会員に伝達する事を提案。紙面等は県薬に確認する

必要があるため、社保委員会で確認精査して再度検討

し提案する。 
●県薬役員会報告	 

県薬理事会（5/24） 
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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 》 
カルナクリン錠 50 
10mg コントール錠 
サムスカ錠 7.5mg 
サムスカ錠 15mg 
スーグラ錠 25mg 
スーグラ錠 50mg 
デパケン細粒 40% 
ベンザリン錠 10mg 
 
● 弘前大学医学部附属病院 
《	 新規院外登録薬品	 》	 

トピナ細粒 10% 
ドプスOD錠 100mg 
セイブル錠 75mg 
オングリザ錠 2.5mg 
ザルティア錠 2.5mg 
ザルティア錠 5mg 
スーグラ錠 25mg 
スーグラ錠 50mg 
アデムパス錠 0.5mg 
アデムパス錠 1mg 
アデムパス錠 2.5mg 
ザイザルシロップ 0.05% 
 
●国立病院機構弘前病院 
《 新規院外登録薬品 》 
エリキュース錠 2.5mg 
リクシアナ錠 15mg  
ジオトリフ錠 20mg 
ジオトリフ錠 30mg 
ジオトリフ錠 40mg 
 
 
 
 
 

地域保健委員会	 

「ダメ・ゼッタイ」麻薬・覚せい剤乱用

撲滅キャンペーン参加のお願い	 

今年も国連募金活動の一環として地域住民への啓

発活動と募金運動の街頭キャンペーンを行います。

関連各団体と協力してあなたも薬剤師として、奉仕

活動しませんか？ 
薬学生も参加する予定です。薬学生受け入れ薬局

はカリキュラムの一環として是非ご検討下さい。 
準備も何も要らずに、ふらっと来て出来る奉仕活

動ですので、気軽にご参加ください。 

日時：平成26年6月21日（土） 13：00～15：00	 
場所：さくら野	 正面玄関   12：50（集合時間）	 
内容：啓発活動に関するパンフレット、宣伝品の配

布、募金の活動	 

参加申し込みは下記の宛先まで電話か FAX でお願
いいたします。締切り 6月 16日	 
	 

第２８回「市民の健康まつり」 
参加協力のお願い	 

 	 毎年恒例の弘前市民を対象にした保健衛生行政
の一貫として、医師会等関係各団体と協力して健康

増進の啓発活動を行います。一人でも多くのお手伝

い・参加をお願い申し上げます。 
（途中参加・途中退席も大丈夫です） 

日時：平成26年7月12日（土）	 10：00～16：00	 
場所：弘前市保健センター	 １階	 急患診療所（薬

剤師会ブース）	 

内容：健康食品試飲・試食、お薬相談コーナー、 
薬剤師ミニ体験コーナー、 
お薬手帳のPR、各種パンフレット展示 

参加申し込みは下記の宛先まで電話か FAX でお願
いいたします。締切り 6月 24日       
                                          
※ この２事業は薬剤師が市民に向け身近な存在だ	 
とアピールできる好機です。昨年も多数の会員の皆

さまにご協力頂き、誠にありがとうございました。	 

「ダメ・ゼッタイ運動」及び「市民の健康まつり」

の参加申込・問合せ  
地域保健委員会委員長	 奈良卓 
TEL88‐6682	 FAX88‐6683 
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生涯学習委員会	 

弘前てんかんと認知症フォーラム 
日時：平成26年6月20日(金)	 19:00～20:20 
場所：ホテルニューキャッスル3階「麗峰 東の間」 
	 	 	 	 弘前市上鞘師町24-1	 TEL:0172-36-1211 
【情報提供】19:00～19:20 
「新規抗てんかん薬	 イーケプラ錠」 
【特別講演】19:20～20:20 
「てんかんと認知症」 
昭和大学医学部	 内科学講座神経内科学部門	 	  

教授	 河村	 満	 先生 
JPALS研修会コード：02-2014-0007-100 
共催：大塚製薬株式会社 
	 	 	 ユーシービージャパン株式会社 
後援：弘前市医師会	 青森県医師会 
	 	 	 青森県薬剤師会弘前支部 
 
第 49回	 弘前糖尿病研究会 
日時：2014年6月26日(木)	 18:15～20:15 
場所：ホテルニューキャッスル3階「麗峰の間」 
【製品紹介】骨粗鬆症治療剤「アクトネル」 
【基調講演１】18:30～18:45 
「改訂食品交換表について」 
弘前大学医学部附属病院	 	  

栄養管理部管理栄養士長	 須藤	 信子	 先生 
【基調講演２】18:45～19:25 
「未定(糖尿病療養指導について)」 
弘前大学医学部附属病院	 	  
看護部１病棟６階副看護師長	 桜庭	 咲子	 先生 
【特別講演】19:25～20:15 
「糖尿病の合併症としての骨粗鬆症」 
島根大学医学部	 内科学講座内科学第一 

講師	 山内	 美香	 先生 
参加費：薬剤師500円 
JPALS研修会コード：02-2014-0008-100 
青森糖尿病療養指導士の認定更新研修会1単位取得
予定 
共催：弘前糖尿病研究会	 エーザイ株式会社 
後援：弘前市医師会(予定)	 弘前歯科医師会(予定) 
	 	 	 青森県薬剤師会弘前支部 
	 	 	 NPO法人青森糖尿病療養指導研究会(予定) 
 

第 16 回	 弘前脳卒中治療カンファラン
ス 
日時：平成26年6月27日(金)	 18:30～20:30 
場所：弘前パークホテル	 4階「ラ・メェラ」 
	 	 	 	 弘前市土手町126	 TEL:0172-31-0089 
【話題提供】18:30～18:40 
「リバスタッチパッチ」 
【教育講演】18:45～19:25 
「脳卒中予防における心房細動対策」 
弘前大学大学院医学研究科	  
循環呼吸腎臓内科学講座	 講師	 富田	 泰史	 先生 
【特別講演】19:25～20:25 
「脳卒中後の高次機能障害」 
東北大学大学院医学研究科	  

高次機能障害学分野	 教授	 森	 悦朗	 先生 
JPALS研修会コード：02-2014-0012-100 
主催：小野薬品工業株式会社 
後援：弘前市医師会	 南黒医師会 
	 	 	 青森県作業療法士会	 青森県理学療法士会 
	 	 	 青森県薬剤師会弘前支部 
 
弘前糖尿病治療シンポジウム 
日時：平成26年7月8日(火)	 18:45～ 
場所：ベストウェスタンホテルニューシティ弘前	 

3階「サファイア」 
	 	 	 	 弘前市大町1-1-2	 TEL:0172-37-0700 
「ルセオグリフロジンの創薬」	 18:45～19:00 
【基調講演】19:00～19:30 
「糖尿病患者への食事療法」 
弘前大学医学部附属病院	 栄養管理部	 	  

管理栄養士長	 須藤	 信子	 先生 
【特別講演】19:30～20:30 
「SGLT2 の発見・経緯と糖尿病治療薬として
の SGLT2阻害薬への期待」 
大阪大学大学院医学系研究科	  
生体システム薬理学	 	 教授	 金井	 好克	 先生 

JPALS研修会コード：02-2014-0009-100 
主催：大正富山医薬品株式会社 
	 	 	 ノバルティスファーマ株式会社 
後援：弘前市医師会(仮) 

青森県病院薬剤師会弘前地区(仮) 
弘前地区CDEの会	  
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青森県薬剤師会弘前支部 
健康寿命延伸を目指した 

臨床高血圧治療セミナー in 弘前 
～オルメテック発売10周年講演会～ 
日時：平成26年7月15日(火)	 18:45～ 
場所：ホテルニューキャッスル	 3F「麗峰」 
【学術情報】 
「オルメテックの有用性について」 
【教育講演】 
「健康長寿のための JSH2014活用」 
弘前大学大学院医学研究科 
循環呼吸腎臓内科学講座	  

准教授	 長内	 智宏	 先生 
【特別講演】 
「ガイドラインと個別高血圧治療 

‐医療者の役割とジレンマ‐」 
ライフ・プランニング・クリニック	 所長 

日本大学	 客員教授	 久代	 登志男	 先生 
JPALS研修会コード：02-2014-0010-100 
主催：第一三共株式会社 
後援：弘前市医師会 
	 	 	 青森県薬剤師会弘前支部 
 
	 

親睦委員会	 

	 

☆2014納涼祭のご案内☆	 
 
今年も下記の日程で納涼祭を開催致します。 
会員以外でも、病院薬剤師、ご家族、職員等、どな

たでもご参加頂けますので、皆様のお越しを心より

お待ち申し上げます。 
 
日時：平成26年8月9日(土)	 18:00～20:00 
場所：弘前プラザホテル 
（弘前市代官町101-1	 ℡：0172-35-0345） 

 
＊お子様用のメニューにも対応しております。 
＊来月の広報に申込用紙を同封致しますので宜しく

お願い致します。 

	 

	 

	 

	 	 

新入会員	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 フクオカ	 ユキノ	 

福岡	 雪乃	 

弘前市薬剤師薬局津軽	 	 	 	 

勤務	 

	 	 

	 

ササキ	 カズユキ	 

佐々木	 和之	 

サン調剤薬局	 安原店	 	 	 	 

勤務	 

	 

	 

	 
マツイ	 タカトシ	 

松井	 隆敏	 

（有）マルチ薬局	 	 	 	 

勤務	 

 
 
 
 
 
 
	 

編集者：佐々 木	 直実、磯木	 雄之輔	 


