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弘前薬剤師会広報

 
支部通信 

 
6/14  県薬連総会	    県薬会館 

県薬役員会	    県薬会館  
6/17  支部役員会	      学習センター 
6/19  第3回親睦委員会	 さいとう調剤薬局本町店  
6/20  弘前市医師会介護保険委員会・弘薬在宅医療

推進委員会合同懇談会 
	 	 	 	 	 	 	   	 	 	 	 	 弘前総合保健センター 
6/21「ダメ。ゼッタイ。」普及運動	 	 	  

さくら野弘前店他 
6/21  県薬総会及び懇親会	     アラスカ（青森市） 
6/25  新規薬局等研修会	  

弘前市総合学習センター 
  

役員会だより  
 

第 4回役員幹事会	 議事録 
日	 時：平成26年6月17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、坂本、白滝、津川、各副

会長、八木橋専務、吉岡、田澤、小林、工

藤（明）、工藤（和）、相馬、加藤、奈良、

小笠原、上田、佐々木、斎藤各幹事、櫻庭、

齋藤各監査役 
●報告事項 
(1)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 
・参加者104名。 
・青森県配布の資料内で、必要書類のうち要指導医薬

品の保管場所の図面、電話販売のときの条件（営業時

間外にするかどうか等）などが不足していた。 
県薬務課に問い合わせ中。弘薬HP、県薬HPに詳
しいものを掲載予定。 
 (2)平成26年度弘前薬剤師会総会（5 / 31） 
・滞り無くすべて可決。 
・時間通りに始まるようにする。研修会後の総会だ

と時間通りの開催が難しいとの意見あり。 
・ホテルの総会会場と懇親会会場の案内が分かりづ

らかったため、次回は要確認。 
・フロアから総会に出た方が良いかと聞かれる事が

多い。出来る限り出席するようにと伝える（特に委

員会に参加している方） 
(3)親睦委員会（5 / 26）	  
［ボウリング大会］ 
・8 / 30を予定。 
・朝日ボウルでバドワイザーコンペと合同で行う。 
［納涼祭］ 
・8 / 9、18時~ 
・会費：会員3000円、非会員4000円、卸5000円 
・県内各支部に案内を送る（会費4000円） 
＊医師会、歯科医師会、ケアマネ協会には案内を送

るかどうか。 
・案内は出さない。 
・個人的に親しい医師、歯科医師、ケアマネを誘うの

は問題なし（会費4000円） 
［納涼祭余興（PV作成）］ 
＊各委員会のアピールのためPVを作成する。 
・親睦、広報、在宅は作成する。開局は考え中 
・作成しない委員会は当日プレゼンを行う 
・景品対象はPVを作成した委員会のみ。 
(4)平成 26年度「ダメ。ゼッタイ。」普及運動につ
いて（6 / 21）	 地域保健委員会 
・県薬から20000円支給あり。日当1000円/名。	  
・予算が一定額決まっており、領収書、交通費の準備

があるので、薬剤師会からの参加なのか、薬乱防止指

導員としての参加なのかはっきりさせる必要あり（指

導員の参加であっても前もって薬剤師会に連絡をも

らう）。 
・12時から準備があるので、その時間から参加でき
る薬剤師を募集中。 
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・今年まで保健所主導、来年度以降は薬剤師会主導。 
(5)新規薬局対象研修会について（6 / 25） 	  
社会保険委員会 
・対象薬局 15薬局。会費 1名 1000円、2名以上
2000円。 
(6)その他委員会報告 
［在宅医療推進委員会］ 
・医師会在宅委員会と交流会を行う予定(6 / 20) 
・医師会9名、薬剤師会9名、弘前総合保健センター
で19時から開催。 
［西谷きよし君を励ます会］ 
・7 / 15	 会場：フォルトーナ 
 
●協議（審議）事項 
(1)納涼祭開催案について（8 / 9） 親睦委員会 
・報告事項(3)親睦委員会参照 
(2)「ダメ。ゼッタイ。」普及運動旅費について（6 /21） 
地域保健委員会 
・報告事項(4)参照 
(3)平成26年度弘前薬剤師会総会懇親会について 
・参加会員23名、予算内で収まった。 
(4)その他 
［弘前薬剤師会細則について］ 
＊講師の謝礼金等の細則を決めた方が良いのではな

いか。 
・次回以降に以前弘前で作った細則、青森県薬の細

則などを参考に作成を考える。 
「健康生活サポートサービスについて」 
・弘大中路教授の短命県返上プロジェクト 
・県内10薬局（弘前4、青森3、八戸3）各薬局10
名を対象に会費500円で健康をサポートする取り組
み（プレ事業）12月~1月に評価する予定。 
・対象者に「あずましノート」を渡し、体重、血圧

等を記載してもらう（血圧計、万歩計等を配布する）。 
・募集期間6月中、7~8月研修、説明会予定。 
・毎週1回対象者に来局してもらい、データをチェ
ックしながら体調を管理する。 
・対象者に関しては、必ずしも処方箋を持ってくる

患者や OTC を買いにきた患者では無い。トイレを
借りにきた人や患者の家族等でも良い。 
・あずましノートの内容を県薬に送り、県薬がデー

タ入力、中路教授にオンラインでデータを送る。 

●県薬役員会報告 
報告事業 
(1)県薬理事会（6 / 16）支部MLのPDF添付参照 
・薬価調査が毎年になるという話があったが、今ま

で通り2年に一度に決定した。 
(2)登録販売者試験の見直しで実務経験無しで受け
る事が出来るような方向性あり。 
(3)健康拠点薬局として750万円予算がつき、拠点薬
局に血圧計を配布する予定。 
(4)実務実習指導薬剤師養成ワークショップ（青大）
で弘前から6名参加。ワークショップを受けた薬局
は受入するように。 
(5)守三杯が9 / 21、弘前三師会ゴルフと同日程にな
った。 
(6)県薬総会後でないと担当理事等が決まらないた
め、出向委員を決める事が出来ない。昨年まで出向

していた委員にもう一度お願いする予定。 
 

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 》 
エルネオパ1号輸液 1000mL袋 
エルネオパ2号輸液 1000mL袋 
エフィエント錠 3.75mg 
エフィエント錠 5mg 
ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒（医療用）No.82 
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用）No.122 
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）No.126 
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）No.137 
ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用）No.138 
ナノパスニードルⅡ 
ロンサーフ配合錠 T15 
ロンサーフ配合錠 T20 
 
● 弘前大学医学部附属病院 
《 新規院外登録薬品 》 
ロンサーフ配合錠 T15 
ロンサーフ配合錠 T20 
タケルダ配合錠 
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ザクラス配合錠 HD 
ザクラス配合錠 LD 
エネーボ配合経腸用液 
メマリーOD錠 5mg 
メマリーOD錠 10mg 
メマリーOD錠 20mg 
ルセフィ錠 2.5mg 
ルセフィ錠 5mg 
エフィエント錠 3.75mg 
エフィエント錠 5mg 
デベルザ錠 20mg 
アプルウェイ錠 20mg 
フォシーガ錠 10mg 
フォシーガ錠 5mg 
テノゼット錠 300mg 
アテディオ配合錠 
ジオトリフ錠 40mg 
イクスタンジカプセル 40mg 
プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル 60mg「サワ
イ」 
塩化ナトリウム 「日医工」 
 
生涯学習委員会 
 
第 10回弘前糖尿病合併症懇話会 
日時：平成26年7月16日(水)	 18:45～20:30 
場所：ホテルニューキャッスル	 3F「麗峰の間」 
	 	 	 	 弘前市上鞘師町24-1	 TEL:0172-36-1211 
[製品紹介]	 18:45～19:00	 	  
高選択的DPP-4阻害剤「ジャヌビア錠」  MSD㈱ 
【教育講演】19:00～19:30 
「生活習慣病とうつ」 
	 	 	 	 社団法人慈恵会	 青い森病院	 	  

院長	 平野	 敬之	 先生 
【特別講演】19:30～20:30 
「糖尿病治療	 最新の知見」 
	 	 	 	 東京女子医科大学	 	 常務理事 

名誉教授	 岩本	 安彦	 先生 
JPALS研修会コード：02-2014-0014-100 
青森糖尿病療養指導士認定更新のための研修会(1
単位予定) 
主催：MSD株式会社 

後援：弘前市医師会 
	 	 	 南黒医師会 
	 	 	 青森糖尿病療養指導研究会 
	 	 	 青森県薬剤師会弘前支部 
弘前大学医学部附属病院	  
緩和ケア公開講座	 第 19回勉強会 
日時：平成26年7月22日(火)	 18:00～19:30 
場所：弘前大学医学部臨床大講義室 
【テーマ】 
「がん性疼痛マネジメントについて」 
	 	 	 	 緩和ケア医	 	         佐藤	 哲観	 先生 
	 	 	 	 緩和ケア認定看護師	 浅利	 三和子	 先生 
参加ご希望の方は、7月15日(火)までにFAX( 送信
先0172-36-1391)で申込みお願いします。 
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：02-2014-0039-101 
主催：弘前大学医学部附属病院	 腫瘍センター 
企画運営：同	 緩和ケア診療室 
共催：青森県薬剤師会弘前支部 
 
超高齢化社会を考える会(案) 
日時：平成26年8月2日(土) 

	 14:00～16:30(予定：変更あり) 
場所：弘前プラザホテル	 2階「ザ・チェルシー」 
	 	 	 	 弘前市代官町101-1	 TEL:0172-35-0345 
【学術情報】 
「活動コセプトBRIDGEについて」  

第一三共株式会社 
【教育講演】 
「目で見える認知症の改善・進行とその対応」 
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 
「リアルワールドの外来診療」 
津軽保健生活協同組合	 藤代健生病院	 	  

院長	 牧口	 幸一	 先生 
【特別講演】 
「認知症は国民病‐医療スタッフ総動員で連携‐」 
大阪市立大学大学院医学研究科	 老年医科学大講座	 

脳神経科学  教授	 森	 啓	 先生 
JPALS研修会コード：02-2014-0013-100 
主催：第一三共株式会社 
後援：青森県薬剤師会弘前支部 
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薬事法改正への対応について 
	 改正薬事法は平成26年6月12日施行になりまし
た。7月12日までに要指導医薬品販売変更届け出、
特定販売の届け出が必要です。届け出用紙等すでに

青森県医療薬務課より各薬局に送付済みです。記載

内容を弘前支部ホームページに掲載しています。 
http://hirosakiyaku.com/ 
＞会員のページ＞OTC委員会 
1） 改正以前からアレグラなどの要指導医薬品と区
分された医薬品を販売している場合、変更年月

日は平成 26年 6月 12日としてください。7月
12日が提出期限となります。 

2） 要指導医薬品の販売を始める場合は提出日が
変更年月日になります。 

3） 要指導医薬品の保管場所には要指導医薬品の
表示が必要です。保管場所の図面は次回許可の

更新時に忘れずに添付してください。 
4） 届け出以外の改正対応（手順書や掲示につい
て）はHPを参照し適切に行なってください。 

 
薬事法及び薬剤師法改正に関する講習会 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 弘前市薬剤師薬局	 加藤	 傑 
平成26年5月31日、ホテルニューキャッスル弘
前において「医薬品の販売制度の見直し」の伝達講

習会が行われました。一般用医薬品特別委員会の磯

木雄之輔先生が講師をなされ、100名を超える参加
がありました。薬事法及び薬剤師法の一部が改正さ

れ、医薬品の分類及び販売方法に変更があり、各薬

局申請、届出が必要となりました。また、販売記録

の作成、記録に関しても変更があったため、注意が

必要です。今後もさらに世の中の変化が加速してい

くと思われますが、しっかり情報を収集して対応し

ていければと思います。 
 
 
 
 
 
 
 

 

平成 26年度弘前薬剤師会総会報告 
  	 専務幹事	 八木橋雄一 

5月31日に弘前薬剤師会通常総会が行われ、総会
議題をすべてご承認いただきました事をご報告いた

しますと共に執行部より心から御礼申し上げます。 
弘前薬剤師会総会員数 339名、出席者 31名、委任
状156名、合計187名の議席を持って定款により総
会は成立致しました。議長に中山昭彦先生を指名さ

れ議事第1号から4号まで議事進行して頂き、議題
報告後すべてご承認されました。 
執行部といたしまして、毎年出席者が増えない現

状を危惧しております。会員におかれては様々な事

業及び研修等で委員としてもご参加いただいている

ところですが、弘前薬剤師会事業は会員全員の会費

をもって成り立っております。なにとぞ次年度以降

は多数ご出席される事を祈念し、また皆様にとって

魅力ある会運営に努めていく所存でございますので

よろしくお願いします。 
最後に、引き続き総会時以外でも会員皆様から叱

咤激励、温かいご意見ご指摘を賜りますようお願い

申し上げます。 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

☆平成26年度支部会費納入のお願い☆	 	 

	 平素は会運営にご協力いただき大変感謝申し上げ

ます。新しい年度を迎え支部運営のため、会費の納入

をお願いいたします。6月広報に同封いたしました郵
貯振替用紙をご利用ください。	 

振替用紙には会費納入会員名を記入してください。	 

複数に渡る場合も全員のお名前をご記入下さい。	 

7月31日までにお願いいたします。	 	 

書き損じなどで振替用紙が必要な場合は事務局にご

一報ください。	 
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新入会員 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 モリ	 ユリエ 

盛	 友莉恵 
弘前調剤センター	 	 	  

勤務 
	  

シブタニ	 トモアキ 

澁谷	 友明 
弘前調剤センター	 	 	  

勤務 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	 

お知らせ 
独立行政法人国立病院機構弘前病院において7月

3 日より電子カルテが運用開始されることから、院
外処方せんのサイズが A5サイズより A4サイズに
変更されます。左半分が院外処方せんとなります。

また、QR コード対応の処方せんとなりますので、
活用も合わせてお願い致します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
編集者：加藤	 傑、磯木	 雄之輔 


