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弘前薬剤師会広報

 
支部通信 

7/2   地域保健委員会	 	 さいとう調剤薬局本町店 
7/8   三役会	 	 	 	 	 	 	 マエダ調剤薬局中央店 
7/12  市民の健康まつり	 	 弘前総合保健センター 
7/15  第4回親睦委員会	 さいとう調剤薬局本町店 
7/17  開局委員会	 	 	 	 	 	 	 	 弘前商工会議所 
7/18  第1回弘前市地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営協議会 

	 弘前市役所 
	 	 	 第1回弘前市地域密着型サービス運営委員会 

弘前市役所 
7/19  県薬理事会	    県薬会館 

県薬連総務会	    県薬会館  
7/22  弘前市民推進協議会会計監査 

	 弘前総合保健センター 
支部役員会	 	 	 	 弘前市総合学習センター  

7/27  弘前市医師会会長田村瑞穂先生厚生労働大臣
表彰受賞祝賀会 
	 	 	 	 	 	 	   	 	 	 	 	 弘前パークホテル 

7/28  弘前市献血推進協議会総会 
	 弘前総合保健センター 

	 	 	 第1回ひろさき健康福祉改革プロジェクト 
チーム会議	 	 	 	 	 	 	 	 弘前市立観光館 

7/30  弘前市高齢者福祉計画・介護保険事業計画 
審議会	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 弘前市役所 

	 	 	 第5回親睦委員会	 さいとう調剤薬局本町店 
7/31  弘前市民健康推進協議会役員会及び総会 

弘前総合保健センター 
  

役員会だより  
第 5回役員幹事会	 議事録 

日	 時：平成26年7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、鈴木､津川各副会長、

八木橋専務、齋藤、奈良、田澤、工藤（和）、

葛西、佐々木（直）、加藤、相馬、小笠原、 
工藤（明）、上田、吉岡、小林各幹事、 
齋藤、櫻庭各監査役 

●報告事項 
(1) 「ダメ。ゼッタイ。」普及運動（6/21） 
地域保健委員会 
・参加人数：薬学生	 18人、薬剤師	 13人＋α 
・日当：1000円×13人は県薬に請求。 
・来年以降は薬剤師会主導となる予定。地域保健委

員会だけでは人員的に厳しいので、参加年数等が優

れている学校薬剤師部会と協議する必要あり。 
(2) 市民の健康まつり（7/12）	 	 地域保健委員会 
・参加人数：薬学生	 10人、薬剤師	 10人 
・昨年同様盛り上がった。クイズラリーがあり、開始

直後に大勢が押し寄せたため、人手が足りなかった。

午前中の参加者を増やす必要がある。分包機を使用し

た薬剤師体験コーナーが人気で、順番待ちになった。

来年は、分包機を2台に増やすことも必要では。 
・薬学生の参加時間を午前だけでなく、終日に出来

るように検討する。 
(3) 地域保健委員会（7/2） 
(4) 新規個別指導対象薬局研修会（6/25） 
社会保険委員会 
・参加者数：14薬局、32名 
・講師料、会場料、資料印刷代は参加費で賄えた。 
・西北五支部にも案内すれば良かった。 
(5) 親睦委員会（6/19）	  
・ボウリング大会、納涼祭の日程確認。ボウリング

大会後の二次会会場の決定。 
・出席状況はまだ確定していない。 
(6) 三役会（7/8） 
・三役会とは会長、副会長、専務で構成し、役員幹事

会を円滑に進めるための機関。役員幹事会と同様の議

決権はない事とする。 
・小分け伝票：伝票に弘前薬剤師会と記載があり、会

での販売を検討したが、当面は弘前市薬剤師薬局で販

売継続。 
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・デッドストック交換システムの構築：簡単な方法に

ついて開局委員会で検討する。 
・西谷先生を励ます会に薬連から数名出席した。 
(7) その他委員会報告 
[開局委員会] 
・委員会のメンバーが決まり、委員会を開催した。 
・デッドストック交換システム：固定されたフォーマ

ットに、各薬局がアクセスし随時更新する。手間がか

からない。 
・休日・夜間対応薬局を増やす必要がある。夜間は現

在1薬局で対応している。休日・夜間対応可能な薬局
を確認する。また、FAX対応・非対応も確認し、リ
ストを作成する。掲示方法については今後の課題。 
[在宅委員会] 
・6/20に医師会と交流会を開催した。医師9名、薬剤
師9名が出席し在宅の話をした。依頼書等システムに
ついて理解されていないことがあるが、今後も交流会

を開催することで在宅の処方箋も増えるのではない

か。24時間対応している薬局があれば往診の処方箋 
を出したいと言われる医師もいらっしゃった。 
・9/19にエーザイと共催で研修会を開催する。DVD
を視聴しながら報告書の書き方をディスカッション

するような実践的な内容。 
 
●協議（審議）事項 
(1) ボウリング大会（8/30）	 親睦委員会 
・報告事項(5)親睦委員会参照 
(2) 納涼祭（8/9）	 親睦委員会 
・報告事項(5)参照 
(3) 第 33 回青森県薬剤師会学術大会について
（11/9）	 	 	 生涯学習委員会 
・テーマ：短命県返上~薬剤師の使命	 新たな展望~ 
・演題募集締切：9月8日(月) 
・弘前支部は口頭発表2～3題、ポスター発表1～2
題の演題提出の働きかけをする。 
・事前準備及び当日の役割を各委員会で分担する。

詳細は実行特別委員会で検討する。 
・来年第34回青森県学術大会は八戸開催の予定。 
(4)その他 
［在宅委員会］ 
・弘前大学医学部附属病院主催の緩和ケア公開講座は、

日程の変更があった際に変更後の情報が正確に伝わ

らないことがあった。今後は広報・支部HPには詳細
内容は掲示せず、大学病院HPを閲覧して貰うように
アドレスを紹介することにするなど検討する。 
 
●県薬役員会報告 
報告事業 
(1)県薬理事会（7 / 19） 
＊青森県補助事業 
・在宅医療センター薬局設置事業：弘前は弘前市薬

剤師薬局がサブセンター薬局である。 
・薬局・薬剤師を活用した健康情報拠点整備事業 
高血圧・認知症早期発見短命県返上プロジェクト 
・新たな財政支援制度における都道府県計画作成の

ための新事業提案・在宅医の推進事業 
＊弘前大学との共同事業 
・薬局を健康キーステーションとした「健康サポー

トサービス」 
(2) 青森県薬剤師会定時総会（6/21） 
・36名の新理事が承認された。理事会が開かれ、会
長が副会長、常務を指名。県副会長に前田会長、常務

理事に磯木副会長、白滝副会長が指名された。 
(3) 青森県薬剤師連盟総務会（7/19） 
・若手フォーラムが9/6~7に南田温泉アップルランド
で開催される。40歳未満の若手3名が出席する。 
(4) その他、県薬出向委員会報告 
[生涯学習委員会] 
＊高度管理医療機器等の販売業等継続研修 
・10/4(土)15時～17時30分開催予定、会場は県民
福祉プラザ	 県民ホール 
＊平成 26 年度	 プロフェッショナルスタンダード
研修会 
・会場の都合で、日程、内容について再検討する。 
＊JPALSクリニカルラダー	 レベル5（過渡的認定
を受けた方）の人は 
・今年度中にCLレベル1からレベル5までのプレチ
ェック完了 
・今年度中に実践記録を18本以上日薬に提出 
この条件を満たして初めてCL6へのWeb受験資格
を得られる。 
ほとんどの人が Web 受験資格を得ていないので、
JPALS活用推進を行う必要がある。 
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[研修会日程] 
・8/31(日)	 9:30～13:00	 アピオ青森 
薬剤師の臨床判断	 第2回「腹痛の薬に関する選択」 
・9 月中	 「血圧の新しい数値に対する考え方」	 	 
青森県内科医の医師が講師 
・10/26(日)	 9:30～12:00	 アピオ青森 
薬局店頭でお客様にどのような情報を提供出来るか 
一般用医薬品を販売するためのテクニック 
[健康介護まちかど相談薬局] 
・7/18に県薬木村会長と前田会長が健康福祉部に説明
を行った。弘前では上手く伝わっていなかった。9月
から地域ケア会議に7名の薬剤師が参加。 
[地域保健委員会] 
・9/27(土)	 禁煙支援フォーラムが五所川原エルムで
開催される。「寿命とたばこの話」 
 

独立行政法人 
国立病院機構弘前病院からお知らせ 

 
後発医薬品に変更された場合は、初回の際、変更

連絡票を FAX（0172-33-8614）にて提供してくだ
さい。ただし、変更調剤が前回と同じ場合には変更

の連絡をしなくてもよいことになりましたのでよろ

しくお願いします。 
尚、送信時には処方箋左上にある ID番号も併せて連
絡票に記載してください。 
 

委員会だより 
生涯学習委員会 
第 18回つがる緩和医療を考える会(案) 
日時：平成26年8月30日(土)	 13:30～16:00 
場所：弘前商工会議所	 3F	 301会議室 
	 	 	 	 弘前市上鞘師町18-1	 TEL:0172-33-4111 
[製品情報提供]	 	 	  
「パキシルCR」  大日本住友製薬株式会社 
【一般演題】 
「演題：未定」 
ときわ会病院	 リハビリテーション科 

成田	 知佳	 先生 
【特別講演】 
「終末期における、言語聴覚療法のアプローチ 

	 ～嚥下障害へのアプローチを中心に～」 

慶應義塾大学病院	 リハビリテーション科 
言語聴覚士	 安藤	 牧子	 先生 

参加費：500円 
JPALS研修会コード：02-2014-0016-100 
共催：つがる緩和医療を考える会 
	 	 	 大日本住友製薬株式会社 
後援：弘前市医師会(予定) 
	 	 	 青森県薬剤師会弘前支部 
	 	 	 (公社)青森県看護協会(予定) 
	 	 	  
 

Total Care Management Forum 
2014 

健康長寿をめざして、 
糖尿病の負の連鎖を断ち切る 
‐テネリア発売 2周年講演会‐ 

日時：平成26年9月12日(金)	 18:30～20:30 
場所：ベストウェスタンホテルニューシティ弘前 

3F「サファイア」 
弘前市大町1-1-2	 TEL:0172-37-0700 

【特別講演Ⅰ】18:30～19:20 
「CGM による DPP-4 阻害薬の最適な使用法
の検討 
～夕食後の血糖上昇を抑える意義とは？～」

(仮) 
東京慈恵会医科大学附属第三病院 
糖尿病･代謝･内分泌内科	 診療部長	 森	 豊	 先生 
【特別講演Ⅱ】19:25～20:25 
「糖尿病の栄養療法における糖質の考え方」 
岩手県立大学	 看護学部・看護研究科 

	 	 教授	 高橋	 和眞	 先生 
JPALS研修会コード：02-2014-0015-100 
共催：田辺三菱製薬株式会社 
	 	 	 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 
 
高尿酸血症と心腎連関セミナー in 弘前 
日時：平成26年9月19日(金)	  18:50～20:00 
場所：ベストウェスタンホテルニューシティ弘前 

3F「サファイア」 
【学術情報】 
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高尿酸血症治療剤「ウリアデック錠」  
㈱三和化学研究所 

【特別講演】19:00～20:00 
「高尿酸血症の新しい展開」 
東京慈恵会医科大学	 名誉教授 
慢性腎臓病病態治療学	 	 教授	 細谷	 龍男	 先生 
JPALS研修会コード：02-2014-0017-100 
主催：株式会社三和化学研究所 
後援：弘前市医師会 
	 	 	 南黒医師会 

青森県病院薬剤師会弘前支部 
青森県薬剤師会弘前支部 

 
 
在宅医療推進委員会 
第 31回薬剤師生涯セミナーのご案内 
日時：平成26年9月19日(金)	 19:00～20:40 
場所：弘前市総合学習センター	 大会議室 
	 	 	 	 弘前市末広4-10-1	 TEL: 0172-26-4800 
19:00~ 
「アリセプトの豊富な剤形や指導箋のご紹介」 
19:10~ 
「認知症在宅の課題と薬剤師の役割 
・・・五感で感じる在宅訪問・・・」 
エーザイ(株)	 保険薬局政策部	 上田	 倫之	 先生 
研修概要：保険薬局の薬剤師の役割が変化しようと

しています。国は地域包括ケアシステムの中で活躍

する薬剤師、特に在宅現場で薬剤師力が発揮される

ことを重要と考えています。今回の研修は在宅経験

の豊富な高知県南国病院薬局長	 川添哲嗣先生の

「五感で感じる在宅訪問」の VTR を使って、在宅
の流れを理解し、薬剤師の役割を SGDの中で考え
て行きたいと考えます。在宅の経験の無い薬剤師の

先生方が在宅のイメージと薬剤師の役割の再認識に

繋がることを期待しています。 
※ この研修は日本薬剤師研修センター研修認定薬
剤師制度１単位を申請中です。 
共催：エーザイ株式会社 
	 	 	 青森県薬剤師会弘前支部 
	 	 	 在宅医療推進委員会 
 
広報情報委員会  

● 弘前大学医学部附属病院 
《 新規院外登録薬品 》 
三和附子理中湯エキス細粒 No.9 
三和芍薬甘草附子湯エキス細粒 No.5 
三和葛根加朮附湯エキス細粒 No.7 
シーブリ吸入用カプセル 50μg 
フルティフォーム 50エアゾール 56吸入 
フルティフォーム 125エアゾール 56吸入 
 
●国立病院機構弘前病院 
《 新規院外登録薬品 》 
サムスカ錠 7.5mg 
デノタスチュアブル配合錠（SP包装製品） 
 
● 弘前市立病院 
《 新規院外登録薬品 》 
フェブリク錠 10mg 
ネオキシテープ 73.5mg 
メトグルコ錠 500mg 
メマリーOD錠 5mg 
メマリーOD錠 10mg 
メマリーOD錠 20mg 
アイドロイチン 1%点眼液 
ティアバランス点眼液 0.1% 
フルオメソロン点眼液 0.02% 
フルオメソロン点眼液 0.1% 
ラタノプロスト点眼液 0.005%「センジュ」 
レボフロキサシン点眼液 0.5%「日点」 
レボフロキサシン点眼液 1.5%「日点」 
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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報告	 

地域保険委員会	 阿保	 香織 
今年も麻薬・覚せい剤乱用撲滅街頭キャンペーン

が 6月 21日に開催され、多数の方に参加していた
だきました。さくら野百貨店に集合の後、MEDIA 
INN 城東店とコジマ電気 NEW 弘前店の二会場に

分かれ、パンフレットの配布や募金活動を行いまし

た。参加した薬学生も最初は少し戸惑っている様子

でしたが、慣れてくると声掛けとパンフレットの配

布を積極的に行っており、また違った角度で薬剤師

の役割について考える機会になったのではないかと

思います。 
今年は保健所主催でしたが来年は薬剤師会主催で

行われますので、さらに多くの方にご参加戴けます

ようお願い致します。 
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「市民の健康まつり」参加報告 
地域保健委員会	 佐々木	 直実 

7月12日(土)、13日(日)弘前総合保健センターに
て第 28 回市民の健康まつりが開催され、薬剤師会
弘前支部では7月12日(土)に参加、出展致しました。 
	 薬剤師の先生方、薬学生の方々には朝早くの準備

より参加して頂きありがとうございました。 
	 昨年に引き続き、健康食品について知って頂くた

めの青汁としょうが湯の試飲コーナー、薬剤師の業

務の一つである分包作業を体験して頂くためのミニ

薬剤師体験コーナーを設置しました。 
	 今回は天候にも恵まれたこともあり、開始早々よ

り沢山の方々に来ていただきました。薬学生の方々

の丁寧な対応に、来場して下さった皆様も笑顔でお

話しされておりました。また、ミニ薬剤師体験コー

ナーは去年に引き続き大盛況で、順番待ちになるほ

どでした。翌日の陸奥新報にもカラー写真付きで取

り上げて頂き、インタビューを受けたお子さんは「薬

剤師になりたい」と話していたと記事に掲載されて

いました。お子さんだけでなく、もの珍しさからか

大人の方も分包体験に多数参加して頂き、幅広い

方々に薬剤師の業務を知って頂けたなと感じました。 
	 また、お薬手帳の啓発ブースも設置し、質問があ

れば随時利用方法などを説明致しました。こちらで

用意したお薬手帳はすべて配布してなくなってしま

い、市民の皆様のお薬手帳への関心は高いのではな

いかと感じました。今回もお薬相談が数件あり、市

民の皆様の不安や疑問の解決にお手伝いできたので

はないかと考えております。 
	 毎年少人数の薬剤師で参加しているため、混雑す

る午前中の時間帯には手一杯で慌ただしい場面もあ

り、薬学生の方々のお手伝いに助けられております。 
業務以外で市民の皆様と接し、薬剤師という業種を

アピールするまたとない機会ですので、来年以降は

ぜひ沢山の薬剤師の先生方のご協力をお願いできれ

ばと思っております。 
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カルチュアロードの参加協力のお願い 
本年も下記内容にて、カルチュアロードに出展い

たします。本事業は、「健康日本 21」啓発事業の
一環で、市民への正しい薬の使い方、禁煙・禁酒の

啓発などが主な目的です。	 

今年も会員皆様の多数ご参加、ご協力の程宜しく

お願い申し上げます。	 

日時：平成26年9月14日（日）9：00～16：00 
場所：土手町	 交差点	 菊池薬局前 
内容：各種パンフレット配布、お薬相談コーナー、

健康食品の試食・試飲等。 
参加申し込みは9月2日までに電話かFAXでお
願いいたします。 
地域保健委員会委員長	 奈良卓	 	 

TEL：88-6682	 	 FAX：88-6683 
 
 
 

親睦委員会 
第12回	 弘前・白神アップルマラソン参加者募集 
アップルマラソンを一緒に走りませんか？ 
親睦委員会では今年のアップルマラソンに参加し、

薬剤師会をアピールしながら完走を目指します。親

睦委員会の参加する距離は 10kmと 5kmです。当
日は写真撮影等を行う予定です。撮影場所、撮影時

間は次号に掲載いたします。 
[第12回	 弘前・白神アップルマラソン大会概要] 
開催日：平成26年10月5日（雨天決行） 
申込み締切：8月15日（郵便振込・事務局へ持参） 
	 	 	 	 	 	 8月20日（インターネット） 
参加の申し込み、参加費の支払いは下記ホームペー

ジより各人でお願いします。 
【アップルマラソン大会ホームページ】 
http://www.applemarathon.jp/index.shtml 
 

新入会員 

 
キクチ	 キヨタケ 
菊池	 清長 
菊池薬局	 	 	  
勤務 

サトウ	 タマオ 

佐藤	 玉緒 
ひまわり調剤薬局弘大病院前	 	 	  

管理	  
イトウ	 シュンエイ 

伊東	 俊英 
ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸｱｻﾋ調剤薬局富田店	 	 	  

管理 
アリマ	 タケヒト 

有馬	 健人 
碇ヶ関調剤薬局	 	 	  

勤務 
 

編集者：奈良	 卓、佐々 木	 直実 


