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弘前薬剤師会広報

 
支部通信 

8/5   第2回在宅医療推進委員会	 	  
さいとう調剤薬局本町店 

8/9   弘前薬剤師会納涼祭	 	 	 弘前プラザホテル 
8/21  第2回実務実習委員会	  

みんゆう薬局アルカディア店 
8/22	 平成26年度第2回弘前市立病院運営審議会	 

弘前市立病院 
8/23	 県薬役員会	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 県薬会館 
8/25	 支部役員会	 	 	 	 弘前市総合学習センター 
8/26  第6回親睦委員会	 さいとう調剤薬局本町店 
8/30	 弘前薬剤師会ボウリング大会	 アサヒボウル 
 

役員会だより  
第 6回役員幹事会	 議事録 

日	 時：平成26年8月25日（月）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、津川各副会長、八

木橋専務、奈良、佐々木(克)、田澤、工藤(和)、
葛西、加藤、相馬、小笠原、齋藤(武)、工
藤(明)、吉岡、小林各幹事 

●報告事項 
(1) 納涼祭（8/9）	 親睦委員会 
・参加人数70名（大人70名、中学生1名、小学生1
名、幼児3名）、二次会参加人数28名。 
会からの補助は、参加人数が予定より多くなかったこ

とと、料理が安くなったことで、半分程度になった。 
・委員会紹介のプロモ‐ションビデオが良かった。 
納涼祭参加者はほぼ委員会メンバーで、委員会に入っ

ていない方が多ければ更に良かった。全体に時間が短

く感じ盛会だった。 
(2)弘大病院緩和ケア講座（8/19） 
・参加申込みは25名だったが、実際に参加した薬剤
師は34名だったため、資料が足りなくなった。 
原因は大学病院に申し込んだり、申し込みなしで来ら

れた病薬の方もいらっしゃった。 
 

・内容はくすりの使い方、新しい麻薬の話など非常に

良かった。次回は4ヵ月後に開催予定。 
(3)第 33 回青森県薬剤師会学術大会特別委員会	 	 	 
生涯学習委員会 
8/27午後7時からさいとう調剤薬局本町店で開催 
(4)三役会	 (8/1) 
協議事項の(3)事務局会計責任者、(4)県薬委員会出向
者、(5)急患診療所対策委員会出向を参照 
(5)薬局地図作成	 開局委員会 
各薬局にFAXで作成中の内容を確認したところ、24
軒27箇所の訂正があった。休業日の欄にお盆休みや
正月休みの記載がある薬局とない薬局がある。統一が

必要では。今後は毎年4月に更新し、中小病院にも薬
薬連携委員会を通して提供していく。 
(6)カルチュアロード（9/28）	 地域保健委員会 
・当日の手伝いはまだいない状況。 
・最初に案内した日程（9/14）から変更されているの
で、日程変更と手伝い募集の案内をする。 
・肺年齢を調べられるハイ・チェッカーという器械を

ナルミ医院が所有している。当日、器械を貸してくれ

るか、看護師の方が持参して参加される予定。 
(7)在宅委員会（8/5） 
9/19、11/29に在宅研修会が開催される。 
準備の都合があるので、参加される方は申し込みをお

願いします。 
(8)その他委員会報告 
	 [実務実習委員会] 
・8/21に委員会を開催した。出席者24名。健康まつ
りの人手不足について話し合ったが、学生を手配する

のは役員幹事会ではないかとの意見があった。 
・9/28のカルチュアロードの手伝いも、薬学生は午前
だけの予定だが、午後も学生の手伝いがあると助かる。 
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★弘前市広報広聴課の方が前田会長を訪問。弘前市

民便利帳を8万部、2014年12月上旬に発行予定。
各戸に 1 冊配付され、その後は弘前市外から転入
された方に提供する。 
薬剤師会で情報提供する薬局リストも掲載される。 
 
●協議（審議）事項 
(1)ボウリング大会（8/30）	 親睦委員会 
現在、参加申し込みは31名（うち子供3名）、懇親
会は27名。 
費用は景品代込みで1,500円、二次会は3,500円。 
(2)FAXコーナーからの要望 
・黒石病院FAXコーナーから、稼動時間の表示がな
く、終了後の対応に困ったとクレームがあった。 
FAXコーナーの机に終了案内看板の設置を検討する。 
・患者からの要望として、クレジットカード使用可能

な薬局の情報が多い。各薬局にアンケートをとり、

FAXコーナーに情報提供する。 
(3)事務局会計責任者 
櫻庭監査役から、事務局で会計専門に当たる人を弘前

市薬剤師薬局に常駐させる必要があるのではないか

と提案があった。将来的には会計責任者を置くことに

ついて検討が必要と思われる。現時点では領収書を発

行する支部行事を行った際には、必ず収支報告書を各

委員会が提出し、総務委員会が動きを把握することで

対応する。 
(4)県薬委員会出向者	 
広報情報委員会	 佐々木直実、加藤傑 
地域保健委員会	 奈良卓、中山昭彦、古山兼哉 
生涯学習委員会	 上田寿夫、小林牧子 
在宅医療推進委員会	 相馬渉、加藤傑 
実務実習委員会	 大川誠也、工藤明子 
一般用医薬品委員会	 葛西孔明、工藤和信、菊池清長 
感染症・災害対策委員会	 吉岡英司 
薬薬連携委員会	 佐々木克典、藤田祥子 
社会保険委員会	 小笠原和也、吉岡英司 
(5)急患診療所対策委員会(医師会)出向	 
現在は、齋藤士郎監査役が委員会に出席しているが、

今後は前田会長も出席する。更に担当する委員会を決

め、その委員の出席を検討する。	 

 
 

●県薬役員会報告 
(1)県薬理事会（8/23） 
・平成26年度認定実務実習指導薬剤師養成講習会が
開催された。（7/27） 
・平成26年度第1回青森県新型インフルエンザ対策
医療協議会が開催された。（7/30） 
・「これからの認知症対策と介護予防に関する市町村

セミナー」（8/1）に木村会長が出席され、認知症を
含め健康介護まちかど相談薬局等について講演され

た。 
・「健康あおもり21ステップアップ県民大会」が8/30
に開催される。(リンクステーションホール青森) 
・健康介護まちかど相談薬局研修会の日程 
9/9（火）弘前、9/12（金）八戸、9/19（金）西北五、
9/20（土）青森、9/25（木）上十三 
 
 

弘前市立病院に皮膚科が開設 
8月22日（金）開催されました平成26年度第2回
弘前市立病院運営審議会で皮膚科開設が承認されま

した。9 月の弘前市議会で決議されますと 10 月 7
日より皮膚科が開設されます。 
診療日：火、金  
時	 間：午後1時30分～4時 
 
 

委員会だより 
 

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 》 
アスベリン錠 20mg 
コンサータ錠 36mg 
 
● 弘前市立病院 
《 新規院外登録薬品 》 
オルベスコ 100µgインヘラー56吸入用 
ニゾラールローション 2％ 
フォシーガ錠 5mg 
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生涯学習委員会 
弘前市医師会	 糖尿病医療連携	 講演会	 

日時：2014年9月16日(火)	 18:50～20:45 
場所：ホテルニューキャッスル	 3階	 麗峰の間 
	 	 	 	 弘前市上鞘師町24-1	 TEL:0172-36-1211 
[情報提供]	 武田薬品工業株式会社 
「青森県における糖尿病医療連携体制につい

て」 
青森県がん・生活習慣病対策課	  

総括主幹	 三浦	 たみ子	 様 
「青森県栄養士会における療養指導体制の充実

強化に関する事業について」 
	 	 青森県栄養士会	 	 専務理事	 齋藤	 長徳	 様 
「弘前市糖尿病医療連携実態報告」 
	 	 	 弘前市医師会	 	 副会長	 今村	 憲市	 先生 
「糖尿病医療連携の実態」 

五日市内科医院	 院長	 五日市	 敬	 先生 
今村クリニック	 院長	 今村	 憲市	 先生 

「当科における教育入院システム」 
弘前大学医学部附属病院	 内分泌内科・糖尿病代謝

内科・感染症科	 講師	 村上	 宏	 先生 
【特別講演】 
「糖尿病	 病診連携	 ～easier said than 
done～」 
公益財団法人	 大原記念倉敷中央医療機構 
倉敷中央病院 糖尿病内科 主任部長	 松岡 孝 先生 
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：02-2014-0059-101 
共催：弘前市医師会、南黒医師会 
	 	 	 武田薬品工業株式会社 
後援：青森県薬剤師会弘前支部 
 
第 31回薬剤師生涯セミナー 
日時：2014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 
弘前市大字末広4丁目10番地1 TEL:0172-26-4800 
[製品紹介]	 エーザイ株式会社 
【研修】「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…	 」 
エーザイ株式会社	 保険薬局政策部	 上田	 倫之 
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：02-2014-0053-101 

共催：青森県薬剤師会弘前支部	 在宅医療推進委員

会、エーザイ株式会社 
弘前パーキンソン病	 学術講演会 
日時：平成26年9月26日(金)	 18:45～20:20 
場所：ベストウェスタンホテルニューシティ弘前	 

3F「サファイアの間」 
	 	 	 	 弘前市大町1丁目1-2	 TEL:0172-37-0700 
[情報提供]	 大塚製薬株式会社 
【一般講演】「ニュープロパッチの使用経験(仮)」 
	 	 	 	 弘前市立病院	 内科	 清野	 祐輔	 先生 
【特別講演】「パーキンソン病治療、新時代へ–
パッチ製剤によってもたらされるベネフィット

‐(仮)」 
	 順天堂大学医学部	 神経学講座	 教授	  

服部	 信孝	 先生 
JPALS研修会コード：02-2014-0020-100 
主催：大塚製薬株式会社 
後援：弘前市医師会(予定)、青森県医師会(予定) 
	 	 	 青森県薬剤師会弘前支部 
 
2014がん疼痛治療フォーラム in 弘前 
日時：2014年10月25日(土)	 17:00～19:30 
場所：ベストウェスタンホテルニューシティ弘前	 

3階「トパーズ」 
[話題提供]	 協和発酵キリン㈱ 
【特別講演】「がん疼痛治療最前線(仮)」 
	 	 	 	 静岡県立静岡がんセンター	 緩和医療科	  

部長	 大坂	 巌	 先生 
【シンポジウム】座長：八戸市立市民病院	 緩和医

療科	 部長	 佐藤	 智	 先生 
「患者のニーズに応えた緩和を目指す」 
《症例提示》 
秋田大学医学部附属病院	 緩和ケアセンター長	  

安藤	 秀明	 先生 
はちのへファミリークリニック	 	  

院長	 小倉	 和也	 先生 
《コメンテーター》 
静岡県立静岡がんセンター	 緩和医療科	 	  

部長	 大坂	 巌	 先生 
弘前大学医学部附属病院	 麻酔科	 緩和ケア診療室	 	 

講師	 佐藤	 哲観	 先生 
JPALS研修会コード：02-2014-0018-100 
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主催：協和発酵キリン株式会社 
後援：弘前市医師会、青森県病院薬剤師会弘前地区 
	 	 	 青森県薬剤師会弘前支部 
第 8回弘前不整脈治療セミナー 
‐超高齢化社会時代への準備と地域医療

への架け橋‐ 
日時：平成26年11月4日(火)	 18:45より 
場所：ホテルニューキャッスル弘前	 3階「麗峰」 
[学術情報]	 第一三共株式会社	  
【基調講演】「カテーテルアブレーションのメカ

ニカル的な進化はここまできた」‐弘前から全

国へ‐ 
弘前大学医学部附属病院	 循環器内科・呼吸器内

科・腎臓内科	 講師	 木村	 正臣	 先生 
【特別講演】 
「超高齢化社会への準備：脈をとる！寝たきり

にならないための早期発見の心得(企画中)」 
公益財団法人心臓血管研究所付属病院 
	 所長・CVI ARO Chairman	 山下	 武志	 先生 
JPALS研修会コード：02-2014-0011-100 
主催：第一三共株式会社	 

後援：弘前市医師会(予定)	 南黒医師会(予定)	 

	 	 	 青森県薬剤師会弘前支部	 

	 

地域保健委員会 
カルチュアロードの日程の 

訂正とお詫び 
先月の広報にて訂正がございます。 
カルチュアロードの日程が間違っておりました。 
	 誤）9月14日	 →	 正）9月28日 
 
会員の皆様にご迷惑をおかけしたことを深くお詫び

申し上げます。 
現在、カルチュアロードへの協力者は0人で、非常
に厳しい状態です。	  
申し込みの締め切りも 9月 17日に変更になりまし
たので、 
ご協力よろしくお願いいたします。 
申し込み先：地域保健委員会委員長	 奈良卓	 	 

TEL：88-6682	 	 FAX：88-6683 
 

 

 
 
 
 
親睦委員会 

納涼祭を終えて 
親睦委員会	 前田 峻輔 

8月9日（土）弘前プラザホテルにて、毎年恒例
の「弘前薬剤師会納涼祭」が開催されました。今年

も他支部の先生方や病院薬剤師の先生方をはじめ、

ご家族の方なども含め総勢70名の方々にご参加頂
き、大変嬉しく思っております。 
浴衣や甚平姿といった普段とは違う姿に納涼祭ら

しさが感じられ、仕事とは違った雰囲気の中で親睦

を深めることができたように思います。 
余興では各委員会委員の募集のためにPVや活動
の紹介が行われ、特徴や良さをアピールしました。

これをきっかけに多くの先生が委員会に入会してく

れることを期待したいと思います。 
親睦委員会では納涼祭をはじめ企画する行事では

薬学的なことは扱いませんが、行事を通じて弘前薬

剤師会会員の繋がり、病院薬剤師の先生方や卸業者

の皆様などと、様々な関わり合いの契機となること

を期待し計画されています。これからも計画者側の

自己満足にならぬよう、楽しく交流を深められる場

を提供していきたいと思いますので、今回は残念な

がら予定が合わなかった方や、今まで参加されたこ

とがない先生方も是非次回のイベントには足をお運

び頂き、一緒に楽しい時間を過ごしませんか？ 
末筆ながら、今回ご参加頂きました皆様、納涼祭

の運営に携わって頂きました委員の先生方に心より

感謝申し上げます。 
速報	 ボウリング大会 

 
 

編集者：佐々 木	 直実 


