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弘前薬剤師会広報

 
支部通信 

9/4	 地域保健委員会	   さいとう調剤薬局本町店 
9/6	 若手フォーラム	        平賀アップルランド 
9/9	 健康介護まちかど薬局研修会 

	 弘前市総合学習センター 
9/11	 地域ケア会議	  

弘前市第三地域包括支援センター 
9/17	 青森吸入療法研究会世話人会	  

弘前市総合学習センター 
9/20	 県薬役員会	         青森県薬剤師会館 
9/21	 弘前市三師会親善ゴルフコンペ	  

津軽カントリークラブ 
	 	 	 守三杯ゴルフコンペ	  

ニュー軽米ゴルフクラブ 
9/22	 支部役員会	       弘前市総合学習センター 
9/27～9/28東北薬剤師会連合大会	        福島市 
9/28カルチュアロード	      土手町 
 
 

役員会だより  
第 7回役員幹事会 

日時：平成26年9月22日（月）19：15～ 
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、奈良、佐々木(克)、田澤、
工藤(和)、佐々木(直)、加藤、相馬、小笠原、
齋藤(武)、大川、工藤(明)、上田、吉岡、小
林各幹事 

●報告事項 
(1)ボウリング大会（8/30） 	 	  親睦委員会 
・朝日ボウルで開催。参加人数：ボウリング33名、
懇親会から1名参加。 
(2)三師会ゴルフコンペ（9/21）	   	 	 親睦委員会 
・津軽カントリーゴルフクラブで開催。団体戦優勝：

医師会、個人優勝：薬剤師会平山永均先生。 
・次年度開催予定日：平成27年9月13日(日) 
会場：津軽カントリーゴルフクラブ 

次回幹事団体は薬剤師会。 
(3)第31回薬剤師生涯セミナー（9/19） 

弘前市総合学習センター 
「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…」 
・参加人数：47 名程度。認知症の患者を外来からい
かに居宅につなげるかといった内容で、グループワー

クもあり良かった。アリセプトにレビー小体型認知症

の効能が追加になった。 
(4)第32回薬剤師生涯セミナー（10/8） 

弘前大学医学部附属病院 
・薬薬連携委員会研修会～がん化学療法セミナー（初

級編）～	 	     薬薬連携委員会 
・申込み締切が10/4なので、参加人数は現時点では
不明。 
(5)薬局案内地図・FAXコーナーについて 

開局委員会 
・薬局でのクレジットカード使用の有無については

FAXコーナーへ情報提供済み。薬局案内地図も印刷
済みで、FAX コーナーには 100 部ずつ配付済み。
薬局案内地図と合わせて学術大会のポスター・チラ

シを取りに来て貰う。 
(6)地域保健委員会（9/4）         地域保健委員会 
・夜間電話相談事業：11月～1月は弘前担当 
・協議事項  (2)カルチュアロード参照 
(7)吸入療法世話人会（9/17） 
・参加者：医師3名、薬剤師7名。弘前エリアにおけ
る1年の活動内容を独法弘前病院 医師 山本先生が紹
介。青森市でも吸入指導依頼書の運用を開始し、八戸

支部においても近日予定。県内全域で同じ吸入指導依

頼書を使った例はないため、青森県が初めてとなる可

能性がある。 
・青森県吸入療法研究会	 http://www.aokyu.net/ 
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(8)吸入指導実務研修会（10/1・2） 
・申込み先がメーカーのため、申込み人数は不明。1
日、2日とも同じ内容なので、どちらかに出席して下
さい。 
(9)その他委員会報告	  
[在宅医療推進委員会] 
・津軽地域ケアネットワーク交流会が10/11に岩木文
化センターあそべーるで開催される。2名参加予定。
☆9/18南部地域ケア会議に齋藤(武)先生が参加。その
際、医師 伊東先生から在宅医療マップの作成を検討
しており、24 時間対応している薬局も載せたいので
その情報が欲しいと要望があった。以前、県に提出 
したアンケートの情報を提供する。 
 
●協議（審議）事項 
(1)第33回青森県薬剤師会学術大会について 

	 	 生涯学習委員会 
・前夜祭余興	 (親睦委員会)：タヒチアンダンスを候
補として検討中。費用2万円は会費から捻出する。不
足が生じた場合は弘前薬剤師会で補填する。 
・展示ブース：県薬の委員会で、職能ブースを作り、

市民アピールすれば良いのではないか。在宅医療推進

委員会、一般用医薬品委員会、学校薬剤師部会、社会

保険委員会、地域保健委員会などを検討。 
・メーカーブースはテルモの血糖測定器等と、佐川急

便、ヤマト運輸の機密文書廃棄について予定。 
・市民公開講座：最初の予定より時間を長く取り、10
時10分～11時25分の1時間15分となる。 
・その他：9月月初に発刊予定の県薬広報誌「ぴあ」
に同封して申込み用紙を発送する予定だったが、「ぴ

あ」の発刊が遅れたため、学術大会申込み用紙を単独

で発送予定。締切は当初10/10だったが、10/17に延
長。 
・9/18時点での演題はポスター5題(弘前 1題)、口頭
7題(弘前3題) 
・ランチョンセミナーは、メイン会場がアステラス製

薬、サブ会場が第一三共製薬で担当し、両社からプロ

ジェクターをお借りする。 
・口頭発表の座長は、津川幹事と、弘前大学	 藤田先

生(交渉中)の2名を予定。 
・薬局に配付する学術大会ポスターは、薬局の内側に

向けてではなく外に向けて貼って貰い、薬局を利用し

ない方にもアピールする。 
(2)カルチュアロード（9/28）	     地域保健委員会 
・参加人数：薬剤師16名、薬学生14名 
・内容はスモーカーライザー、ハイチェッカー、たば

こ人形、お薬相談など。食塩の1日摂取目安8gを計
量し、減塩推進を啓蒙する。 
(3)急患診療所対策委員会出向         開局委員会 
・前回役員幹事会の協議事項について薬剤師会より出

向者を増やす方向で検討したが、すでにメンバーは決

定しており次回メンバー改変は再来年4月になる。次
回改変時に増員して貰えるようにする。開局委員会で

要望があった場合は齋藤監査役を通して意見書をあ

げて貰う。 
(4)弘前薬剤師会業務支援の仕分けについて回答 
・櫻庭監査役から業務支援の仕分けについての書面が

提出されており、回答については前田会長の案を基に、

三役会で協議して回答する。7 月 25 日に会議があり
(株)弘前市薬剤師会薬局は弘前薬剤師会の業務支援に
協力すると確認している。また、2年前の業務委託時
には様々な問題があったが、現在事務局機能は順調に

業務が回っているという意見もあった。 
(5)決算書（納涼祭、ボウリング大会、三師会ゴルフ）

親睦委員会 
・納涼祭は8/9に弘前プラザホテルで行われた。今年
度は委員会のPVを作成し、各委員会をアピール出来
たが、委員会への新しい参加者はまだ居ない。今後も

アピールしていくことが必要。 
・報告事項	 (1)ボウリング大会 

(2)三師会ゴルフコンペ参照 
(6)アップルマラソン事業（10/4）	 	 	  親睦委員会 
・違法ドラッグをやめましょう！を掲げて2名参加予
定。 
 
●県薬役員会報告 
報告事項 
(1)県薬理事会（9/20）支部MLのPDF添付参照 
・一般用医薬品適正使用DVD研修会（8/31） 

アピオ青森 
参加者83名。ロールプレイを含めた研修会。前半は
胃腸の痛みがどのように伝わるか、後半はお客様にど

のように対応するか。会社・組織であるいは個人で希

望があればDVDを貸し出す。 
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・青森「健やか力」検定問題等作成委員会（9/3） 
青森国際ホテル   

小学5年生、中学2年生、成人を対象に健康に関する
検定を実施する。健康にもっと目を向けて貰うため。

冬休みにテキストを渡すため、現在テキストを作成中。

小学5年生、中学2年生ともに合格ラインはない。 
・青森大学との情報交換会（9/6）   青森国際ホテル 
弘前支部4名、全体で30名出席。大学からは10数名
出席。 
・薬薬連携推進特別委員会 
お薬手帳改訂版について協議。早ければ12月から新
しいお薬手帳が流通する。 
・在宅医療推進特別委員会 
11/29（土）17:30～19:00にヒロロで在宅医療支援セ
ンター薬局支援事業に関わる研修会が開催される。演

題は「在宅医療における多職種連携のポイント～在宅

の現場より～」。講師は健生黒石診療所の坂戸先生、

黒石薬局の木村先生。 
・医療介護総合促進法による県計画に係る青森県有識

者会議（9/1）      青森国際ホテル 
・薬剤師確保のため事業に予算400万円、衛生材料及
び麻薬使用適正化のため予算800万円の県計画があ
る。他に計画案として女性薬剤師等の復職支援、薬剤

師の Iターン、Uターンなど。 
・まちかど相談薬局研修会（9/9） 
その他、県薬出向委員会報告 
☆健康介護まちかど相談事業の参加薬局が予想より 
多く、参加薬局全てに血圧計を配付すると予算をオ 
ーバーしてしまう。参加薬局に県薬からアンケート 
を送り、手持ちの血圧計を使う薬局には血圧計を配 
付しないようにする。 
報告・協議事項 
・若手薬剤師フォーラム2014弘前（9/6・7） 

 
 

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 》 
アダラートCR錠 10mg 
ダクルインザ錠 60mg 

スンベプラカプセル 100mg 
カナグル錠 100mg 
アブストラル舌下錠 100µg 
タルセバ錠 25mg 
ラシックス錠 10mg 
ミノマイシン錠 50mg 
アノーロエリプタ 7吸入用 
ザイティガ錠 250mg 
オレンシア皮下注 125mgシリンジ 
タペンタ錠 25mg 
タペンタ錠 50mg 
タペンタ錠 100mg 
● 国立病院機構弘前病院 
《 新規院外登録薬品 》 
マイカサールカプセル 250mg 
ティーエスワン配合OD錠 T20 
ティーエスワン配合OD錠 T25 
● 弘前市立病院 
《 新規院外登録薬品 》 
ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用） No72 
 
生涯学習委員会 
Total Vascular Control Seminar in 
Hirosaki 
～久山町研究から今後の青森県の課題を考える

～ 
日時：平成26年10月17日(金)	 19:00～20:30 
場所：ホテルニューキャッスル	 NOVA2階 曙の間 
【Lecture１】 
「本院におけるクレストール 5mg の有用性 
(仮)」 
弘前大学医学部附属病院	 循環器・呼吸器・腎臓

内科     助教	 横山	 公章	 先生 
【Lecture２】 
「久山町研究からこれからの TVC を考える 
(仮)」 
九州大学大学院医学研究院	 環境医学講座	 	  

教授	 清原	 裕	 先生 
JPALS研修会コード：02-2014-0022-100 
主催：アストラゼネカ株式会社	 シオノギ製薬 
後援：弘前市医師会	 青森県薬剤師会弘前支部 
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つがる認知症連携を考える会 
日時：平成26年10月22日(水)	 19:00～20:30 
場所：ホテルニューキャッスル	 3F「麗峰」 
【特別講演】19:15～20:15 
「認知症診療の連携について」 
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 
JPALS研修会コード：02-2014-0026-100 
主催：エーザイ株式会社 
後援：青森県薬剤師会弘前支部 
 
第 1回青森県吸入療法研究会 
日時：平成26年10月24日(金)	 19:00～20:30 
場所：ホテルニューキャッスル弘前	 3F「麗峰」
【Session１】19:00～19:30 
「薬剤師による吸入指導の重要性とこれからの

展望(仮)」	 	 	  弘前市薬剤師薬局	 加藤	 傑	 
先生 
【Session2】19:30～20:30 
「鹿児島県における吸入指導連携の取り組み 
(仮)」 
鹿児島大学医学部	 呼吸器内科学	 	  

講師	 東元	 一晃	 先生 
日本薬剤師研修センター集合研修1単位（予定） 
JPALS研修会コード：02-2014-0064-101 
主催：アステラス製薬株式会社	  

アストラゼネカ株式会社 
後援：弘前市医師会	 青森県薬剤師会弘前支部 
青森県病院薬剤師会(申請中) 
 
骨粗鬆症治療フォーラム 2014(案) 
健康長寿をめざして、骨粗鬆症治療パラ

ダイムシフトを考える 
日時：平成26年10月24日(金)	 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」 
【基調講演】(30分) 
「糖尿病、内分泌疾患と骨粗鬆症」 
弘前大学大学院医学研究科	 内分泌代謝内科学講座	 	 

講師	 二川原	 健	 先生 
【特別講演】(50分) 
「骨粗鬆症治療の新たな展開：抗 RANKL 療

法」 
徳島大学	 藤井節郎記念医科学センター長	  

松本	 俊夫	 先生 
JPALS研修会コード：02-2014-0024-100 
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 
Hirosaki Diabetes Night Seminar 
2014 
日時：平成26年10月29日(水)	 18:50～20:30 
場所：ホテルニューキャッスルNOVA2階「曙」 
【ジャヌビア/スーグラ症例報告会】	 19:00-19:45 
症例①「DPP-4阻害薬へのイプラグリフロジン
追加投与効果の検討 (仮)」 
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	 	 	 	 	 	 	 	 近澤	 真司	 先生 
症例②「若年性肥満合併 2型糖尿病患者へイプ
ラグリフロジンを投与した 1例 (仮)」 
弘前市立病院	 内分泌代謝科	 	  

医長	 松本	 敦史	 先生 
症例③「DPP-4阻害薬 5年間の使用経験 (仮)」 
五日市内科医院	 	 	 	 	 院長	 五日市	 敬	 先生 
【特別講演】	 19:45-20:30 
「脳卒中診療の現状と基礎疾患管理」 
一般財団法人	 黎明郷	 弘前脳卒中・リハビリテー

ションセンター内科	 	 副部長	 目時	 典文	 先生 
JPALS研修会コード：02-2014-0021-100 
主催：MSD株式会社	 アステラス製薬株式会社 
後援：弘前市医師会	 南黒医師会	  

青森県薬剤師会弘前支部 
 
青森県糖尿病週間	 学術講演会 
日時：平成26年11月15日(土)	 15:50～19:00 
場所：ベストウェスタンニューシティ弘前	 3階「サ
ファイア」 
【ディベート】16:00～18:00 
司会	 弘前大学大学院医学研究科	 内分泌代謝内科

学講座	 	 	 	 	 	 	 	 	 准教授	 松井	 淳	 先生 
弘前大学大学院保健学研究科	 医療生命領域生体機

能科学分野	 	 	 	 	 	 	 教授	 丹藤	 雄介	 先生 
「肥満 2型糖尿病患者におけるインスリン療法
の導入について」 
1) 速やかにインスリン治療を導入し血糖コントロ
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ールの改善を図るべきである(20分) 
弘前大学大学院	 内分泌代謝内科学講座	 	  

講師	 村上	 宏	 先生 
2) まずは体重減少を図ることが重要である(20 分)
大館市立総合病院	 内分泌・代謝・神経内科	 	 	 	 	 	  

部長	 池島	 進	 先生 
 
3) 総合討論(20分) 
「2 型糖尿病治療における SU 薬の使用につい
て」 
1) SU薬は日本人2型糖尿病患者の治療において重
要な意味をもつ(20分) 
板柳中央病院	 	 院長	 	 	 	 長谷川	 範幸	 先生 
2) 新規糖尿病治療薬登場により SU 薬の役割は終
わりを迎えている(20分) 
弘前大学大学院	 内分泌代謝内科学講座	 	  

助教	 松橋	 有紀	 先生 
3) 総合討論(20分) 
【特別講演】18:00～19:00 
「糖尿病薬物治療の最前線」 
東京医科大学	 内科学第三講座	 	  

主任教授	 小田原	 雅人	 先生 
JPALS研修会コード：02-2014-0023-100 
青森県糖尿病療養指導士認定更新のための研修会

(予定) 
日本糖尿病療養指導士認定更新のための研修会認定

講座(予定) 
共催：青森県糖尿病週間講演会世話人会	  

サノフィ株式会社 
後援：弘前市医師会(予定) 青森県薬剤師会弘前支部 
青森糖尿病療養指導研究会(予定)	   
 
エフィエント新発売記念講演会 
日時：平成26年11月27日(木)	 18:45～21:00 
場所：ホテルニューキャッスル 
【教育講演】 
「急性心筋梗塞の地域連携～心筋梗塞連携手帳

(ハート手帳)～(仮)」 
弘前大学大学院医学研究科	 高血圧・脳卒中内科学

講座	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 講師	 阿部	 直樹	 先生 
【特別講演】 
「新しい抗血小板剤プラスグレルへの期待	 ～日本

のPCIがどう変わるか～」 
福岡山王病院	 循環器センター長/国際医療福祉大
学	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 教授	 横井	 宏佳	 先生 
JPALS研修会コード：02-2014-0025-100 
主催：第一三共株式会社 
後援：青森県薬剤師会弘前支部 
 
 
地域保健委員会 

カルチュアロード参加報告 
	 地域保健委員会	 奈良 卓 

今年も 9月 28日に開催されたカルチュアロード
において、青森県薬剤師会弘前支部として県民の健

康に対する啓発活動を行いました。ご協力いただい

た薬学生含め大勢の会員の皆様に厚く御礼申し上げ

ます。 
今回はスモーカーライザー体験に加え、肺年齢が

わかるハイチェッカー体験や、食塩の1日推奨摂取
量である 8g を実際に計ってもらう体験を行い、市
民の皆様に健康をより意識してもらう為の活動を行

いました。11月に行われる青森県薬剤師会学術大会
の市民公開講座のPRも行い、「短命県返上」を十分
にPR出来た1日になりました。 
最後に、ご協力いただいた会員の皆様、薬学生の

皆さまに心より感謝いたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
在宅医療推進委員会 
平成 26 年度在宅医療支援センター薬局
支援事業に関わる研修会のご案内 
日時：平成26年11月29日（土）17：30～19：00 
場所：弘前市民文化交流会館（ヒロロ	 4Ｆ） 
「在宅医療における多職種連携のポイント～在宅の
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現場より～」 
①  薬剤師の立場で（30分） 
ファルマ	 黒石薬局	 薬局長    木村	 匡宏	 先生 
② 医師の立場で（60分） 
健生黒石診療所	 所長	 	 	 	 坂戸	 慶一郎	 先生 
 
さて、青森県薬剤師会ではこの度在宅医療支援セ

ンター薬局支援事業の一貫として、薬剤師の在宅医

療への益々の参画の為に、弘前地区研修会を開催致

します。今回は在宅医療における多職種連携がテー

マです。在宅医療において重要なことです。在宅医

療に参画したいがなかなか踏み出せない薬局は多い

と思われます。今回は、実際に在宅医療に取り組ん

でいる医師と薬剤師を迎えて講演していだだきます。

日々の業務、また在宅医療における連携に生かして

頂ければ幸いです。 
※日本薬剤師研修センター集合研修1単位（予定） 
 
親睦委員会 

三師会親善ゴルフ大会に参加 
桔梗野調剤薬局	 平山 永均 

	 秋晴れの岩木山の麓で 9月 21日恒例の三師会親
善ゴルフ大会に弘前薬剤師会より前田会長はじめ 8 

名の強豪を揃えて参加いたしました。団体戦は医師

会の勝利で薬剤師会は2位に終わりましたが個人戦
では私が優勝、齋藤武選手が3位と上々の成績でし
た。夕方からの懇親会、表彰式は爆笑の連続で普段

には見られない光景でストレス解消にはもってこい

の一日となりました。来年は薬剤師会が幹事です。

多くの選手を揃えて団体戦優勝を目指します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ボウリング大会を終えて 
報告者	 下山	 絢子 

	 8/30（土）アサヒボウルにて、毎年恒例の薬剤師
会弘前支部ボウリング大会が行われました。今年は

参加人数が 34 名となりました。今年もバドワイザ
ーコンペと合同で行われ、チャレンジ条件をクリア

するとバドワイザーがもらえるということで、ビー

ルも楽しみにしながら、前田会長の始球式で大会が

始まりました。バドワイザー1 ケース代表者チャレ
ンジは、今年は残念ながらゲットできませんでした

が、それぞれのチームでのチャレンジ成功があり、

みなさん徐々にバドワイザーをゲット。中には大会

開始早々に、チャレンジに関係なく、自腹でビール

を買い、ほろ酔い気分で楽しんでいる先生方もいら

っしゃいました。 
	 ボウリング大会は、普段なかなかお話しする機会

がない先生方、事務スタッフの方とも、ゲームの盛

り上がりの勢いでハイタッチを交わし、交流を深め

ることができる貴重な場だなと、改めて感じました。 
	 ボウリング大会は親睦委員会が主催なのですが、

なんと委員の私が優勝してしまいました。今年もご

参加ありがとうございました。来年もさらに多くの

方にご参加いただけますようお願い致します。 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

編集者：加藤	 傑	  


