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弘前薬剤師会広報

 
支部通信 

 
10/1	 弘前三師会役員会	 	 	 	 	 	 	 	 一休寿し 
10/9	 第2回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 
10/12～13	 日薬学術大会	 	 	 	 	 	 	 	 山形市 
10/18	 県薬役員会	 	 	 	 	 	 青森県薬剤師会館 
10/20	 第7回親睦委員会 

さいとう調剤薬局本町店 
10/21	 支部役員会	 	 	 弘前市総合学習センター 
10/29	 弘前三師会総会	 ホテルニューキャッスル 
 
 

役員会だより  
 

第 8回役員幹事会 
日時：平成26年10月21日（火）19：15～ 	 

場	 所：弘前市総合学習センター 
出席者：前田会長、磯木、鈴木、津川各副会長、 

奈良、佐々木(克)、工藤(和)、佐々木(直)、
小笠原、齋藤、上田、吉岡、小林各幹事、

齋藤（士）、櫻庭各監査役 
●報告事項 
(1)吸入指導実務研修会（10/1・2） 
・参加人数	 1日：25名、2日：37名。修了証発行
予定(作成中)。参加費1,000円。 
※青森県吸入療法研究会（10/24） 
第1回青森県吸入療法研究会が開催される。メーカー
からの案内文はFAX送信の予定だが、FAX代は研究
会負担予定のため、高梨教授の了解を得てから各薬局

へ案内をFAXする。 
(2)カルチュアロード（9/28）	 	 地域保健委員会 
・ナルミ医院の鳴海先生と看護師の方が参加して下さ

って、ハイチェッカー、スモーカーライザーを実施し

た。ハイチェッカーは肺年齢が分かるということで、

用意したマウスピースが全て無くなるほど盛況だっ

た。 

(3)三師会役員会（10/1） 
・前田会長、磯木副会長、白滝副会長、齋藤監査役、

八木橋専務が出席。 
今年度の活動方針の報告があった。 
※三師会総会が10/29(水)18:30からホテルニューキ
ャッスルで開催される。前田先生が開会宣言を担当。

前田会長、齋藤監査役、櫻庭監査役、八木橋専務、白

滝副会長、あと数名の先生が出席。特別講演は「ヒヤ

リハット事例から学ぶ～医療事故防止のために～」と

題して、青森県医師会常務理事	 苫米地怜先生が講師

を務められる。 
(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 
・癌告知する医師と、告知を受ける患者をテーマとし

たセミナー。60名程度が参加、うち20名程度が病薬
会員だった。次回開催を予定(時期、内容は未定)。 
(5)黒石・平川・大鰐地区薬局地図	 	 	 開局委員会 
弘前地区にも確認用のFAXが送信されたため、若干
ご意見があった。データが古かったため10件程度の
訂正が届いている。10月中には最終確認し、作成予
定。各FAXコーナーに配布する。 
(6)開局委員会（9/24）	 	 	 	 	 	 	 開局委員会 
・小分けのオーダリングシステムの修正作業を行った。 
・八戸支部のシステムが弘前で検討しているものとだ

いたい同じ内容で、稼動してから時間が経っている分

データが蓄積している。それを参考に改良している。

購入の登録をすると買う側、売る側双方に通知メール

が発信される。検索方法としては、商品名で検索して

近い薬局を選んだり、薬局名、価格で検索出来るよう

に改修中。 
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(7)青森県薬剤師会学術大会 in 弘前実行委員会	 
（10/17）	 生涯学習委員会 
・担当部門毎に内容を確認。 
・ホテルの駐車場が少ないので、他支部から来られる

会員が分かるように、周辺の駐車場案内図を県薬HP、
弘前支部HPに掲載する。弘前支部会員にはなるべく
車で行かないようにお願いをする。 
・託児所は2名申込みがある。 
・職能ブースとして、社会保険委員会：ジェネリック

医薬品について、学薬部会：危険ドラッグ及び学薬一

般について、一般用医薬品特別委員会：セルフメディ

ケーション支援薬局について、在宅医療推進特別委員

会：薬剤師の在宅活動について、薬薬連携推進特別委

員会：お薬手帳の所持・活用について予定。 
・市民公開講座にいかに市民の方に参加いただくか。

一薬局1名参加いただけるように呼びかける。県薬か
ら東奥日報、陸奥新報等には情報を流していただくよ

うにお願いしている。工藤(和)幹事からアップルウェ
ーブにも依頼する。 
・次回委員会は10/30に開催。 
(8)その他委員会報告 

[親睦委員会] 
・新年会は1/17で計画する。 
・アップルマラソンに参加。薬剤師会と気づいて下さ

った方も居た。 
	 [在宅委員会] 
・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た。調剤センター3
名、クオール薬局1名、齋藤幹事、相馬幹事が出席し
た。ソーシャルワーカー、ケアマネジャー、医師から

いろいろな話を聞くことが出来た。 
●協議（審議）事項 
(1)新年会日程	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 親睦委員会 
・1/17	 会場：ホテルニューキャッスルを第一希望と
して計画する。研修会も開催する。 
(2)青森県薬剤師会学術大会打ち上げ	 	  

生涯学習・親睦委員会 
・一般会員が大会参加費を払った上で当日手伝ってく

れるので、弘前薬剤師会から一部助成して慰労会を計

画する。 
 
 

(3)その他 
・在宅支援サブセンター薬局に関わる研修会が11/29
に開催される。案内文をFAXする予定だったが、広
報折り込みで案内する。 
・南黒三師会のゴルフコンペがある。会公認のイベン

トではないので、確認した方がいいのではないか。来

年以降のこともあるので、今後、検討する。 
[地域保健委員会] 
・健康介護まちかど相談事業の第2回研修会を12/21	 
午前中に文化センターで開催する。 
●県薬役員会報告	 

(1)県薬理事会（9/18） 
・OTCのエパデールは大正と日水で販売予定だった
が、販売する薬局の研修等、販売にあたっての規制が

ありすぎて、日水が製造・販売を取りやめた。 
・健康拠点事業で、血糖測定を実施している県もある

が、血液を検体とすることで医師会からクレームがあ

がっている地域もある。青森県では血圧について実施

する。弘前地区で研修会に参加した薬局は71薬局で、
実際に事業に参加する薬局は61薬局。そのうち、血
圧計貸与を希望しているのは40薬局。青森県全体で
は262薬局が事業に参加している。 
・東北薬剤師連合会で、薬局での支払い時にクレジッ

トカードを使用するとカードにポイントが付与され

るのは問題ではないかと意見があった。日薬から厚労

省にポイントを付与しないように要望する。 
・適用外使用医薬品については疑義照会をしないと今

後は査定される。薬局から処方医に疑義照会が集中す

ると大変なので、そうならないように医師会と薬剤師

会で話し合って欲しい。 
・イベントで市民に尿試験紙を配布する際には、店舗

販売業許可が必要。 
(2)その他、県薬出向委員会報告 
☆地域保険委員会から 
まちかど事業（血圧）事業報告を中路教授の地元でも

ある弘前支部として、沢山の報告を期待しています。

全件で1,000～2,000件目標にしているので宜しくお
願いいたします。ニトリに血圧計を置く丁度良い台が

1,240円で売っている。 
☆薬薬連携特別推進委員会 
お薬手帳の第２版見本出来上がりました。市場には12
月より販売予定。 
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●その他報告・協議事項 
・高度医療機器研修会	 （10/４） 
講師の先生から高度管理医療機器の記録は県薬の管

理帳簿を活用すれば良いのではないか。というアドバ

イスがあった。 
・学校薬剤師制度 60 周年における学校保健功労文
部科学大臣表彰 
川村仁先生：青森市立戸山中学校 
玉懸和義先生：八戸市立長者小学校 
吉岡久美子先生：弘前市立豊田小学校 

・2014年度薬事功労者厚生労働大臣表彰 
	 	 櫻庭十三夫監査役 
 

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 》 
トリパレン1号輸液 600mL/袋 
トリパレン2号輸液 600mL/袋 
リオナ錠 250mg 
アミノトリパ1号輸液 850mL/袋 
アミノトリパ2号輸液 900mL/袋 
サムスカ錠 30mg 
カンデサルタン錠 2mg「あすか」 
カンデサルタン錠 4mg「あすか」 
カンデサルタン錠 8mg「あすか」 
カンデサルタン錠 12mg「あすか」 
 
● 国立病院機構弘前病院 
《 新規院外登録薬品 》 
ビソプロロールフマル酸塩錠	 2.5mg「サワイ」	 
ビソプロロールフマル酸塩錠	 0.625mg「サワイ」	 
	 

● 弘前市立病院 
《 新規院外登録薬品 》 
スンベプラカプセル 100mg 
ダクルインザ錠 60mg 
トレリーフ錠 25mg 
ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用）No.103 
プロトピック軟膏 0.1% 
プロトピック軟膏 0.03%小児用 
メインテート錠 0.625mg 

開局委員会  
新年会及び研修会のご案内 
日時：平成27年1月17日(土) 
場所：ホテルニューキャッスル弘前 
【研修会】内容未定 
【新年会】研修会終了後に開始予定 
 
 
生涯学習委員会 
CRESTOR Symposium 2014 
これからの糖尿病合併脂質異常症を考える(案)	 

日時：2014年11月14日(金)	 19:00～20:30 
場所：ホテルニューキャッスル	 本館3F「松の間」 

弘前市上鞘師町24-1	 TEL:0172-36-1211 
【Short Lecture】 
「LDL-C低下療法の先にある心血管イベントの残

存リスク(仮)」 
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 
【Special Lecture】 
「男性2型糖尿病患者におけるアンドロゲンの重要
性」 
京都府立医科大学大学院	 医学研究科	  
内分泌・代謝内科学	 准教授	 	 福井	 道明	 先生 
JPALS研修会コード：02-2014-0027-100 
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(予定)	 

	 	 	 青森県薬剤師会弘前支部	 

 
 
地域保健委員会 
H26年度健康介護まちかど相談薬局後期
研修会のご案内 
日時：平成26年12月21日(日)	 10:00～12:30 
場所：弘前文化センター	 中会議室 
今年度は前期・後期ともに受講して、まちかど相談

薬局研修終了となりますので、ご了承願います。 
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親睦委員会 
弘前薬剤師会非公認キャラクター	 

やぎはっしーの目撃報告	 

報告者：齋藤武	 

10月5日弘前市で開催された「第12回弘前・白神
アップルマラソン」で弘前薬剤師会非公認キャラク

ターの「やぎはっしー」を目撃しました。非公認な

がら「弘前薬剤師会」のたすきをかけて、危険ドラ

ッグの使用禁止をアピールしながら走っていました。

沿道の観客や走っている子供たちには「ふなっしー」

と勘違いされていたようですが、地域へのアピール

にはなったようです。アップルマラソンホームペー

ジの写真特集の 3ｋｍで何枚か写っていますのでご
覧ください。	 

	 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

編集者：佐々 木	 直実 


