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弘前薬剤師会広報

年 頭 所 感 
弘前薬剤師会 

会長	 前田	 淳彦 
 
明けましておめでとうございます。会員の皆様は、

輝かしい新年をお迎えのことと思います。昨年は、

調剤報酬改定があり、また、消費税が 8%になった
事もあり、調剤、小売りとも大変な一年だったかと

思います。そして、アベノミクスの効果が感じられ

ないまま過ぎたという思いでありました。会員の皆

様には、県薬学術大会が弘前で開催されました時に

は大変なご協力を頂きましてありがとうございまし

た。青森県薬剤師会は、県内に 4支部、2地薬の組
織で構成されていますが、弘前支部は若い力と熟年

の支えで活動していると高い評価を受けております。

今年もまた一年宜しくお願いいたします。 
さて、昨年、デッドストックによる期限切れを無

くするために、デッドストック交換のために情報を

共有するシステムの構築に取りかかってきましたが、

あと一歩のところまで来ております。コンセプトは、

「使いやすい、お金をかけない、タイムリー」で取

りかかって来ましたので時間がかかっております。

もう少しで会員の皆様にお届けできます。 
また、今年は在宅医療がさらに加速して行きます。

まだ、実感として感じていない方が多いかと思いま

すが、弘前市医師会は、昨年、在宅支援センター「そ

よかぜ」を開設しました。いつでも、在宅の依頼を

受け入れられますよう準備をお願いいたします。ま

た、弘前市医師会と弘前薬剤師会との共同での吸入

指導医薬連携は青森県全県での活動に広がっており

ます。発祥の地、弘前での活動ですので、ひき続き、

吸入指導医薬連携をお願いいたします。 
おわりに、会員の皆様には、「何よりも患者様のた

めに」をスローガンに今年一年宜しくお願いいたし

ます。また、今年も本会へのご協力宜しくお願いい

たします。 
	 

	 

支部通信 
 

12/4	 平成26年度津軽地域新型インフルエンザ 
対策協議会	 	 	 	 	 	 	 	 弘前市医師会館 

12/4	 実務実習委員会 
みんゆう調剤薬局アルカディア店 

12/5	 地域保健委員会	 	 	 	 	 	 	 	 八木橋薬局 
12/8	 平成 26年度第 3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 
12/18	 第9回親睦委員会 さいとう調剤薬局本町店 
12/20	 県薬理事会	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 県薬会館 
12/21	 健康介護まちかど相談薬局研修会 

弘前文化センター 
12/22	 支部役員会	 	 	 弘前市総合学習センター 
 
 

役員会だより  
 

第 10回役員幹事会 
日時：平成26年12月22日（月）19：15～ 	 

場	 所：弘前市総合学習センター 
出席者：津川副会長、八木橋専務、齋藤(武)、田澤、

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

●報告事項 
(1) 地域保健委員会（12/5） 
・血圧測定事業実施薬局の中に準備不足の薬局が散見

されると報告が有った。 
・毎年、カルチュアロードに出店しているが、「薬と

健康の週間」と時期がずれてしまう。今後のカルチュ

アロードへの出店と「薬と健康の週間」の実施につい

て検討する。 
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(2) 多職種連携研修会（11/21）	 	 参加：135名 
(3) 第3回在宅医療推進委員会（11/20） 
地域ケア会議が来年度から月1回の開催になるかもし
れない。7地域が毎月実施すると在宅委員会だけでは
人員の不足が考えられる。地域ごとに参加者の職種や

議題に違いがある。 
(4) 第33回薬剤師生涯セミナー（12/5） 
ファイザー主催（MTX適正使用講演会）	  
参加：27名 
(5) 第34回薬剤師生涯セミナー（12/11） 
味の素主催（在宅患者における栄養管理のポイント）	 

在宅医療委員会	 参加：27名 
(6) 第3回実務実習指導薬剤師特別委員会（12/4） 
・Ⅱ期の実習については問題なく終了できた。 
・委員会に参加する実務実習指導薬剤師が増えな 
い。実習生を受け入れる前提として広く参加してい

ただきたい。 
・Ⅲ期は3名の薬学実習生が来る予定。 
・指導薬剤師ワークショップが 4/12(土)開催予定。
指導薬剤師は出来れば参加して下さい。 
(7) その他委員会報告	  

[在宅医療推進委員会] 
・在宅医療支援センター薬局支援事業に関わる研修会

が11/29にヒロロで開催された。講師は健生黒石診療
所の坂戸先生、黒石薬局の木村先生が務められ、それ

ぞれ医師・薬剤師の立場から講演された。質疑応答が

あり非常に良い内容の研修会だった。 
[親睦委員会] 

・マージャン大会が2/7(土)に決まった。案内は1月広
報でお知らせする。 
＊新年会について 
・高橋専務が県薬の来賓として出席される。弘前市医

師会は田村先生、弘前歯科医師会は中村先生、南黒医

師会は阿部先生がそれぞれ出席される。 
・12/26(金)にホテルと打ち合わせ 

[社会保険委員会] 
・新年会研修会は現時点での申込みは30名程度。 
(8) その他 
・事務局での研修会の集計等にかかる手間を省くた

めに、各薬局に固有の番号をつけてシステムで管理

してはどうか。システムに 38.000-程度必要。今度
検討する。 

●県薬役員会報告	 

(1)県薬理事会（12/20） 
・青森「健やか力」検定問題のテキストが回覧された。

冬休み後に配付される。弘前支部からは磯木先生が担

当されている。 
・11/30	 慶應義塾大学で、「薬剤師の臨床判断と一
般用医薬品適正使用研修会(第3回)」が開催され、磯
木先生が出席された。 
・平成26年度日本薬剤師会東北ブロック会議(12/14
仙台市)に磯木先生が出席された。健康介護まちかど相
談事業を実施する上で、医師会との連携が非常に大事

である。 
(2)その他、県薬出向委員会報告 
☆在宅医療推進委員会 
2/15(日)10時～12時、リンクステーションホール青森
で年1回のセンター薬局研修会が開催される。150名
の参加を予定。講師は県立病院の的場先生。 
☆薬薬連携特別推進委員会 
「お薬手帳を持って来て下さい」のポスター掲示は最

終段階にある。お薬手帳の第2版が作成終了した。次
回発注からは新しい手帳になる。 
☆地域保健委員会 
12/21(日)	 弘前文化センターで健康介護まちかど相
談薬局新規・フォローアップ研修会が開催され、90
名の参加があった。 
 
 

委員会だより 
 

親睦委員会 
弘前薬剤師会麻雀大会のご案内	 

日時：平成27年2月7日(土)16:00～ 
場所：平和 (弘前市大字松森町129	 TEL: 33-7718) 
懇親会：未定	 19:20~ 
会費：大会・懇親会参加	 	 	 	  5500円 
	 	 	 大会のみ参加	 	 	 	 	  	 2000円 
	 	 	 懇親会及び表彰式のみ参加 3500円 
＊参加の申し込み用紙は今月の広報に同封しており

ますので参照して下さい＊	 

●返信連絡先	 弘前市薬剤師薬局	 FAX:32-9199	 
●お問い合わせ先	 弘前市薬剤師薬局	 加藤	 

TEL: 32-9188	  
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生涯学習委員会 

腎臓病セミナー	 青森 
日時：2015年1月20日(火)	 19:00～20:15 
場所：ホテルニューキャッスル	 2階「曙」 

弘前市上鞘師町24-1	 TEL:0172-36-1211 
【講演1】19:00~ 
「CKD関連(仮)」 

弘前中央病院	 内科	 貝塚	 満明	 先生 
【講演2】19:30~ 
「糖尿病性腎症(仮)」 
弘前大学大学院医学研究科	 地域医療学講座 

	 	 	 	 	 	 	 	 准教授	 中村	 典雄	 先生 
主催：塩野義製薬株式会社	 

後援：弘前市医師会(予定)	 

	 	 	 青森県薬剤師会弘前支部	 

 
不眠症治療学術講演会 

日時：2015年2月10日(火)	 18:50～20:30 
場所：ホテルニューキャッスル	 3階「麗峰」 
【製品紹介】18:50~19:00 
「オレキシン受容体拮抗薬	 -不眠症治療薬- 
ベルソムラ錠」	 	 	 	 	 MSD株式会社 

弘前中央病院	 内科	 貝塚	 満明	 先生 
【基調講演】19:00~19:30 
「心療内科における不眠症治療について(仮)」 
弘前大学医学部附属病院	  
消化器内科・血液内科・膠原病内科 

	 	 	 	 	 	 	 	 講師	 佐藤	 研	 先生 
【特別講演】19:30~20:30 
「不眠症治療について」 
浜松医科大学	 精神医学講座 

准教授	 鈴木	 勝昭	 先生 
主催：MSD株式会社	 
後援：弘前市医師会(予定)	 

	 	 	 南黒医師会(予定)	 

	 	 	 西北五医師会(予定)	 

	 	 	 青森県薬剤師会弘前支部	 

 
 
 
 

 
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 》 
アレジオン点眼液 0.05% 
タプコム配合点眼液 
グラナテック点眼液 0.4% 
フルティフォーム 50エアゾール 120吸入用 
フルティフォーム 125エアゾール 120吸入用 
トラマールOD錠 25mg 
トラマールOD錠 50mg 
リクシアナ錠 60mg 
スタレボ配合錠 L50 
スタレボ配合錠 L100 
レルベア 100エリプタ 30吸入用 
レルベア 200エリプタ 30吸入用 
シダトレン スギ花粉舌下液 200JAU/mLボトル 
シダトレン スギ花粉舌下液 2000JAU/mLボトル 
シダトレン スギ花粉舌下液 2000JAU/mLパック 
ベルソムラ錠 15mg 
ベルソムラ錠 20mg 
 
● 国立病院機構弘前病院 
《 新規院外登録薬品 》 
レスピア静注・経口液60mg	 
	 

● 弘前市立病院 
《 新規院外登録薬品 》 
アテディオ配合錠 
グラナテック点眼液 0.4% 
タプコム配合点眼液 
タペンタ錠 25mg 
タペンタ錠 50mg 
タペンタ錠 100mg 
 
 
 
 
 

編集者：奈良	 卓、佐々 木	 直実 


