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弘前薬剤師会広報

	 

支部通信 
 

2/3	  平成26年度弘前市地域包括支援センター支 
援連絡会議  	 	 	 	 	 	 	 	   弘前市役所 

2/4	  平成 26年度第 3回ひろさき健幸いきいきプ
ロジェクトチーム会議	 	 	   弘前市民会館 

2/7	  弘前薬剤師会麻雀大会	 	 	 	 	 	 	 	 平和 
2/14	 県薬役員会	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 県薬会館 
2/17	 支部役員会	 	 	 	 弘前市総合学習センター 
2/19	 弘前市立病院の運営状況に関する勉強会 
      平成27年度第1回弘前市立病院運営審議会 

弘前市立病院 
2/26	 平成26年度津軽地域保健医療推進協議会 

ラグリー 
2/28	 秋田中央支部・弘前支部合同研修会 懇親会 

けん太旬彩館 
 
 

役員会だより  
 

第 12回役員幹事会 
日時：平成27年2月17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、白滝、鈴木、津川、 
坂本各副会長、八木橋専務、奈良、佐々木(克)、 
田澤、佐々木(直)、加藤、相馬、齋藤、工藤(明)、 
上田、吉岡、小林各幹事 
●報告事項 
(1)第36回薬剤師生涯セミナー(3/11)生涯学習委員会 
(2)第37回薬剤師生涯セミナー(3/20) 
・どちらも日本薬剤師研修センター集合研修1単位を
申請する。 
・武田薬品工業共催セミナーは(第36回)、全薬局への
案内状FAXの要望があり。今後、メーカーからFAX
の要望があった場合には1件につき5,000円とする。 
(3)平成26年「市民の健康まつり」反省会（1/26） 
・出席者：前田会長 

・来場者へのアンケートで、「例年は様々な検査があ

ったが、今回はあまり実施されていなかった。次回

はまた検査を実施して欲しい。」という声があった。 
・ポスター、俳句を小学生から募集して、優秀作に

は賞をつけ図書券をあげている。費用は医師会、歯

科医師会、薬剤師会で負担。 
・子供用の白衣があれば盛り上がると思われるので、

購入する。 
・今年は平成27年7月11・12日開催予定。 
(4)弘前薬剤師会麻雀大会（2/7）	 親睦委員会 
・優勝：木村先生（5年連続）、2位：加藤幹事、 

3位：八木橋専務。 
・歯科医師3名参加。 
・経費は参加費充当、会からの持ち出し無し。 
●協議（審議）事項 
(1)弘前薬剤師会新年会決算書（1/17）親睦委員会 
・提出された決算書を承認。	 	  
(2)三師会麻雀大会	 	 	 	 	 	 	 	 	 親睦委員会 
・医師会、歯科医師会それぞれの麻雀大会が無くな

ったため、三師会麻雀大会の要望がある。医師会の

事務局と三師会で開催するか、三師会行事にするか

も含めて相談する。もし開催するとすれば、学会等

の日程も考えて6～7月が良いのではないか。 
(3)石館守三杯ゴルフコンペ日程	 	 	 親睦委員会 
・今年は弘前支部が幹事支部となり開催日程案とし

て9月6日とする。 
・三師会のゴルフコンペが9/13を予定している。 
(4)弘前支部・秋田中央支部合同研修会（3/1） 

在宅委員会 
・10 時から相馬幹事が弘前の在宅状況を、その後、
秋田中央支部の先生が秋田の在宅状況を話し、午前

中はその事例についてディスカッションする。午後

はワールドカフェ形式で在宅が進んでいるかどうか

の話し合いを行う。 
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・ディスカッションの際に下写りがあまりしないマ

ジックを使用する。今後、同様なディスカッション

の機会が増えると考えられるので、若干多めに購入

する。 
(5) 会費未納入 
・今年度は、振込み用紙の送付と会費納入お願い文

書のタイミングがずれてしまったためか、例年より

多くの未納者が出た。振込み用紙を紛失すると振込

み先も不明になってしまい振り込めていない会員も

いると思われる。過年度（24 年度・25 年度）も含
め未納者には振込み用紙を個別に作成し、納入のお

願い文書と一緒に広報に同封する。 
・郵便振込みはなかなか都合がつかないという意見

もあり、今後は郵便振込みだけでなく、総会、研修

会等で受付できないか検討する。 
(6) kintone（キントーン）	 	 	 	 	 	 加藤幹事 
・kintoneでのMLやサイボウズLiveとの違いはデ
ータベースを作成出来ることである。2 アカウント
（1つはデータ追加用でもう 1つは閲覧用）を取得
して活用すれば、業務効率化が図れるのではないか。 
・必要なデータベースについて具体的な例を挙げ、

それを作成・利用するにはkintoneが最適なツール
であるか検討していく。 
(7) 疑義照会増加懸念に対する医師会への文章例 

社会保険委員会 
・県薬で作成した文章を元に、医師会事務局長と相

談する。 
・医師会会員の先生へのお願いについては、薬剤師

会から直接ではなく、医師会から配布して頂く方が

いいのではないか。また、医師会と薬剤師会の地域

が同じではないので、弘前市医師会だけでなく、南

黒医師会へのお願いも必要ではないか。3 月中には
実施したい。 
・病院へのお願いについては方法を検討する。 
(8) 弘薬委員及び県薬出向委員変更 
・地域保健委員会のメンバーである西北支部の星先

生、原田先生が弘前支部へ異動された。弘前支部で

も地域保健委員会に参加してもらう。 
・他委員会でも県薬出向委員に変更があった場合は

県薬総会までに前田会長に連絡する。 
 
 

●県薬役員会報告	 

(1)県薬理事会（2/14） 
・お薬手帳のポスターを今年度中に配布予定。 
・在宅において、連携が必要である。同一グループで

の囲いこみには指導が入るようになるのではないか。 
・日薬HPで、危険ドラッグの啓発について掲載して
いる。 
(2)その他、県薬出向委員会報告 
☆在宅医療推進委員会 
県で3月中に薬局における麻薬の在庫調査を実施する。
併せて在宅の届出状況や、衛生材料の在庫調査も実施。

他に情報公開の可否という項目があり、非公開にする

と基準調剤加算との整合性が取れない。 
衛生材料のシステム構築にあたって、地域の衛生材料

のニーズを確認して欲しいと依頼があり。訪問看護ス

テーションや薬剤師会で早急に確認して欲しい。そよ

かぜと相談して進める。 
☆実務実習委員会 
4/12（日）県民福祉プラザで実務実習薬剤師の研修会
を実施する。指導薬剤師を取得されている先生には出

来るだけ参加して欲しい。 
☆生涯学習委員会 
JPALSの過渡的認定でCL5にある場合、（実践記録
18本3月末）認定更新を3/2～4/30に行い、5,400円
税込（3年更新費用）でCL5を維持出来る。救済措置
は検討されていないので、認定更新を行わないと自動

的にCL4に降格になる。日本薬剤師会、日本薬学会、
日本病院薬剤師会、日本医療薬学会、日本薬剤師研修

センターの5団体が共同で、「(仮称)総合薬剤師試験」
の実施を検討しており、CL5を維持すれば受験資格が
ありCL6への昇格試験と共用する予定となっている。
日本薬剤師会としては「(仮称)総合薬剤師」を広告出
来る資格にしたいと考えている。青森県のCL5（過渡
的認定者）のうちCL6へのweb受験資格があるのは
12.5％、全国は16.4％。 
☆「健やか力」検定 
3月15日（日）10時～11時	 会場はアラスカとアス
パム（会場追加） 
当初の受検者数を100名と見越していたが、既に170
名の応募がある。 
テキストはあおもり「健やか力」検定事務局へ連絡す

れば入手可能。青森県庁HPからダウンロード可能。 
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★★お知らせ★★ 

●薬局カード（有料）についてお知らせ 
患者様が持参されるカードの劣化により、FAX機
器のトラブルが起こる事がございます。今一度患者

様の薬局カードをご確認していただき、劣化が見ら

れる場合はご対応下さいますようお願い申し上げま

す。 
現在、薬局カード（有料）はプラスチックカード

だけ販売しています。（デザインが2種類あります） 
50枚単位で2500円（税別）、購入につきまして
は以前と同様に東邦薬品へお問い合わせ下さい。 

 
※患者様に、以前の紙の薬局カードからプラス

チックの薬局カードへ切り替えを勧めるようお

願いいたします。 
紙のカードも、別の機械でスキャンして使用するこ

とは可能ですが、FAXコーナー担当者がトイレなど
で席をはずしている際、紙のカードをプラスチック

カード専用の差込口に患者様が差し込んでしまい、

機械トラブルにつながった件が報告されています。 
 
●事務局より伝票（会斡旋)等についてお知ら
せ 
近年、新規薬局が増えており、管理薬剤師の異動

も多い時期です。弘前薬剤師会事務局におきまして

今年度も下記伝票等をご用意しておりますので、引

き続きご活用頂きますよう再度ご案内申しあげます。 
 

1.小分け伝票	 	  
2.薬局帳簿 
3.研修手帳（ホームページ参照） 
4.薬剤師ネームプレート 
 
販売・問合せ先	 	 弘前薬剤師会事務局 

TEL:0172-32-6205 
 
 
 
 
 

 
 

委員会だより 
生涯学習委員会 

弘前 Diabetes Symposium 
～DPP-4阻害薬の 5年間の臨床経験を考える

～ 
日時：2015年3月13日(金)	 18:50～20:30 
場所：ホテルニューキャッスル	 3階「麗峰」 

弘前市上鞘師町24-1	 TEL:0172-36-1211 
【製品紹介】18:50~19:00	  	 MSD株式会社 
「選択的DPP4阻害剤	 ジャヌビア錠」 
【一般講演】19:00~19:30 
「インクレチン関連薬をどう活かすか？」 
青森県立中央病院	 糖尿病センター 
	 	 	 	 	 	 	 	 センター長	 小川	 吉司	 先生 
【特別講演】19:30～20:30 
「日本の糖尿病治療～現状と課題～」	 

帝京大学医学部内科学講座	 

	 	 	 	 	 	 教授	 江藤	 一弘	 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：02-2014-0119-101 
青森糖尿病療養指導士認定更新のための研修会 
(1単位) 
主催：MSD株式会社	 
後援：弘前市医師会(仮)	 南黒医師会	 

	 	 	 西北五医師会	 	 	 青森県薬剤師会弘前支部	 

青森糖尿病療養指導研究会	 

	 

第 37回薬剤師生涯セミナー 
日時：2015年3月20日(金)	 19:00～ 
場所：弘前商工会議所	 2F	 大ホール 

弘前市上鞘師町18-1	 TEL:0172-33-4111 
【話題提供】19:00~19:10 
「三大認知症について」	 	 	 	 エーザイ株式会社 
【特別講演】19:10~20:40 
「薬事法、薬剤師法の改正の本当の意味と 

服薬指導、経過観察との関わりについて」 
中外合同法律事務所 

弁護士・薬剤師	 赤羽根	 秀宜	 先生 
参加の方は「施設名、参加人数｣をエーザイ株式会社

(FAX：017-776-4467)へFAXして下さい。 
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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：02-2014-0125-101 
共催：青森県薬剤師会弘前支部、エーザイ株式会社	 

平成 26年度青森県臨床内科医学会弘前
大会 

日時：2015年3月28日(土)	 15:30～18:50 
場所：ホテルニューキャッスル	 松の間 
【製品紹介】15:30~	 日本イーライリリー株式会社 
【シンポジウム】15:50~17:10 
「弘前の救急医療の現状と今後の展望について」 
座長：石沢内科胃腸科	 	 院長	 石澤	 誠	 先生 
消化器内科中畑クリニック	 院長	 中畑	 元	 先生	 

「アンケート報告」	 

ナルミ医院	 	 院長	 鳴海	 晃	 先生	 

「救急救命センター発足後5年の歩みと	 

今後の展望」	 

弘前大学大学院医学研究科	 救急・災害医学講座	 

准教授	 花田	 裕之	 先生	 

「弘前地域救急輪番制度の現状と課題」	 

弘前市立病院	 	 院長	 東野	 博	 先生	 

《ディスカッション》	 

【特別講演Ⅰ】17:10～	 
「死亡時画像診断(Ai)の現況」 
青森県警察医会	 	 会長	 

まちだ内科クリニック	 院長	 	 町田	 光司	 先生 
【特別講演Ⅱ】17:50～ 
「日本人2型糖尿病の病態に合わせた血糖管理」	 
横浜市立大学医学研究科	 

分子内分泌・糖尿病内科学	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 教授	 寺内	 康夫	 先生	 

日本薬剤師研修センター集合研修2単位 
JPALS研修会コード：02-2014-0120-101 
共催：青森県臨床内科医会	 

日本イーライリリー株式会社	 

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社	 

後援：日本臨床内科医会	 	 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	 
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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 》 
イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg 
レボフロキサシン粒状錠 250mg「モチダ」 
レボフロキサシン粒状錠 500mg「モチダ」 
エルカルチンFF錠 100mg 
エルカルチンFF錠 250mg 
アボネックス筋注 30μgペン 
 
● 弘前市立病院 
《 新規院外登録薬品 》 
トラマールOD錠 25mg 
トラマールOD錠 50mg 
ツムラ啓脾湯エキス顆粒（医療用）No.128 
〔東洋〕桂麻各半湯エキス細粒 
ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒（医療用）No.93 
ツムラ七物降下湯エキス顆粒（医療用）No.46 
スタレボ配合錠 L100 
 

取扱処方せん数届書 
次にあてはまる薬局は、毎年 3月 31日までに、前
年(1月 1日から 12月 31日まで)の処方せん数を届
け出てください。 
●対象となる薬局 
以下の計算で求められる前年の一日平均取扱処方せ

ん数が 40 枚を超え、また前年において業務を行っ
た期間が3か月以上の薬局 
 
●1日平均取扱処方せん数の計算方法 
1 日平均取扱処方せん数＝前年の総取扱処方せん数
(注釈1)÷前年に業務を行った日数(注釈2) 
注釈1：眼科・歯科・耳鼻咽喉科の処方せん数×2/3+
その他の診療科の処方せん数 
注釈 2：調剤の有無にかかわらず薬局として業務を
行った日数 
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●届出期間 
毎年3月31日まで 
※届書は弘前支部ホームページの会員のページ

(2013.3.15)よりダウンロードできます。 
 
 
親睦委員会 

麻雀大会報告	 

木村	 匡宏 
2/7「平和」にて弘前薬剤師会麻雀大会が行われま
した。前田会長はじめ、弘前歯科医師会からの参加

者3名を含む16名で行われました。 
	 今年も若干のルール変更があり、皆さんにわかり

やすく楽しめるようにしようという実行委員の方々

の配慮を感じました。 
	 今回は例年よりも皆さんにマークされていること

を実感し戦いにくいと感じた部分もありましたがそ

ういった部分も含めて楽しむことができました。 
最後は弘前市薬剤師薬局の K 先生と熾烈な争い
でしたが運よく勝つことができました。Y先生の役
満もとびだし、とても盛り上がった大会で私個人と

してもほどよい緊張感と達成感で満たされました。

来年以降も私の記録を阻もうと意気込んで参加して

くださる方々をがっかりさせないようにしっかり戦

おうと思っています。 
	 最後に今年も楽しい時間を作ってくださった親睦

委員の皆さん、ありがとうございました。 
 
 
 
平成27年弘前薬剤師会麻雀大会 
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平成27年弘前薬剤師会麻雀大会懇親会へ 
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