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弘前薬剤師会広報

	 

支部通信 
3/1	 青森県薬剤師会弘前支部・秋田県薬剤師会秋田

中央支部合同研修会	 	 	 弘前文化センター 
3/4  県薬三役会議	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 県薬会館 
3/17 県薬四役会議	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 県薬会館 
3/19弘前市たばこの健康被害防止対策に関する 
市民団体との意見交換会	 弘前総合保健センター 

3/23	 支部役員会	 	 	 	 	 	 弘前市学習センター 
3/24	 弘前地区 在宅医療で必要とされる衛生材料 
      及び医療材料についての事前調査会  

	 	 	 	 	 	 	 	 	  医師会館 
3/27	 地域保健委員会	 	 さいとう調剤薬局本町店 
3/28	 県薬役員会	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 県薬会館 
 

役員会だより  
第 13回役員幹事会 

日	 時：平成27年3月23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、白滝副会長、八木橋専務、奈良、

田澤、佐々木(直)、加藤、相馬、齋藤、 
大川、工藤(明)、吉岡、小林各幹事 

●報告事項 
(1)生涯学習委員会 
・第36回薬剤師生涯セミナー（3/11） 
武田薬品工業共催セミナー、参加人数64名 
腎臓機能が低下した患者への投薬など薬剤師視点の

内容であり、非常に良い内容だった。 
・第37回薬剤師生涯セミナー	 （3/20） 
エーザイ株式会社共催セミナー 
参加人数76名 
薬事法改正や調剤過誤時の法的責任など普段聞く機

会の無い内容で良かった。 
(2)会費未納入	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 総務委員会 
47名が未納だったが、前回の広報に納入金額を記入
した振込み用紙を同封したところ、15名（内2年未
納7名、3年未納2名）から納入があった。 
残りの方には再度電話にて納入をお願いする。 

(3)その他委員会報告 
	 [地域保険委員会] 
・地域保険委員会にサカエ薬局の星先生が加入される。 
・「ダメ。ゼッタイ。」は今年から薬剤師会が主幹と

なる。県から通達が来たら、参加される各他団体への

連絡が必要。学校薬剤師会との連携し実施予定。 
	 [生涯学習委員会] 
・次回の県薬学術大会は11/1（日）に八戸で開催され
る。 
・弘大の照井先生より薬薬連携委員会との共催で、研

修会を5月頃開催したいと相談があり現在計画進行中。 
●協議（審議）事項 
(1)弘前薬剤師会麻雀大会決算（1/17）	 親睦委員会 
・経費については参加費＋500円で賄え、支部からの
補助なし。 
(2)弘前支部・秋田中央支部合同研修会決算（3/1）	  
在宅医療委員会 
・会場費は秋田中央支部が負担したので、会費で全て

賄えた。前回の役員会で承認されたプロッキーも購入

した。 
(3)平成27年度県薬予算	 	 	 	 	 	 	 	 	 前田会長 
・弘前支部の予算として140万円程度（そのうち研修
費が42万6,000円）が認められた。 
広報作成代及び郵送料は認められたが、三師会、支部

HP、サイボウズ liveは認められなかった。 
(4)薬剤師員数点検	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 前田会長	 
・県からの文書に前田会長名付き鏡案内文を作成し各

薬局へ連絡する。	 

(5)黒石病院ＦＡＸコーナー運営 
・他病院からは、FAXコーナーが稼動していない時
間帯に外来診療があっても対応した経緯はなく、今回

は稼動せずに状況を確認する。今後の状況によっては

再度稼動について検討する。八木橋専務が黒病神先生

に連絡する。 
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(6)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 

・たたき台の文章を確認し、意見があれば3月中に
MLで連絡する。 
(7)その他 
・支部HP 
現在は、磯木先生個人で回線を所有しており管理も

全て磯木先生が行っている。今後は委員会等複数が

更新等の作業を出来るようにした方がいいのではな

いか。広報委員会を中心とした特別委員会を立ち上

げ、HP運営について検討する。 
・夜間電話相談事業当番表案（4月・5月）をFAXす
る。 
●県薬報告	 

県薬理事会（3/28）予定	  
 
 

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 》 
パリエット錠 5mg 
ジャディアンス錠 10mg 
ジャディアンス錠 25mg 
タケキャブ錠 10mg 
タケキャブ錠 20mg 
ワーファリン顆粒 0.2% 
クラシエ五苓散料エキス錠 
トレリーフOD錠 25mg 
 
● 国立病院機構弘前病院 
《 新規院外登録薬品 》 
採用なし。 
 
 
 
 
 
 
 

● 弘前市立病院 
《 新規院外登録薬品 》 
アムロジピンOD錠 2.5mg「ケミファ」 
イルトラ配合錠LD 
インドメタシンパップ 70mg「日医工」 
エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg「NikP」 
エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg「NikP」 
カルボシステイン錠 250mg「サワイ」 
クエン酸第一鉄Na錠 50mg「サワイ」 
シロスタゾールOD錠 50mg「ケミファ」 
スクラルファート内用液 10%「タイヨー」 
スクラルファート顆粒90%「日医工」 
セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg｢日医工｣ 
ゾルピデム酒石酸塩OD錠 5mg「サワイ」 
タケキャブ錠 10mg 
タケキャブ錠 20mg 
チザニジン錠 1mg「日医工」 
テオフィリン徐放錠 100mg「日医工」 
トレシーバ注ペンフィル 
ノボラピッド注ペンフィル 
バレリンシロップ 5% 
パリエット錠 5mg 
ピコスルファートNa内用液 0.75％「CHOS」 
ビ・シフロール錠 0.125ｍｇ 
フェキソフェナジン塩酸塩OD錠 60mg｢サワイ｣ 
プログラフカプセル 0.5mg 
ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「日医工」 
ベルソムラ錠 15mg 
ベルソムラ錠 20mg 
モサプリドクエン酸塩錠 5mg「DSEP」 
ラベプラゾールNa錠 10mgファイザー」 
ランソプラゾールOD錠 15mg「サワイ」 
ランソプラゾールOD錠 30mg「サワイ」 
レバミピド錠 100mg「日医工」 
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生涯学習委員会 
糖尿病性腎症治療研究会	 

日時：2015年4月14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 
「ジャヌビア錠	 最近の話題」	 	 MSD株式会社 
【講演１】19:00～19:45 
「糖尿病性腎症2期の観察研究 

～いかに寛解へ導くか～」 
弘前大学大学院医学研究科	 地域医療学講座准教授 
弘前大学医学部附属病院	 腎臓内科 

	 	 中村	 典雄	 先生 
【講演２】19:45～20:30 
「糖尿病性腎症の治療戦略」 
	 	 	 	 滋賀医科大学	 糖尿病・腎臓・神経内科 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 学内講師	 荒木	 信一	 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：02-2015-0005-101 
共催：糖尿病性腎症治療研究会 
	 	 	 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 
 

SGLT2治療 Forum in 弘前 
～SGLT2阻害薬の適正使用を考える～ 
日時：2015年4月17日(金)	 18:45～ 
場所：ホテルナクアシティ弘前	 3階	 サファイア 
	 	 	 	  [製品紹介] 
「スーグラ錠最新の話題」アステラス製薬株式会社 
《第一部	 一般講演》19:00～19:45 
【講演１】 
「SGLT2阻害薬の有効性と安全性 
～イプラグリフロジン投与例の 

体組成の検討から～」 
弘前大学大学院医学研究科	 内分泌代謝内科学講座	 	 

助教	 松橋	 有紀	 先生 
【講演２】 
「SGLT2阻害薬の使用経験(仮)」 
	 	 	 駅前クリニック	 	 院長	 對馬	 史博	 先生 
【講演３】 
「当院におけるスーグラの使用経験(仮)」 

	 	 黒石市国民健康保険	 黒石病院 
	 	 	 糖尿病・内分泌内科部長	 上原	 修	 先生 
《第二部》19:45～20:45 
【特別講演】 
「糖尿病治療の新たなる展開 
	 	 ～SGLT2阻害薬、DPP4阻害薬を 

いかに使いこなすか～」 
東京慈恵会医科大学附属第三病院 
糖尿病・代謝・内分泌内科 

診療部長	 森	 豊	 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：02-2015-0002-101 
共催：アステラス製薬株式会社	 MSD株式会社 
後援：青森糖尿病療養指導研究会 
	 	 	 弘前市医師会	  

青森県薬剤師会弘前支部 
ニュープロ発売 2 周年記念講演会 in 弘
前 
日時：平成27年5月8日(金)	 18:45～20:40 
場所：ホテルニューキャッスル3階「麗峰	 東の間」 
[情報提供]	 18:45～19:00 
「ニュープロパッチ」大塚製薬株式会社	 仙台支店	 

	 	 仙台医薬学術・応用開発課	 大藤	 徳雄	 

【特別講演１】19:00～19:40 
「パーキンソン病治療の新たな展開」 
	 岩手医科大学	 内科学講座 
	 神経内科・老年科	 	 講師	 大塚	 千久美	 先生 
【特別講演２】19:40～20:40 
「レストレスレッグス症候群の最新の診断と治療」 
	 	 	 	 獨協医科大学	 神経内科 

	 	 主任教授	 平田	 幸一	 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：02-2015-0001-101 
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 
 
第 8回もの忘れフォーラム in 弘前 
テーマ『認知症の予防とケアの秘訣』 
日時：2015年5月10日(日)	 14:00～16:30 
場所：弘前文化センター	 大ホール 
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【寸劇】14:05～14:35 
	 座長：十和田市立中央病院	 メンタルヘルス科	 	 

診療部長	 竹内	 淳子	 先生 
『笑って！学んで！認知症を理解しよう 
～認知症の症状とその対応～	 寸劇「姑vs嫁	  
～絶対お前が盗ったんだ！～」』	 じゅんちゃん一座 
【特別講演】14:35～15:30 
「認知症予防の秘訣と地域包括ケア」 
群馬大学大学院保健学研究科 
リハビリテーション学講座 教授 山口	 晴保	 先生 
【パネルディスカッション】15:40～16:30 
	 司会：弘前愛成会病院 院長	 田崎	 博一	 先生 
弘前大学大学院医学研究科	 脳神経内科学講座 

	 	 准教授	 瓦林	 毅	 先生 
《パネリスト》 
十和田市立中央病院	 メンタルヘルス科 

	 	 診療部長	 竹内	 淳子	 先生 
群馬大学大学院保健学研究科 
リハビリテーション学講座 教授 山口	 晴保	 先生 
青森大学薬学部	 	 	 	 	 教授	 大上	 哲也	 先生 
弘前大学医学部附属病院	 神経内科	 言語聴覚士 

中畑	 直子	 様 
認知症の人と家族の会	 	 	 	 	 石戸	 育子	 様 
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：02-2015-0003-101 
主催：エーザイ株式会社 
後援：青森県薬剤師会弘前支部 
 
 
新入会員 

 
チトセ	 サカエ 

千年	 榮 
ミツワ薬局代官町 

管理 
 
 
 

 
在宅医療委員会 

青森県薬剤師会弘前支部・ 
秋田県薬剤師会秋田中央支部 

合同研修会報告 
報告者：齋藤武 

3月1日に秋田県薬剤師会秋田中央支部と弘前支部
で合同研修会を開催しました。 
まずは各地域の取り組みとして弘前の藤代薬局の

相馬先生から在宅症例や地域ケア会議、医師会の設

立したそよかぜについて紹介があり、次に秋田の京

野先生より秋田大学病院で行われている多職種研修

会の紹介がありました。 
次に秋田から呈示された認知症ケースにおける検

討課題についてスモールグループディスカッション

を行い午前は終了。 
午後は各々の地域でどのような活動を行って行け

ば在宅が進んで行くのかをワールドカフェ形式で話

し合い、自分で感じた事、明日から出来そうな事を

「振り返りシート」に記載して終了となりました。 
秋田市と弘前市の在宅の現状は、がんばっている

薬局はあるが「地域全体で取り組んでいる」という

ところまではいっていないようです。在宅委員会と

しても今回のような研修会の開催を増やす事で、在

宅をやらなくてはいけないが踏み出せないと感じて

いる会員薬局への後押しになれば良いかなと思って

います。 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

 
編集者：佐々 木	 直実 


