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弘前薬剤師会広報

 
支部通信 

4/13  三役会議	 	 	 	 	 	 マエダ調剤薬局中央店 
4/15	 社会保険医療担当者指導打合せ会	 県薬会館 
4/17	 平成 27 年度弘前市国民健康保険運営協議会	 	 	 	 	 

弘前市役所 
4/18	 県薬役員会	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 県薬会館 
4/21	 支部役員会	 	 	 	 弘前市総合学習センター 
4/22	 地域保健委員会	 	 さいとう調剤薬局本町店 
4/30	 監査会	 	 	 	 	 	 	 	 	 弘前市薬剤師薬局 
4/30	 在宅医療推進委員会 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 さいとう調剤薬局本町店 
 

役員会だより  
第 1回役員幹事会 

日	 時：平成27年4月21日（火）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、磯木、津川各副会長、八木橋専

務、奈良、佐々木(克)、田澤、佐々木(直)、加藤、小
笠原、齋藤（武）、工藤(明)、上田、吉岡、小林各幹
事、齋藤、櫻庭各監査役 
●報告事項 
(1)ダメ・ゼッタイ薬物乱用防止	 	 	 地域保健委員会 
・昨年と同様に実施予定だが具体的な日程は未定。主

幹は今年から薬剤師会になる。 
(2)第29回「市民の健康まつり」打ち合わせ会	 （4/20） 
・例年医師会主幹で実施している講演会は、今年は歯

科医師会主幹で実施する。 
(3)第5回地域保健委員会	 （3/27）	 地域保健委員会 
・ダメ・ゼッタイ事業は学薬主体で行うように調整中。

地域保健委員会はサポート役に。 
・子供用白衣は購入済みで、事務局に保管してある。 
(4)弘前薬剤師会ＨＰ特別委員会（新設）	 （4/6）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

加藤委員長 
・新しく新設された特別委員会として委員長は加藤幹

事が選任された。 
・現在掲載している各委員会について、試験的に

Facebookページを使用してみる。薬局地図も作業中。

これらが問題なければ他の分野についても移行をす

る。 
(5)三役幹事会	 （4/13） 
・協議（審議）事項	 (2)弘前薬剤師会事務局員出向
を参照 
(6)平成26年度FAX事業収支報告	 	 	 総務委員会 
・平成25年度は約90万円の粗利が生じたので税金を
支払った。平成26年度は、弘前大学病院に新しいFAX
機を導入、担当者を増員、国立病院等はFAX枚数減
少という理由から115,144円の収支差額となった。 
・国立病院で使用しているFAX機にトラブルが発生
するので、機械の入れ替えが必要と思われる。入れ替

えた場合はリース料が増えることになる。 
(7)石舘守三杯ゴルフコンペ	 (9/6)  親睦委員会 
・びわの平ゴルフ倶楽部で開催。8月28日（金）申
込み締切り。 
(8)その他委員会報告 
[組織図] 
・HP特別委員会が設立されたので、追加した組織図
を次回広報に掲載する。 
[開局委員会] 
・委員長が辞任したので、磯木副会長に代行して貰う。 
●協議（審議）事項 
(1)第38回薬剤師生涯セミナー	 （5/19） 
薬薬連携研修会「乳がんの薬物療法」生涯学習委員会 
・共催のエーザイ㈱が講師謝礼を負担。会場は弘前大

学なので会場費も不要。 
・参加申込みと質問のFAXは事務局へ送信して貰い、
佐々木(克)幹事が取り纏める。 
・会員への案内は、FAXか広報折込みにするか、エ
ーザイ㈱と大学病院の照井先生と相談して決める。 
(2)弘前薬剤師会事務局員出向	 	 	 	  	 	 前田会長 
※派遣人数変更 
・3月まで㈱弘前市薬剤師薬局から3名の事務員を派 
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遣して貰い、弘前薬剤師会事務局の仕事をしてもらっ 
ていたが、㈱弘前市薬剤師薬局の業務と弘前薬剤師会 
事務局の業務を行う時間の区別がはっきりしていな 
かった。今後は1名だけ弘前薬剤師会事務局専任とし 
て出向して貰い、弘前薬剤師会事務局の業務を行う。 
・派遣料その他は今後相談して決めるが、FAX事業
に従事している方の取り纏めをしており、出向料は

FAX事業特別会計から捻出する予定。 
※電話転送 
事務員が休みの場合は、電話を前田会長か八木橋専

務に転送する。 
・国立FAXコーナーの機械が老朽化のため、年度内
に新機導入する予定もしているので派遣料と合わせ

予測すると、現行のFAX送信料1枚70円を値上げ
する必要性がある。時期が来たらば前田会長が各薬局

への案内する予定。 
(3)疑義照会増加懸念に対する医師会への文章例につ
いて	 	                        	 社会保険委員会 
・医師会事務局に文章例をお渡ししたが、疑義照会の

例がわかりにくいと指摘があった。磯木副会長が中心

となって、医師に確認しつつ文章を作成する。 
●県薬役員会報告 
(1)県薬理事会（3/28	 4/18） 
・薬局・薬剤師を活用した健康情報拠点推進事業につ

いては、データが物足りない結果に終わった。血圧測

定事業等については継続して行う予定。 
・ジェネリック推進事業のカードがシールに変更とな

り保険証に貼ることが出来る。おくすり手帳に貼るシ

ールも検討中。 
・全国的薬歴未記入問題についての研修会を各地で実

施予定。 
・実務実習特別委員会で、指導薬剤師更新研修をDVD
で実施予定。 
(2)その他、県薬出向委員会報告 
・県主催の研修会会費は2,000円になる。 
 
●その他報告・協議事項 
[地域ケア会議] 
・今年も地域ケア会議が7つの地域包括支援センター
毎に開催される。出席者を5月10日までに人選する。 
 
 

事務局よりお知らせ  
弘前薬剤師会の事務局員変更に伴いまして不在にな

る日もあり、会員変更その他の業務におきましてご

迷惑おかけする場合が予想されます。つきましては、

会員、薬局の皆様にお願いがございます。 
事務局にて会計が発生する業務につきましては、来

訪前にお電話頂きます様お願い申し上げます。電話、

FAXは従来通りですので必要ございません。何卒ご
理解の上ご協力くださいます様お願い申し上げます。 
お問い合わせ先	 TEL0172-35-2811	 八木橋まで 
 

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 》 
コタロー九味檳榔湯エキス細粒 
● 国立病院機構弘前病院 
《 新規院外登録薬品 》 
亜鉛華デンプン「ニッコー」 
● 弘前市立病院 
《 新規院外登録薬品 》 
アプルウェイ錠 20mg 
エピペン注射液 0.3mg 
エルカルチンFF錠 100mg 
カリセラム‐Na末 
クレナフィン爪外用液 10% 
ケトプロフェンテープ 40mg｢BMD｣ 
トレリーフOD錠 25mg 
ピアーレシロップ 65% 
リノコートパウダースプレー鼻用 25µg 
 
生涯学習委員会 
第 38回薬剤師生涯セミナー薬薬連携研修会 
日時：2015年5月19日(火)	 18:50～20:30 
場所：弘前大学医学部附属病院	 臨床小講義室 
	 	 	 	 弘前市本町53	 TEL:0172-33-5111(代表) 
[製品紹介]	 18:50～19:00 
「再発乳癌治療薬ハラヴェンの最新情報と新規抗癌

剤レンビマについて」	 	 	 	 エーザイ株式会社 
【特別講演】19:00～20:00 
「乳がんの薬物療法(仮)」 
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弘前大学医学部附属病院 
消化器・乳腺・甲状腺外科	 	 	 西村	 顕正	 先生 
[乳がんの質問コーナー]	 20:00～20:30 
参加される方は「施設名、氏名」を弘前薬剤師会事

務局(FAX：0172-32-9199)へ5月12日までにFAX
して下さい。 
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：02-2015-0020-101 
共催：青森県薬剤師会弘前支部 
	 	 	 青森県病院薬剤師会弘前地区研修会 
	 	 	 エーザイ株式会社 
 
フォシーガ発売 1周年記念講演会 in弘前 
～新規糖尿病治療 SGLT2阻害薬への期待～ 
日時：2015年5月29日(金)	 18:45～20:30 
場所：ホテルニューキャッスル弘前	 3階 
[製品紹介]	 18:45～19:00 
「選択的 SGLT2 阻害薬	 フォシーガ錠 5mg・
10mg」	 	 小野薬品工業株式会社 
【基調講演】19:00～19:30 
「SGLT2阻害薬フォシーガの臨床成績(仮)」 
	 	 	 今村クリニック	 	 院長	 今村	 憲市	 先生 
【特別講演】19:30～20:30 
「糖尿病診療の新展開(仮)」 
	 	 済生会京都府病院	 	 院長	 中村	 直登	 先生 
JPALS研修会コード：02-2015-0002-100 
共催：小野薬品工業株式会社 
	 	 	 アストラゼネカ株式会社 
後援：弘前市医師会(仮) 
	 	 	 青森県薬剤師会弘前支部 
 
アサコール錠発売 5周年記念学術講演会 
日時：2015年6月17日(水)	 18:50～20:00 
場所：ホテルニューキャッスル	 麗峰の間	 3階 
	 	 	 	 弘前市上鞘師町24-1	 TEL:0172-36-1211 
[製品紹介]	 18:50～ 
	 潰瘍性大腸炎治療剤「アサコール錠 400mg」	 	 
ゼリア新薬工業株式会社 
【特別講演】19:00～20:00 
「粘膜治癒を目指した潰瘍性大腸炎の治療～粘膜治

癒におけるアサコールの役割～」 
	 	 	 	 島根大学医学部	 内科学講座第二 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 准教授	 石原	 俊治	 先生 
JPALS研修会コード：02-2015-0001-100 
主催：ゼリア新薬工業株式会社 
	 	 	 協和発酵キリン株式会社 
後援：弘前市医師会 
	 	 	 青森県薬剤師会弘前支部 
 
新入会員 

 

 
 

フジマキ	 ダイスケ 
藤巻	 大輔	 	  

中央調剤薬局	 住吉町支店	 	 	  
勤務 

 

	  
アベ	 ユズル 
阿部	 譲	 	 	 	 	 	  

さいとう調剤薬局	 本町店	 	 	 	 	  
勤務 

 
弘前薬剤師会HP特別委員会からお知らせ 

加藤	 傑 
生涯学習委員会では、弘前周辺における研修会情報

を発信する場として、試験的にFacebookページを
運用することに致しました。URLは以下の通りで

す。 
www.facebook.com/hiroyakukensyuu 

このページは、Facebookを利用していない方でも
閲覧することができますので、是非ご覧になってく

ださい。また、研修会のお知らせが目的ですので、

このページで「研修会イベントに参加表明」イコー

ル「参加申込」とは成りませんので、ご留意下さい。 
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編集者：加藤	 傑 


