
 1 

弘前薬剤師会広報

 
支部通信 

 
5/8 	 第1回実務実習委員会	 	  

	 みんゆう薬局ｱﾙｶﾃﾞｨｱ店 
5/18	 支部役員会	 	 	 	 弘前市総合学習センター 
5/23	 県薬役員会	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 県薬会館 
5/26	 支部役員会	 	 	 	 	 	 	 	 	 弘前市民会館 
5/29	 第1回親睦委員会	 さいとう調剤薬局本町店 
 

役員会だより  
 

第 2回役員幹事会 
日	 時：平成27年5月18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、磯木副会長、奈良、田澤、加藤、

相馬、齋藤、吉岡、小林各幹事、齋藤監査役 
●報告事項 
(1) 第1回在宅医療推進委員会	 在宅医療推進委員会 
・4/30に第1回の委員会を開催した。衛生材料のアン
ケートについては準備をすすめている。県の在宅委員

会で、医療材料のシステムなどわかり次第対応する。 
・認知症サポート研修について、開催日時は今後弘前

市と調整する。 
●協議（審議）事項 
(1) 平成27年度弘前薬剤師会総会	 （6/3） 
＊総会次第・役割（案） 
議長：①中山先生②津川副会長③磯木副会長、司会：

白滝副会長、事業報告：八木橋専務、決算報告・予算

案：田澤幹事、監査報告：櫻庭監査役 
＊FAX事業の送信料値上げ 
・FAX事業開始当初から現在までの経緯と、今後の
状況を説明し、FAX送信料の値上げについて理解を
求める。 
・状況が変われば送信料の変動も起こるので、今後は

100円以内での変更であれば役員幹事会で価格を変更
する旨の了承をしていただく。 
＊一般社団法人	 弘前薬剤師会設立 

今回の総会では前田会長の今後の方針として説明す

る。 
＊総会資料 
弘前支部HPに掲載し、総会出席者には当日配布する。 
＊総会案内〆切及び段取り 
5/19に前田会長が総会案内を印刷し、さいとう調剤薬
局本町店で封筒への封入を行い、20日に発送する。 
＊総会資料ホームページ掲載段取り（期日前に掲載） 
5/25に弘前支部HPへ総会資料を掲載し、総会案内に
もその旨の一文を入れる。 
＊懇親会 
総会後の懇親会について親睦委員長に幹事をお願い

する。 
(2) 平成27年度第2回役員幹事会（臨時）会議費 
総会案件だけの為、臨時役員会として会議費を県薬に

請求せず、弘前薬剤師会が負担する。 
●その他報告・協議事項 
弘前市教育委員会より 
学校で健康診断を実施した際にトラコーマなどの指

定疾患だった場合に「準要保護児童・生徒」の医療費

について、薬局での費用も本人ではなく弘前市に請求

する。6/1～9/30の期間のみ。この内容についての案
内を各薬局にFAXする。 
 

第 3回役員幹事会 
日	 時：平成27年5月26日（火）午後7時15分 
場	 所：弘前市民会館 
出席者：磯木副会長、八木橋専務、上田、加藤、齋

藤、小笠原、佐々木（克）、佐々木（直）、田澤、工

藤、奈良、吉岡各幹事、櫻庭監査役 
●報告事項 
(1) 第29回「市民の健康まつり」打ち合わせ会（5/18） 
7月11．12日（薬剤師会のブースは11日だけ）。24,000
円の補助あり。お弁当は20個までの可能性あり。奈

一般社団法人 青森県薬剤師会 
弘前支部広報	 第２２６号 

発行日  2015年（平成27年）6月1日 
発行所（一社）青森県薬剤師会 弘前支部 

弘前市富田３丁目１４‐１ 
TEL (0172)32-6205	 FAX (0172)32-9199 

http://hirosakiyaku.com/ 



 2 

良委員長、八木橋専務が確認。 
 
(2) 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 
参加人数集計中。事前アンケートの質問が少なかった。

次回10月頃を目指して企画する。 
(3) 薬歴未記入問題への対応研修会	 社会保険委員会 
参加人数まだ不明。 
(4) その他委員会報告 
＊HP委員会 
小分けnet事業をHP委員会で検討する。 
＊実務実習委員会 
実務実習指導薬剤師講習研修会を7月17日にみんゆ
う薬局アルカディア店で開催する。広報に載せて案内

する。 
(5) ダメ・ゼッタイ薬物乱用防止運動開催日程 
県薬報告参照 
(6) 薬局地図更新	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 開局委員会 
今年度も薬局リストを作制する。大鰐、平川、黒石地

区は地図を更新せずに、薬局リストの方に更新する。 
(7) 名刺作成 
県薬名刺をモデルに作る。 
(8) 親睦委員会事業日程	 	 	 	 	 	 	 親睦委員会 
5月29日の親睦委員会で決定予定。 
(9) 平成27年度弘前薬剤師会総会・懇親会 
司会を白滝副会長から磯木副会長もしくは津川副会

長に変更。 
(10) 事務局運営費 
電話代、事務局員移動の交通費がどうなっているのか。

前田会長に確認。 
●県薬役員会報告 
(1)県薬理事会（5/23） 
・藤井基之先生の応援のお願い 
日薬生出副会長と藤井基之先生の秘書の方が事務局

を訪れて、活動報告があった。現在副大臣の立場のた

め党内での活動が制限されている。十分に承知してい

るが、薬剤師の代表として国会に行っているため、薬

剤師のための活動を期待しているとの声が上がった。	  
次回参議院選挙は来年7月。69歳で出馬する藤井先
生は最後の出馬となる。 
・敷地内薬局開設反対の署名 
長崎県薬で反対を求める署名が開始された。日薬では

まだ署名を集めた後の準備ができていない。青森県と

して署名を行った方が良いか各理事に意見を求めた

ところ、集めた方が良いとの意見が多数。集めた署名

を使って請願等行う確約がとれてから実施する。 
・厚生労働省の方針として１０年後をめどに全薬局

「かかりつけ」に再編する検討に入った。 
・地域医療連携推進協議会 
大病院の検査データ等を閲覧できる医療連携データ

ベースが出来る。薬剤師も参加できるようになる予

定。 
・ダメ・ゼッタイ薬物乱用防止運動 
各支部、地域薬から代表者を選出して特別委員会を

作る。 
(2)その他、県薬出向委員会報告 
・在宅委員会 
センター薬局事業について、県庁担当者からこのまま

の事業内容では今年度の予算を出す事が出来ないと

の意見あり。新規で在宅が出来るようになった薬局が

どれくらいあるのか？センター薬局、サブセンター薬

局でどれだけの事が出来たかのデータを作る必要が

ある。 
 

平成27年度支部会費納入のお願い	 

平素は会運営にご協力いただき大変感謝申し上げま

す。新しい年度を迎え支部運営のため、会費の納入を

お願いいたします。同封いたしました郵貯振替用紙を

ご利用ください。	 

振替用紙には会費納入会員名を記入してください。複

数に渡る場合も全員のお名前をご記入下さい。	 

また、振替手数料は会員負担となっています。	 

よろしくお願いいたします。	 

書き損じなどで振替用紙が必要の場合は事務局にご

一報ください。	 

 
委員会だより 

実務実習委員会 
DVD研修会のお知らせ 

認定実務実習指導薬剤師の更新DVD研修会につ
いて、弘前では7月17日(金)に、みんゆう薬局アル
カディア店にて行います。視聴時間は50分となり、
19時からと20時の2回行います。ご都合のいい時
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間に参加ください。 
対象は2010年6月までに認定を受けた方です。 
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 》 
ナボールゲル 1% 
ベピオゲル 2.5% 
 
● 弘前市立病院 
《 新規院外登録薬品 》 
エパテッククリーム 3% 
ボラザG軟膏 
ルセフィ錠 2.5mg 
 
 
生涯学習委員会 
第 17回弘前脳卒中治療カンファランス 
日時：2015年6月17日(水)	 18:20～20:20 
場所：弘前パークホテル 
	 	 	 	 弘前市土手町126	 TEL:0172-31-0089 

[話題提供]	 18:20～18:30 
「糖尿病の最近の話題について」 

小野薬品工業株式会社 
【一般演題】18:35～19:15 
《Session1》 
「糖尿病における療養指導(仮)」 
五日市内科	 	 看護師長	 三上	 美和子	 先生 

《Session2》 
「当院における脳卒中と糖尿病合併について」 
一般財団法人	 黎明郷 
	 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター 
	 	 	 	 	 	 	 	 内科	 副部長	 目時	 典文	 先生 
【特別講演】19:15～20:15 
「脳と糖尿病」 
岩手医科大学医学部	 内科学講座 
	 	 	 	 神経内科・老年科分野 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 教授	 寺山	 靖夫	 先生 
JPALS研修会コード：02-2015-0004-100 
主催：小野薬品工業株式会社 
後援：弘前市医師会(予定) 
	 	 	 南黒医師会(予定) 

青森県薬剤師会弘前支部 

 
 

TAISHOTOYAMA Medical	 
Symposium	 in 弘前 

日時：2015年6月22日(月)	 18:45～ 
場所：ホテルナクアシティ弘前	 3階「トパーズ」 

弘前市大町1-1-2	 TEL:0172-37-0700 
[製品紹介]	 18:45～19:00 
選択的SGLT2阻害剤2型糖尿病治療剤:ルセフィ錠 
【基調講演】19:00～19:30 
「糖尿病患者の食生活の実態と改善のポイント」 
弘前大学医学部附属病院	 栄養管理部 

	 	 管理栄養士長	 須藤	 信子	 先生 
【特別講演】19:30～20:30 
｢SGLT2阻害薬は2型糖尿病治療の救世主となるか 
	 	 	 	 	 ～長期処方に向けてどう使うべきか～」

埼玉医科大学総合医療センター 
内分泌・糖尿病内科	 	 教授	 松田	 昌文	 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：02-2015-0037-101 
主催：大正富山医薬品株式会社 
後援：青森県薬剤師会弘前支部 
 
生活習慣病セミナー in HIROSAKI 

日時：2015年6月25日(木)	 18:50～20:40 
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 
[製品紹介]	 18:50～19:00 
「オレキシン受容体拮抗薬：ベルソムラ錠」 

MSD株式会社 
【ミニレクチャー】19:05～19:35 
「生活習慣病における睡眠薬の使用状況」 
	 	 	 健生病院	 	 副院長	 飯田	 寿徳	 先生 

【特別講演】19:35～20:35 
「生活習慣病(NCDs)と睡眠呼吸障害」 
岩手医科大学	 睡眠医療学科 

教授	 櫻井	 滋	 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：02-2015-0038-101 
主催：MSD株式会社 
後援：弘前市医師会(予定) 
	 	 	 南黒医師会(予定) 
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青森県薬剤師会弘前支部 
 
糖尿病治療 up-to-date 2015 

日時：2015年7月3日(金)	 19:00～20:30 
場所：ホテルナクアシティ弘前	 3階	 サファイア 
 [製品紹介]	 19:00～19:15 
選択的SGLT2阻害剤-2型糖尿病治療剤-デベルザ錠 

興和創薬株式会社 
【症例報告】19:15～19:30 
「トホグリフロジンの使用経験」 
弘前大学大学院医学研究科 

	 内分泌代謝内科学講座	 村上	 洋	 先生 
【特別講演】19:30～20:30 
「糖尿病治療の変革と新たな展開」 
京都大学大学院医学研究科 
糖尿病・内分泌・栄養内科学 

教授	 稲垣	 暢也	 先生 
JPALS研修会コード：02-2015-0003-100 
主催：興和創薬株式会社 
後援：青森県医師会(予定) 
	 	 	 弘前市医師会(予定) 
	 	 	 青森県病院薬剤師会(予定) 
	 	 	 青森糖尿病療養指導研究会(予定) 
	 	 	 青森県薬剤師会弘前支部 
 
 
☆☆☆2015納涼祭のご案内☆☆☆ 

今年も下記の日程で納涼祭を開催致します。 
会員以外でも、病院薬剤師、ご家族、職員等、どな

たでもご参加頂けますので、皆様のお越しを心より

お待ち申し上げます。 
日時：平成27年7月11日(土)	 18:00～20:00 
場所：土手町コミュニティパーク屋上ガーデン  
（弘前市土手町31	 ℡：0172-31-5575） 
会費：会員･非会員3,500円	 	 未就学無料 

 小学生2,000円 	 当日参加4,000円 
参加をご希望の方は、広報同封の案内状に必要事項

をご記入の上FAXにてご連絡をお願い致します。 
FAX:0172-32-9199 	 弘前薬剤師会 事務局 
TEL:0172-26-0080   わせだ調剤薬局	 小鹿まで 
 
 

 
地域保健委員会	 

「ダメ・ゼッタイ」麻薬・覚せい剤乱用

撲滅キャンペーン参加のお願い	 

今年も国連募金活動の一環として地域住民への啓

発活動と募金運動の街頭キャンペーンを行います。

関連各団体と協力してあなたも薬剤師として、奉仕

活動しませんか？ 
薬学生も参加する予定です。薬学生受け入れ薬局

はカリキュラムの一環として是非ご検討下さい。 
準備も何も要らずに、ふらっと来て出来る奉仕活

動ですので、気軽にご参加ください。 

日時：平成27年6月27日(土)	 	 場所：さくら野	    	 
内容：啓発活動に関するパンフレット、宣伝品の配

布、募金の活動	 

詳細は下記にお問い合わせ願います。 
	 

第２９回「市民の健康まつり」 
参加協力のお願い	 

 	 毎年恒例の弘前市民を対象にした保健衛生行政
の一貫として、医師会等関係各団体と協力して健康

増進の啓発活動を行います。一人でも多くのお手伝

い・参加をお願い申し上げます。 
（途中参加・途中退席も大丈夫です） 

日時：平成27年7月11日（土）	 10：00～16：00	 
場所：弘前市保健センター	 １階	 急患診療所（薬

剤師会ブース）	 

内容：健康食品試飲・試食、お薬相談コーナー、 
薬剤師ミニ体験コーナー、各種パンフレット展示 

参加申し込みは下記の宛先まで電話か FAX でお願
いいたします。締切り 6月 24日       
                                          
※ この2事業は薬剤師が市民に向け身近な存在だ	 
とアピールできる好機です。昨年も多数の会員の皆

さまにご協力頂き、誠にありがとうございました。	 

「ダメ・ゼッタイ運動」及び「市民の健康まつり」

の参加申込・問合せ  
地域保健委員会委員長	 奈良卓 
TEL88‐6682	 FAX88‐6683 
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新入会員 
 

 

アキモト	 シン 
秋元	 伸	 	  
弘前駅前調剤薬局	 	 	  
勤務 
 

	  
マツイ	 マサカツ 
松井	 正勝	 	 	 	 	 	  
バサラ調剤薬局	 	 	 	 	  
管理 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

編集者：奈良	 卓、佐々 木	 直実 


