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弘前薬剤師会広報

 
支部通信 

6/2	  弘前薬剤師会HP特別委員会	  
弘前市薬剤師薬局 

6/12	 薬歴管理に関する研修会	 	 	 	 	 	 	 	 	  
青森県武道館 

6/13	 県薬理事会	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 県薬会館 
6/15	 支部役員会	 	 	 	 	 	 	 弘前文化センター 
6/15	 平成27年度弘前警察署爆発物原料 
	 	 	 対策連絡会	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 弘前警察署 
6/20	 県薬定時総会	 	 	 	 	 	 	 	 アラスカ会館 
6/22	 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	 	 	 	 	 	 ヒロロ 
6/23	 支部役員会	 	 	 	 弘前市総合学習センター 
6/25  第2回親睦委員会	 さいとう調剤薬局本町店 
6/27	 「ダメ。ゼッタイ。」普及運動	 	 	 さくら野 
6/30	 弘前薬剤師会総会	 	 	 	 	 	 弘前市民会館 
 

役員会だより  
 

第 4回役員幹事会 
日	 時：平成27年6月15日（月）午後7時15分 
場	 所：弘前文化センター 
出席者：前田会長、八木橋専務、白滝副会長、奈良、

佐々木(克)、田澤、佐々木(直)、加藤、小笠原、齋藤、
吉岡、小林各幹事、櫻庭監査役 
●協議（審議）事項 
(1)平成27年度弘前薬剤師会総会 
● 6月30日（火）	 午後7時30分から弘前市民会
館で開催する。 
●総会資料 
・6月3日総会流会のお詫び状、6月30日総会開催案
内、議事第1号～第4号及び議案第1号～第4号資料、
弘前薬剤師会会則（参考資料） 
・総会資料発送のスケジュール 
16日か17日に資料印刷、17日か18日に袋詰め、18
日か19日に資料発送。 
 

・議案第4号	 会則変更 
通常総会の開催時期と、総会招集に関する通知と手

段の変更を提案する。 
・総会の役割（案）議長：鈴木副会長 
（2）その他報告・協議事項 
【県薬総会】 
・6月20日（土）に県薬総会が開催される。今回は
会則変更があり、正会員の2/3の出席が必要だが今の
ところ出欠の返信が少ない。支部長名で委任状提出の

お願いを薬局へFAXする。弘前薬剤師会HPに委任
状用紙を掲載し、返信はがきが見当たらない場合には

そちらを利用してもらう。 
 

第 5回役員幹事会 
日	 時：平成27年6月23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、鈴木副会長、八木橋専務、 
小笠原、上田、佐々木（直）、佐々木（克）、大川、 
相馬、葛西、工藤、吉岡、奈良、齋藤各幹事、齋藤 
監査役 
●報告事項 
(1)ダメ・ゼッタイ薬物乱用防止普及運動（6/27）	 	 	 	 

地域保健委員会 
・学生17名、薬剤師7名、薬物乱用防止員10名、そ
の他団体合わせて約80名（6/23現在）。 
・挨拶は前田会長、高木先生に依頼。八木橋専務から

案内。 
(2)薬歴管理に関する研修会（6/12）	 社会保険委員会 
・参加人数79名。資料が必要な方へは郵送済み。 
(3)社保研修会（7/1）	 	 	 	 	 	 	 社会保険委員会 
・申し込み88名（6/23現在）明日締切。 
会場96名まで。シールなし。 
・駐車場の台数が限られているため、各薬局乗合で来

るなどの協力を依頼する案内をFAX送信する。 
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(4)その他委員会報告 
●津軽地域ケアネットワーク 
・津軽地域ケアネットワークから共催のお願いと実行

委員出向のお願いあり。 
・弘前薬剤師会で共催する予定。費用負担等は不明。 
・担当は相馬幹事。事務連絡は相馬幹事に行くように

連絡する。 
●黒石市民ガイドブック 
・薬局薬店名の名称の誤字脱字点検。 
●健康まつりのポスター 
・事務局に取りに来てもらうよう連絡する。 

 
●協議（審議）事項 
(1)平成27年度弘前薬剤師会総会（6/30） 
・司会:八木橋専務	 挨拶：前田会長	 議長：鈴木副会
長（執行部案）	 議事録署名者：当日選出 
・会務報告：八木橋専務	 監査報告：齋藤監査役	  
収支決算報告：田澤幹事 
・FAX決算報告：田澤幹事	  
・事業計画案：前田会長	 予算案：田澤幹事 
FAX値上げ：前田会長	 会則変更：前田会長 
(2)納涼祭（7/11）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 親睦委員会 
・場所：土手町コミュニティーパーク3F	 土手町ビ
アバイキング。 
・上程書提出、予算約7万円承認。 
・祝儀等持ってきて頂いた方は参加費をとらない。 
(3)その他 
●弘大緩和ケア公開講座 
・弘大緩和ケア公開講座案内、FAXで一斉送信する。 
●中央病院からお知らせ 
・ジェネリックの変更についての連絡は最初の1回だ
けでよい旨の案内を出す。 
 
●県薬報告  
報告事項 
(1)県薬理事会（6/13）	  
●門内、院内薬局 
・門内薬局、院内薬局に関して反対の意見を青森県薬

として出す。各薬局にも協力を依頼することもあるか

もしれない。 
 
 

●個別指導 
・個別指導が始まっている。（6/11）弘前では保険の
研修会を開催する。 
●基準薬局 
・基準薬局のシールを作る。対象薬局に関しては無料

で配布する。 
●情報拠点薬局 
・今後「情報拠点薬局の在り方に関する検討会」で事

業内容に関して検討されていく予定。 
前回配った血圧計の設置状況の確認。 
 
 

弘前中央病院からお知らせ 
	 当院発行の処方箋に関して、変更可の処方に対し

後発品に変更した場合、前回同様であれば以後の連

絡不要となりますのでご連絡いたします。 
ただし、内容に変更があった場合は、再度FAX頂
きますようお願いします。 
尚、情報提供の際は、処方箋欄外右上にある患者

ID を記載の上、専用 FAX(0172-31-8570)までご送
信お願いします。 

弘前中央病院院長	 賀佐	 富二彦 
 
 

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 》 
ゼルヤンツ錠 5mg   
エビリファイOD錠 3mg   
エビリファイOD錠 24mg   
ビデュリオン皮下注用 2mgペン   
ザファテック錠 50mg   
ザファテック錠 100mg    
ソバルディ錠 400mg  	 	  
 
● 国立病院機構弘前病院 
リクシアナ錠60mg 
スミスリンローション5% 
トラマールカプセル25mg 
エクア錠50mg 
プリモボラン錠5mg 
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● 弘前市立病院 
《 新規院外登録薬品 》 
アイミクス配合錠 LD 
イムセラカプセル 0.5mg 
ウリアデック錠 20mg 
セクターゲル 3% 
ソバルディ錠 400mg 
テノゼット錠 300mg 
ベピオゲル 2.5% 
リキスミア皮下注 300µg 
レクサプロ錠 10mg 
レミッチカプセル 2.5µg 
 
生涯学習委員会 
第 51回弘前糖尿病研究会 
日時：2015年7月22日(水)	 18:30～20:20 
場所：ホテルナクアシティ弘前	 3階「サファイア」 
	 	 	 	 弘前市大町1丁目1-2	 TEL:0172-37-0700 
[製品紹介]	 18:30～18:40 
「不眠症治療薬：ルネスタ」	 	 	 	 エーザイ㈱ 
【特別講演1】18:40～19:30 
「膵β細胞病理	 Update」 
	 弘前大学大学院医学研究科	 分子病態病理学講座 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 教授	 水上	 浩哉	 先生 
【特別講演2】19:30～20:20 
「糖尿病の血糖改善・心血管合併症防止の治療ター

ゲットとしての睡眠障害」 
	 	 	 	 大阪市立大学大学院医学研究科 

代謝内分泌病態内科学 
	 	 教授	 稲葉	 雅章	 先生 

参加費：薬剤師500円 
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：02-2015-0051-101 
青森糖尿病療養指導士の認定更新の研修会1単位取
得予定 
共催：弘前糖尿病研究会 
	 	 	 エーザイ株式会社 
後援：弘前市医師会(予定) 
	 	 	 弘前歯科医師会(予定) 
	 	 	 青森県薬剤師会弘前支部 
	 	 	 NPO法人青森糖尿病療養指導研究会(予定) 
 

高尿酸血症カレントセミナー in 弘前 
日時：平成27年7月24日(金)	 18:45～20:30 
場所：ホテルナクアシティ弘前	 3F「サファイア」 
【学術情報】 
「高尿酸血症治療剤：ウリアデック錠」 

	 	 	 	 ㈱三和化学研究所 
【基調講演】19:00～19:30 
「CKD と高尿酸血症	 ～なぜそしていかに治療す
るか～」 
	 	 	 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 
【特別講演】19:30～20:30 
「高尿酸血症と生活習慣病(高血圧、脂質異常、耐糖
能異常、メタボリックシンドローム)の関係	 –高尿
酸血症は原因か結果か-」 
	 兵庫医科大学	 名誉教授 
	 	 	 	 	 	 	 	 内科学	 糖尿病・内分泌・代謝科 

	 	 客員教授 
	 健康医学クリニック	 	 院長	 山本	 徹也	 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：02-2015-0052-101 
主催：株式会社三和化学研究所 
後援：弘前市医師会(仮) 
	 	 	 南黒医師会(仮) 
	 	 	 青森県病院薬剤師会弘前支部(仮) 
	 	 	 青森県薬剤師会弘前支部 
 
第 11回弘前糖尿病合併症懇話会 
日時：平成27年7月31日(金)	 18:50～20:30 
場所：ホテルナクアシティ弘前	 3F「サファイア」 
【製品紹介】	 18:50～19:00 
「高選択的DPP-4阻害剤：ジャヌビア錠」MSD㈱ 
【教育講演】19:00～19:30 
「大血管障害の進展防止を目指した 2 型糖尿病治
療」 
	 	 	 	 青森市民病院	 	 副院長	 松井	 淳	 先生 
【特別講演】19:30～20:30 
「2型糖尿病の病態と治療戦略」 
	 	 	 	 富山大学大学院	 医学薬学研究部	 内科学 

第一講座	 	 教授	 戸邉	 一之	 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：02-2015-0055-101 
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青森糖尿病療養指導士認定更新のための研修会 
(1単位申請中) 
主催：MSD株式会社 
後援：弘前市医師会(予定)	 	 南黒医師会(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 
 
親睦委員会 
平成 27年度 弘前薬剤師会ボウリング大会 
日時：平成27年8月29日（土） 

16時スタート(15時30分受付開始) 
場所：アサヒボウル 

弘前市土手町4	  
TEL:0172-35-0363 
懇親会会場未定 

参加費：大	 会	 1,500円 
懇親会	 3,500円 

来月広報同封の案内文でお申し込みください。 
 
平成 27年度 弘前三師会親善ゴルフ大会 
日時：平成27年9月13日（日） 

9時6分スタート(8時40分集合) 
場所：津軽カントリークラブ 

弘前市百沢裾野33-1 
TEL : 0172-88-2326 

	 	 	 懇親会会場未定 
参加費：大	 会	 3,000円 

懇親会	 5,000円	 	  
来月広報同封の案内文でお申し込みください。 
 
平成 27年度石舘守三杯ゴルフ大会 
日時：平成27年9月6日（日） 

9時45分スタート(9時15分集合) 
場所：びわの平ゴルフ倶楽部 

平川市切明蛍沢16-1 
TEL : 0172-55-2011 

参加費：3,000円 
申し込み：同封の案内文よりFAXでお申し込みく
ださい。 

青森県薬剤師会	 弘前支部	 事務局 
FAX 0172‐32‐9199 

締め切り：8月28日（金） 

新入会員 
 

	 	 	 	 	 	  

 

ストウ	  ユキエ 

須藤	 雪絵	 	  
弘前調剤センター	  

勤務 

 
 

ハラ	 カナコ 

原	 佳奈子	 	  
マエダ調剤薬局西弘店	  

勤務 
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地域保健委員会 
「ダメ。ゼッタイ。」普及運動参加報告 

地域保健委員会	 	 古山	 兼哉 
薬物乱用防止・「ダメ。ゼッタイ。」普及運動が 6
月27日（土）に開催されました。 
本活動は前回まで保健所主導で開催されておりま

したが、今回より薬剤師会主導となりました。 
パンフレットや啓蒙用配布物など準備して挑みま

したが、当日は梅雨入り宣言もあり、あいにくの空

模様。寒さと雨の中、本年度の薬学実務実習生、有

志の他団体と共に、さくら野百貨店にてパンフレッ

トの配布や募金活動を行いました。 
昨今、危険ドラッグによる事故が繰り返し報道さ

れているとおり、日本国内において青少年の間での

薬物乱用に対する警戒心や抵抗感が薄れ、この類の

事故が深刻な情勢となっています。 
薬物乱用防止を推進する活動が「ダメ。ゼッタイ。」

普及運動ですので、来年はより多くの薬剤師の先生

方に参加していただき、一緒に活動できればと考え

ております。よろしくお願いいたします。 
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6/12	 薬歴管理に関する研修会 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
	  

青森県武道館 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

編集者：加藤	 傑 


