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弘前薬剤師会広報

 
支部通信 

8/11  平成26年度弘前市民健康推進協議会会計 
監査	 	 	 	 	 	   弘前市総合保健センター 
	 地域保健委員会	   さいとう調剤薬局本町店 

8/17	 平成27年度弘前市民健康推進協議会役員会 
平成27年度弘前市民健康推進協議会総会 
	 	 	 	 	 	 	 	   弘前市総合保健センター 

8/21	 第2回実務実習委員会	  
みんゆうアルカディア店 

8/22	 県薬理事会	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   県薬会館 
8/24	 平成27年度第1回弘前市地域包括支援セン 

ター運営協議会	 	 	 	 	   弘前市立図書館 
平成27年度第1回弘前市地域密着型サービ 
ス運営委員会	 	 	 	 	 	   弘前市立図書館 

8/25	 支部役員会	 	 	 	 弘前市総合学習センター 
8/27	 弘前市立病院運営審議会	 	   弘前市立病院 
	 	 	 第4回親睦委員会	 さいとう調剤薬局本町店 
8/29	 ボウリング大会	 	 	 	 	 	   アサヒボウル 
 

役員会だより  
第 7回役員幹事会 

日	 時：平成27年8月25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、白滝、鈴木各副会長、奈

良、佐々木(克)、田澤、佐々木(直)、加藤、相馬、小
笠原、齋藤、吉岡、小林各幹事、齋藤監査役 
●報告事項 
(1)地域保健委員会（8/11） 
・協議事項	 (5)カルチュアロード出展	 参照 
(2)薬薬連携推進委員会（8/12） 
・大学病院で、抗がん剤を投与している患者について

検査値を記載することを検討している。記載するのは

おそらくお薬手帳になると思われる。それを受けるに

あたって、調剤薬局側でどのような研修会が必要か検

討するために会議を開いた。研修会の内容については

結論が出ず、再度、会議を開いて内容を決定し、10
～11月には研修会を開催したい。 

(3)三師会役員会（7/29） 
・薬剤師会からは前田会長、磯木副会長、八木橋専務、

白滝副会長、齋藤監査役が出席。 
・健康まつりの反省、総会に向けて、三師会の事業計

画を練る。 
・総会：9/24（木）18時30分からパークホテル。 
・現状は医師会、歯科医師会、薬剤師会で三師会だが

看護師会を加えた四師会を今後は考えていく。 
・弘前市医師会健診センターを利用した健康診断が薬

剤師会は「0」と言われたが、実際には利用されてい
る。今後は薬剤師会を窓口にする。 
(4)その他委員会報告 
[急患診療所運営委員会] 
・10/4から外科の診療を日曜・祭日の10時～16時で
開始する。費用は市が負担する。レントゲンも設置す

る。 
[地域保健委員会] 
・健康まちかど相談薬局の“血圧事業”と“脳の健康

チェックリスト”の実施は9月1日から来年1月31
日まで。県薬から今年度の実施内容が薬局へFAXさ
れる。今年度は健康まちかど相談薬局の研修会がまだ

開催されていないので、昨年度実施した薬局のみで開

始する。昨年度と同様にデータを集めて県薬に報告す

る。 
●協議（審議）事項  
(1)名刺作成の件	 	 	 	 	 	 	 	 	    磯木副会長 
・名刺が必要な方はその都度申請して作成する。費

用は会で負担する。 
(2)ボウリング大会（8/29）	 	 	 	 	    親睦委員会 
・参加申込み22名。 
(3)三師会ゴルフコンペ（9/13）	 	 	    親睦委員会 
・参加申込み：薬剤師会6名、医師会5名、歯科医師
会3名か4名。 
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(4)石館守三杯（9/6）	 	 	 	 	 	 	 	   親睦委員会 
・参加申込み：27名 
(5)カルチュアロード出展（9/20）	  地域保健委員会 
・肺チェッカーをナルミ医院からお借りして実施。そ

の他の内容としては、スモーカーライザー体験、禁煙

指導、お薬相談コーナー、OS-1のPR、各種パンフレ
ットの配布。また、減塩を意識してもらう為に食塩を

量り、ピタリ賞には景品を用意する。 
・来年度以降、カルチュアロードを縮小して「薬と健

康の週間」に合わせて薬剤師会単独で事業を行いたい。

今後、その方向で検討していく。 
(6)その他 
[在宅医療推進委員会] 
・10/3（土）津軽地域ケアネットワーク交流会2015
開催。申込締切9/15（火）必着。ただし、定員200
名になり次第締め切り。内容としては共催している7
団体からの話題提供、その後全員参加によるグループ

ワーク。 
・認知症サポーター養成講座が9/17（木）19時30分
～21時に弘前市民会館で開催される。同会場で19時
～19時30分にまちかど相談薬局研修会開催。 
●県薬報告	 

(1)県薬理事会（8/22） 
・肝炎の治療薬に対する青森県の助成が遅れており、

薬局で保留になっている会計が溜まってきている。県

薬から県に助成を早くするように要請している。 
・レセプトに入力ミスと思われる間違いがあるので、

毎回でなくてもどのような間違いがあるか確認する

ために、印刷して内容を確認した方がいいのではない

か。 
 

委員会だより 
 
広報情報委員会  
● 弘前市立病院 
《 新規院外登録薬品 》 
ベネット錠 75mg 
ムコソルバンL錠 45mg 
リクシアナ錠 15mg 
リクシアナ錠 30mg 
リクシアナ錠 60mg 

 

● 弘前大学医学部附属病院 
《 新規院外登録薬品 》 
ナフトピジル錠 25mg「あすか」 
ナフトピジル錠 50mg「あすか」 
ナフトピジル錠 75mg「あすか」 
ナフトピジルOD錠 25mg「あすか」 
ナフトピジルOD錠 50mg「あすか」 
ナフトピジルOD錠 75mg「あすか」 
インスリン	 グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 
レトロゾール錠 2.5mg「NK」 
エクリラ400µgジェヌエア 30吸入用 
ワントラム錠 100mg 
エックスフォージ配合OD錠  	 	  
 
生涯学習委員会 
第 19回つがる緩和医療を考える会 
日時：平成27年9月12日(土)	 13:30～16:00 
場所：弘前市総合学習センター2F	 大会議室 
弘前市大字末広4丁目10-1	 TEL:0172-26-4800 
[製品紹介]	 13:30～13:40 
「レミッチカプセルについて」 

大日本住友製薬株式会社 
【一般演題】13:40～14:30 
①「がんの親を持つ子どものケアについて」 
	 	 	 	 弘前大学医学部附属病院	 緩和ケアチーム 

	 	 臨床心理士	 島田	 恵子	 先生 
②「輸液管理から見た患者の生活の変化」 
	 医療法人ときわ会	 ときわ会病院	 緩和ケア病棟 
	 	 	 	 	 	 緩和ケア認定看護師	 三浦	 望	 先生 
【特別講演】14:30～16:00 
「がん終末期患者	 消化器症状の緩和ケア 
	 ～実践！	 緩和ケア的苦痛症状の捉え方～」 

	 	 ケアタウン小平クリニック	 相河	 明規	 先生 
参加費：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：02-2015-0071-101 
共催：つがる緩和医療を考える会 
	 	 	 大日本住友製薬株式会社 
後援：弘前市医師会(予定) 
	 	 	 青森県薬剤師会弘前支部 
	 	 	 (公社)青森県看護協会(予定) 
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第 3回	 吸入指導実技研修会 
日時：2015年10月7日(水)	 19:00～21:00 
場所：弘前市民文化交流館	 4F「ホール」 
弘前市駅前町9-20 
《研修内容》 
全体講習(30分) 
「これまでの吸入指導連携の活動状況」 
	 	 	 	 独立行政法人国立病院機構弘前病院 

	 呼吸器科	 	 医長	 山本	 勝丸	 先生 
研修会(90分) 
	 グループ別	 吸入指導実技講習 
資料代1,000円 
参加される方は 9月 30日までに「施設名、参加者
数」をアステラス製薬㈱青森営業所 (FAX：
017-722-0251)へFAXして下さい。 
日本薬剤師研修センター実習研修1単位 
JPALS研修会コード：02-2015-0079-101 
共催：青森県吸入療法研究会 
	 	 	 青森県薬剤師会弘前支部 
	 	 	 アステラス製薬株式会社 
	 	 	 アストラゼネカ株式会社 
 
在宅医療推進委員会 
津軽地域ケアネットワーク交流会 2015 
日時：平成27年10月3日（土）	 14:00～17:30 
場所：弘前大学医学部保健学科大講義室 
弘前市本町66-1 
第1部「地域を支える多職種連携のちから」	  
共催している7団体の立場からの話題提供 
＊7団体：医師会、歯科医師会、薬剤師会、弘前大
学、ケアマネ協会、津軽地域ケアネットワーク、弘

前保健所 
第2部「10年後の津軽を見据えて」 
全員参加によるグループワーク 
定員200名（定員になり次第締め切り）	  
申し込み締切日	 9月15日（火）必着 
多職種と連携できるいい機会なので、ぜひご参加く

ださい。事前に申し込みが必要です。 
詳細のプログラムや、参加申込表は、FAXで案内い
たします。 
 
 

急患診療所からのお知らせ 
急患診療所では 10月 4日より新たに外科診療を行
うことになりましたのでお知らせします。 
診療日及び診療時間：日曜・祝日10：00～16：00 
 
平成 27年度弘前市三師会総会及び特別
講演会開催のお知らせ 
下記の様に、三師会総会及び特別講演会が開催され

ます。また、講演会終了後、懇親会が開催されます

ので、参加希望者は弘前薬剤師会事務局までご連絡

ください。 
締め切り：9月15日	 電話32-6205（岩渕まで） 
日	 時：平成27年9月24日（木）午後6時30分 
場	 所：弘前パークホテル	 4階	 ラ・メェラ 
	 	 	 	 	 	 	  弘前市土手町126	  TEL 31-0081 
1.三師会総会（午後6時30分～7時） 
2.特別講演会（午後7時～8時） 
演	 題：「一新聞記者の取材メモから」 
講	 師：弘前警察官友の会	 会長	 本間	 操	 氏 
3.懇	 親	 会：会費	 5千円（当日ご持参願います） 
 
新入会員 

 

 

                

 

タカハシ	  チカコ	   

高橋	 知佳子	 	  
マエダ調剤薬局浜の町店	 	 	 	  

勤務 
 

 
 
 
 

編集者：加藤	 傑 


