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弘前薬剤師会広報

 
支部通信 

7/3 	 社保研修会  	 	 	 弘前市総合学習センター 
7/8 	 地域保健委員会	 	 さいとう調剤薬局本町店 
7/11  市民健康まつり	 	 	 弘前総合保健センター 
	 	 	 納涼祭	 	 	 	 	 土手町コミュニティパーク 
7/13	 第2回	 在宅医療推進委員会 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 さいとう調剤薬局本町店 
7/17	 実務実習指導薬剤師更新DVD研修会 
	 	 	 	 	 	 	 	 みんゆう調剤薬局アルカディア店 
7/18	 県薬理事会	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 県薬会館 
7/21	 平成27年度第1回ひろさき健幸いきいき 
	 	 	 プロジェクトチーム会議	 	 弘前市立観光館 
	 支部役員会	 みんゆう調剤薬局アルカディア店 

7/28	 平成27年度弘前市献血推進協議会総会 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 弘前総合保健センター 
7/29	 弘前市三師会役員会	 	 	 	 	 	 	 一休寿司 
7/30	 平成27年度暴力追放弘前市民会議総会 

ヒロロ 
 

役員会だより  
第 6回役員幹事会 

日	 時：平成27年7月21日（火）午後7時15分	 
場	 所：みんゆう調剤薬局アルカディア店 
出席者：前田会長、磯木、白滝、鈴木各副会長、 
八木橋専務、奈良、佐々木(克)、田澤、佐々木(直)、
加藤、相馬、小笠原、齋藤、工藤、吉岡、 
小林各幹事 
●報告事項 報告事項 
(1)地域保健委員会（7/8） 
(2)在宅医療推進委員会（7/13） 
・11/29（日）に県薬剤師会が毎年1回開催している
在宅研修会を弘前で開催予定。 
例年100名程度出席している。千葉県の福地先生（薬
剤師）を講師として検討中。 
・10/3（土）14時から17時半に津軽地域ケアネット
ワーク交流会を弘前大学医学部で開催する。今回から

弘前薬剤師会が共催となったので、多少の費用負担の

可能性がある。内容は検討中。 
・認知症サポート研修会は9～10月に開催予定。 
●協議（審議）事項 
(1)平成27年度弘前薬剤師会総会（6/30） 
・流会後2回目の総会は無事に終了することが出来た。 
・今後のために、議事運営の手順・役割分担等の雛形

を作成する。 
・来年から法人化出来ないか検討していく。また、会

員の負担が増えないように通信費等節約出来るとこ

ろは節約する。 
(2)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 
・参加人数：薬剤師約14名、薬学生17名。日当は県
薬に請求。 
・当日、雨で配布場所が限られるため、保健所から他

団体に不参加の連絡あり。来年以降、雨天の場合の開

催場所や参加人数の検討が必要。 
・募金額は約17,297円。募金額を参加団体に報告す
るか保健所に確認。 
(3)健康まつり（7/11）	 	 	 	 	 	 	 地域保健委員会 
・参加人数：薬剤師12名、薬学生10名。無事に終了。 
(4)社保研修会(7/1）	 	 	 	 	 	 	 社会保険委員会 
・学習センターで開催され、参加者は102名。96名
の会場だったので若干大変だった。 
次回は150名程度の会場を検討する。 
(5)納涼祭（7/11） 
・参加人数：69名（未就学児等含めて）、二次会は
28名。新入会員が多数参加してくれた。来年も予算
の関係で今年と同じような形式（ビアガーデン）で実

施予定。 
(6)その他 
三師会 
・役員会：7/29（水）19時から一休で開催。5名出席。 
・総会：9/24（木）19時からパークホテルで開催予定。 
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●県薬報告	 

(1)県薬理事会（7/18） 
＊社会保険委員会 
紙レセプトと入力内容が異なっていることがある。印

刷して確認が必要。 
自家製剤を調剤録に記載していない薬局が多い。 
＊青森県健康寿命アップ推進会議 
県民の健康は徐々に確保されてきている。自殺者が減

少している。癌以外で亡くなる方の人数が減っている。 
＊衛生材料及び医療用麻薬使用適正化普及事業 
サーバーを県薬会館に設置済み。 
(2)県薬出向委員会報告 
＊地域保健委員会 
11/15（日）に禁煙セミナーが十和田市で開催される。 
今年度も血圧事業を行う。 
 

委員会だより 
在宅医療推進委員会 
研修会のご案内 
津軽地域ケアネットワーク交流会 2015 
～保健・医療・福祉･介護の連携～ 
開催日時：平成27年10月3日14時～17時30分 
会場：弘前大学医学部保健学科大講義室 
詳しい内容については、来月の広報で紹介します。

例年は、講演とグループ討議を実施し、200名ほど
の研修会です。 
今年から弘前薬剤師会も共催し、現在内容を検討

中です。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。 
 

広報情報委員会  
● 弘前市立病院 
《 新規院外登録薬品 》 
アボネックス筋注 300µgペン 
オーグメンチン配合錠 250RS 
ストラテラカプセル 5mg 
ストラテラカプセル 10mg 
ストラテラカプセル 25mg 
ストラテラカプセル 40mg 
ストラテラ内用液 0.4％ 
フロジン外用液 5％ 
 

● 弘前大学医学部附属病院 
《 新規院外登録薬品 》 
ムコソルバンL錠 45mg   
レグパラ錠 12.5mg   	 	  
● 国立病院機構弘前病院 
《 新規院外登録薬品 》 
グラナテック点眼液 0.4% 
デカドロン錠4mg 
 
生涯学習委員会 
第 22回青森リウマチ・ケア研究会 
「RA の最近の薬物療法による寛解効果と副作用の
問題点」	 ～患者・医師の連携構築も含めて～ 
日時：平成27年8月29日(土)	 13:30～16:30 
場所：ホテルニューキャッスル	 2階	 曙の間 
	 	 	 	 弘前市上鞘師町24-1	 TEL:0172-36-1211 
【患者さんによる講演】13:30～13:45 
「私が学んで得た医師との接し方の信条」(予定) 
【特別講演】13:50～14:50 
「関節リウマチにおける薬物療法の問題点～光(寛
解)と影(副作用)～」 
	 	 	 	 駒ヶ嶺リウマチ整形外科クリニック 

	 	 院長	 駒ヶ嶺	 正隆	 先生 
【リウマチ体操】14:50～15:05 
	 講師：弘前記念病院	 リハビリテーション部 
	           鹿内	 利弥 先生、成田	 陽祐 先生、 

中村	 紀佳 先生 
【パネルディスカッション】15:20～16:30 
	 司会：三浦	 孝雄 先生(弘前記念病院	 整形外科) 
	 村田	 有志 先生	 (青森県立中央病院医療顧問) 
	 コメンテーター：駒ヶ嶺	 正隆	 先生 

(駒ヶ嶺リウマチ整形外科クリニック	 院長) 
	 パネリスト：櫻庭 裕丈 先生      
(弘前大学医学部附属病院消化器血液膠原病内科) 
	 佐々木 喜子 先生 

(八幡平市国民健康保険西根病院) 
	 黒江 清郎 先生             (黒江内科	 院長) 
JPALS研修会コード：02-2015-0006-100 
共催：青森リウマチ・ケア研究会 
	 	 	 エーザイ株式会社、abbvie合同会社 
後援：青森県医師会、弘前市医師会 
	 	 	 青森県薬剤師会弘前支部 
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第 12回	 消化管粘膜下腫瘍研究会 
日時：2015年9月4日(金)	 18:45～20:00 
場所：ホテルニューキャッスル	 NOVA3階「麗峰」 
[製品紹介] 
「グリベックについて」ノバルティスファーマ㈱ 
【特別講演】 
「GIST	 –診断とリスク分類の再確認‐」 
	 	 	 	 日本医科大学	 制御機構診断病理 

	 和田	 龍一	 先生 
JPALS研修会コード：02-2015-0005-100 
主催：ノバルティスファーマ㈱ 
後援：弘前市医師会、青森県医師会 
	 	 	 青森県薬剤師会弘前支部 
 
地域保健委員会 

「市民の健康まつり」参加報告 
	 弘前市薬剤師薬局津軽	 	 櫻田	 剛浩 

7月11日（土）、12日（日）弘前総合保健センタ
ーにて第 29 回市民の健康まつりが開催され、薬剤
師会弘前支部では 7月 11日（土）に参加、出展し
ました。 
昨年に引き続き、健康食品について知ってもらう

ための青汁・しょうが湯の試飲コーナー、禁煙・お

薬手帳持参の啓蒙コーナー、薬剤師業務のひとつで

ある分包作業を体験してもらうためのお子さん向け

ミニ薬剤師体験コーナーを設置しました。 
	 開始早々から沢山の方々が足を運んでください

ました。ミニ薬剤師体験コーナーは昨年大盛況だっ

たとのことで、今年は分包する機械を1台から2台
へと増やしましたがそれでも行列が出来るほどでし

た。白衣を着用して薬剤師業務が体験できるという

ことも好評だったようで、ご家族で写真を撮って喜

んでいる姿を見るとこちらまで嬉しくなりました。 
私自身は健康まつりに参加するのは初めてでした

が、市民の皆さんが我々薬剤師に寄せる関心の高さ

には驚きを隠せませんでした。参加された皆さんと

の会話を通じて色々な本音を聞けるまたとない場だ

と思いました。 
来年も健康まつりやその他の事業にも参加してみ

ようと思う良い機会になりました。 
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カルチュアロードの参加協力のお願い 
本年も下記内容にて、カルチュアロードに出展い

たします。本事業は、「健康日本 21」啓発事業の一
環で、市民に正しい薬の使い方、禁煙・禁酒の啓発

などが主な目的です。 
今年も会員皆様の多数のご参加、ご協力の程宜し

くお願い申し上げます。 
日時：平成27年9月20日（日）9：00～16：00 
場所：土手町	 交差点	 菊池薬局前 
内容：各種パンフレット配布、お薬相談コーナー、

健康食品の試食・試飲等 
参加申し込みは9月10日までに電話かFAXでお願
いいたします。 
地域保健委員会委員長	 奈良卓	 	  
TEL：88-6682	 	 FAX：88-6683 
 
親睦委員会 

納涼祭を終えて 
親睦委員会	 小鹿	 竜也 

7月11日(土)に、土手町コミュニティパーク屋上 
ガーデンにて毎年恒例の「弘前薬剤師会納涼祭」が 
開催されました。 
毎年恒例の行事ということで、今年度も他支部の

先生方や病院薬剤師の先生方をはじめ、ご家族の方

等も含め総勢約 70 名の方々にご参加頂き、大変嬉
しく思っております。浴衣や甚平といった普段とは

違う堅苦しさのない姿に納涼祭らしさが感じられ、

仕事とは違った雰囲気の中で、美味しい料理を味わ

いながら親睦を深めることができたように思います。 
親睦委員会では、薬局薬剤師だけの繋がりや支部

内だけの繋がりのみならず、病院薬剤師、他支部や

卸業者の皆様などと様々な関わり合いの契機となる

ことを願い、今後も計画者側の自己満足にならぬよ

う、楽しく交流を深められる場を提供していきたい

と思います。今回は残念ながら予定が合わなかった

方や、今まで参加されたことがない方も次回のイベ

ントにはぜひ足をお運び頂き、一緒に楽しい時間を

過ごせたら幸いです。 
最後となりましたが、ご参加頂いた皆様、運営に

携わって頂いた委員の皆様に心より感謝申し上げま

す。 

新入会員 
 

 

           

イチハシ	 エリコ	   

市橋	 恵理子	 	  
クローバー調剤薬局北美店	 	 	 	  

管理 
 

タカヤ	 アツシ 

高谷	 厚 
	 	 	 	 すずらん調剤薬局桔梗野店	 	 	 	  

勤務 
 

      
フクハラ	 ナオヤ 

福原	 直也	 	 	 	 

みんゆう調剤薬局西北店 
勤務	 	 	 	 	 	 	 	  
 

	 	       
オオタニ	 ケン 

大谷	 健 
みんゆう調剤薬局アルカディア店 

勤務 
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ナリタ	 トヨアキ 

成田	 豊瞭 
みんゆう調剤薬局黒石病院前店 

	 	 	 勤務 
 

       
カサイ	 マサモリ 

葛西	 粛隆 
みんゆう調剤薬局黒石病院前店 

	 	 勤務 
 

ホソカワ	 シズヨシ 

細川	 靜美 
無職 

 

       
フクシ	 サキ 

福士	 早紀 
テルス調剤薬局 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 勤務 
 
 
 
 
 

 

           
サイトウ	 トウコ 

斉藤	 瞳子 
テルス調剤薬局 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 勤務 
 

            
サクラダ	 タケヒロ 

櫻田	 剛浩 
弘前市薬剤師薬局津軽 

勤務 
 

           
キヤ	 ヒロシ 

木谷	 宏 
さいとう調剤薬局本町店 

	 	 	 	 	 勤務 
 

 
 
 
 
 
 

 
編集者：佐々 木	 直実 


