
 

平成 25 年 7 月 1日 
お  知  ら  せ 

小樽薬剤師会 
    

【生【生【生【生    涯涯涯涯    教教教教    育】育】育】育】    

小小小小        樽樽樽樽   日 時 平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年７７７７月月月月２２２２３３３３日（日（日（日（火火火火））））    １８：３０～１８：３０～１８：３０～１８：３０～    

場 所    小樽掖済会病院 ３階講堂 

○○○○特別講演特別講演特別講演特別講演『在宅療養を支える地域の多職種連携』『在宅療養を支える地域の多職種連携』『在宅療養を支える地域の多職種連携』『在宅療養を支える地域の多職種連携』    

医療法人社団 坂本医院 坂本 仁 先生 

    注 意  掖済会病院の駐車場は使用できなくなりました。 

生涯教育へお越しの際は有料駐車場をご利用下さい 

余余余余        市市市市   日 時 平成２５年７平成２５年７平成２５年７平成２５年７月月月月２２２２５５５５日（木）日（木）日（木）日（木）    ／／／／  場 所 未定 

 

【【【【後志病院薬剤師会・小樽薬剤師会合同学術後志病院薬剤師会・小樽薬剤師会合同学術後志病院薬剤師会・小樽薬剤師会合同学術後志病院薬剤師会・小樽薬剤師会合同学術講演講演講演講演会会会会】】】】            

日 時 平成２５年７月９平成２５年７月９平成２５年７月９平成２５年７月９日（日（日（日（火火火火））））    １８：３０～１８：３０～１８：３０～１８：３０～    

場 所 ニュー三幸本店 ４階 「ポートサイド」   

  座 長：小樽市立脳・循環器・こころの医療センター 薬局長 白井 博 先生 

〇特別講演『当院における虚血性脳血管障害治療の現状』〇特別講演『当院における虚血性脳血管障害治療の現状』〇特別講演『当院における虚血性脳血管障害治療の現状』〇特別講演『当院における虚血性脳血管障害治療の現状』    

小樽市立脳・循環器・こころの医療センター 脳神経外科 医療部長 新谷 好正 先生 

   ※日本薬剤師研修センター認定の受講シール（1単位）の配布を予定しております 

【医師会学術講演会】【医師会学術講演会】【医師会学術講演会】【医師会学術講演会】    

� ７月 ３日（水）１８：３０～  小樽協会病院 ２階講堂 

     『診断に難渋した仮性大動脈瘤による喀血の一例』 

         小樽協会病院 呼吸器科 佐藤 未来 先生 

� ７月１６日（火）１９：００～  小樽市医師会館 ４階「第１会議室」 

     『診断・治療に難渋した消化管疾患』 

         症例提示予定施設：小樽掖済会病院・済生会小樽病院 

� ７月１８日（木）１８：４５～  グランドパーク小樽「銀河」 

     『アレルギーと感染による咳の治療～マクロライド系抗菌薬の使い方～』 

         NPO 法人 札幌せき･ぜんそく･アレルギーセンター 理事長 田中 裕士 先生 

� ７月３１日（水）１９：００～  グランドパーク小樽 

     『身体科外来に隠れたうつ病の診断とうつ病治療の潮流』 

         特定医療法人さっぽろ悠心の郷 ときわ病院 院長 宮澤 仁朗 先生 

市民健康教室（第２・第４木曜日） 

� ７月１１日（木）・・・桂岡十万坪会館（桂岡５－５） 

【高血圧・心臓病】   札樽病院     三浦 真健 先生  

【肺 が ん】     小樽協会病院   丁子  卓 先生  

� ７月２５日（木）は会館工事が入り中止になりました 

参加費３００円

を徴収させてい

ただきます 



 

ＨＰ管理運営委員会  

� これまでにお知らせしました通り旧ＨＰは閲覧ができなくなりましたので 

ブックマークに登録されていた方は新ＨＰへの変更をお願いします 

ＵＲＬ：ＵＲＬ：ＵＲＬ：ＵＲＬ：http://www.taruyaku.com/http://www.taruyaku.com/http://www.taruyaku.com/http://www.taruyaku.com/    
             ※会員ページＩＤ, パスワードは小樽薬剤師会事務所（０１３４－２９－３７２１）に確認して下さい 

    

 会 計 部   

� 会費納入期日は、８月３１日迄ですので、お忘れのない様お願い致します 

北洋銀行 小樽中央支店 普通預金口座 ３０６２０２７ 

口座名 小樽薬剤師会 会計 石森 靖啓 
 

夜間急病センター運営委員会 

� 出向薬剤師は、随時募集しておりますので、希望の方はご連絡ください 

連絡先：済生会小樽病院薬局 鈴木 景就（０１３４－２５－４３２１） 

 

薬 局 部  

� 平成２５年度小樽薬剤師会医療安全講習会（第平成２５年度小樽薬剤師会医療安全講習会（第平成２５年度小樽薬剤師会医療安全講習会（第平成２５年度小樽薬剤師会医療安全講習会（第 1111 回）回）回）回）    

日日日日    時：平成２５年７月２０日（土）１４：３０～１７：３０（受付１４：００）時：平成２５年７月２０日（土）１４：３０～１７：３０（受付１４：００）時：平成２５年７月２０日（土）１４：３０～１７：３０（受付１４：００）時：平成２５年７月２０日（土）１４：３０～１７：３０（受付１４：００）    

場場場場    所：小樽市医師会館所：小樽市医師会館所：小樽市医師会館所：小樽市医師会館    ４階４階４階４階    講堂講堂講堂講堂    
※日本薬剤師研修センター認定の受講シール（２単位）の配布を予定しております 

 

� 平成２５年度高度管理医療機器継続研修会 

【札 幌 地 区】日 時：平成２５年８月２５日（日）１４：３０～１６：３０ 

         場 所：かでる２・７ ４階 大会議室 

【小樽【小樽【小樽【小樽・後志地区】・後志地区】・後志地区】・後志地区】日日日日    時：時：時：時：平成２５年９月１４日（土）１５：００～１７：００平成２５年９月１４日（土）１５：００～１７：００平成２５年９月１４日（土）１５：００～１７：００平成２５年９月１４日（土）１５：００～１７：００    

                                    場場場場    所：所：所：所：小樽市民会館８・９号室小樽市民会館８・９号室小樽市民会館８・９号室小樽市民会館８・９号室    

        ※申し込みは７月中です※申し込みは７月中です※申し込みは７月中です※申し込みは７月中です    
 

社会保険委員会  

� 随時、情報を更新していくので、小樽薬剤師会ＨＰにて確認して下さい 
 

在宅医療福祉委員会 

� 医療薬学講座－在宅医療を中心に－ 

【３回目】７月 ２日 在宅医療の実際 医師の立場から（仮） 

                               サンビレッジクリニック 林 敏 先生 

【４回目】７月 ９日  在宅医療の実際 看護師の立場から（仮） 

                               なかがわまさこケアプラン相談所 中川 雅子 先生 

【５回目】７月１６日  在宅医療の実際 歯科医師の立場から(仮) 

                                 オーラルセラピーデンタルオフィス院長 小城 賢一 先生 

【６回目】７月２３日  経腸栄養法（仮） 

                     札幌医科大学 外科学第一講座 講師 信岡 隆幸 先生 

    【７回目】７月３０日 緩和医療の実際 

                                 ホームケアクリニック札幌 院長 前野 宏 先生 

いずれも 19:00 より、1科目 90 分を予定しています 
視聴 URL             http://www.ustream.tv/channel/doyaku 

パスワード           小樽薬剤師会事務所（0134-29-3721）に確認して下さい 

・動作確認済 OS：Windows XP以降（iPad,iPhoneでは再生できません） 

・ブラウザ:   IE8以降、Firefox、Google Chrom 

・プラグイン:  Adobe FlashPlayer 11以降 

非常に重要な説明がある為、各薬局非常に重要な説明がある為、各薬局非常に重要な説明がある為、各薬局非常に重要な説明がある為、各薬局

１名以上１名以上１名以上１名以上のののの薬剤師薬剤師薬剤師薬剤師ががががご参加下さいご参加下さいご参加下さいご参加下さい    



 

期日前投票へ行こう！期日前投票へ行こう！期日前投票へ行こう！期日前投票へ行こう！    
 

（期間）公示日の翌日から選挙期日の

前日まで 

（時間）午前８時３０分から午後８時

まで 

（場所）小樽市－小樽市役所  

札幌市－札幌各区役所 余市町－余市町役場 

 

広域病院分業委員会 

� 済生会小樽病院 移転に伴う休診のお知らせ 

    ７月２７日(土)～７月３１日(水)休診、８月１日(木)より新病院にて通常診療 

   

不動在庫対策委員会  

� デッドストックシステム新規登録薬局募集中！！デッドストックシステム新規登録薬局募集中！！デッドストックシステム新規登録薬局募集中！！デッドストックシステム新規登録薬局募集中！！    

小樽薬剤師会事務所に連絡いただければ、後ほど委員長の栗林より簡単な説明をいたし

ます。入会規約や入会申込書につきましては下記ＵＲＬから直接ダウンロードできます

のでこちらもご確認ください 

http://www.taruyaku.com/kouhou/kiyaku.pdfhttp://www.taruyaku.com/kouhou/kiyaku.pdfhttp://www.taruyaku.com/kouhou/kiyaku.pdfhttp://www.taruyaku.com/kouhou/kiyaku.pdf    

    
 理事会・部会・委員会関係 

� 第２７７回理事会  ７月１６日（火）１９：００～ 小樽市民センター２階１号室 

� 調剤過誤ＷＧ    ７月 ３日（水）１９：００～ 小樽薬剤師会事務所 

調剤過誤ＷＧ    ７月１７日（水）１９：００～ 小樽薬剤師会事務所 

 

 【北海道【北海道【北海道【北海道薬科大学薬科大学薬科大学薬科大学    薬剤師アップトゥデート講座】薬剤師アップトゥデート講座】薬剤師アップトゥデート講座】薬剤師アップトゥデート講座】    

  ☆第２回 チーム医療で処方設計及び提案を実践するための医薬品情報の活用 

       講師：合資会社どんぐり工房 代表 菅野 彊氏 

       日時・会場：7月 12 日(金)19：00～20：30/北海道薬科大学サテライトキャンパス 

  ☆第３回 薬剤師を要とした地域医療連携－健康から介護まで－ 

       講師：福井大学医学部付属病院薬剤部 副薬剤部長 中村 敏明氏 

日時・会場：9月 7日(土)16：30～18：00/未定（函館市内のホテルを予定） 

  ☆第４回 在宅が進む医療における保険薬局の取組み（仮題） 

       講師：(有)メディフェニックスコーポレーション薬局つばめファーマシー代表取締役  

          日本薬剤師会 高齢者・介護問題検討委員会委員長 萩田 均司氏 

       日時・会場：11 月 22 日(金)19：00～20：30/北海道薬科大学サテライトキャンパス       

【北海道薬科大学生涯学習センター【北海道薬科大学生涯学習センター【北海道薬科大学生涯学習センター【北海道薬科大学生涯学習センター    スキルアップ講座】スキルアップ講座】スキルアップ講座】スキルアップ講座】    

  ☆第３回 バイタルサインの測定と症例検討 

       日時：7月 28 日(日)9:30～16：30 

       会場：北海道薬科大学              

  ※詳細につきましては小樽薬剤師会ＨＰ→会員トップページよりご覧いただけます 

 

☆第２３回参議院議員選挙☆☆第２３回参議院議員選挙☆☆第２３回参議院議員選挙☆☆第２３回参議院議員選挙☆    
    

公示日：７月公示日：７月公示日：７月公示日：７月    ４日（木）４日（木）４日（木）４日（木）    

投票日：７月２１日（日）投票日：７月２１日（日）投票日：７月２１日（日）投票日：７月２１日（日）    
国 民 の義 務

選挙選挙選挙選挙へへへへ    
行こう行こう行こう行こう    


