
 
１． 武蔵野市薬剤師会勉強会 

2月 18日（木） 中止（日赤疑義照会プロトコールについて ZOOM配信を行います。19：30～） 

3月 25日（木） 大日本住友 糖尿病関連 日赤内分泌代謝科 杉山先生 武蔵野市内のホテルから配信予定 

３月学術講演会 毎年健康づくり事業団共催、医師会の先生に講演依頼をして開催していますが、本年度は新型コロナウィ 

ルス感染拡大の影響を鑑み中止とさせていただきます。 

２． 武蔵野赤十字病院との疑義照会プロトコールについて 

武蔵野赤十字病院と武蔵野市薬剤師会は、形式的な疑義照会を減らすために、院外処方せんにおける疑義照会プロトコ

ールを作成し運用することになりました。運用を行うには研修会の受講が必要となりますので、2 月 18 日（木）に開催される

zoom での研修会を受講して下さい。受講後、武蔵野市薬剤師会と合意受諾書を交わして頂く必要があります。当日、受講

が難しい場合は管理センターまでご連絡下さい。 

３． 令和 2 年度日薬 DEM 事業について 

報告期間：令和 2年 2月 1日（月）～2月 28日（日）（ログイン ID：dem パスワード：nichiyaku） 

４． 令和 2 年度第二回多摩第一地区薬剤師研修会のご案内 

日時 ： 令和3年3月28日（日） 13時15分～16時40分 

場所 ： リオンホールA・B 東京都国分寺市本町3-1-1 ℡042-325-6300 

13：15～13：20  開会挨拶 

13：20～14：20  都薬アワー 

14：20～14：25  休憩 

14：25～14：55  社会保険講習 

14：55～15：00  休憩 

15：00～16：30  臨床薬学講座 （仮）「コロナ禍の医療現場 医師会、行政他との連携とりくみ」 

16：30～16：35  連盟の時間 

16：35～16：40  閉会挨拶 

※オンラインによる開催に変更になる可能性があります。 

５． 一般社団法人武蔵野市薬剤師会 理事改選について 

令和 3年度一般社団法人武蔵野市薬剤師会の定時社員総会において、任期満了による理事の改選を行います。 

立候補受付期間は令和 3年 2月 1日から 2月 25日です。 

（１）候補者の資格は正会員です。 

（２）理事は８名以上１５名以内置くことができます。１５名を超える立候補者があった場合、選挙を行います。 

（３）理事の任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までです。 

６． 第１０回武蔵野市薬剤師会定時社員総会について 

日 時  令和 3年 5月 29日（土） 詳細は決まり次第お知らせいたします。 

７． 斡旋図書 

出版社 書籍名 斡旋価格 部数 

医学書院 治療薬マニュアル ２０２１ （定価 5,500 円) 5,100 
 

医学書院  Ｐｏｃｋｅｔ Ｄｒｕｇｓ ２０２１ （定価 4,620円) 4,290 
 

じほう 治療薬ハンドブック ２０２１（定価 4,840 円) 4,360 
 

社会保険研究所   オンライン資格確認 Ｑ＆Ａ 令和２年１０月版 （定価 3,300円) 2,800 
 

社会保険 研究所  薬局スタッフのための改正薬機法ガイド 令和２年９月版 （定価 3,300 円)  2,800 
 

じほう  保険薬事典プラス 令和３年 4 月版 （定価 5,060 円) 4,550 
 

じほう  薬価基準点数早見表 令和３年４月版 （定価 3,960 円)  2,050 
 

じほう  投薬禁忌リスト 令和３年版 （定価 4,620 円) 4,100 
 

武薬ニュース ＮＯ.２６０ 
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８． 医師会休日当番、日赤前休日当番、武蔵野陽和会病院前、 

吉祥寺南病院前休日当番について 

令和 2年度 1月休日当番処方せん枚数 

 

 

 

 

 

  

令和 2年度 2月休日当番 

2 月 医師会当番クリニック 当番薬局 日赤前 陽和会前 吉祥寺南病院前 

7 日 
桜堤ファミリークリニック さくら野薬局 

むさし野中央薬局  そよ風薬局 
北町診療所 なみえファーマシー 

11 日 
はせがわ内科 さくら薬局武蔵野境 4 丁目店 

日本調剤薬局 
稲垣薬局 

北町店 

 

内科 いしだクリニック 稲垣薬局三鷹店 

14 日 
渡辺医院 しらかば薬局 

むさし野中央薬局 
 

 
長沼整形外科・内科医院 なごみ薬局 

21 日 
青木小児科医院 院内 

むさし野中央薬局  そよ風薬局 
かえで内科クリニック スギ薬局吉祥寺南町店 

23 日 
おいかわこどもクリニック サザン調剤薬局北町店 

コクミン薬局 
稲垣薬局 

北町店 

 

むさしの共立診療所 セーブファーマ薬局 

28 日 
前澤クリニック グリーン薬局 

むさし野中央薬局 
 

 
吉祥寺・藤田クリニック サザン調剤薬局南町店 

 

令和 2年度 3月休日当番 

3 月 医師会当番クリニック 当番薬局 日赤前 陽和会前 

7 日 
田原医院 ステラ薬局 

むさし野中央薬局  
吉祥寺メディカルクリニック 雄飛堂薬局吉祥寺店 

14 日 
武蔵境病院 たま調剤薬局 

むさし野中央薬局 
稲垣薬局 

北町店 木下循環器呼吸器内科クリニック ファーマライズ薬局吉祥寺店 

20 日 
小森病院 ステラ薬局 武蔵野市薬剤師会

調剤薬局 

 

時計台メディカルクリニック しらかば薬局 

じほう  薬効・薬価リスト 令和３年版 （定価 7,150 円) 6,400 
 

薬事日報社  超簡単！！ポートフォリオ作成ガイド （定価 2,750 円) 2,500 
 

1 月 医師会当番クリニック 当番薬局 処方せん枚数 

1 日 

湯川リウマチ内科クリニック 院内  

らいおんハート武蔵野脳神経 

外科内科クリニック 
ステラ薬局 

4 枚 

2 日 
リリーローズメロディチャイルドクリニック 稲垣薬局クオラ武蔵境店 30枚 

沼田内科小児科医院 院内  

3 日 
わたなべ小児科 サザン調剤薬局本町店 10枚 

甲賀クリニック クオール薬局武蔵境店 3 枚 

10 日 
きくざとファミリークリニック 中川薬局三鷹駅前店 10枚 

かみやま内科クリニック ブルーム薬局 3枚 

11 日 
武居小児科医院 オレンジ薬局 13枚 

宮崎クリニック グラム薬局西荻窪店 6枚 

17 日 
中じまクリニック マロン薬局吉祥寺店 8枚 

武蔵境病院付属あんずクリニック 南山堂薬局武蔵野境駅前店 5枚 

24 日 
高橋医院 アサヒ薬局 9枚 

よしかた内科 院内  

31 日 
長谷川小児科医院 サザン調剤薬局北町店 4枚 

東医院 院内  
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21 日 
おぎわらこどもクリニック さくら薬局武蔵野中町店 

むさし野中央薬局  
メディカルクリニック武蔵境 クオール薬局武蔵境店 

28 日 
いるかこどもクリニック さくら野薬局 

むさし野中央薬局 
稲垣薬局 

北町店 もとはし内科 院内 

 

９． 研修及び認定手続きの電子化について 

概要は日本薬剤師研修センターのホームページに掲載しています。随時更新します。 

「各種認定制度を知る」 → 「認定手続き等の電子化（お知らせ）」 

１０． 東京都市町村民交通災害共済（ちょこっと共済）について 

武蔵野市内にお住まいの方は、各家庭に配布されている「ちょこっと共済」の申込書に記入後、センターまでお持ち 

下さい。お手元にない方は下記の表に記入後、センターまでＦＡＸをお願いいたします。こちらで申込書に記入し、 

一括して手続きをいたします。コースはＢコースの 500円です。 

武蔵野市外の会員の方はお住まいの市町村で各々申し込み手続きをして下さい。領収書を薬剤師会まで提出してい 

ただければ会費 500円をお支払いたします。 

住  所 〒          東京都武蔵野市 

電話番号  生年月日  

名  前  年齢  

 

１１． 使用済み注射針回収事業について 

使用済み注射針を回収する為には「廃棄物処理法第十二条の二第 6項の規定により、各薬局並びに地区管理 

センターに特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が必要です。管理責任者設置報告書は東京都環境局に提出 

いたします。 

 責任者の設置又は変更になった場合は速やかにセンターまでお知らせください 

（設置、変更から 30日以内に報告書を提出しなければなりません） 

 産業廃棄物処理委託について薬局、管理センター、回収業者の三者で契約しています。 

 契約していない薬局、会員外の薬局についてはセンターでの使用済み注射針の回収はできません。注射針

は回収した薬局が責任を持ってセンターまで届けて下さい。 

 管理センターではマニフェストの交付、管理、保管を行い、最終処分を確認し、情報を各薬局に連絡しま

す。薬局は管理センターの廃棄台帳のコピーを管理台帳と一緒に 5年間保存します。 

 回収容器がいっぱいになりましたら、薬局に持ってきていただくように患者さんへご説明下さい。 

１２． 管理センター棚卸 

令和 3年３月 27日（土） 

管理センター棚卸しのため、センター業務をお休みさせていただきます。電話には出られません。取りにいらっしゃる 

ことはできます。ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。 

１３． 会員の異動 

今月の異動はありません。 

109名（ A 66名 、 B 37 名、 C6 名） 
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令和２年度１２月かかりつけ薬局推進事業（薬の相談）報告書 

相談件数８８件 

[相談内容]    [薬局別の件数]  

副作用 11件  武蔵野市薬剤師会調剤薬局 19件 

薬の飲み合わせ・相互作用 8件  そよ風薬局吉祥寺店 4件 

用法 4件  吉祥寺サン薬局 1件 

効能 6件  境北口薬局 3件 

健康相談 2件  みどり薬局 19件 

識別 1件  アサヒ薬局 4件 

保管方法 2件  コクミン薬局武蔵境店 3件 

その他 21件  稲垣薬局 1件 

   東洋堂稲垣薬局西一条店 1件 

   稲垣薬局新サンロード店 1件 

 相談内容が複数の項目にわたっている場合は主に項目をひとつに絞った 

 [考察] 

  コロナ感染症予防のため、長期間の処方薬をもらっている患者様が増えています。 

ドクター指示を得にくい時や判断に困ったときなど、頼りにされているのがかかりつけ薬局。 

フォローアップも含めて役割の多様化を感じました。 

 

〈報告・検討事項〉 

1月 15日 普及啓発部会 安田 Web会議 

1月 17日 アンチドーピング活動地区指導者会議 斎藤 星稜会館 

1月 22日 東京都薬剤師会薬薬連携 細谷 Web会議 

 

令和 3年 1月会務報告 

〇地区及び職域薬剤師会 会長会 小安  京王プラザホテルエミネンスホール 

 令和 3年 1月 21日（木）  

〇武蔵野市薬剤師会常務理事会  出席理事 小安 菅野 飯川 斎藤 

令和 3年 1月 8日（金）出席理事 小安 菅野 飯川 佐藤 斎藤 瀬谷 髙橋 古荘 辨谷 安田 渋谷 渡辺 

〇武蔵野市薬剤師会理事会 

 令和 3年 1月 22日（金） Web会議 

1. 会長会報告 8. 薬局実務実習受け入れについて 

2. 勉強会・研修会について 9. 防災事業について 

3. 年末年始発熱外来対応薬局について 10. 令和 2年度第二回地区薬剤師会研修会について 

4. 総会、理事と監事改選 11. 健康サポート薬局 Aの実施について 

5. 予算請求、概算要求について 12. 集団予防接種協力体制について 

6. 歯科連携について 13. その他 

7. 多職種連携、都薬 4事業について   

 

 

  

 

 

 

 
 

 

お薬手帳カバー 30円 、 マスクケース 100円 もお分けしております 

 

お薬手帳一冊 20円、血圧手帳一冊 30円でお分けしております。 

お申込みは管理センターまでお願いいたします。 
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