
 

  
１． 武蔵野市薬剤師会勉強会 

3月 25日（木） 19：00～20：30 大日本住友 「改めて見直す糖尿病の薬物療法～シックデイ対策も含めて～」 

 日赤内分泌代謝科 杉山 徹 先生 NATULUCK吉祥寺北口ハロースペースより ZOOM配信  

4月 15日（木）  持田 高尿酸血症（ユリス） 藤田クリニック 藤田医師  ZOOM配信 

２． 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。 

３． 新型コロナウィルス集団予防接種協力体制について 

会員薬局にお願いしたい事 

・地区薬剤師会からの協力要請に対して積極的に参加するため、薬局内の業務シフトの調整を検討する。 

・地区薬剤師会等がワクチンの希釈等の演習や説明会を開催する場合、これに積極的に出席し、接種事業への十分な 

準備及び知識をもって参加する。 

・ワクチン接種に関する情報を薬局内で共通の知識として共有する。 

 なお、薬局の薬剤師及び従事者自らが接種を受ける際には、副反応の発生等も考慮して、全員が同一日に接種を受 

けるのではなく、何日かに分散させて接種を受けられますよう、お願い申し上げます。 

武蔵野市における現時点の計画案と想定されている薬剤師の担当業務 

1．現時点で想定している接種体制 

・接種方法：集団接種と病院における個別接種のハイブリット型  

陽和会病院、吉祥寺南病院、小森病院、森本病院、武蔵境病院で行う予定 

集団接種会場：武蔵野市総合体育館（500人/日）、吉祥寺南町コミセン（200人/日）、市民会館（200人/日） 

毎週木曜日、土曜日、日曜日の 9時～17時。派遣看護師が注射接種予定。 

2.集団接種会場における、薬剤師の担当業務（案） 

（１）ワクチン管理及び準備業務 

業務内容：集団接種会場の接種前に必要な準備を行う 

〇ファイザー社ワクチンの準備 

・集団接種会場にて基本型接種施設から搬送されるワクチンを受け取り、情報提供シートの「サテライト型接種施設記入

欄」に記入する（冷蔵保管期限等） 

・午前中予約人数分のワクチンを希釈する。 

・希釈したワクチンを接種用針とシリンジをセットにして、各接種レーンに運ぶ。 

・午後分予約人数のワクチンを希釈する。 

・希釈したワクチンを接種用針とシリンジをセットにして、各接種レーンに運ぶ。 

（2）予診前の相談業務 

〇業務内容 

・受付後に、ワクチン等の不安について相談を希望する方の相談を受ける。 

・予診票の記載もれを記入する際、必要な方に支援する（相談コーナーと予診票記載場所は同じエリアに設置予定） 

進展がありましたら都度お知らせいたします。ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 
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４． 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。 

５． 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 2月休日当番処方せん枚数 

 

 

 

 

 

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 

日本調剤薬局 
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 

むさし野中央薬局 
 

時計台メディカルクリニック しらかば薬局 

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 

コクミン薬局 
稲垣薬局 

北町店 もとはし内科 院内 

令和 3年度 4月休日当番 

4 月 医師会当番クリニック 当番薬局 日赤前 陽和会前 

4 日 
友利医院 アイファ薬局関前店 

むさし野中央薬局  
中田内科クリニック サザン調剤薬局北町店 

11 日 
かしわでクリニック なごみ薬局 

むさし野中央薬局  
むらくにクリニック サザン調剤薬局南町店 

18 日 
境・藤田クリニック むさし野中央薬局 

むさし野中央薬局 
稲垣薬局 

北町店 タワーズ内科クリニック サエラ薬局 

25 日 
きくざとファミリークリニック 中川薬局 

むさし野中央薬局  
若狭内科クリニック さくら薬局武蔵野境南店 

29 日 
境橋クリニック レインボー薬局 

未定  
吉祥寺あさひ病院 ファーマライズ薬局吉祥寺店 

 

６． 研修認定薬剤師制度における薬剤師研修手帳の販売終了について 

薬剤師研修手帳の販売は令和 3年 2月 28日で終了いたしました。なお、次のことにご留意ください。 

①薬剤師研修・認定電子システムが稼働するまでは、研修受講シールが発行されますので、お持ちの薬剤師研修手

帳に貼付して管理することになります。 

②薬剤師研修手帳に貼付した研修受講シールは、薬剤師研修・認定電子システムの稼働後に認定申請する場合

も有効です。 

③薬剤師研修手帳をお持ちでない場合、「研修認定薬剤師研修受講シール整理表」に研修受講シールを貼付 

することになります。この整理表は日本薬剤師研修センターのホームページから入手できます。 

2 月 医師会当番クリニック 当番薬局 処方せん枚数 

7 日 
桜堤ファミリークリニック さくら野薬局 7枚 

北町診療所 なみえファーマシー 21 枚 

11 日 
はせがわ内科 さくら薬局武蔵野境 4丁目店 22枚 

内科 いしだクリニック 稲垣薬局三鷹店 5 枚 

14 日 
渡辺医院 しらかば薬局 5枚 

長沼整形外科・内科医院 なごみ薬局 7 枚 

21 日 
青木小児科医院 院内  

かえで内科クリニック スギ薬局吉祥寺南町店 28枚 

23 日 
おいかわこどもクリニック サザン調剤薬局北町店 1枚 

むさしの共立診療所 セーブファーマ薬局 2枚 

28 日 
前澤クリニック グリーン薬局 15枚 

吉祥寺・藤田クリニック サザン調剤薬局南町店 7枚 
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７． 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。 

 

８． 会員の異動 

入会 石井 敦子 A はな薬局吉祥寺店 

 木ノ内 遥介 A 薬局ﾒﾃﾞｨｸｽ吉祥寺店 

退会 北岸 弘美 A はな薬局吉祥寺店 

 大島 佳菜 A 薬局ﾒﾃﾞｨｸｽ吉祥寺店 

 鷹野 由起子 B やすらぎ薬局 

 

108名（ A 66名 、 B 35名、 C6名） 

 

令和２年度１月かかりつけ薬局推進事業（薬の相談）報告書 

相談件数５５件 

[相談内容]    [薬局別の件数]  

副作用 7件  武蔵野市薬剤師会調剤薬局 20件 

薬の飲み合わせ・相互作用 12件  やすらぎ薬局 1件 

用法 7件  境北口薬局 3件 

効能 7件  みどり薬局 15件 

健康相談 6件  アサヒ薬局 3件 

識別 1件  コクミン薬局武蔵境店 1件 

保管方法 1件  稲垣薬局公園通り 1件 

その他 14件  東洋堂稲垣薬局西一条店 2件 

   稲垣薬局井の頭店 2件 

   そよ風薬局 6件 

   武蔵野管理センター 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] 

  緊急事態宣言下、自宅で一人暮らしの方が多くなり、処方薬の管理に問題が出ているように感じられました。丁寧な対応

が多くみられました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 



 

 

〈報告・検討事項〉 

2月 4日 歯薬連携会議 佐藤・渡辺・高橋・古荘・安田・高津 Web会議 

2月 25日 
薬局実務実習受入のためのエリア

担当者会議 
渡辺・大谷 Web会議 

 

令和 3年 2月会務報告 

〇地区及び職域薬剤師会 会長会 小安   

 令和 3年 2月 13日（土） WEB会議 

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 2月 12日（金） 管理センター 

〇武蔵野市薬剤師会理事会 出席理事 小安 菅野 飯川 佐藤 瀬谷 髙橋 古荘 辨谷 安田 渋谷 渡辺 

 令和 3年 2月 26日（金） Web会議 

 

1. 会長会報告 8. 多職種連携、都薬 4事業について 

2. 日赤疑義照会プロトコール 9. 薬局実務実習受け入れについて 

3. 勉強会・研修会について 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. 日曜当番救急病院手当の件 13. その他 

7. コロナ感染患者の対応について   

 

  

 

 

 

 
 

 

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 
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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。 


