
  
１． 武蔵野市薬剤師会勉強会 

4月 15日（木）  持田 高尿酸血症（ユリス） 

 「高尿酸血症治療の up date」  吉祥寺・藤田クリニック 院長 藤田 進彦 先生  ZOOM配信 

5月 20日（木）  杏林大学乳腺外科 麻賀先生 ファイザー 

 

5月 25日（火）  がん薬物療法・サポーティブケア研究会 19:00～ Web配信 

 

２． 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）   中央コミュニティセンター第 2会議室  18：00～（予定） 

「新型コロナウイルスの感染リスクを避けるため、当日のご来場を極力お控え頂き、書面決議を優先下さいますよう 

ご理解、ご協力の程お願い申し上げます。」 

 

３． PECS（薬剤師研修・認定電子システム）登録について 重要 

薬剤師の研修シールについては、研修センターで電子化をすすめており、令和 3 年 9 月稼働をめどに、新たに薬剤師研

修・認定電子システム（PECS）を構築しています。稼働後は、研修の受講や認定申請などはこのシステムのみで行うことにな

り、研修を受講しようとするすべての薬剤師がまず必要なことは各自で PECS 登録をしてユーザーID を取得することです

（すでに受付開始しています） この登録をすることで、研修会などの受講や認定申請ができるようになります。登録しなけれ

ば研修受講単位は交付されません。 

〇登録はできるだけ令和 3年 7月末までにお願いいたします。 

〇登録には登録番号と登録年月日が必要ですので、薬剤師免許証をお手元に用意して下さい。 

このシステムの概要、薬剤師の PECS登録は日本薬剤師研修センターのホームページに掲載されています。 

 
 

４． 斡旋図書 

 

出版社 書籍名 斡旋価格 部数 

薬事日報社 薬事衛生六法２０２１ 【4 月上旬 発行予定】     （定価 5,170 円) 4,700  

薬ゼミ情報 教育

センター 

現場がいきいき動き出す 必携実務ノート [2021 年度改訂版] 

 （定価 2,530 円) 
2,090 

 

武薬ニュース ＮＯ.２６２ 

 

 

 
 

令和 3 年 4 月 

月 

1 

  

1. 日本薬剤師研修センターのホ

ームページを開きます。 

http://www.jpec.or.jp/ 

2. 右上の「▷薬剤師研修支援

システム」をクリックします。 

3. 「薬剤師の PECS 登録はこち

らからです」の 薬剤師用入口 

をクリックします。 

 

薬剤師用入口 の下に 

薬剤師のPECS登録の方法 登録

方法(PDF)がありますのでご参照く

ださい。 



 

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 3月休日当番処方せん枚数 

 

 

 

 

 

 

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 

かえで薬局  
吉祥寺あさひ病院 ファーマライズ薬局吉祥寺店 

 

令和 3年度 5月休日当番 

5 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 

2 日 
青木小児科医院 院内 

むさし野中央薬局 
稲垣薬局 

北町店 

 

松井健診クリニック吉祥寺プレイス ファーマライズ薬局吉祥寺店 

3 日 
甲賀クリニック クオール薬局武蔵境店 

むさし野中央薬局  
 

国沢泌尿器皮フ科 稲垣薬局井の頭店 

4 日 
いるかこどもクリニック さくら野薬局 武蔵野市薬剤師会

調剤薬局 
 そよ風薬局 

時計台メディカルクリニック しらかば薬局 

5 日 
松本医院 院内 

日本調剤薬局 
稲垣薬局 

北町店 

 

かみやま内科クリニック ブルーム薬局 

9 日 
おおやクリニック なごみ薬局 

むさし野中央薬局  
 

松井クリニック 院内 

16 日 
長谷川小児科医院 サザン調剤薬局北町店 

むさし野中央薬局 
  

スイング・ビル野崎クリニック 薬局トモズ武蔵境店 

23 日 
ﾘﾘｰﾛｰｽﾞﾒﾛﾃﾞｨﾁｬｲﾙﾄﾞｸﾘﾆｯｸ 稲垣薬局クオラ武蔵境店 

むさし野中央薬局 
稲垣薬局 

北町店 

 

吉祥寺榊原クリニック 井の頭薬局 

30 日 
わたなべ小児科 サザン調剤薬局本町店 

むさし野中央薬局 
  

いちむら内科クリニック タカノハ調剤薬局 

 

 

 

 

3 月 医師会当番クリニック 当番薬局 処方せん枚数 

7 日 
田原医院 ステラ薬局 11枚 

吉祥寺メディカルクリニック 雄飛堂薬局吉祥寺店 2 枚 

14 日 
武蔵境病院 たま調剤薬局 12枚 

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 7 枚 

20 日 
小森病院 ステラ薬局 16枚 

時計台メディカルクリニック しらかば薬局 17 枚 

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 31枚 

メディカルクリニック武蔵境 クオール薬局武蔵境店 8枚 

28 日 
いるかこどもクリニック さくら野薬局 14枚 

もとはし内科 院内  
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６． 会員の異動 

入会 三上 正彰 B ミカミ薬局 

 

108名（ A 66名 、 B 36名、 C6名） 

 

令和２年度２月かかりつけ薬局推進事業（薬の相談）報告書 

相談件数４３件 

[相談内容]    [薬局別の件数]  

副作用 6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 14件  そよ風薬局吉祥寺店 3件 

用法 7件  薬局メディクス吉祥寺 3件 

効能 3件  境北口薬局 3件 

健康相談 4件  みどり薬局 10件 

識別 1件  アサヒ薬局 3件 

保管方法 1件  稲垣薬局新サンロード店 1件 

その他 7件  稲垣薬局公園通り店 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] 

  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。 

 

 〈報告・検討事項〉 

３月２５日 災害拠点病院前 3薬局医薬品点検 飯川 
武蔵野市薬剤師会調剤薬局、稲垣薬局北町店、 

そよ風薬局 

３月２６日 市民社会福祉協議会理事会 小安 市役所 

３月２９日 
令和 2年度第 2階健康福祉総合計画・

地域共生社会推進会議 
小安 市役所 

３月２９日 障害者福祉センター運営協議会 菅野 市役所 

 

令和 3年 2月会務報告 

〇武蔵野市薬剤師会常務理事会  出席理事 小安 菅野 佐藤 飯川 斎藤 

令和 3年 3月 12日（金） 管理センター 

〇地区及び職域薬剤師会 会長会  

 令和 3年 3月 13日（土） WEB会議 

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

 令和 3年 3月 26日（金） Web会議 

〇第 98回都薬臨時総会 小安 佐藤 

 令和 3年 3月 27日（土） 書面参加 

 

1. 日赤疑義照会プロトコールについて 7. 防災事業について 

2. 勉強会・研修会について 8. 令和 3年度第一回地区薬剤師会研修会について 

3. 総会、理事と監事改選 9. 健康サポート薬局 Aの実施について 

4. 歯科連携について 10. 集団予防接種協力体制について 

5. 多職種連携、都薬 4事業について 11. 会長会報告 

6. 薬局実務実習受け入れについて 12. その他 
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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。 


