
  
１． 武蔵野市薬剤師会勉強会 

5月 20日（木） 19：15～ 杏林大学乳腺外科 麻賀 創太 先生 「生存率向上を目指した乳癌の予防・診断・治療」 

ファイザー Web配信 

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

6月未定             日赤薬薬連携勉強会  

７月 15日（木）         武蔵野赤十字病院リウマチ内科 高村先生 中外 

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～ 

「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。総会資料、書面議決書・委任状を配付いたします。書面議決書・委任状は 

5月 26日までにセンターへご返信くださるようお願いいたします。 

３． 集団予防接種協力体制について 

武蔵野市では 5 月 13 日（木）より 75 歳以上の新型コロナウィルスワクチンの集団接種が始まります。薬剤師会ではお手伝

いいただくスタッフを募集いたしました。現在４４名の方が協力して下さいます。 

日 時 ： ５月１３日～９月末（状況に応じて１０月以降も） 

集団接種会場 ①総合体育館メインアリーナ ３名 ②吉祥寺南コミセン１階サロン ２名 ③市民会館１階ロビー ２名 

引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。 

4月 14日 19：30～三鷹産業プラザに於いて新型コロナワクチンの調整実習を行いました。 

5月 13日 19：30～武蔵野日赤山崎記念講堂に於いて 2回目の調整実習を行います。 

医療従事者優先接種について 

FAXにてお知らせしていますが急遽、武蔵野市医師会のご厚意により武蔵境病院、吉祥寺南病院で 5月中旬以降から 

直截接種できるようにお取り計らいいただきました。詳細は決まり次第お知らせいたしますが、限られた時間の中での作業と

なり、不手際がございましたら申し訳ございません。 

４． 令和３年度第一回地区薬剤師会研修会について 

日 時  令和 3年 9月 5日（日） 13：00～17：00（予定） 

会 場 武蔵野スイングホール 

詳細は決まりましたら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 3年度 4月休日当番処方せん枚数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 月 医師会当番クリニック 当番薬局 処方せん枚数 

4 日 
友利医院 アイファ薬局関前店 11枚 

中田内科クリニック サザン調剤薬局北町店 2 枚 

11 日 
かしわでクリニック なごみ薬局 12枚 

むらくにクリニック サザン調剤薬局南町店 7 枚 

18 日 
境・藤田クリニック むさし野中央薬局 16枚 

タワーズ内科クリニック サエラ薬局 17 枚 

25 日 
きくざとファミリークリニック 中川薬局 31枚 

若狭内科クリニック さくら薬局武蔵野境南店 8枚 

29 日 
境橋クリニック レインボー薬局 14枚 

吉祥寺あさひ病院 ファーマライズ薬局吉祥寺店  

武薬ニュース ＮＯ.２６３ 

 

 

 
 

令和 3 年 5 月 
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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 

 

令和 3年 6月休日当番 

6 月 医師会当番クリニック 当番薬局 日赤前 陽和会前 

6 日 
湯川リウマチ内科クリニック 院内 

むさし野中央薬局  
樋口クリニック オサダ薬局 

13 日 
晴朗クリニック 稲垣薬局吉祥寺本町店 

むさし野中央薬局 
稲垣薬局 

北町店 かたおか医院 オリーブ薬局 

20 日 
春木医院 境調剤薬局 

むさし野中央薬局  
宮崎クリニック グラム薬局西荻窪店 

27 日 
中じまクリニック マロン薬局吉祥寺店 

むさし野中央薬局  
ごとう内科・循環器クリニック むさし野中央薬局 

 

６． 斡旋図書 

 

 

出版社 書籍名 斡旋価格 部数 

同文書院 健康食品･サプリメントと医薬品との相互作用事典第 2版  (定価 4,730 円） 4,300 
 

医学書院 薬剤師レジデントマニュアル(第3版）                (定価3,850円） 3,460  

薬事日報社 在支診薬剤師という働き方                     (定価2,200円） 2,000 
 

中山書店 
呼吸器／免疫･炎症･アレルギー／骨･関節<臨床薬学テキストシリーズ＞ 

(定価4,950円） 
4,455 

 

中山書店 
消化器／感覚器･皮膚／生殖器･産婦人科<臨床薬学テキストシリーズ＞   

(定価4,950円） 
4,455 

 

中山書店 
循環器／腎・泌尿器／代謝／内分泌<臨床薬学テキストシリーズ＞ 

(定価4,950円） 
4,455 

 

中山書店 アンチドーピング徹底解説スポーツ医薬服薬指導とその根拠   (定価5,500円） 4,950  

社会保険研究所 薬価基準点数早見表令和3年4月版               (定価3,960円） 2,040 
 

社会保険研究所 ジェネリック医薬品リスト令和3年8月版 ※8月発刊       (定価3,740円） 3,360 
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７． 会員の異動 

入会 綿引 浩子 B  

 

109名（ A 66名 、 B 37名、 C6名） 

 

令和２年度３月かかりつけ薬局推進事業（薬の相談）報告書 

相談件数５２件 

[相談内容]    [薬局別の件数]  

副作用 8件  武蔵野市薬剤師会調剤薬局 17件 

薬の飲み合わせ・相互作用 7件  そよ風薬局吉祥寺店 6件 

用法 5件  管理センター 1件 

効能 6件  境北口薬局 3件 

健康相談 9件  みどり薬局 23件 

保管方法 2件  アサヒ薬局 2件 

その他 15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] 

  日医工や小林化工の事件報道で患者様からのジェネリック医薬品に対する不信感が表れていました。丁寧に説明して安

心してそのままジェネリック医薬品を継続していただいた事例が目立ちました。まだまだコロナ感染が続いていることで、心

配事の相談にかかりつけ薬局が役割を果たしている事が見受けられました。 

 

〈報告・検討事項〉 

4月 19日 総会資料について打合せ 菅野、瀬谷、大谷 管理センター 

4月２1日 新型コロナワクチンについて打合せ 
小安、菅野、佐藤、飯川、瀬谷 

高橋、安田、古荘、岡本、大谷 
Web会議 

4月２5日 武蔵野市ワクチン接種訓練 小安、菅野、佐藤、飯川 市総合体育館 

4月 30日 東京都薬物乱用防止推進武蔵野市地区協議会 瀬谷 保健センター 

 

令和 3年 4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 4月 9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 4月 10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 佐藤 斎藤 瀬谷 髙橋 辨谷 古荘 安田 渋谷 渡辺 

 令和 3年 4月 23日（金） Web会議 

 

1. 勉強会・研修会について 7. 防災事業について 

2. 総会、理事と監事改選 8. 令和 3年度第一回地区薬剤師会研修会について 

3. 集団予防接種協力体制について 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. 第 54回学術大会について 

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。 


