
  

 
１． 武蔵野市薬剤師会勉強会                   

8月 30日（月） 19：00～20：30 「骨髄増殖性腫瘍の臨床について」 ノバルティスファーマ株式会社共催 

                                講師 武蔵野赤十字病院血液内科部長 押川学先生 

9月 16日（木）  Web配信 久光 メーカー講演  

10月 14日（木） 第一三共 偏頭痛 杏林大学 海野先生 

２． 令和３年度薬学講習会の開催について 

開 催 日  令和 3年 8月 29日（日）13：00～16：25（予定） 

開催形式 集合研修と配信視聴のハイブリット形式 

       開場：「日本教育会館一ツ橋ホール」〒101-0003東京都千代田区一ツ橋 2-6-2 

       配信：Webによる「同時配信」 

申込方法 都薬ホームページ「お知らせ」より受付 

３． 令和３年度第１回地区薬剤師研修会について 

開 催 日 令和 3年 9月 5日（日） 13：15～ 

場   所 武蔵野スイングホール 

次第を FAXにて送付いたしました（7/28） 

会場の人数制限がありますので後日参加人数を確認させていただきます。2週間前からの体温測定もお願いいたします。 

４． 令和３年度薬と健康展について 

開 催 日 令和 3年 10月 24日（日） 

場   所 イトーヨーカドー武蔵境店 

詳細は決まり次第お知らせいたします。 

５． 【日本薬剤師研修センター】薬剤師研修・認定電子システム(PECS)の 

稼働予定および各種申請に係る変更点等について 

日本薬剤師研修センターの薬剤師研修・認定電子システム(PECS)の稼働予定については、これまで9月を目途と

されていましたが、同センターより、10月下旬に稼働を延期予定との事務連絡がありました。 

このことに伴い、各種申請等に変更がありますので下記のサイトよりご確認下さい。 

［研修センター、認定手続きの電子化、PECS に関する事項の掲載サイト］ 

http://www.jpec.or.jp/faq/about/ninteitetudukidenshika.html 

 

６． 都薬研修会・講習会 

8月 29日（日） 薬学講習会（仮） 

9月 4日（土） 薬事衛生自治指導員全体講習会 

9月 11日（日）～12日（祝・月） 関東地区調整機構主催認定実務実習指導薬剤師養成ワークショップ 

9月 19日（日）～20日（祝・月） 日薬学術大会 

11月 14日（日） かかりつけ薬剤師研修会（仮） 

11月 21日（日） 東京都・東村山合同総合防災県連 

12月 12日（日） 第 1回災害時薬事活動リーダー研修 

1月 9日（日）～10日（祝・月） 関東地区調整機構主催認定実務実習指導薬剤師養成ワークショップ 

1月 30日（日） 第 2回災害時薬事活動リーダー研修 

2月 23日（祝・水） 薬局業務研修会（仮） 

3月 19日（土） 調剤報酬改定伝達講習会 

3月 21日（祝・月） 調剤報酬改定伝達講習会 
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７． 医師会休日当番、日赤前休日当番、武蔵野陽和会病院前、 

休日当番について 

令和 3年度 7月休日当番処方せん枚数 

7 月 医師会当番クリニック 当番薬局 処方せん枚数 

4 日 
武居小児科医院 オレンジ薬局 17 枚 

吉祥寺榊原クリニック 井の頭薬局 1 枚 

11 日 
良寛こどもファミリークリニック コメディカル薬局 36枚 

よしかた内科 院内  

18 日 
晴朗クリニック 稲垣薬局吉祥寺本町店 23枚 

武蔵境病院付属あんずクリニック 南山堂薬局武蔵境駅前店 17 枚 

22 日 
おいかわこどもクリニック サザン調剤薬局北町店 6枚 

東医院 院内  

23 日 
はせがわ内科 さくら薬局武蔵野境 4 丁目店 13 枚 

沼田内科小児科医院 サザン調剤薬局北町店 3 枚 

25 日 
前澤クリニック グリーン薬局 46 枚 

内科 いしだクリニック 稲垣薬局三鷹北口店 6 枚 

 

令和 3年度 8月休日当番 

8 月 医師会当番クリニック 当番薬局 日赤前 陽和会前 

1 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 
稲垣薬局 

北町店 
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 

8 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  
吉祥寺・藤田クリニック サザン調剤薬局南町店 

9 日 
おぎわらこどもクリニック さくら薬局武蔵野中町店 

日本調剤薬局 
稲垣薬局 

北町店 メディカルクリニック武蔵境 クオール薬局 

15 日 
武蔵境病院 たま調剤薬局 

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 

22 日 
かしわでクリニック なごみ薬局 

むさし野中央薬局 
稲垣薬局 

北町店 北町診療所 なみえファーマシー 

29 日 
小森病院 ステラ薬局 

むさし野中央薬局  
かえで内科クリニック スギ薬局吉祥寺南町店 

 

令和 3年 9月休日当番 

9 月 医師会当番クリニック 当番薬局 日赤前 陽和会前 

5 日 
田原医院 ステラ薬局 

むさし野中央薬局 
稲垣薬局 

北町店 松倉メディカルクリニック 薬局くだわら吉祥寺駅北口店 

12 日 
渡辺医院 しらかば薬局 

むさし野中央薬局  
第一臼田医院 院内 

19 日 
高橋医院 アサヒ薬局 

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 
きくざとファミリークリニック 中川薬三鷹駅前店 

コクミン薬局  
若狭内科クリニック さくら薬局武蔵野境南店 

23 日 
友利医院 アイファ薬局関前店 

かえで薬局 
稲垣薬局 

北町店 長沼整形外科・内科医院 なごみ薬局 

26 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  
もとはし内科 院内 

 

 
2 



 

 

８． 感染予防備品の配付 

新型コロナウィルスの感染拡大防止及び業務継続のために、感染予防備品の備蓄購入を市へ要求致しました。 

サージカルマスク、消毒用エタノール、ニトリル手袋、フェイスシールドを会員薬局へ配付いたします。 

配付方法については後ほどお知らせいたします。 

９． 斡旋図書 

 

１０． 管理センターの夏休み 

武蔵野管理センター 8月 12（木）～14日（土）   三鷹管理センター 8月 12日（木）～16日（月） 
 

１１． 会員の異動 

入会 松沢 真理 A 吉祥寺調剤薬局 

 山下 智美 B  

退会 石川 愛 A 吉祥寺調剤薬局 

 

111名（ A 66名 、 B 39名、 C6名） 

 

令和２年度６月かかりつけ薬局推進事業（薬の相談）報告書 

相談件数４８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 20件 

薬の飲み合わせ・相互作用 10件  そよ風薬局吉祥寺店 1件 

用法 11件  やすらぎ薬局吉祥寺店 3件 

効能 2件  境北口薬局 4件 

健康相談 3件  みどり薬局 29件 

保管方法 2件  中町ちぐさ薬局 2件 

その他 30件  東洋堂稲垣薬局西一条店 2件 

   稲垣薬局井の頭店 1件 

   セコム薬局 1件 

   管理センター 1件 

   アサヒ薬局 2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] 

ワクチン接種後の副反応報道を受けて、市販の鎮痛剤やすでに持っている鎮痛剤についての質問が目立ち

ました。 

出版社 書籍名 斡旋価格 部数 

じほう 「第十八改正日本薬局方（条文）」              （定価 33,000 円 ） 29,700  

じほう 

「第十八改正日本薬局方（条文）」と 

「第十八改正日本薬局方 医薬品情報 JPDI2021」 セット版 

（定価 38,500 円 ) 

34,650 

 

じほう 「居宅療養管理指導マニュアル第 4版」                （定価 3,300円 )              2,970 
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〈報告・検討事項〉 

7月 3日 薬局認定制度地区代表者説明会  コングレスクエア日本橋 

7月 10日 在宅医療・介護地区担当者会議 渡辺 TKP神田ビジネスセンター 

7月 15日 災害用備蓄薬品点検 飯川、齋藤、河内、田中 保健センター 

7月 19日 歯科連携会議 
佐藤、渡辺、高橋、安田、

高津、古荘 
Web 

7月 20日 概算要求 小安、菅野、瀬谷 市立保健センター 

7月 21日 神谷まさゆき氏武蔵野訪問 小安 吉祥寺地区 

7月 29日 歯科連携会議 
佐藤、渡辺、高橋、安田、

高津、古荘 
Web 

 

 

令和 3年 7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 古荘 

令和 3 年 7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 7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 齋藤 瀬谷 髙橋 辨谷 古荘 安田 渋谷 渡辺 

 令和 3年 7月 30日（金） Web会議 

 

1. 令和 3年度第一回地区薬剤師会研修会について 8. 薬局実務実習受け入れについて 

2. 概算要求について 9. 薬草の集いについて 

3. 勉強会・研修会について 10. 健康サポート薬局 Aの実施について 

4. 集団予防接種協力体制について 11. 第 54回学術大会について 

5. 歯科連携について 12. 薬と健康展について 

6. 防災について 13. 会長会報告 

7. 多職種連携 14. その他 

 

  

 

 

 

 
 

 

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。 


