
 
 

１． 武蔵野市薬剤師会勉強会                   

9月 16日（木）  19時 15分～Web配信 「経皮吸収型持続性がん疼痛治療剤ジクトルテープ 75mgに関して」久光  

10月 14日（木） 19時 15分～偏頭痛治療の新たな可能性」 杏林大学 脳卒中医学教室准教授 海野佳子先生 

1１月 1８日（木） 19時 15分～Web配信 「薬疹関連について」 武蔵野赤十字病院 皮膚科 部長 加藤恒平先生 

第９回がん薬物療法・サポーティブケア研究会 

1１月３０日（木） 19時～Web配信「がんと静脈血栓塞栓症」「がん患者さんへの口腔ケア指導について」「がん患者さんの

口腔機能管理」 

 

２． 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） 13：00～ 

場   所 武蔵野スイングホール 

 

３． 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。 

 

４． 第５４回日本薬剤師会学術大会 

開 催 日 令和 3年 9月 19日（日）、20日（月） 

新型コロナウイルス感染症の急拡大に伴い、第 54回大会は【完全WEB開催】に変更となりました。 

現地会場では実施いたしません。 

 

５． 都薬研修会・講習会 

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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６． 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 8月休日当番処方せん枚数 

8 月 医師会当番クリニック 当番薬局 処方せん枚数 

1 日 
長谷川小児科医院 サザン調剤薬局北町店 21枚 

らいおんハート武蔵野脳神経科内科クリニック ステラ薬局 1 枚 

8 日 
桜堤ファミリークリニック さくら野薬局 29枚 

吉祥寺・藤田クリニック サザン調剤薬局南町店 8 枚 

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 106枚 

メディカルクリニック武蔵境 クオール薬局 9 枚 

15 日 
武蔵境病院 たま調剤薬局 17枚 

吉祥寺メディカルクリニック 雄飛堂薬局吉祥寺店 11 枚 

22 日 
かしわでクリニック なごみ薬局 14 枚 

北町診療所 なみえファーマシー 20 枚 

29 日 
小森病院 ステラ薬局 16 枚 

かえで内科クリニック スギ薬局吉祥寺南町店 24 枚 

 

令和 3年度 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 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 

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 

 

令和 3年 10月休日当番 

10月 医師会当番クリニック 当番薬局 日赤前 陽和会前 

3 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 

むさし野中央薬局 
稲垣薬局 

北町店 
中田内科クリニック サザン調剤薬局北町店 

10 日 
松本医院 院内 

むさし野中央薬局  
サルスクリニック武蔵境 はなまる薬局武蔵境店 

17 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 タワーズ内科クリニック サエラ薬局 

24 日 
境橋クリニック レインボー薬局 

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 

31 日 
おおやクリニック なごみ薬局 

むさし野中央薬局 
稲垣薬局 

北町店 時計台メディカルクリニック しらかば薬局 

 

７． 会員の異動 

  今月の異動はありません。 

111名（ A 66名 、 B 39名、 C6名） 
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令和３年度７月かかりつけ薬局推進事業（薬の相談）報告書 

相談件数４７件 

[相談内容]    [薬局別の件数]  

副作用 10件  武蔵野市薬剤師会調剤薬局 12件 

薬の飲み合わせ・相互作用 4件  そよ風薬局吉祥寺店 4件 

用法 3件  やすらぎ薬局吉祥寺店 2件 

効能 4件  境北口薬局 3件 

健康相談 6件  みどり薬局 17件 

その他 20件  中町ちぐさ薬局 2件 

   オレンジ薬局 2件 

   セコム薬局 3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のため、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 

引き続きみられました。 

テレビ番組などで得た健康機能食品の問い合わせも目立ちました。 

 
〈報告・検討事項〉 

８月２６日 医療救護所用備蓄医薬品点検 飯川、高橋 市内学校 6 カ所 

８月３１日 市防災会議 小安 書面による開催 

 

 

令和 3年 8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 古荘 

令和 3年 8月 13日（金） 管理センター 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

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。 


