
 

 
 

１． 武蔵野市薬剤師会勉強会                   

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 

２． 北多摩南部吸入療法研究会 

開 催 日  令和 3年 11月 4日（木） 19：30～21：00 

演 者   国立国際医療センター 放生 雅章先生 

Web開催となります。 

３． 第９回がん薬物療法・サポーティブケア研究会 

開 催 日 令和 3年 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」（仮）がん患者さんの口腔機能管理 

４． 令和３年度第１回地区薬剤師研修会報告 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

５． 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） 11時～17時 

場   所 イトーヨーカドー武蔵境店 

スタッフ募集を FAXいたしました。ポスター掲示のご協力お願いいたします。 

６． 令和 3年度東京都薬剤師認知症対応力向上研修開催について 

諸般の事情により標記研修会の受付を延期させていただくこととなりました。現在ウェブ及び FAX両方の受付を停止し 

ております。再開については都薬ホームページにて改めてお知らせいたします。 
７． 東京都委託「令和 3年度 在宅訪問ステップアップ研修会」の開催日 

並びに事前受付延期について 

諸般の事情により標記研修会の開催日並びに事前受付を延期させていただきます。大変ご迷惑おかけして申し訳ありません。 

受付の再開は 10月下旬を目途としております。 

８． 令和３年度 高度管理医療機器等営業所管理者等に対する  

継続研修会について 

本年度も標記研修会を開催いたしますが、開催日等につきましては現在検討中です。 

今年度中（3月末まで）には開催いたします。 

９． 令和３年度薬事衛生自治指導事業 

『自主点検表』の使用と巡回指導の実施要領について 

巡回指導に先立ち『薬事関係法規教本 2021年版』と『自主点検表（令和 3年度）』を配付いたします。 

『自主点検表（令和 3年度）』に基づき巡回指導実施の前までに開設者並びに管理薬剤師が点検・確認の上記入し、 

巡回指導の際に指導員に提示できるようにご準備下さい。 
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９月 5 日（日）１３時より武蔵野スイングホールにお

いて、令和３年度第１回地区薬剤師研修会を開催

いたしました。 

三鷹市薬剤師会より１２名、多摩中央薬剤師会よ

り２１名、武蔵野市薬剤師会より２９名の参加があり

ました。 

新型コロナウイルス感染防止対策にご理解とご協

力を賜り、無事に開催をすることができました。 

参加者の皆様、ご協力ありがとうございました。 

 
 



 

１０． 令和３年度かかりつけ薬剤師研修会の開催について 

開催日時 令和 3年 11月 14日（日）12：30～16：00 

開催方法 集合研修（予定） 

開催場所 有楽町よみうりホール 

申込方法 都薬ホームページより期間を含めてお知らせいたします 

※東京都薬剤師会認定基準薬局の認定のための研修会の 1つです。 

１１． 令和３年度地域包括ケアシステムにおける薬局・薬剤師の機能強化 

「薬薬連携推進事業」について 

東京都薬剤師会では、東京都の委託を受け、標記「薬薬連携推進事業」を令和3年度～令和5年度にかけて実施い 

たします。本事業では、病院薬剤師と薬局薬剤師の連携（薬薬連携）を構築・強化し、医療・介護の中で薬剤師 

の職能・専門性を最大限に発揮し、患者に安全かつ有効な薬物療法を切れ目なく提供していくことを目的として 

います。今年度は、東京都12医療圏のうち、4医療圏において都薬版トレーシングレポート（一般用及びがん化 

学療法用の2種）を用いた事業を展開し、薬局から病院へ積極的に患者の服薬情報等を提供できる環境を整備し 

て患者情報の一元的・継続的な把握を進めていくことを目指します。 

対象地域 

区中央部保健医療圏（千代田区、中央区、港区、文京区、台東区） 

区西北部保健医療圏（豊島区、北区、板橋区、練馬区） 

区東部保健医療圏（墨田区、江東区、江戸川区） 

北多摩南部保健医療圏（武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市） 

地区代表者を対象に10月中旬に説明会が開催される予定ですので、詳細につきましては別途ご連絡いたします。 

１２． 都薬研修会・講習会 

11月 21日（日） 東京都・東村山合同総合防災訓練 

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 

１３． 斡旋図書 

 

 

１４． 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 9月休日当番処方せん枚数 

9 月 医師会当番クリニック 当番薬局 処方せん枚数 

5 日 
田原医院 ステラ薬局 7枚 

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 7 枚 

出版社 書籍名 斡旋価格 部数 

じほう ジエネリツク医薬品リスト令和3年8月版(定価3,740円） 3,300  

じほう 保険薬事典プラス令和3年8月版(定価5,060円） 4,550  

じほう 在宅医療Q&A令和3年版(定価2,750円） 2,400  

薬事日報社 医療者のための質的研究はじめの一歩11(定価2,200円） 1,980  

じほう 薬剤師のための検査値判読ドリル(定価3,300円） 2,970  

中山書店 神経･筋･精神／麻酔･鎮痛<臨床薬学テキストシリーズ＞(定価4,950円) 4，455  

中山書店 
血液･造血器／感染症／悪性腫瘍<臨床薬学テキストシリーズ＞ 

(定価4,950円） 
4,455 

 

中山書店 エビデンスに基づく皮膚科新薬の治療指針(定価9,680円） 8，712  
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12 日 
渡辺医院 しらかば薬局 7枚 

第一臼田医院 院内  

19 日 
高橋医院 アサヒ薬局 22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 3 枚 

20 日 
きくざとファミリークリニック 中川薬三鷹駅前店 24枚 

若狭内科クリニック さくら薬局武蔵野境南店 1 枚 

23 日 
友利医院 アイファ薬局関前店 13 枚 

長沼整形外科・内科医院 なごみ薬局 44 枚 

26 日 
境・藤田クリニック むさし野中央薬局 8 枚 

もとはし内科 院内  

 

令和 3年度 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 

 

令和 3年 11月休日当番 

11 月 医師会当番クリニック 当番薬局 日赤前 陽和会前 

3 日 
甲賀クリニック クオール薬局武蔵境店 

コクミン薬局  
むさしの共立診療所 西久保薬局 

7 日 
良寛こどもファミリークリニック コメディカル薬局 

むさし野中央薬局 
稲垣薬局 

北町店 国沢泌尿器皮フ科 稲垣薬局井の頭店 

14 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  
むさしの糖尿病・甲状腺クリニック 日本調剤武蔵境薬局 

21 日 
小森病院 ステラ薬局 

むさし野中央薬局 
稲垣薬局 

北町店 松井クリニック 院内 

23 日 
武居小児科医院 オレンジ薬局 

かえで薬局  
樋口クリニック オサダ薬局 

28 日 
前澤クリニック グリーン薬局 

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 

 

１５． 会員の異動 

入会 神尾 麻衣子 A クオール薬局武蔵境店 

退会 白濱 晴佳 A クオール薬局武蔵境店 

 

111名（ A 66名 、 B 39名、 C6名） 
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連盟からのお願い 

神谷まさゆき氏の名簿を添付いたします。まだ提出されていない会員の方は会員名だけでも良いです

ので、ご記入のうえセンターまでご提出下さい。ご協力をお願いいたします。 



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４０件 

[相談内容]    [薬局別の件数]  

副作用 4件  武蔵野市薬剤師会調剤薬局 6件 

薬の飲み合わせ・相互作用 7件  武蔵野管理センター 2件 

用法 6件  やすらぎ薬局吉祥寺店 7件 

効能 5件  境北口薬局 3件 

保管方法 1件  みどり薬局 20件 

その他 17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] 

高齢者の方々のワクチン接種が進み、相談件数も一段落したように見えます。 

普段の生活の中での、体調管理に関する相談が目立つようになりました。 

〈報告・検討事項〉 

8月 5日 多職種連携推進・研修部会 渡辺 Web 

8月 24日 多職種連携普及・啓発部会 安田  Web 

9月 3日 在宅医療・介護連携推進協議会 佐藤 Web 

9月 4日 薬事衛生自治指導員全体講習会 高橋 ベルサール神田 

9月 17日 松下れいこ陣中見舞い 佐藤 松下玲子選挙事務所 

9月 22日 鹿野あきら陣中見舞い 菅野 鹿野晃選挙事務所 

 

 

令和 3年 9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 齋藤 古荘 

令和 3年 9月 10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 9月 4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 9月 24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. 勉強会・研修会について 9. 薬草の集いについて 

3. 薬と健康展について 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. 薬薬連携 

5. 歯科連携について 12. 学会について 

6. 防災について 13. 会長会報告 

7. 多職種連携 14. その他 
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お薬手帳一冊 20円、血圧手帳一冊 30円、お薬手帳カバー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。 

※第 54回日本薬剤師会学術大会にWEB参加された会員の方へ 

領収書を提示していただければ半額 3,500円補助いたします。 


