
 

 
 

１． 武蔵野市薬剤師会勉強会                  

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 

12月 16日（木） 19時 15分～Web配信「抗菌薬適正使用、感染管理について」 

武蔵野赤十字病院薬剤部兼感染対策室 加藤智之先生 

2月 17日（木） 19時 15分～Web配信「がん薬物療法と副作用対策などについて」 

武蔵野赤十字病院薬剤部 指田博也先生 

1月 20日（木） 19時 15分～大塚製薬 レキサルティ OD錠 

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年度薬と健康展について（報告書別紙にて添付） 

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 

５． 東京都委託「令和 3年度 在宅訪問ステップアップ研修会」 

開催日程 令和 3年 11月 25日（木）19：00～21：00 栄養管理について 

令和 3年 12月 2日（木）19：00～21：00 初心者用基礎クラス 

令和 3年 12月 9日（木）19：00～21：00 緩和ケアについて 

申込受付期間 令和 3年 10月 26日（火）10：00 より受付開始 各開催定員 300名 

受講料  無料 

都薬ホームページよりお申込み下さい。 

６． 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。 

７． 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。 

８． 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。 
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９． 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、「薬薬連携推進事業」を令和３年より３年間実施いたしますが、今年度

は武蔵野市が属する北多摩南部医療圏が対象地区に選定されました。都薬版トレーシングレポート（一般薬用及びが

ん化学療法用の２種、近日中に都薬 HP に掲載予定）を用いて薬局から病院へ積極的に患者の服薬情報を提供し、病

院薬剤師がレポートを確認して処方医に内容を伝え、必要に応じて対応を協議・返信を行うことにより患者情報の一

元的・継続的な把握を進めていくことを目指しております。会員薬局の皆様には積極的に事業にご参加いただきたく

よろしくお願い申し上げます。 

実施期間   令和３年 11月～令和 4年 2月 

対象医療機関 武蔵野赤十字病院、杏林大学病院、多摩総合医療センター、東京慈恵会医科大学附属第三病院、 

桜町病院 

※令和３年度薬薬連携推進事業の資料「都薬版トレーシングレポート」「協力医療機関窓口一覧」「問い合わせ Q&A」

が都薬ホームページ上に掲載されました。https://www.toyaku.or.jp/index.html 

１０． 斡旋図書 

 

１１． 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 10月休日当番処方せん枚数 

10 月 医師会当番クリニック 当番薬局 処方せん枚数 

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 19枚 

中田内科クリニック サザン調剤薬局北町店 2 枚 

10 日 
松本医院 院内  

サルスクリニック武蔵境 はなまる薬局武蔵境店 11 枚 

17 日 
いるかこどもクリニック さくら野薬局 21枚 

タワーズ内科クリニック サエラ薬局 37 枚 

24 日 
境橋クリニック レインボー薬局 13枚 

むらくにクリニック サザン調剤薬局南町店 8 枚 

31 日 
おおやクリニック なごみ薬局 17 枚 

時計台メディカルクリニック しらかば薬局 3 枚 

 

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 

 

 

 

出版社 書籍名 斡旋価格 部数 

じほう 麻薬・向精神薬・覚醒剤管理ハンドブック第11版（定価13,750円） 12,400  

薬事日報社 福島県立医科大学会津医療センター漢方処方集 運用の実際（定価4,950） 4,450  
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令和 3年 12月休日当番 

12 月 医師会当番クリニック 当番薬局 日赤前 陽和会前 

5 日 
渡辺医院 しらかば薬局 

むさし野中央薬局  
かみやま内科クリニック ブルーム薬局 

12 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 宮崎クリニック グラム薬局西荻窪店 

19 日 
おぎわらこどもクリニック さくら薬局武蔵野中町店 

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 

26 日 
武蔵境病院 たま調剤薬局 

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 
春木医院 境調剤薬局 

日本調剤薬局  
吉祥寺あさひ病院 ファーマライズ薬局吉祥寺店 

30 日 
湯川リウマチ内科クリニック 院内 

コクミン薬局 
稲垣薬局 

北町店 東医院 院内 

31 日 
桜堤ファミリークリニック さくら野薬局 武蔵野市薬剤師会

調剤薬局 
 

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 

令和 4年 1月休日当番 

1 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 

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 

2 日 
はせがわ内科 さくら薬局武蔵野境 4丁目店 

むさし野中央薬局  そよ風薬局 
沼田内科小児科医院 サザン調剤薬局北町店 

3 日 
わたなべ小児科 サザン調剤薬局本町店 

かえで薬局 
稲垣薬局 

北町店 

 

かたおか医院 オリーブ薬局 

１２． 会員の異動 

入会 平田 奈子 A さくら薬局武蔵野中町店 

 岡部 昌子 A コメディカル薬局武蔵野店 

退会 井山 宏章 A さくら薬局武蔵野中町店 

 西松 正豊 A コメディカル薬局武蔵野店 

112名（ A 67名 、 B 39名、 C6名） 

 

令和３年度９月かかりつけ薬局推進事業（薬の相談）報告書 

相談件数４６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 14件 

薬の飲み合わせ・相互作用 7件  そよ風薬局 6件 

用法 5件  セコム薬局 1件 

効能 6件  境北口薬局 6件 

保管方法 2件  みどり薬局 17件 

識別 1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] 

コロナ禍の中、施設入居されている家族の認知機能低下が進み対応に苦慮している事案がありました。 

また、コロナウイルス感染症後遺症の相談もあり、様々な影響が出ていると感じました。 
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〈報告・検討事項〉 

9月 28日 在庫システム導入について 
小安、佐藤、岡本、斉藤 

古荘、瀬谷、辨谷 
管理センター 

9月 30日 武蔵野赤十字病院地域医療支援病院運営協議会 小安 武蔵野赤十字病院 

10月 14日 『薬と健康展』歯科医師会との打ち合わせ 佐藤、高橋 Web 

10月 15日 薬薬連携推進事業担当者説明会 小安、古荘 Web 

10月 26日 市子育て支援ネットワーク会議 斉藤 市役所 

10月 29日 健サポについて打合せ 
小安、佐藤、菅野、古荘、

瀬谷、渡辺、安田 
管理センター 

 

 

令和 3年 10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 10月 8日（金） 管理センター 

〇地区及び職域薬剤師会 会長会 出席理事 小安 

 令和 3年 10月 9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 瀬谷 髙橋 古荘 安田 渋谷 渡辺 

 令和 3年 10月 22日（金） Web会議 

1. 薬と健康展について 7. 多職種連携 

2. 薬草の集いについて 8. 薬局実務実習受け入れについて 

3. 勉強会・研修会について 9. 健康サポート薬局 Aの実施について 

4. 鍋林（株）の在庫システム導入について 10. 薬薬連携 

5. 歯科連携について 11. 会長会報告 

6. 防災について 12. 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。 


