
 
１． 令和３年度都薬功労賞について 

11月 20日に開催されました選考委員会において、本会より推薦いたしました安田江里子先生の功績が高く評価され、 

都薬功労賞を受賞されました。おめでとうございます。 

２． 武蔵野市薬剤師会勉強会                  

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 

※12月 16日 勉強会の前に・管理センターの在庫システム導入について ・残薬バッグについての説明を行います。 

1月 20日（木） 19時 15分～大塚製薬 レキサルティ OD錠 長谷川病院薬剤部部長 馬場先生 

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 

３． 令和３年度「薬局薬剤師のためのコンプライアンス研修会」について 

開催回 開催日 時間帯 会場 定員  

第 1回目 令和 4年 1月 8日（土） 15：30～17：30 新宿文化センター 1,000名 締切り 

第 2回目 令和 4年 1月 8日（土） 19：00～21：00 新宿文化センター 1,000名  

第 3回目 令和 4年 1月 9日（日） 10：30～12：30 浅草公会堂 600名  

第 4回目 令和 4年 1月 9日（日） 14：00～16：00 浅草公会堂 600名  

資料代   1名 2,000円 

申込方法 都薬ホームページ（https://www.toyaku.or.jp/）「お知らせよりお申込み下さい 

受付開始 令和３年１１月３０日（火）10：00から（11/9 E メールにてお知らせ済み） 

定員になり次第締め切らせていただきます。 

４． 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 

機能強化事業（都委託）「無菌調剤技能習得研修会」の開催について 

・11/9FAXにてお知らせ済み 

講義（全受講者対象） 

開催日時： 令和４年１月２３日（日）10：00～16：30 

開催場所： 帝京平成大学中野キャンパス 225教室 

内   容： １）在宅医療における無菌調剤の現状 

        ２）無菌調剤の基礎知識 

        ３）輸液・TPNの基本知識 等 

実習 

開催日時： 下表⓵～④のいずれかをご受講ください 

開催場所： 帝京平成大学中野キャンパス 調剤実習室 

内   容： １）無菌調製手技 調剤実習室（２時間） 無菌調製の基本操作 

        ２）無菌調製手技 無菌調製実習室（２時間３０分） クリーンベンチを使用した混合調製の実践 

開催日 
実習時間 

A 班 B 班 

令和 4 年 2 月 6 日（日） ①9：30～15：00 ②12：45～17：45 

令和 4 年 2 月 20 日（日） ③9：30～15：00 ④12：45～17：45 

定   員： 120名 各実習日 60名（A班、B班 各 30名） 

受講資格： 新型コロナウィルスワクチンを 2回施主済みの方限定 

受 講 料： 無料 

申込方法： 都薬ホームページ「お知らせ」より受付（上記の定員になり次第締切り） 

  ＜会員かつ初回の方＞11月 16日（火）10時から受付開始 

   ＜再受講/会員外の方＞11月 19日（金）10時から受付開始 
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５． 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（11/9FAXにてお知らせ済み） 

 

開催方法 Webを用いたオンデマンドによる配信 

配信期間 令和４年１月２７日（木）～２月２日（水） 

受講料   都薬会員の薬局の医療機器販売管理者              3,000円 

       「東京都薬剤師会認定の基準薬局」の医療機器販売管理者   2,000円 

       一般受付                                  6,000円 

申込期限 （会員優先申込）令和３年１１月２４日（水）10：00～１２月２２日（水） 

       （一 般 申 込）令和３年１２月 ８日（水）10：00～１２月２２日（水） 

申込方法 東京都薬剤師会ホームページの「お知らせ」よりお申込み下さい（事前申込制） 

 

６． 健サポ A、Bの実施について 

令和 4年 1月 23日（日） 9：00～17：00（予定） 武蔵野スイングホールレインボーサロン全室 健サポ A 

令和 4年 2月 6日（日）  9：00～17：00（予定） 武蔵野スイングホールレインボーサロン B   健サポ B 

詳細は決まり次第お知らせいたします。 

 

７． くらし地域応援券について 

新型コロナウイルス感染拡大の影響が続く中、市民への生活支援と市内事業者支援により、市民の暮らしを支えるとともに 

地域の活性化を図ることを目的として、「武蔵野市くらし地域応援券」事業第 2弾を実施する。 

協力事業者（参加店舗）の対象は、生活必需品を扱う店舗や飲食店の他、小売業や医療機関など幅広い事業者とする。 

保健調剤にも利用できます 

実施期間 令和 4年 2月 1日（火）～3月 31日（木） 

 

８． 斡旋図書 

 

９． 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 11月休日当番処方せん枚数 

11 月 医師会当番クリニック 当番薬局 処方せん枚数 

3 日 
甲賀クリニック クオール薬局武蔵境店 11枚 

むさしの共立診療所 西久保薬局 5 枚 

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 29枚 

国沢泌尿器皮フ科 稲垣薬局井の頭店 4 枚 

14 日 
中じまクリニック マロン薬局吉祥寺店 4枚 

むさしの糖尿病・甲状腺クリニック 日本調剤武蔵境薬局 3 枚 

21 日 
小森病院 ステラ薬局 12枚 

松井クリニック 院内  

23 日 
武居小児科医院 オレンジ薬局 29 枚 

樋口クリニック オサダ薬局 6 枚 

28 日 
前澤クリニック グリーン薬局 32 枚 

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 34 枚 

 

 

出版社 書籍名 斡旋価格 部数 

中山書店 
セルフメディケーション/一般用医薬品・漢方薬・保健機能食品＜臨床薬学

テキストシリーズ＞                 （定価 4,950 円) 
4,455 

 

薬事日報社 今日から減らす！事例で学ぶ調剤エラー防止策     （定価 2,750 円) 2,470  
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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 
 

良寛こどもファミリークリニック コメディカル薬局 

 

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 

9 日 
境橋クリニック レインボー薬局 

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 

10 日 
高橋医院 アサヒ薬局 

日本調剤武蔵野薬局 
稲垣薬局 

北町店 

 

かえで内科クリニック スギ薬局吉祥寺南町店 

16 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  
 

ごとう内科・循環器クリニック むさし野中央薬局 

23 日 
松本医院 院内 

むさし野中央薬局 
稲垣薬局 

北町店 

 

サルスクリニック武蔵境 はなまる薬局武蔵境店 

30 日 
小森病院 ステラ薬局 

むさし野中央薬局  
 

長沼整形外科・内科医院 なごみ薬局 

 

１０． 管理センター年末年始休業について 

武蔵野管理センター １２月２９日（水）～１月３日（月） 

三鷹管理センター  １２月２９日（水）～１月４日（火） 

 

１１． 会員の異動 

入会 柳町 幸子 A 雄飛堂薬局吉祥寺店 

 若林 久美 A みどり薬局 

退会 村瀬 香織 A 雄飛堂薬局吉祥寺店 

 小山 直子 A みどり薬局 

112名（ A 67名 、 B 39名、 C6名） 
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令和３年度 10月かかりつけ薬局推進事業（薬の相談）報告書 

相談件数２９件 

[相談内容]    [薬局別の件数]  

副作用 6件  武蔵野市薬剤師会調剤薬局 8件 

薬の飲み合わせ・相互作用 6件  そよ風薬局 5件 

用法 4件  やすらぎ薬局 1件 

効能 4件  境北口薬局 5件 

保管方法 1件  みどり薬局 7件 

その他 8件  コクミン薬局 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] 

コロナウイルス感染症新規感染者数が低くなり、学校行事の再開など人の移動が目立つようになりました。それに伴い 

持参薬の相談や、流通が滞っている薬剤についての代替品の問い合わせなどが見受けられました。 

〈報告・検討事項〉 

11月 4日 都重複多剤服薬管理指導事業地区担当者会議 菅野 Web 

11月 4日 災害用医薬品点検 飯川、高橋、河内、田中 保健センター 

11月 5日 商工会議所名誉会頭「感謝の夕べ」 小安 吉祥寺第一ホテル 

11月 11日 歯科連携 
佐藤、渡辺、高橋、安田、 

古荘、高津 
歯科医師会館 

11月 15日 
R3年度第 1回市健康福祉総合計画・地域共

生会推進会議 
小安 市役所 

11月 20日 都薬功労賞選考委員会 小安 Web 

11月 30日 がんサポ世話人会 瀬谷、高橋 Web 

 

取る 

令和 3年 11月会務報告 

〇地区及び職域薬剤師会 会長会 出席理事 小安 

 令和 3年 11月 6日（土） Web会議 

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 11月 12日（金） 管理センター 

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 古荘 瀬谷 髙橋  安田 辨谷 渋谷 渡辺 

 令和 3年 11月 26日（金） Web会議 

1. 都薬功労賞選考結果 7. 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 8. 健康サポート薬局 Aの実施について 

3. 鍋林（株）の在庫システム導入について 9. 薬草の集いについて 

4. 歯科連携について 10. 薬薬連携 

5. 防災について 11. 会長会報告 

6. 多職種連携 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。 


