
 

 

 
１． 武蔵野市薬剤師会勉強会 

日 時  令和 2年 10月 15 日（木）19：00～ ウェブ会議のツール webEXを用いたオンライン開催です  

演 者 杏林大学リウマチ科 駒形教授 

事前に参加者にメールで参加表明してもらい、当日招待メールを送信します。詳細は後ほどお知らせいたします。 

２． 令和 2年度第一回多摩第一地区薬剤師研修会 

日 時  令和 2年 9月 13 日（日）12：30～15：50  

会 場 三鷹産業プラザ 7F 東京都三鷹市下連雀 3-38-4 TEL：0422-40-9911  

※申し込みされた方が参加できます。 

令和 2 年度第一回多摩第一地区薬剤師研修会のご案内 
 

「内容」     12：30～12：35  開会挨拶              三鷹市薬剤師会会長 杉山 一延 

 

         12：35～13：35  都薬アワー  

活動テーマ 

『「ものから人へ」広めよう かかりつけ機能。 

                        深めよう 地域との絆』  

★ 東京都薬剤師会からのお知らせ 

★ 本年度の東京都薬剤師会の活動重点項目 

★ 地域連携の構築 

★ 薬局、地区薬剤師会における 

「業務継続計画（新型インフルエンザ等）見直しについて」 

★ 健康サポート薬局申請の手引きについて 

                    東京都薬剤師会副会長 上野 浩男 （うえの ひろお）先生 

                            理事 佐藤 ひとみ（さとう ひとみ）先生 

 

         13：35～14：05  保険講習  「正しい調剤報酬の算定について」                     

三鷹薬市剤師会会員   松原 大輔 

       14：05～14：10  休憩 

 

14：10～15：40  特別講演  「薬局ヒヤリハット事例収集意義及び 

                 報告方法」入力のコツ・注意点 

（公財）日本医療機能評価機構 医療事故防止事業部 

薬剤師 大野 郁子先生 

 

15：40～15：45  連盟の時間     東京都薬剤師連盟 

                       

15：45～15：50  閉会挨拶      多摩中央地区薬剤師会会長 田中 智巳    

３． 北多摩南部吸入療法研究会 

日 時  令和 2年 11月 4 日（水） 

会 場 オンラインで行うことになりました。詳細は決まり次第お知らせいたします。 

４． がん薬物療法・サポーティブケア研究会 

日 時  令和 2年 11月 24 日（火） 

会 場 武蔵野プレイス 

詳細は決まり次第お知らせいたします。 
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５． 「令和 2年度東京都薬剤師認知症対応力向上研修」開催について 

より多くの薬剤師の受講を目指して、今年度も 2箇所で開催いたします。 

 開 催 日 時 会 場 定 員 

【第２回】 
令和 2年 11月 23日（月・祝） 

14：30～17：55（開場 13：30） 
日本教育会館 一ツ橋ホール 440名 

参加費：無料 

研修対象者：都内勤務薬剤師 

修了証書の交付：受講修了者には東京都知事名の終了証書が交付されます。 

日本薬剤研修センター受講単位：2単位（予定） 

申込み方法：都薬ホームページ「お知らせ」よりお申込み受付 インターネットのご利用ができない場合は、 

FAX にて受け付けています。 

申込締切：第２回１１月１６日（月）正午まで 

６． 東京都薬剤師会令和 2年度管理薬剤師研修会 

対象者：新たに薬局・店舗販売業の管理者となった薬剤師、今後管理者となることが見込まれる薬剤師、地区薬 

剤師会等で指導的な立場にある会員等 

日程及び会場（全 4回） 

開催日 開催時間 会場 

10月 22日（木） 

11月 5 日（木） 

11月 19日（木） 

19時 00分 

～21時 00分 

フォーラムミカサエコ・8Fホール 

（定員 72名） 

11月 28日（土） 
15時 00分 

～19時 00分 

フォーラムミカサエコ・7Fホール 

（定員 120名） 

受講料：37,500 円 

（全 4回分）会員または会員薬局勤務 12,500円 

 東京都薬剤師会基準薬局会員または同薬局勤務 10,000円 

※全 4 回受講された方に修了証を発行いたします。研修シールは平日が各 1点、最終日のみ 2 点（計 5 点） 

 欠席された場合、受講料は返金いたしません。 

７． 「薬と健康の週間」事業『薬と健康展』 

期 日  令和 2年１０月２5 日（日） 
場 所 イトーヨーカドー武蔵境店正面入口前 

街頭相談所相談員を募集します。 

※ポスター掲示のご協力よろしくお願い致します。 

８． 医師会休日当番、日赤前休日当番、陽和会前休日当番、 

管理センター薬局日曜当番について 

令和 2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 

2 日 
むさしの共立診療所 西久保薬局 4枚 

松本医院 院内  

9 日 
吉祥寺・藤田クリニック サザン調剤薬局南町店 8枚 

境橋クリニック レインボー薬局 12 枚 

10 日 
内科いしだクリニック 稲垣薬局三鷹北口店 13枚 

境・藤田クリニック コクミン薬局武蔵境 6 枚 

16 日 
北町診療所 なみえﾌｧｰﾏｼｰ 25枚 

武居小児科医院 オレンジ薬局 13枚 

23 日 
吉祥寺メディカルクリニック 雄飛堂薬局 7枚 

桜堤ファミリークリニック さくら野薬局 15枚 

30 日 
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 6枚 

じょういち医院 ファーコス薬局武蔵野 14枚 

 

 



 

 

令和 2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 

6 日 
メディカルクリニック武蔵境 クオール薬局 

むさし野中央薬局 
稲垣薬局 

北町店 きくざとファミリークリニック 中川薬局 

13 日 
かえでクリニック すぎ薬局吉祥寺南町店 

むさし野中央薬局  
おおやクリニック なごみ薬局 

20 日 
宮崎クリニック グラム薬局西荻窪店 

むさし野中央薬局  
甲賀クリニック クオール薬局 

21 日 

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 武蔵野市薬剤師 

会調剤薬局 

稲垣薬局 

北町店 
長谷川小児科医院 サザン調剤薬局北町店 

22 日 
若狭内科クリニック さくら薬局武蔵野境南店 

ｺｸﾐﾝ薬局武蔵境店  
高橋医院 アサヒ薬局 

27 日 
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 

むさし野中央薬局  
前澤クリニック グリーン薬局 

 

令和 2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 

4 日 
青木小児科医院 院内 

むさし野中央薬局 
吉祥寺あさひ病院 ファーマライズ薬局吉祥寺店 

11 日 
おいかわこどもクリニック サザン調剤薬局北町店 

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 

18 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 
タワーズ内科クリニック サエラ薬局三鷹店 

25 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 
長沼整形外科・内科医院 なごみ薬局 

 

９． 会員の異動 

入会 永井 健介 A ファーコス薬局武蔵野 

退会 西岡 亮 A ファーコス薬局武蔵野 

109名（ A 66名 、 B 37名、 C6名） 

 

令和元年度 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 5件  武蔵野市薬剤師会調剤薬局 17件 

薬の飲み合わせ・相互作用 9件  セコム薬局武蔵境 3件 

用法 1件  稲垣薬局公園通り店 1件 

効能 3件  稲垣薬局サンロード店 1件 

健康相談 4件  アサヒ薬局 2件 

保管方法 2件  境北口薬局 4件 

その他 16件  そよ風薬局 4件 

   みどり薬局 7件 

   武蔵野市薬剤師会管理センター 1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] 

 今月も高齢者のご相談が多数でした。 

他人との接触を控えているため、かかりつけ薬局のお薬全般に関する相談対応がきられました。 
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『薬と健康展』 スタッフ募集！！ 

 
10月 25日(日)イトーヨーカドー武蔵境店正面入口前にて、薬と健康展を行いま

す。当日お手伝いしてくださる方を募集いたします。 

準備の都合上、9月 23日(水)までに FAXにてお待ちしております。 

ご協力よろしくお願いいたします(お手当てあります)。 

 

時間帯 A：11時～14 時 B：14時～17時 

内容：街頭相談所相談員、来場者誘導他 

募集人員：時間帯 A、B 各 10 名 

 

お名前                         

薬局名                         

連絡先(携帯電話)                    

希望時間帯                       

※実務実習指導薬剤師の方で実習生への見学希望の方は、実習生のお名前をおしらせください。 

                            

管理センターFAX 0422-55-6717  
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