
 

 
１． 武蔵野市薬剤師会勉強会 

日 時  令和 2年 10月 15 日（日）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 腎臓・リウマチ膠原病内科学教室 教授 駒形 嘉紀 先生 

※事前登録制 10/8（木）から 10/14（水）までに登録 

①【施設名・名前・メールアドレス・研修シールの有無】を武蔵野市薬剤師会のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ宛にお送り下さい。 

②10/15 午前中までにご視聴用の URL を返信いたします。 

③受講中に二つのキーワードを配信しますので当日中に薬剤師会メールアドレスまでお送り下さい。 

「事前登録」かつ「受講中に配信される 2 つのキーワードを当日中にメールで送る」以上のことを確認できた 

方に研修シール１単位を郵送いたします。遅刻・早退不可   

２． 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（ZOOM）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。 

３． 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 オンラインの予定 

詳細は決まり次第お知らせいたします。 

４． 令和２年度基準薬局中央研修会【追加】の開催について 

FAXにてお知らせ済みです。 

開催日： 令和２年１１月２９日（日）12：30～16：00（開場 11：30） 

会 場：日本教育会館一ツ橋ホール（千代田区一ツ橋 2-6-2） 

定 員：400名（注：定員に達し次第募集を修了します） 

受講料：5,000円 会員 1,000円 （当日お支払いください） 

申込方法： 受講を希望する方は、都薬ホームページ(http://www.toyaku.or.jp)「お知らせ」よりお申込み。 

＊申込後、ご登録のメールアドレスに受付確認メールが届きます。表示される URLから必ず受講票を印刷し、 

当日ご持参ください。 

受付期間 令和 2年 10月 7日（水）10：00～ただし、定員(400名)になり次第締め切らせていただきます。 

※日本薬剤師研修センター認定 2単位（予定）です。 

５． 「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 ☆スタッフ希望者が多い為、今年度は 3 部制にしました。 

※ポスター掲示のご協力よろしくお願い致します。 

６． オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に関する 

研修会受講後の留意点について 

研修修了者については､研修会お申込みの際にご入力いただいた下記項目を都薬から厚生労働省へ報告し､厚生労働

省のホームページに｢緊急避妊薬の調剤が対応可能な薬剤師及び薬局の一覧｣として公表されます。一覧に掲載され

た情報に変更があった場合、都薬から厚生労働省へ報告する必要があるため､研修修了者が退職または異動等によ

り、下記の項目に変更があった場合､速やかに｢研修修了者名簿変更届｣を東京都薬剤師会薬局業務課までご提出下

さいますようお願いいたします。なお､緊急に服用する必要がある医薬品のため､薬局に緊急避妊薬を必ず在庫して

下さいますようお願いいたします。センターはﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ錠1.5mg「F」在庫しています。 

◎｢薬局について」 

1．薬局名 2．薬局所在地の郵便番号 3．薬局所在地住所 4．薬局の電話番号 5．薬局のFAX番号 

6． 開局時間 7．薬局の時間外対応の有無 8．時間外の電話番号 

◎｢研修修了者について」 

9．研修を修了した薬剤師氏名 10.薬剤師名簿登録番号(薬剤師免許証番号） 

◎｢その他」 

11．取り下げ（退職等の都合により厚生労働省のホームページに掲載された一覧からの取り下げる場合） 

 

 

武薬ニュース ＮＯ.２５６ 

 

 

 
 

令和 2 年 10 月 

月 

1 

  



 

７．     令和２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 2020年版』と『自主点検表（令和 2年度）』を配付いたします。 

『自主点検表（令和 2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． 薬局における薬剤交付支援事業について（8/3 Eメールにて発信済） 

 今般、薬局従事者による患者宅等へ薬剤を持参した場合の補助額が下記のとおり変更となり、事業開始時（令和2

年4月30日）に遡って適用となりました。つきましては、都薬ホームページ（http://www.toyaku.or.jp/）の請求

フォームから4月30日まで遡って金額の修正をし、今後の請求に際してご留意下さい。 

 変更点 

１．CoV宿泊・CoV自宅について： 

①薬局の従事者等が患者宅等へ薬剤を持参した場合、５００円（変更前は３００円）を東京都薬剤師会に請求。 

②配送業者を利用する場合は、配送料全額を東京都薬剤師会に請求。（従来通り） 

２．0410対応送料の負担について： 

①薬局の従事者等が患者宅等へ薬剤を持参した場合、患者から２００円徴収、３００円（変更前は１００円）を東

京都薬剤師会へ請求。 

②配送業者を利用する場合は、患者から２００円徴収、配送料から２００円を引いた金額を東京都薬剤師会に請求 

９． 令和２年度管理薬剤師のためのｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ研修会の開催について 

都薬では薬機法改正や調剤報酬改定の施行内容に鑑み、昨年に引き続き、管理薬剤師に求められるより高い倫理観

の醸成を図ることを目的としたコンブライアンス研修会を、都内全薬局の管理薬剤師を対象として下記の通り開催

いたします。東京都薬剤師会ホームページから希望日時を選択してのWeb申込みを予定しております。 
1. 受講対象者都内薬局の管理薬剤師 

2. 開催日時･会場並びに受講定員 

開 催 日 会 場 

【第1回目】11月23日(月･祝）     10:15～12:15 新宿文化センター 

〒160-0022新宿区新宿6-14-1 

大江戸線･副都心線｢東新宿駅」A3徒歩5分 

丸の内線･副都心線｢新宿三丁目駅｣E1徒歩7分 

新宿線｢新宿三丁目駅」C7徒歩10分 

受講定員：各回900名 

【第2回目】11月23日(月･祝）    13:30～15:30 

【第3回目】11月23日(月･祝）    16:30～18:30 

【第4回目】12月6日(日）      10:15～12:15 

【第5回目】12月6日(日）      13:30～15:30 

【第6回目】12月6日(日）       16:30～18:30 

 研修資料代 1,000円       詳細は分かり次第お知らせいたします 

 

１０． 新型コロナウィルス感染防止対策実施薬局 

みんなで安心マークの発行について 

本マークは、患者さんに対して薬局が感染防止対策を取り組んでいることを示すための掲示用として、発行しま

す。日薬ホームベージから､｢薬局内における新型コロナウィルス策チェックシート 、 及び「薬局内における新型

コロナウィルス策チェックリスト」の全ての項目を実践していることを自己確認の上､各薬局が直接本会へ発行の

申請を行います。本マークを発行した薬局の一覧は都薬ホームページ上で公開いたします。 

日本薬剤師会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ＞日本薬剤師会の活動＞災害対策・感染症＞新型コロナウィルス感染症等感染防止対策実施

薬局みんなで安心マーク 

 

１１． 斡旋図書 

 

出版社 書籍名 斡旋価格 部数 

じほう 
保険薬事典プラス 令和 2年 8月版 

（定価 5,060円) 
4,550 

 

じほう  
ジェネリック医薬品リスト 令和 2年 8月版 

（定価 3,740円) 
3,300 

 

じほう  
内服薬経管投与ハンドブック 第４版 

（定価 5,830円) 
5,170 

 

薬事日報社 

医薬品・医療機器・再生医療等製品        

ＧＣＰ・ＧＰＳＰガイドブック２０２０ 

（定価 4,400円) 

4,000 
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１２． 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 9月休日当番処方せん枚数 

 

 

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 陽和会前 

4 日 
青木小児科医院 院内 

むさし野中央薬局 
稲垣薬局 

北町店 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 
稲垣薬局 

北町店 長沼整形外科・内科医院 なごみ薬局 

 

令和 2年度 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 

1 日 
田原医院 ステラ薬局 

むさし野中央薬局 
 

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 

3 日 
渡辺医院 しらかば薬局 

かえで薬局 
 

第一臼田医院 院内 

8 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 国沢泌尿器皮フ科 稲垣薬局井の頭店 

15 日 
武蔵境病院 たま調剤薬局境店 

むさし野中央薬局 
 

松井クリニック 院内 

22 日 
小森病院 ステラ薬局 

むさし野中央薬局 
 

中田内科クリニック サザン調剤薬局北町店 

23 日 
境橋クリニック レインボー薬局 武蔵野市薬剤師会

調剤薬局 

稲垣薬局 

北町店 吉祥寺榊原クリニック 井の頭薬局 

29 日 
おおやクリニック なごみ薬局 

むさし野中央薬局 
 

かたおか医院 オリーブ薬局 

 

１３． 会員の異動 

今月の異動はありません。 

109名（ A 66名 、 B 37名、 C6名） 

 

9 月 医師会当番クリニック 当番薬局 処方せん枚数 

6 日 
メディカルクリニック武蔵境 クオール薬局 1枚 

きくざとファミリークリニック 中川薬局 15 枚 

13 日 
かえでクリニック スギ薬局吉祥寺南町店 23枚 

おおやクリニック なごみ薬局 8 枚 

20 日 
宮崎クリニック グラム薬局西荻窪店 4枚 

甲賀クリニック クオール薬局 14 枚 

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 3枚 

長谷川小児科医院 サザン調剤薬局北町店 24枚 

22 日 
若狭内科クリニック さくら薬局武蔵野境南店 8枚 

高橋医院 アサヒ薬局 29枚 

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 5枚 

前澤クリニック グリーン薬局 19枚 
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令和元年度８月かかりつけ薬局推進事業（薬の相談）報告書 

相談件数３９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 25件 

薬の飲み合わせ・相互作用 7件  そよ風薬局 7件 

用法 5件  稲垣薬局新サンロード店 1件 

効能 3件  アサヒ薬局 3件 

健康相談 2件  境北口薬局 3件 

その他 12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] 

  複数科受診の際、主治医の意見のすり合わせ、副作用の懸念のため服用中止または継続の判断等、ドクターへフィードバック 

し相談者へ誠実に答える事例が見受けられました。 

かかりつけ薬局の機能が発揮されていることを感じました。 

 

 

〈報告・検討事項〉 

8月 5日 
歯薬連携 WEB会議 佐藤、渡辺、古荘、安田、高橋、高津 WEB 

9月 24日 

9月 13日 歯薬連携 佐藤、渡辺、古荘、高橋 管理センター 

8月 20日 薬草の集い打合せ 渋谷、河内、田中、岡本、大谷 管理センター 

9月 10日 薬草の集い打合せ 渋谷、河内、大谷 管理センター 

9月 12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 13日 東京都薬用植物園下見 三上、渋谷 東京都薬用植物園 

 

令和 2年 9月会務報告 

〇地区及び職域薬剤師会 会長会 小安 

 令和 2年 9月 5日（土） 

〇武蔵野市薬剤師会常務理事会  出席理事 小安 菅野 飯川 佐藤 斎藤 

 令和 2年 9月 11日（金）武蔵野管理センター 

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 瀬谷 髙橋 古荘 安田 渋谷 渡辺 

 令和 2年 9月 25日（火） Web会議 

 

1. 会長会報告 8. 薬局実務実習受け入れについて 

2. 高濃度エタ―ノール配付について 9. 薬草の集いについて 

3. 地区研について 10. 薬と健康展について 

4. 勉強会・研修会について 11. 日薬学会について 

5. 防災事業 12 薬事衛生自治指導事業について 

6. 在宅医療について 13. その他 

7. 歯薬連携について   
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