
 
１． 武蔵野市薬剤師会勉強会 

日 時  令和 2年 1１月 1９日（日）19：00～20：30   

会 場 Web会議ツール Zoomにて配信（※事前登録制） 

会員報告  「肝機能障害を起こした患者宅への在宅訪問の事例報告」 

19:00～19:30 吉祥寺サン薬局  渡辺 拓也 

製品紹介  講演 「血液浄化療法について」 

19:30～20:30 扶桑薬品工業株式会社  髙木 美枝                                                       

※事前登録制 11/9（月）から 11/16（月）の期間中に事前登録をお願いします。 

①【施設名・名前・メールアドレス】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。 

②勉強会の途中、複数回キーワードが出されます。当日中に武蔵野市薬剤師会メールアドレスまでメール 

（「件名：勉強会」「本文：ご施設名・お名前・キーワード」）をお送りください。 

③事前登録、メールの確認、キーワードの確認ができましたら、日本薬剤師研修センター認定単位：１単位 を 

配布いたします。 

④事前登録１名あたり１端末でのご視聴をお願いいたします。 

⑤Zoom によるご視聴となりますので使用される端末に予めアプリのインストールをお願いします。 

⑥PC、タブレットでの視聴を推奨しております。 

 ＊録画、録音、スライド撮影はご遠慮ください。 

日 時  令和 2年 12月 17日（木） 

キッセイ薬品 杏林大学泌尿器科 桶川教授 Zoom 配信 

２． 北多摩南部吸入療法研究会 

日 時  令和 2年 11月 4日（水） 19：30～ 

会 場 オンライン（ZOOM）で行うことになりました。事前申込みは終了しています。申込まれた方は聴講して 

下さい。 

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） １９時～20時 30分 

形 式 V-cube配信 

レクチャー0（19：00～19：15）「がんと糖尿病～処方箋から読み解く疾患～」 

               武蔵野赤十字病院 腫瘍内科部長 中根 実先生 

レクチャー1（19：15～19：50）「がん患者さんへの栄養指導のポイント」 

               武蔵野赤十字病院 栄養課課長 原 純也先生 

レクチャー2（19：50～20：25）「抗ガン薬のマネージメント～実践編～呼吸器症状を訴える患者さんへの 

アプローチ」  

杏林大学医学部付属病院薬剤部がん専門薬剤師 臼井 浩明先生 

※FAXにてお知らせいたしました。 

４． 「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） 

お蔭様で盛況のうちに終了いたしました。ご協力ありがとうございました。 

５．     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。 

自治指導員 飯川（ｾ-ﾌﾞﾌｧｰﾏ薬局）辨谷（やすらぎ薬局）板東（西久保薬局）高橋（境調剤薬局） 

三上順子（ミカミ薬局） 宜しくお願いいたします。 

６． 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申込みを行っています。 
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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       

 

７． 令和２年度かかりつけ薬剤師研修会の開催について 

withコロナ時代を踏まえ､当会の活動テーマ｢｢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｡」に沿った講演内

容で､下記のプログラムを予定しております。 

密を避けるため､今年度は集合研修と配信視聴とを併用した方式を採用して開催いたします。 

受講を希望される方は､都薬ホームページ(http://www・toyaku.or.jp/)｢お知らせ」よりお申込みください。申込フォームにて

集合研修(会場受講)か配信視聴(ライブ配信のみ)のいずれかをお選びいただけますが､会場､配信ともに先着500名となりま

す（会員優先） 

開催日時 令和2年12月13日（日）12：30～16：00 

開催場所 よみうりホール 

受講料  無料 

８． 「薬剤使用期間中の患者フォローアップの手引き」について 

日薬ホームページにアップされているのでご活用下さい。 

９． 日薬作成新型コロナウィルス感染症対策薬局向け 

ガイドラインの公表について 

新型コロナウイルス感染症対策の基本的な考えや薬局内での新型コロナウイルス感染症対策などについて取りまとめて 

おります。 

○新型コロナウイルス感染症対策薬局向けガイドライン 

日本薬剤師会ホームページ＞ 日本薬剤師会の活動＞災害対策・感染症対策＞新型コロナウイルス感染症対策薬局

向けガイドライン 

URL: https://www.nichiyaku.or. jp/assets/uploads/activities/gUideline.pdf 

１０． 斡旋図書 

 

１１． 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 10月休日当番処方せん枚数 

 

  

 

 

 

出版社 書籍名 斡旋価格 部数 

じほう 
ハイリスク薬チェックシート 第４版 

（定価 4,620 円)  
４，０７０ 

 

10 月 医師会当番クリニック 当番薬局 処方せん枚数 

4 日 
青木小児科医院 院内  

吉祥寺あさひ病院 ファーマライズ薬局吉祥寺店 19 枚 

11 日 
おいかわこどもクリニック サザン調剤薬局北町店 3枚 

スイング・ビル野崎クリニック 薬局トモズ武蔵境 21 枚 

18 日 
はせがわ内科 さくら薬局武蔵野境 4 丁目店 8枚 

タワーズ内科クリニック サエラ薬局三鷹店 46 枚 

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 29枚 

長沼整形外科・内科医院 なごみ薬局 3枚 
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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 

 

令和 2年度 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 吉祥寺南病院 

６日 
友利医院 アイファ薬局関前店 

むさし野中央薬局 
 

そよ風薬局 
いちむら内科クリニック タカノハ調剤薬局 

13 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 

 

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 

20 日 
松本医院 院内 

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 

27 日 
武居小児科医院 オレンジ薬局 

むさし野中央薬局 
 

そよ風薬局 
樋口クリニック オサダ薬局 

29 日 
春木医院 境調剤薬局 

かえで薬局 
稲垣薬局 

北町店 

 

むらくにクリニック サザン調剤薬局南町店 

30 日 
いるかこどもクリニック さくら野薬局 

日本調剤薬局 
  

時計台メディカルクリニック しらかば薬局 

31 日 
良寛こどもファミリークリニック コメディカル薬局武蔵野店 

コクミン薬局 
  

湯川リウマチ内科クリニック 院内 

 

１２． 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） 

 

令和２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２５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 16件 

薬の飲み合わせ・相互作用 6件  そよ風薬局 2件 

用法 2件  稲垣薬局新サンロード店 1件 

効能 1件  アサヒ薬局 2件 

健康相談 2件  境北口薬局 3件 

その他 9件  コクミン薬局武蔵境店 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] 

  吸入剤のデバイスの多様化で、患者様が十分に理解できていない事例から、症状のコントロールには、薬局でフォローが必要 

と改めて感じました。市販薬へのスイッチ等セルフメディケーションの傾向もみられました。     
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〈報告・検討事項〉 

10月 13 日 歯薬連携 佐藤、渡辺、古荘、安田、高橋、高津 Web会議 

10月 15 日 防災医薬品の点検 飯川、河内、斉藤、田中 保健センター 

 

令和 2年 10月会務報告 

〇地区及び職域薬剤師会 会長会 小安  TKP神田ビジネスセンターANNEX 

 令和 2年 10月 3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 10月 9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 10月 23日（火） Web 会議 

 

1. 会長会報告 6. 歯薬連携について 

2. 令和 2年度都薬功労賞推薦について 7. 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 8. 薬と健康展について 

4. 防災事業 9. 日薬学会について 

5. 在宅医療について 10. その他 
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お薬手帳一冊 20円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。 


