
     
１． 武蔵野市薬剤師会勉強会                  

4月の予定はありません。 

２． 第１１回一般社団法人武蔵野市薬剤師会定時社員総会について 

日 時 令和 4年

場 所 武蔵野中央コミュニティセンター 3F第 2会議室 

書面決議にて行います。 

３． 薬草の集いについて（中止） 

日 時 令和 4年

場 所 東京都薬用植物園 

 

４． 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 4年 3月休日当番処方せん枚数 

3 月 医師会当番クリニック 当番薬局 枚数 

6日 
甲賀クリニック クオール薬局 11枚 

樋口クリニック オサダ薬局 6枚 

13日 
桜堤ファミリークリニック さくら野薬局 14枚 

むさしの共立診療所 セーブファーマ薬局 4枚 

20日 
春木医院 境調剤薬局 33枚 

第一臼田医院 院内  

21日 
おおやクリニック なごみ薬局 26枚 

時計台メディカルクリニック しらかば薬局 13枚 

27日 
前澤クリニック グリーン薬局 21枚 

むらくにクリニック サザン調剤薬局南町店 8枚 

 

 

令和 4年 4月休日当番 

4月 医師会当番クリニック 当番薬局 日赤前 陽和会前 

3日 
むさしの糖尿病・甲状腺クリニック 日本調剤武蔵境薬局 

むさし野中央薬局  
良寛こどもファミリークリニック コメディカル薬局 

10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 渡辺医院 しらかば薬局 

17日 
松井クリニック 院内 

むさし野中央薬局  
小森病院 ステラ薬局 

24日 
スイング・ビル野崎クリニック 薬局トモズ武蔵境店 

むさし野中央薬局 
稲垣薬局 

北町店 中じまクリニック マロン薬局吉祥寺店 

29日 
松井健診クリニック吉祥寺ﾌﾟﾚｲｽ ファーマライズ薬局吉祥寺店 

かえで薬局  
境・藤田クリニック かえで薬局 

 

武薬ニュース ＮＯ.２７４ 

 

 

 
 

令和 4 年 4 月 

月 

1 

3 月 21 日までのまん延防止措置適用のため都立薬用植物園は休園でした。

73 名の市民の方から応募がありましたが、抽選で 30 名の方に三上正利先生、

山ノ内慎一先生共著『よく効く民間療法』をお送りいたしました。 



令和 4年 5月休日当番 

5月 医師会当番クリニック 当番薬局 日赤前 陽和会前 

1日 
吉祥寺メディカルクリニック 雄飛堂薬局吉祥寺店 

むさし野中央薬局 
稲垣薬局 

北町店 佐々木産婦人科 むさし野中央薬局 

3日 
かみやま内科クリニック ブルーム薬局 

コクミン薬局  
わたなべ小児科 サザン調剤薬局本町店 

4日 
時計台メディカルクリニック しらかば薬局 

むさし野中央薬局 
稲垣薬局 

北町店 湯川リウマチ内科クリニック 院内 

5日 
国沢泌尿器皮フ科 稲垣薬局井の頭店 

稲垣薬局武蔵境店  
いるかこどもクリニック さくら野薬局 

8日 
長沼整形外科・内科医院 なごみ薬局 

むさし野中央薬局 
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 

15日 
サルスクリニック武蔵境店 はなまる薬局武蔵境店 

むさし野中央薬局  
高橋医院 アサヒ薬局 

22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 
稲垣薬局 

北町店 武蔵境病院 たま調剤薬局境店 

29日 
ほりうちクリニック エコ薬局 

むさし野中央薬局  
松本医院 院内 

 

５． 斡旋図書 

 

６． 会員の異動 

入会 藤原 栄一 A 稲垣薬局クオラ武蔵境店 

退会 佐藤 友彦 A 稲垣薬局クオラ武蔵境店 

114名（ A 69名 、 B 40名、 C6名） 

令和３年度２月かかりつけ薬局推進事業（薬の相談）報告書 

相談件数４３件 

[相談内容]    [薬局別の件数]  

副作用 7件  武蔵野市薬剤師会調剤薬局 11件 

薬の飲み合わせ・相互作用 10件  そよ風薬局 10件 

用法 5件  オレンジ薬局 1件 

効能 7件  境北口薬局 8件 

保管方法 1件  みどり薬局 2件 

その他 11件  アサヒ薬局 2件 

識別 2件  やすらぎ薬局吉祥寺店 3件 

   管理センター 1件 

   稲垣薬局武蔵境店 4件 

   東洋堂稲垣薬局西一条店 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] 

花粉症シーズンのに入りましたが、昨年より花粉飛散量が多いとの情報から早めの 

対策がみられました。コロナ感染との違いなどに関心が寄せられました。 

 

 

出版社 書籍名 斡旋価格 部数 

薬事日報社 薬事衛生六法 2022  （定価 5,170円） 4,650  

同文書院 
健康食品・サプリ［成分］のすべて 

ナチュラルメディシン・データベース 第 7版＊書籍版 （定価 10,780円） 
9,163 
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〈報告・検討事項〉 

3月 1日 市民社協理事会 小安 市役所 

3月 2日 日赤地域医療支援病院運営協議会 小安 日赤山崎記念講堂 

3月 3日 薬局実務実習受入のためのエリア担当者会議 渡辺 Web 

3月 4日 市見守り・孤立防止ネットワーク連絡協議会 斎藤 市役所 

3月 11日 神谷まさゆきブロック会議 小安 Web 

3月 12日 調剤報酬改定に関する医療保険地区指導者研修会 小安・渡辺 Web 

3月 18日 緊急医療救護所マニュアル検討会 飯川・高橋・安田 Web 

3月 24日 3拠点病院前薬局医薬品点検 飯川 
会営・稲垣薬局北町店 

そよ風薬局 

3月 24日 市健康福祉総合計画・地域共生社会推進会議 小安 市役所 

3月 25日 北多摩南部医療圏防災会議 高橋 Web 

3月 29日 市障害者福祉センター運営協議会 菅野 市役所 

 

 

 

令和 4年 3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 4年 3月 19日（土）  

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 4年 3月 11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 古荘 瀬谷 髙橋  安田 辨谷 渋谷 渡辺 

 令和 4年 3月 25日（金）  

1. 勉強会・研修会について 6. 防災 

2. 鍋林（株）の在庫システム導入について 7. 多職種連携 

3. 総会について 8. 薬局実務実習受け入れについて 

4. 薬草の集いについて 9. 会長会報告 

5. 歯科連携 10. 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30 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。 

 

神谷まさゆき激励会の参加券を配付いたします。 

武蔵野市は第 8 ブロックですので、5月 20日（金）20：00～会場は国分寺のリオンホールになります。 

他の会場に参加することも可能ですし、複数の会場に参加することもできます。 

奮ってご参加のほどよろしくお願いいたします。 


