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

令和 4年 Web配信  「調剤報酬改定について」 日医工    

   令和 4年 6月                 Web配信  婦人科テーマ 講師未定 

   令和 4年 7月                 Web配信  歯薬連携 オーラルフレイル 加島先生 

２． 第 10 回がん薬物療法・サポーティブケア研究会 

日 時 令和 4年

Zoom ウェビナーによるオンライン講演会 

３． 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 

「新型コロナウイルスの感染リスクを避けるため、当日のご来場を極力お控え頂き、書面決議を優先下さいますよう 

ご理解、ご協力の程お願い申し上げます。総会資料、書面議決書・委任状を配付いたします。書面議決書・委任状 

は 5月 23日（必着）までにセンターへご返信くださるようお願いいたします。 

４． 注射針の廃棄について 

プラスチック注射筒は針を取り外して可燃ごみ、針は使用済み注射針回収容器へ 

オートインジェクターは武蔵野市では回収しないので、管理センターで回収します。 

５． 災害時・新興感染症発生時の対応 

武蔵野市薬剤師会のホームページに災害時・新興感染症発生時の対応についてのページがあります。 

https://www.musayaku.jp/emergency 

災害時  武蔵野市薬剤師会では、震度 6弱以上の地震が発生した場合、武蔵野市の 3つの災害拠点病院（武蔵野

赤十字病院・武蔵野陽和会病院・吉祥寺南病院）に会員薬局が参集し、災害処方箋の調剤・投薬などの医療救護

活動に参加します。又災害拠点病院前の災害拠点薬局と市内各所に立ち上がる避難所に平時から医薬品を備蓄し、

発災時には行政から医薬品の供給等について協力の要請があった場合は会員薬局も協力する体制を整えております。 

振興感染症発生時  ラゲブリオを在庫している薬局を掲載しています。ご確認下さい。 

６． 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 4月休日当番処方せん枚数 

4月 医師会当番クリニック 当番薬局 処方せん枚数 

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 1枚 

良寛こどもファミリークリニック コメディカル薬局 23枚 

10日 
メディカルクリニック武蔵境 クオール薬局 5枚 

渡辺医院 しらかば薬局 37枚 

17日 
松井クリニック 院内  

小森病院 ステラ薬局 15枚 

24日 
スイング・ビル野崎クリニック 薬局トモズ武蔵境店 17枚 

中じまクリニック マロン薬局吉祥寺店 18枚 

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 13枚 

境・藤田クリニック かえで薬局 13枚 

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 

武薬ニュース ＮＯ.２７５ 
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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 

令和 4年 6月休日当番 

6月 医師会当番クリニック 当番薬局 日赤前 陽和会前 

5日 
かえで内科クリニック スギ薬局吉祥寺南町店 

むさし野中央薬局 
稲垣薬局 

北町店 桜堤ファミリークリニック さくら野薬局 

12日 
かたおか医院 オリーブ薬局 

むさし野中央薬局  
晴朗クリニック 稲垣薬局吉祥寺本町店 

19日 
東医院 院内 

むさし野中央薬局 
稲垣薬局 

北町店 リリーローズメロディﾁｬｲﾙﾄﾞクリニック 稲垣薬局クオラ武蔵境店 

26日 
吉祥寺・藤田クリニック サザン調剤薬局南町店 

むさし野中央薬局  
前澤クリニック グリーン薬局 

 

７． 斡旋図書 

 

８． 会員の異動 

入会 成田 香苗 B  

退会 綿引 浩子 B  

114名（ A 69名 、 B 40名、 C5名） 

令和３年度３月かかりつけ薬局推進事業（薬の相談）報告書 

相談件数３５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 6件 

薬の飲み合わせ・相互作用 8件  そよ風薬局吉祥寺店 7件 

健康相談 2件  コクミン薬局武蔵境店 1件 

用法 6件  境北口薬局 3件 

効能 5件  みどり薬局 4件 

識別 1件  アサヒ薬局 2件 

その他 8件  やすらぎ薬局吉祥寺店 7件 

   管理センター 1件 

   稲垣薬局武蔵境店 2件 

   東洋堂稲垣薬局西一条店 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] 

医薬品の流通障害の影響でいつもの薬が手に入らない時が多くなりました。 

患者様の不安な気持ちを取り除くために、丁寧に説明し対応されていると感じまし 

 

 

 

 

出版社 書籍名 斡旋価格 部数 

じほう 
薬の影響を考える 臨床検査値ハンドブック第４版 

（定価 3,300 円) 
2,970 
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〈報告・検討事項〉 

4月 2日 都薬 生涯研修認定制度担当者説明会 安田 Web会議 

4月 7日 歯科連携 
佐藤、古荘、高橋、安田、

渡辺、高津 
Web会議 

4月 14日 総会資料について打合せ 菅野、瀬谷、大谷 管理センター 

4月 21日 歯科連携 
佐藤、古荘、高橋、安田、

渡辺、高津 
Web会議 

4月 22日 
在宅医療・介護連携推進協議会委員につ

いて市担当者との打合せ 
小安、佐藤、菅野、渡辺 管理センター 

4月 28日 監査 
村野、安田、小安、菅野、

飯川、瀬谷 
管理センター 

4月 28日 
保健センター増改築に伴う有識者会議専

門委員会 
飯川和智 市役所 

 

 

令和 4年 4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 4月 16日（土） 日本教育会館 

〇武蔵野市薬剤師会常務理事会  出席理事 小安 菅野 飯川 齋藤 古荘 

令和 4年 4月 8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 4年 4月 22日（金）  

1. 勉強会・研修会について 6. 防災 

2. 注射針の廃棄について 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. 鍋林（株）の在庫システムについて 9. 第 55回学術大会について 

5. 歯科連携 10. 会長会報告 

  11. 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。 

 


