
 

 
１． 武蔵野市薬剤師会勉強会                    

令和 4年 9月   Web配信  持田 日赤婦人科 梅澤先生他 1名  

令和 4年 10 月 20 日 扶桑 吉祥寺あさひ病院 副院長 安田先生 腎性貧血について 

令和 4年 11 月 7 日  あゆみ製薬 カロナールかリウマチ関連 

令和 4年 12 月 15 日 明治製薬 うつ病 

２． 令和 4年度第 1回地区薬剤師研修会の実施について 

日 時   令和 4 年 9 月 11 日（日） 13:00～16：25 

会 場  小金井市商工会館 3F 萌え木ホール 小金井市前原町 3-33-25 ℡：042-385-5116 

内 容  13：00～13：05 開会挨拶  多摩中央地区薬剤師会ぁ医長 田中 智巳 

      13：05～14：35 臨床薬学講習 『患者が語る“患者参加型医療”の推進へ向けた薬局への期待』 

                 北里大学薬学部 非常勤講師 患医ねっと代表 鈴木 信行 先生 

      14：35～14：40 休憩 

      14：40～15：40 都薬アワー   東京都薬剤師会講師 

      15：40～15：45 休憩 

15：45～16：15 保険講習 『地域ケア会議を開催してみて』 

多摩中央地区薬剤師会医療保険担当 森田 洋彰 先生 

           16：15～16：20 連盟の時間 東京都薬剤師連盟 

           16：20～16：25 閉会挨拶 武蔵野市薬剤師会会長 小安 邦彦 

３． 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 7月休日当番処方せん枚数 

7月 医師会当番クリニック 当番薬局 処方せん枚数 

3日 
かしわでクリニック なごみ薬局 16枚 

内科 いしだクリニック 稲垣薬局三鷹北口店 14枚 

10日 
友利医院 アイファ薬局関前店 21枚 

若狭内科クリニック さくら薬局境南店 14枚 

17日 
はせがわ内科 さくら薬局武蔵野境 4丁目店 16枚 

むらくにクリニック サザン調剤薬局南町店 35枚 

18日 
境橋クリニック レインボー薬局 40枚 

武蔵境病院付属あんずクリニック ミカミ薬局 28枚 

24日 
前澤クリニック グリーン薬局 22枚 

もとはし内科 院内  

31日 
春木医院 境調剤薬局 46枚 

沼田内科小児科医院 サザン調剤薬局北町店 18枚 

令和 4年 8月休日当番 

8月 医師会当番クリニック 当番薬局 日赤前 陽和会前 

7日 
晴朗クリニック 稲垣薬局吉祥寺本町店 

むさし野中央薬局 
稲垣薬局 

北町店 むさしの共立診療所 西久保薬局 

11日 
おおやクリニック なごみ薬局 

日本調剤薬局  
樋口クリニック オサダ薬局 

14日 
甲賀クリニック クオール薬局 

むさし野中央薬局 
稲垣薬局 

北町店 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 

21日 
きくざとファミリークリニック 中川薬局三鷹駅前店 

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 

28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 いちむら内科クリニック タカノハ調剤薬局 

武薬ニュース ＮＯ.２７８ 
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令和 4年 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 

4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  
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 

11日 
田原医院 ステラ薬局 

むさし野中央薬局 
稲垣薬局 

北町店 北町診療所 なみえファーマシー 

18日 
小森病院 ステラ薬局 

むさし野中央薬局  
タワーズ内科クリニック サエラ薬局 

19日 
武蔵境病院 たま調剤薬局 武蔵野市薬剤師

会調剤薬局 

稲垣薬局 

北町店 中田内科クリニック サザン調剤薬局北町店 

23日 

良寛こどもファミリークリニック コメディカル薬局 
稲垣薬局 

武蔵境店 
 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 

25日 
渡辺医院 しらかば薬局 

むさし野中央薬局 
稲垣薬局 

北町店 よしかた内科 院内 

 

４． 薬草の集い 

日 時  令和 4年 9月 4日（日） 

場 所 東京都薬用植物園 

毎年行っている市民対象の事業です。 

ポスターを配付いたしますので薬局内に掲示のご協力をお願いいたします。 

５． 日本薬剤師会学術大会について 

日 時   令和 4 年 10月 9 日（日）・10 日（月・祝） 

  開催地  宮城県仙台市 

  会 場   仙台国際センター、東北大学百周年記念会館、川内萩ホール 

６． 薬と健康展 

日 時   令和 4 年 10月 16 日（日） 

場 所   イトーヨーカドー武蔵境店 

詳細は決まり次第お知らせいたします。 

７． 武蔵野市医療連携防災訓練について 

日 時   令和 4 年 10月 23 日（日） 午前 8時半から正午まで（予定） 

場 所  吉祥寺南町コミュニティセンター、吉祥寺南病院 

詳細は決まり次第お知らせいたします。 

８． 斡旋図書 

 

９． 管理センターの夏休み 

武蔵野管理センター 8 月 12（木）～15 日（月）   三鷹管理センター 8 月 13 日（金）～16 日（火） 

 

１０． 会員の異動 

退会 松沢 真理 A 吉祥寺調剤薬局 

 

113名（ A 68名 、 B 40名、 C5 名） 

 

出版社 書籍名 斡旋価格 部数 

薬事日報社 「学校環境衛生基準」解説 2022   （定価 8,800円） 7,920  

薬事日報社 第十四改訂調剤 増補版 ※8月上旬発行予定  （定価 5,280円） 4,750  

薬事日報社 保険薬局業務指針 2022年版 ※7月下旬発行予定 （定価5,280円） 4,750  
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令和４年度６月かかりつけ薬局推進事業（薬の相談）報告書 
相談件数３３件 

[相談内容]    [薬局別の件数]  

副作用 6件  武蔵野市薬剤師会調剤薬局 8件 

薬の飲み合わせ・相互作用 6件  そよ風薬局吉祥寺店 6件 

用法 11件  セコム薬局武蔵境 1件 

効能 3件  境北口薬局 7件 

その他 7件  みどり薬局 8件 

   アサヒ薬局 2件 

   稲垣薬局武蔵境店 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] 

    高齢者の方々の用法についての問い合わせが多くみられました。 

    毎日服用する薬、毎月一回の薬などその時に丁寧に対応されていました。 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  サージカルがウンセット（ガウン、ゴーグル）、ゴム手袋、フェースガード 

  必要な方はセンターまでお申し出ください。 
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お薬手帳、血圧手帳、注射針空き容器、薬局の管理に関する帳簿、労災請求書、労災内訳書、 

「処方せん受付保険薬局」黄ポスター、毒物・劇物譲受書、毒薬・劇薬譲受書、抗原検査鼻腔、抗原検査唾液 

ODSSで発注お願いします。 

 



 

〈報告・検討事項〉 

６月 30日 歯科連携 
佐藤、渡辺、高橋、

古荘、安田、高津、 
Zoomによるオンライン 

７月７日 多職種連携研修部会 渡辺 Zoomによるオンライン 

7月 9日 災害医療ロジスティック研修会 
コロナ感染者増加の

為中止 
市役所 

7月 9日 
地域包括ケアシステムにおける薬局・薬

剤師の機能強化事業在宅地区担当者会議 
菅野 日本教育会館 

7月 13日 多職種連携入退院支援部会 古荘 Zoomによるオンライン 

 

 

令和 4年 7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 7月 9日（土） ＡＰ日本橋 会議室 

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 7月 8日（金） Web会議 

〇武蔵野市薬剤師会理事会 出席理事 小安 菅野 飯川 佐藤 古荘 瀬谷 髙橋  安田 辨谷 渋谷 渡辺 

 令和 4年 7月 22日（金） Web会議 

1. 勉強会・研修会について 7. 薬草の集いについて 

2. 鍋林（株）の在庫システムについて 8. 地区研について 

3. 歯科連携 9. 第 55回学術大会について 

4. 防災 10. 薬と健康展について 

5. 多職種連携 11. 会長会報告 

6. 薬局実務実習受け入れについて 12. その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 


