
 
１． 武蔵野市薬剤師会勉強会                    

令和 4年 9月 15 日  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 会長 永田 泰造先生、理事 田極 淳一先生 

      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  永田 泰造 先生 

           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 8月休日当番処方せん枚数 

8月 医師会当番クリニック 当番薬局 処方せん枚数 

7日 
晴朗クリニック 稲垣薬局吉祥寺本町店 9枚 

むさしの共立診療所 西久保薬局 9枚 

11日 
おおやクリニック なごみ薬局 21枚 

樋口クリニック オサダ薬局 8枚 

14日 
甲賀クリニック クオール薬局 4枚 

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 4枚 

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 18枚 

ごとう内科・循環器クリニック むさし野中央薬局 13枚 

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 35枚 

いちむら内科クリニック タカノハ調剤薬局 7枚 

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 

武薬ニュース ＮＯ.２７９ 

 

 

 
 

令和 4 年９月 

月 

1 



 

 

令和 4年 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 

2日 
わたなべ小児科 サザン調剤薬局本町店 

むさし野中央薬局  
かみやま内科クリニック ブルーム薬局 

9日 
松本医院 院内 

むさし野中央薬局 
稲垣薬局 

北町店 むさしの糖尿病・甲状腺クリニック 日本調剤武蔵境薬局 

10日 
佐々木産婦人科 日本調剤武蔵野薬局 日本調剤 

武蔵野薬局 
 

松井クリニック 院内 

16日 
湯川リウマチ内科クリニック 院内 

むさし野中央薬局 
稲垣薬局 

北町店 第一臼田医院 院内 

23日 
高橋医院 アサヒ薬局 

むさし野中央薬局  
ほりうちクリニック エコ薬局 

30日 
中じまクリニック マロン薬局吉祥寺店 

むさし野中央薬局 
稲垣薬局 

北町店 吉祥寺榊原クリニック 井の頭薬局 

 

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。 

募集 15名のところ 60名の応募がありました。 

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。 

スタッフを募集いたします。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。 

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。 

参加者募集しています。締切り 9月 16日（金） 

８． 斡旋図書 

 

９． 会員の異動 

今月の異動はありません。 

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 感染防御と栄養  （定価 1,870円） 7,920  

じほう 保険薬事典ﾌﾟﾗｽ 令和 4年 8月版（定価 5,000円） 4,550  

じほう ジェネリック医薬品リスト 令和4年8月版（定価3,740円） 3,300  
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令和４年度７月かかりつけ薬局推進事業（薬の相談）報告書 
相談件数３２件 

[相談内容]    [薬局別の件数]  

副作用 4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 7件  そよ風薬局吉祥寺店 4件 

用法 7件  セコム薬局武蔵境 1件 

効能 3件  境北口薬局 3件 

その他 11件  やすらぎ薬局 4件 

   アサヒ薬局 2件 

   稲垣薬局武蔵境店 1件 

   中町ちぐさ薬局 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] 

     コロナ感染第 7波の拡大が顕著になってきました。家庭内感染の増加により基礎疾患を持たれている方の鎮痛解熱剤 

     の飲み合わせや、抗原検査キッドの問い合わせなどが目立ってきました。かかりつけ薬局として役割を発揮している事例 

が多くみられました。 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  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〉 

7月 19日 医薬品在庫管理システム打合せ 飯川、瀬谷 Zoomによるオンライン 

7月 25日 医療連携訓練第 2回全体打合せ 飯川、高橋、安田 Zoomによるオンライン 

8月 2日 防災会議 小安 市役所 

8月 2日 在宅医療・介護連携推進協議会 佐藤 Zoomによるオンライン 

8月 10日 多職種連携認知症部会 菅野 Zoomによるオンライン 

8月 18日 多職種連携普及啓発部会 安田 Zoomによるオンライン 

8月 18日 歯科連携 古荘 Zoomによるオンライン 

8月 25日 防災備蓄医薬品入れ替え 飯川、高橋 小学校 6校 

8月 31日 北多摩南部吸入療法研究会打合せ 小安 Zoomによるオンライン 

 

 

令和 4年 8月会務報告 

〇地区及び職域薬剤師会 会長会 、武蔵野市薬剤師会常務理事会、武蔵野市薬剤師会理事会はお休みでした。 
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