
 
１． 武蔵野市薬剤師会勉強会                    

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 リウマチ関連 順天堂大学医学部付属練馬病院 天野浩文先生 

令和 4年 12月 15日 明治製薬 うつ病 

２． 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 9月休日当番処方せん枚数 

9月 医師会当番クリニック 当番薬局 処方せん枚数 

4日 
境・藤田クリニック むさし野中央薬局 27枚 

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 4枚 

11日 
田原医院 ステラ薬局 21枚 

北町診療所 なみえファーマシー 18枚 

18日 
小森病院 ステラ薬局 19枚 

タワーズ内科クリニック サエラ薬局 51枚 

19日 
武蔵境病院 たま調剤薬局 26枚 

中田内科クリニック サザン調剤薬局北町店 10枚 

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 48枚 

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 4枚 

25日 
渡辺医院 しらかば薬局 19枚 

よしかた内科 院内 枚 

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 

令和 4年 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 

3日 
かしわでクリニック なごみ薬局 

コクミン薬局  
もとはし内科 院内 

6日 
境橋クリニック レインボー薬局 

むさし野中央薬局 
稲垣薬局 

北町店 かえで内科クリニック スギ薬局吉祥寺南町店 

13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  
スイング・ビル野崎クリニック 薬局トモズ武蔵境店 

20日 
友利医院 アイファ薬局関前店 

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 

23日 
春木医院 境調剤薬局 

かえで薬局  
吉祥寺・藤田クリニック サザン調剤薬局南町店 

27日 
おおやクリニック なごみ薬局 

むさし野中央薬局 
稲垣薬局 

北町店 宮崎クリニック グラム薬局西荻窪店 

武薬ニュース ＮＯ.２８０ 
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３． 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。ポスター掲示のご協力ありがとうございました。 

４． 令和４年度武蔵野市薬剤師会歯薬連携事業について 

 ７月の勉強会にてお知らせをした通り、9/26㈪より今年度の歯薬連携事業を開始しております。 
ポスターの掲示、リーフレットの配布、服薬質問シートを用いた嚥下状態のチェックならびにトレーシングレポートを活用した歯科医 

との連携が主な内容です。トレーシングレポートを医療機関に送信する１つの機会になるかと思います。 

事業に参加いただける薬局を引き続き募集しておりますので、ご興味のある方は管理センターまでご連絡ください。 

後日、担当より個別に連絡させていただきます。 

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． 薬事衛生自治指導について 

 『薬事関係法規教本 2022年版』と『自主点検表（令和 4年度）』を配付いたします。薬事自治指導員の巡回指導実施の 

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をお願いいたします。 

８． 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。 

９．       令和 4 年度第 1 回臨床薬学講座 

PEG・PTEG 造設手技への理解と簡易懸濁法について 

日 時   令和 4年 10月 30日（日） 13：00～17：20 

場 所  星薬科大学 第二新館 2F 第 2実習室 

FAXにて発信済 

１０． 令和 4 年度かかりつけ薬剤師研修会開催について 

日   時   令和 4年 11月 13日（日） 12：30～16：00 

開催方法  集合・配信ハイブリッド開催   

申込方法  都薬ホームページよりお知らせ 

１１． 令和 4 年度第 2 回多摩第一地区薬剤師研修会について 

日 時   令和 5年 3月 19日（日） 13：00～17：00 

場 所  武蔵野スイングホールレインボーサロン 

詳細は決まり次第お知らせいたします。 

１２． 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） 
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令和４年度８月かかりつけ薬局推進事業（薬の相談）報告書 
相談件数３１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 10件 

薬の飲み合わせ・相互作用 7件  そよ風薬局吉祥寺店 3件 

用法 6件  セコム薬局武蔵境 1件 

効能 4件  みどり薬局 9件 

識別 1件  境北口薬局 4件 

その他 8件  やすらぎ薬局 2件 

   アサヒ薬局 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] 

     コロナ感染第 7波の拡大が続く中、行動制限無しの夏休みが始まりました。旅行先で発熱した時の解熱剤を求める人が

目立ちました。また慎重に過ごしている方も多く、服用している薬の効能効果を確認する相談も多くみられました。 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  サージカルガウンセット（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。 

 

 

〈報告・検討事項〉 

9月 4日 薬草の集い 
三上、渋谷、瀬谷、谷岡、尾

田、三上（順）、岡本、大谷 
東京都薬用植物園 

9月 10日 薬事衛生自治指導員全体講習会 飯川、高橋、菅野、三上（順） 
TKP御茶ノ水会議室 

大ホール 

9月 10日 健康長寿のまち武蔵野企業協力ブース 佐藤 
武蔵野スイングオホール

11Fレインボーサロン 

9月 15日 医療連携訓練第 3回全体打合せ 飯川、高橋 Zoomによるオンライン 

9月 20日 
武蔵野赤十字病院地域医療支援病院 

運営協議会 
小安 武蔵野赤十字病院 
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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。 

 



 

  

令和 4年 9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 9月 3日（土） Web会議 

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 9月 9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 斎藤 古荘 瀬谷 髙橋  安田 辨谷 渋谷 渡辺 

 令和 4年 9月 22日（木） Web会議 

1. 勉強会・研修会について 7. 薬草の集い報告 

2. 鍋林（株）の在庫システムについて 8. 地区研について 

3. 歯科連携について 9. 第 55回学術大会について 

4. 防災について 10. 薬と健康展について 

5. 多職種連携について 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 
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