
 
１． 武蔵野市薬剤師会勉強会                    

令和 4 年  2 月 16 日 19：00～薬薬連携「小児科領域における薬剤師の役割について」日赤薬剤部岩田華奈先生 

                      「脳卒中ホットラインにおける薬剤師の役割について」日赤薬剤部 北島健士先生 

２． 令和 4 年度学術講演会 

毎年健康づくり事業団共催、医師会の先生に講演依頼をして開催しています。 

日 時   令和 5 年 3 月 2 日（木） 19：00～ 

場 所  武蔵野市立保健センター 武蔵野市吉祥寺北町４丁目８−１０ 

３． 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。 

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 12月休日当番処方せん枚数 

12月 医師会当番クリニック 当番薬局 処方せん枚数 

4日 
田原医院 ステラ薬局 23枚 

吉祥寺メディカルクリニック 雄飛堂薬局吉祥寺店 3枚 

11日 
はせがわ内科 さくら薬局武蔵野境 4丁目店 14枚 

松井健診クリニック吉祥寺プレイス ファーマライズ薬局吉祥寺店 70枚 

18日 
境・藤田クリニック むさし野中央薬局 15枚 

東医院 院内 枚 

25日 
前澤クリニック グリーン薬局 28枚 

北町診療所 なみえファーマシー 47枚 

29日 
ﾘﾘｰﾛｰｽﾞﾒﾛﾃﾞｨﾁｬｲﾙﾄﾞｸﾘﾆｯｸ 稲垣薬局クオラ武蔵境店 48枚 

吉祥寺あさひ病院 ファーマライズ薬局吉祥寺店 51枚 

30日 
桜堤ファミリークリニック さくら野薬局 56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 30枚 

31日 
いるかこどもクリニック さくら野薬局 76枚 

良寛ファミリークリニック コメディカル薬局 90枚 

令和 5年 1月休日当番 

1月 医師会当番クリニック 当番薬局 日赤前 陽和会前 
吉祥寺 

南病院前 

1日 

長谷川小児科医院 サザン調剤薬局北町店 

むさし野中央薬局 
稲垣薬局 

北町店 

 
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 

2日 
湯川リウマチ内科クリニック 院内 武蔵野市薬剤師

会調剤薬局 
 

そよ風薬局 

吉祥寺店 時計台メディカルクリニック しらかば薬局 

3日 
甲賀クリニック クオール薬局 

コクミン薬局 
稲垣薬局 

北町店 

 

沼田内科小児科医院 サザン調剤薬局北町店 

8日 
武蔵境病院 たま調剤薬局 

むさし野中央薬局  
 

中田内科クリニック サザン調剤薬局北町店 

9日 
小森病院 ステラ薬局 

むさし野中央薬局 
稲垣薬局 

北町店 

 

タワーズ内科クリニック サエラ薬局 

15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  
 

むさしの共立診療所 セーブファーマ薬局 

22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 

 

若狭内科クリニック さくら薬局武蔵野境南店 

29日 
松本医院 院内 

むさし野中央薬局 
  

かたおか医院 オリーブ薬局 

武薬ニュース ＮＯ.２８３ 

 

 

 
 

令和 5 年 1 月 

月 
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令和 5年 2月休日当番 

2月 医師会当番クリニック 当番薬局 日赤前 陽和会前 

5日 
佐々木産婦人科 むさし野中央薬局 

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 

11日 
高橋医院 アサヒ薬局 武蔵野市薬剤師会 

調剤薬局 
 

武蔵境病院付属あんずクリニック 南山堂薬局武蔵境駅前店 

12日 
前澤クリニック グリーン薬局 

むさし野中央薬局 
稲垣薬局 

北町店 樋口クリニック オサダ薬局 

19日 
おおやクリニック なごみ薬局 

むさし野中央薬局  
吉祥寺榊原クリニック 井の頭薬局 

23日 
春木医院 境調剤薬局 

稲垣薬局武蔵境店 
稲垣薬局 

北町店 もとはし内科 院内 

26日 
境橋クリニック レインボー薬局 

むさし野中央薬局  
内科いしだクリニック 稲垣薬局三鷹北口店 

 

５． 令和４年度武蔵野市薬剤師会歯薬連携事業について 

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。 
６． 令和 5 年度実務実習受入薬局伝達講習会について 

日 時   令和 5 年 2 月 5 日（日） 9：30～12：50（予定） 

場 所  ZOOMを利用したWEB形式 

締切り：1月 12日（木）17：00 

対象者は令和 5年度実務実習受入決定薬局の認定実務実習指導薬剤師・指導に係る全薬剤師 

既にお知らせ済みですが、都薬ホームページから受付けています。東京都薬剤師会生涯研修認定制度集合研修 2単位 

７． 東京都薬剤師会の研修会日程 

1月 8日（日）  薬局薬剤師のためのコンプライアンス研修会 

1月 28日（土） 在宅療養多職種連携研修会 

1月 29日（日） 薬局業務研修会 

2月 26日（日） 無菌調製技能習得研修会（講義） 

3月 4日（土）  健康サポート薬局に係る技能習得研修会＜研修会 B＞ 

3月 5日（日）  無菌調製技能習得研修会（実習） 

3月 26日（日） オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に関する研修会 

８． 薬剤師資格確認証（HPKI）について 

電子処方せんの運用が来年 1月から開始予定となっています。その対応のため薬局薬剤師には薬剤師資格証（HPKI）が 

必須となります。日本薬剤師会では、管理薬剤師向けの発行を令和 5年 1月上旬までを目途に完了したいとの考えです。 

【全体の発行スケジュール】 令和 4年 10月～令和 5年 1月：6万 1千薬局の管理薬剤師へ発行 

                  令和 5年 3月末：各薬局 2人目の薬剤師への発行 

                  令和 5年 4月以後：薬局に従事する全薬剤師への発行 

＜発行費用（税込）￥26,400 薬剤師会会員￥19,800＞ 資格証の有効期限 5年 

12月 27日以降に申請の場合、厚労省からの補助 5,500円が引かれているので 14,300円です。 

12月 27日以前に申請されて 19,800円支払われた方は 5,500円返金されるそうです。 

FAXでもお知らせしましたが、オンラインの資格証発行申請画面上で、受取薬剤師会として武蔵野市薬剤師会を選択できます。 

交付準備完了の連絡が届きましたら受取薬剤師会に来会（対面必須）申請者本人へ交付いたします（本人確認書必要） 

※HPKI カードの発行に対して A会員に当会より 5,000円の補助をいたします。 

９． 令和５年新年賀詞交歓会について 

日 時   令和 5 年 1 月 19 日（木） 19：30～21：30 

場 所   吉祥寺エクセルホテル東急（旧吉祥寺第一ホテル）7F「オークルーム」 

今年は 3年振りに会員のみで行います。 
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１０． 医療用抗原検査キット、解熱鎮痛剤の薬局販売への対応について 

薬剤師・薬局としては、社会インフラとして「地域社会のニーズに応える」「公衆衛生に寄与する」という観点から、全薬局が対応す

るという意識のもと、積極的な「取扱い」並びに「取扱っている旨の掲示等」へのご協力をお願いします。 

検査キットを販売していたとしても、地域住民から認知されないと「扱っていないのと同じ」と見られかねません。薬局で「医療用抗

原定性検査キットを扱っていること」が一目瞭然となるよう、掲示等を行ってください。薬局掲示例は日薬ホームページよりダウンロ

ードできます。https://www.nichiyaku.or.jp/assets/uploads/activities/20221020-01.docx 

医療用抗原検査キットの取扱薬局リストは厚生労働省のホームページから確認できます。 

また、解熱鎮痛剤(OTC)の在庫もお願いいたします。東京都から、「この冬、コロナ、インフルエンザ同時流行に備えて」各家庭で

解熱鎮痛剤の準備をお願いするチラシを配付しています。 

１１． 斡旋図書 

 

 

 

 

 

 

１２． 会員の異動 

今月の異動はありません。 

114名（ A 69名 、 B 40名、 C5名） 

 

令和４年度 1１月かかりつけ薬局推進事業（薬の相談）報告書 
相談件数１８件 

[相談内容]    [薬局別の件数]  

副作用 2件  武蔵野市薬剤師会調剤薬局 13件 

薬の飲み合わせ・相互作用 5件  そよ風薬局吉祥寺店 2件 

用法 2件  みどり薬局 1件 

効能 3件  アサヒ薬局 2件 

その他 6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] 

    インフルエンザ予防接種、帯状疱疹ワクチン接種など複数のワクチン接種を予定している方が多くなりました。特に高齢者

の方々の服用中の薬の用法確認や解熱鎮痛剤の使い方などの相談が見受けられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出版社 書籍名 斡旋価格 部数 

医学書院 Pocket Drugs 2023 4,390   

医学書院 治療薬マニュアル 2023 5,100  
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〈報告・検討事項〉 

11月 11日 多職種連携 普及啓発部会 安田 Zoomによるオンライン 

11月 28日 総合防災訓練医療連携訓練全体反省会 飯川 Zoomによるオンライン 

12月 20日 多職種連携 認知症連携部会 菅野 Zoomによるオンライン 

  

令和 4年 12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 12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 12月 9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 古荘 髙橋 安田 渋谷  

  令和 4年 12月 23日（金） 吉祥寺「生姜屋黒兵衛」 

1. 勉強会・研修会について 6 歯科連携について 

2 次期代議員選挙実施のための選挙区管理人の選任について 7 鍋林（株）の在庫システムについて 

3. 薬剤師資格確認証（HPKI）について 8 防災について 

4 地区研について 9 多職種連携について 

5. 賀詞交歓会について 10 薬局実務実習受け入れについて 

  11 その他 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

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。 
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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、アルコールスプレー、 

「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。 

 


