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

令和 4 年 2 月 16 日 ODSSの在庫共有システムについての説明 

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 

令和 4 年 4 月 13 日 都立神経病院 漆葉先生 在宅・神経内科領域 

令和 4 年 5 月            泌尿器科 長久保病院 桑原先生 

令和 4 年 7 月 20 日 済生会横浜市東部病院 谷口英喜先生 

「（仮）薬局でも在宅でもできる脱水のフィジカルアセスメント」 

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 Web配信によるハイブリッド式 

講 師 中嶋 伸 先生 中じまクリニック  

演 題  『COVID-19 pandemic』 

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 

【都薬アワー】講師未定 

Ⅰ．電子処方箋と薬剤師資格証(HPKI) 

～これからの薬局に求められる薬局 DX 化～ 

Ⅱ．薬剤師・薬局に関する考え方 

Ⅲ．東京都薬剤師会が行う生涯学修への取り組み 

～対人業務の更なる充実に向けて～ 

Ⅳ．後発医薬品の選択の指針(湿布薬の物性試験) 

   【保険講習】 田中一平先生 武蔵野赤十字病院薬剤部 

    災害薬事及び災害時に留意する抗菌薬治療について 

   【臨床薬学講座】加島正浩先生 加島歯科 

 誤嚥＆オーラルフレイル予防 

詳細は決まり次第お知らせいたします。 

４． 一般社団法人武蔵野市薬剤師会 理事改選について 

令和 5年度一般社団法人武蔵野市薬剤師会の定時社員総会において、任期満了による理事の改選を行います。 

立候補受付期間は令和 5年 2月 15日から 3月 15日です。 

（１）候補者の資格は正会員です。 

（２）理事は８名以上１５名以内置くことができます。１５名を超える立候補者があった場合、選挙を行います。 

（３）理事の任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までです。 

５． 薬剤師資格確認証（HPKI）について 

＜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会員のいる薬局に対して 1名分、当会より 5,000円の補助をいたします。当会を受け取り薬 

局に選択した方は、資格証をお渡しする祭に 5000円の補助をお渡しします。 

当会以外を選択した方はお申し出ください。 

※電子処方せん利用参加医療機関は東京都で１歯科５薬局です（令和５年１月２２日時点） 
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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 5年 1月休日当番処方せん枚数 

1月 医師会当番クリニック 当番薬局 処方せん枚数 

1日 
長谷川小児科医院 サザン調剤薬局北町店 39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 17枚 

2日 
湯川リウマチ内科クリニック 院内 枚 

時計台メディカルクリニック しらかば薬局 44枚 

3日 
甲賀クリニック クオール薬局 21枚 

沼田内科小児科医院 サザン調剤薬局北町店 25枚 

8日 
武蔵境病院 たま調剤薬局 29枚 

中田内科クリニック サザン調剤薬局北町店 17枚 

9日 
小森病院 ステラ薬局 22枚 

タワーズ内科クリニック サエラ薬局 16枚 

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 21枚 

むさしの共立診療所 セーブファーマ薬局 20枚 

22日 
渡辺医院 しらかば薬局 22枚 

若狭内科クリニック さくら薬局武蔵野境南店 22枚 

29日 
松本医院 院内 枚 

かたおか医院 オリーブ薬局 12枚 

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店 

12日 
前澤クリニック グリーン薬局 

コクミン薬局 
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 

むさし野中央薬局 
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 

令和 5年 3月休日当番 

3月 医師会当番クリニック 当番薬局 日赤前 陽和会前 

5日 
かしわでクリニック なごみ薬局 

むさし野中央薬局 
稲垣薬局 

北町店 よしかた内科 院内 

12日 
友利医院 アイファ薬局関前店 

むさし野中央薬局  
いちむら内科クリニック タカノハ薬局 

19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 
稲垣薬局 

北町店 第一臼田医院 院内 

21日 
中じまクリニック マロン薬局吉祥寺店 

コクミン薬局  
メディカルクリニック武蔵境 クオール薬局 

26日 
いるかこどもクリニック さくら野薬局 

むさし野中央薬局 
稲垣薬局 

北町店 木下循環呼吸器内科クリニック ファーマライズ薬局吉祥寺店 

 

７． 東京都薬剤師会の研修会日程 

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 
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８． 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（20名参加）のみで行いました。 

 

 

 

 

 

９． 斡旋図書 

 

 

 

 

 

１０． 会員の異動 

入会 田島 薫 A おりがみ薬局三鷹店 

 坂井 裕子 A サエラ薬局三鷹店 

退会 板東 みつる A 西久保薬局 

 大越 亮輔 A ファーコス薬局 武蔵野 

 青木 駿 A サエラ薬局三鷹店 

 大山 啓 A セコム薬局武蔵境 

113名（ A 68名 、 B 40名、 C5名） 

令和４年度 1２月かかりつけ薬局推進事業（薬の相談）報告書 

相談件数２２件 

[相談内容]    [薬局別の件数]  

副作用 1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 8件  そよ風薬局吉祥寺店 6件 

用法 3件  境北口薬局 3件 

効能 2件  アサヒ薬局 2件 

健康相談 1件  稲垣薬局武蔵境店 2件 

保管方法 1件  稲垣薬局公園通り店 1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] 

    コロナ感染状況が第８派に入りました。行動制限がなくなりましたが、高齢者の方々は慎重に過ごしているようです。 

    在宅の時に薬の判別がつかないなどの相談が目立ちました。 

 

出版社 書籍名 斡旋価格 部数 

じほう 治療薬ハンドブック 2023 4,360   

じほう 誰も教えてくれなかった実践薬学管理 3,300  

南江堂 今日の治療薬 4,750  

中和印刷 薬価・点数早見表 令和 5年 4月改正版 ※3月下旬発刊 2,665  

中和印刷 健保請求事務の効能・用法 薬価表 ※4月上旬発刊 5,895  

中和印刷 後発医薬品名一覧 2023年 7月版 ※7月中旬発刊 2,540  
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〈報告・検討事項〉 

1月 14日 多職種連携 普及啓発部会 安田 商工会議所 

1月 18日 多職種連携 入退院支援部会 古荘 Zoomによるオンライン 

1月 23日 多職種連携 認知症連携部会 菅野、鎌田、佐藤、古荘、渡辺 Zoomによるオンライン 

1月 31日 防災会議 小安 防災安全センター 

 

令和 5年 1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 5年 1月 19日（木） 京王プラザホテル 本館４階｢花Ａ｣ 

〇武蔵野市薬剤師会常務理事会  出席理事 小安 菅野 飯川 佐藤 齋藤 古荘 

令和 5年 1月 13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 渋谷 渡辺 

  令和 5年 1月 27日（金） ZOOM 

1. 市議会議員選挙推薦について 7 鍋林（株）の在庫システムについて 

2 勉強会・研修会について 8 防災について 

3. 薬剤師資格確認証（HPKI）について 9 多職種連携について 

4 地区研について 10 薬局実務実習受け入れについて 

5. 賀詞交歓会について 11 会長会報告 

6 歯科連携について 12 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 

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。 


