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

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」 

令和 4 年 9 月 14 日 日本化薬 泌尿器（前立腺がん） 日赤 山田幸央先生 

２． 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） 13：20～16：45 

場 所  武蔵野スイングホールレインボーサロン 武蔵野市境 2-14-1 

FAXにてお知らせ済みです。Google フォームよりお申込み下さい。 

３． 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。 

４． 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。 

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） 

５． 令和 4 年度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 

開催日   令和 5 年 3 月 26 日（日）12：00～16：00 

場 所   日経ホール 

定 員   600名 

受講料  6,000円  会員 2,000円（当日お支払いください。現金のみ） 

申込方法 都薬ホームページ「お知らせ」よりお申込みください。 

６． 東京都市町村民交通災害共済（ちょこっと共済）について 

武蔵野市内にお住まいの方は、各家庭に配布されている「ちょこっと共済」の申込書に記入後、センターまでお持ち 

下さい。お手元にない方は下記の表に記入後、センターまでＦＡＸをお願いいたします。こちらで申込書に記入し、 

一括して手続きをいたします。コースはＢコースの 500円です。 

武蔵野市外の会員の方はお住まいの市町村で各々申し込み手続きをして下さい。領収書を薬剤師会まで提出してい 

ただければ会費 500円をお支払いたします。 
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７． 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 2月休日当番処方せん枚数 

2月 医師会当番クリニック 当番薬局 処方せん枚数 

5日 
佐々木産婦人科 むさし野中央薬局 12枚 

国沢泌尿器皮フ科 稲垣薬局井の頭店 3枚 

11日 
高橋医院 アサヒ薬局 49枚 

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 43枚 

12日 
前澤クリニック グリーン薬局 31枚 

樋口クリニック オサダ薬局 8枚 

19日 
おおやクリニック なごみ薬局 12枚 

吉祥寺榊原クリニック 井の頭薬局 7枚 

23日 
春木医院 境調剤薬局 36枚 

もとはし内科 院内 枚 

26日 
境橋クリニック レインボー薬局 8枚 

内科いしだクリニック 稲垣薬局三鷹北口店 5枚 

 

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 

 

令和 5年 4月休日当番 

4月 医師会当番クリニック 当番薬局 日赤前 陽和会前 

2日 
境・藤田クリニック むさし野中央薬局 

  
ほりうちクリニック エコ薬局 

9日 
リリーローズメロディチャイルドクリニック 稲垣薬局クオラ武蔵境店 

 
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 

16日 
田原医院 ステラ薬局 

未定  
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 

23日 
松本医院 院内 

 
稲垣薬局 

北町店 スイング・ビル野崎クリニック 薬局トモズ武蔵境店 

29日 
おぎわらこどもクリニック さくら薬局武蔵野中町店 

  
かみやま内科クリニック ブルーム薬局 

30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 

北町店 時計台メディカルクリニック しらかば薬局 

 

 

８． 管理センター棚卸 

令和５年３月２５日（土） 

管理センター棚卸しのため、センター業務をお休みさせていただきます。電話には出られません。取りにいらっしゃる 

ことはできます。 

ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。 
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９． 斡旋図書 

 

 

 

 

 

１０． 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） 

 

令和４年度 1月かかりつけ薬局推進事業（薬の相談）報告書 

相談件数２4件 

[相談内容]    [薬局別の件数]  

副作用 7件  武蔵野市薬剤師会調剤薬局 11件 

薬の飲み合わせ・相互作用 8件  そよ風薬局吉祥寺店 3件 

用法 2件  境北口薬局 3件 

効能 2件  アサヒ薬局 2件 

その他 5件  稲垣薬局武蔵境店 3件 

   みどり薬局 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] 

    コロナ感染がまだ予断を許さない状況です。寒い時期でもあり、外出を控え運動不足になりがちです。 

  お通じや睡眠の悩み相談が見受けられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出版社 書籍名 斡旋価格 部数 

じほう 薬価基準点数早見表 令和 5年 4月版（定価 4,180円） 2,310  

じほう 保険薬事典プラス 令和 5年 4月版   （定価 5,280円） 4,730  

じほう 薬効・薬価リスト令和 5年版        （定価 7,370円） 6,600  

じほう 投薬禁忌リスト 令和 5年版        （定価 4,840円） 4,400  

薬事日報 薬事衛生六法 2023            （定価 5,500円） 4,950  
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〈報告・検討事項〉 

2月 4日 

 2月 25日 
医療保険指導者養成講座 池田 東京都薬剤師会館 

2月 5日 実務実習受入薬局伝達講習会 渡辺、大谷 Zoom 

2月 10日 普及・啓発部会 安田 Zoom 

2月 15日 
東京都精神科医療地域連携事業

（北多摩南部圏域）地域連携会議 
小安 Zoom 

2月 15日 
北多摩南部医療圏・地域災害 

医療連携会議 
飯川、髙橋、安田 Zoom 

2月 21日 認知症部会 菅野 Zoom 

2月 22日 予算説明 
小安、菅野、 

飯川、瀬谷 
管理センター 

2月 24日 武蔵野市民社会福祉協議会 小安 市民社会福祉協議会 

2月 24日 防災用備蓄医薬品補充 飯川 会営、稲垣薬局北町店、そよ風薬局 

 

令和 5年 1月会務報告 

〇地区及び職域薬剤師会 会長会  

  令和 5年 2月 11日（木） ZOOM  

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 2月 10日（金） ZOOM 

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 瀬谷 辨谷 髙橋 安田 渋谷 渡辺 

  令和 5年 2月 24日（金） ZOOM 

1. 勉強会・研修会について 7 防災について 

2 総会について 8 多職種連携について 

3. 薬剤師資格確認証（HPKI）について 9 薬局実務実習受け入れについて 

4 地区研修会について 10 会長会報告 

5. 歯科連携について 11 その他 

6 鍋林（株）の在庫システムについて   

 

 

 
          

 

 

 

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。 


