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総会次第 
 

１．  開会 

 

２．  会長演述 

 

３．  議長選出 

 

４．  議事 

 

 

（１） 報告 

   第１号 2021 年度会務報告 

   第 2 号 2021 年度事業報告 

   

   

 

（２） 議案 

第 1 号 2022 年度事業計画決定の件  

第 2 号 2021 年度決算認定の件 

第 3 号 2022 年度予算認定の件 

第 4 号 2022 年度会費および入会金決定の件  

第 5 号 その他 

 

 

５.  閉会  
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(1) 報告 

第 1 号 2021 年度会務報告 

 

1. 一般会務関係事項 

（３）  会員数 

   部会数 ５   会員数 110 名   （2020 年 12 月末現在） 

   部会数  ５    会員数  114 名   （2021 年 12 月末現在） 

（４）  表彰関係                 （敬称略） 

令和３年度福岡市学校保健功労者表彰受賞 戸田 晶久（戸田薬局） 

平田 美由紀（九州大学大学院医学系府） 

福岡市教育委員会表彰受賞        馬場 正佳（しろくま薬局 箱崎店） 

福岡県薬剤師会 有功賞 松井 昌也（徳松薬局） 

日本薬剤師会賞     藤野 哲郎（ふじの薬局） 

（３） 長寿・還暦会員祝彰            （敬称略） 

長寿会員  該当なし 

 

還暦会員  津崎 宏（松崎調剤薬局） 

      野口 千奈美（みずほ薬局） 

      安河内 尚登（福岡市立こども病院） 

      渡邊 裕子（千早病院） 

 

 

（４）会員および家族に対するお祝い及び見舞金    （敬称略） 
 

お祝い金     該当なし 

 

会員死亡弔慰金   該当なし 

          

お悔やみ     原土井病院 副薬剤部長 林 信至  
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第２号 2021 年度事業報告 

研修会 

2021 年度もコロナウイルス拡散防止のため、昨年同様に支部研修会を延期する

などの対応に迫られた研修会もあった。しかし、計画していた研修会はおおむ

ね開催することができ、東支部研修会は今年度で通算 78 回を迎えた。昨年より

Web を活用し、会場と Web のハイブリッド開催を行った。支部研修会において

今年度は会員限定ではあるが、今までは現地参加者のみに付与されていた研修

単位を Web 研修にも付与できるようにした。 

 

地域活動 

昨年同様に、コロナウイルス拡散防止のため健康フェスティバル、市民向け薬

草観察ハイキングは中止となった。コロナ禍において会が行う区民向けに行う

地域活動はすべて中止となった。 

 

継続した重点事業 

 

・組織強化 

組織強化の一環として、例年行っている東区会員の懇親会はコロナウイルス拡

散防止の為、中止した。また、部会の強化を図るため、ご近所会員が交流し、

部会の活性化、連携を目的とした部会ごとに行っている懇親会も中止した。 

 

・外交 

コロナウイルス拡散防止のため定例の三師会新春の集いは今年度も中止となっ

た。 

東区災害関係会合に参加。災害時におけるさまざまの事案に、薬剤師視点で意

見を述べ、存在をアピールし、多職種との連携強化を図っている。（災害関係会

合は東区医師会主催で病院部会、地域の防災士、など地域で防災に係る人、職

種が集まり、月 1 回会合を開いている。コロナ禍においては Web 会議にて開催

されている） 

東警察署生活安全課と連携し、詐欺被害防止、性犯罪防止の啓発資材を会員へ

配信。地域住民への情報発信となった。 

多職種連携強化の為、東在宅ネットワークや基幹病院から発信される研修会な

どを会員に広く案内し、会員の参加を促した。 
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2021 年度活動報告 

 
4月 7日 東区三役会  

4月 12日 東区災害関係会合  

4月 13日 県薬 臨時総会 中止 

4月 19日 第 73回 東区研修会   

4月 23日 市薬 臨時総会  

4月 26日 市薬理事会  

   

5月 10日 東区災害関係会合  

5月 20日 東区総会  

5月 24日 市薬理事会  

5月 25日 第 74回 東区研修会 中止 
   

6月 3日 県薬 地区連絡協議会  

 東支部 予備代議委員会  

6月 14日 東区災害関係会合  

6月 17日 市薬班長会議  

6月 19日 市薬総会  

6月 20日 県薬総会  

6月 28日 市薬理事会  

6月 29日 なみきスクエア ワクチン集団接種会場 視察  

   

7月 2日 東保健所 地域包括ケア推進協議会 挨拶  

7月 12日 東区災害関係会合  

7月 14日 第 1回 東区役員会  

7月 26日 市薬理事会  

   

8月 16日 東区災害関係会合  

8月 23日 市薬理事会  

8月 28日 貴医会 中止 
   

9月 2日 第 2回 東区役員会  

9月 12日 市薬ソフトボール大会 中止 

9月 13日 東区災害関係会合  

9月 17日 第 4回 高齢者医療介護研究会 研修  
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9/19-20 第 54回日本薬剤師会学術大会  

9月 25日 井上たかひろ 政経セミナー 中止 

9月 27日 市薬理事会  

   

10月 11日 東区災害関係会合  

10月 12日 東区薬剤師会 研修会  

10月 19日 市薬会計説明会  

10月 25日 市薬理事会  

10月 28日 東区 地域包括ケア推進会議「在宅医療、介護部会」  

   

11月 4日 東区役員会  

11月 8日 東区災害関係会合  

11月 14日 東在宅ケアネットワーク シンポジウム  

11月 16日 東区 会計引継ぎ  

11月 16日 市薬支部長会  

11月 22日 市薬理事会  

11月 29日 長ひろうみ 県政報告会  

   

12月 7日 第 75回 東区研修会  

12月 9日 東区地域包括ケア推進会議  

12月 10日 臨時支部長会  

12月 13日 東区災害関係会合  

12月 17日 市議との研修会  

12月 18日 井上たかひろ 政経セミナー  

12月 20日 市薬理事会  

12月 22日 薬薬連携研修会（千早病院）  

   

1月 4日 市薬年賀会  

1月 12日 第 76回 東区研修会  

1月 17日 東区災害関係会合  

1月 24日 市薬理事会  

1月 26日 東区役員会  

1月 28日 東区三師 役員会 中止 

1月 30日 保険薬局セミナー＆神谷まさゆきを励ます会  

   

2月 8日 第 77回 東区研修会  

2月 14日 東区災害関係会合  
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2月 20日 県薬若手フォーラム  

2月 28日 市薬理事会  

   

3月 9日 第 78回 東区研修会  

3月 14日 東区災害関係会合  

3月 17日 地区連絡協議会  

3月 28日 市薬理事会  
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～各委員会事業報告～ 

 

委 員 会 名 組織委員会 

委 員 名 久保田 健 

 

 

 

 

2021 年度 

委員会活動の 

報告と感想 

＜報告＞ 

〇4 月 12 日（月）第 1 回 組織委員会 

１.  会員満足度アンケートにおける質問・要望に対する回答につい

て 

２.  ソフトボール大会について 

３.  めちゃ 2 書いてるっ！進捗について（夏号原稿締め切り 5 月末） 

〇6 月 1 日（火）第 2 回 組織委員会 

１.  ソフトボール大会について 

２.  薬局で使える英会話研修会について 

〇7 月 5 日（月）第 3 回 組織委員会 

1．ソフトボール大会について 

2．薬局で使える英会話セミナーについて 

〇9 月 16 日（木）第 4 回 組織委員会 

1.    日薬福岡大会ポスター発表について 

2.    ラブアースクリーンアップについて 

3.    今泉前留学について 

4.    第 3 回会員満足度アンケート調査について 

5.    めちゃ2書いてるっ！（ジャーナル新春号原稿締め切り11月末） 

〇10 月 18 日（月）第 5 回 組織委員会 

１. 薬局で使える英会話教室について 

２. ラブアースクリーンアップ（＠南支部）について 

３. 第 3 回会員満足度アンケート調査について 

４. めちゃ 2 書いてるっ！について（ジャーナル新春号原稿締め切り

11 月末） 

〇11 月 12 日（金）第 6 回 組織委員会 

１.  12/13 薬局で使える英会話教室について 

２.  第 3 回会員満足度アンケート調査について 

〇12 月 13 日（月）薬局で使える英会話 

〇1 月 20 日（金）第 7 回 組織委員会 

１． 会員満足度アンケートまとめ 
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２． ボウリング大会について 

３． 2022 年度実施事業スケジュールについて 

＜感想＞ 

 本年度もコロナの影響により中止せざるを得ないイベント等あり

ましたが、その中でも実施できるものにつきましては昨年度の経験を

活かした感染症対策をしたうえで実施できたと思います。 

 

2022 年度 

委員会活動に対する

委員としての活動目

標 

本年度は昨年度より多くの会員満足度アンケートの結果を集めるこ

とができ、たくさんのご意見を頂いております。その結果を活かして

会員の皆様が満足できるより良い活動の提案と実施ができればと思

っております。 

 

委 員 会 名 薬学教育委員会 

委 員 名 松下 隼士、藤倉 幸恵 

 

 

 

 

2021 年度 

委員会活動の 

報告と感想 

薬学教育委員会会議参加 

7/20、10/8、11/19 

薬学教育研修会 12/21 

 

2021年度実務実習受け入れ状況 

1期-7名 

福岡大学 4名 第一薬科 2名 長崎国際 1名 

2期-8名 

九州大学 3名 第一薬科 1名  福岡大学 3名 福山大学 1 名 

3期-5名 

福岡大学 3名 日本大学1名 

新規受け入れはあったが、大きな問題なく終了。 

・新型コロナウイルスの影響で市薬主催の外部研修はなし。 

・東区独自の研修会も 2年連続で開催なし。 

早期体験学習は九州大学のみ実施あり。 

2021 年度ワークショップ  オンライン開催 

アイランドシティ薬局 高橋さん、 ひまわり薬局本店 中野さん 

 松仙堂薬局 大平さん、 さくら薬局和白丘店 坪田さん 

 瑠璃薬局 本多さん、 たたら介護薬局 田崎さん 

新規取得者は翌年受け入れを依頼。 
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2022 年度 

委員会活動に対する

委員としての活動目

標 

2022年度実務実習受け入れ 

1期-10名 

九州大学 5名 福岡大学 2名 第一薬科 2名 長崎国際 1名 

2期-9名 

九州大学 4名 福岡大学 2名 第一薬科 2名 崇城大学 1 名 

3期-5名 

福岡大学 4名 山口東京理科大学 1名 

指導薬剤師が新規の受け入れがあるためフォロー予定。 

東区の外部研修は様子を見ながら個別対応の形にする予定。 

新規ＷＳはできるだけ 6年制の方を優先していく。 

 

委 員 会 名 学校薬剤師委員会 

委 員 名 ディバナディ 綾子 

 

 

 

 

2021年度 

委員会活動の 

報告と感想 

R３・４・７   

東区新人研修 ３名 

 

R３・６・８  

学校薬剤師研修会 

        シラミ駆除剤の正しい使用方法 

R３・１１・７  

令和3年度学校薬剤師学術フォーラム参加 

 

R３・１２・１５ 

    第５４回日薬学術大会発表報告 

    福岡市立学校における消毒薬調査から見えてきたもの 

   

     福岡市市立学校における消毒薬調査における指導例 

 

R４・２・５ 

    第25回学校薬剤師研究大会 

     2年間の認定こども園の勤務報告 

      

今年度 福岡市市立学校では感染症対策で蛇口の交換（プッシュ式）

があった。水筆検査では混乱もなく対応できていた。 
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そして まだまだ学校（養護教諭）より多くの質問や相談が学校薬剤

師に寄せられている状況は続いていますが 各々の先生方が分かる

範囲でしっかり向き合って対応していただいた。 

 

東区で testo 440（CO2検査器）を 令和2年度購入 

 

換気の目安に使われますので 是非 使用の検討をよろしくお願い

します。 

 

R４年度 新人学校薬剤師 ２名 

 

2022年度 

委員会活動に対する

委員としての活動目

標 

2022年度も新型コロナウイルス感染症パンデミック以前のように研

修や活動を出来る範囲で行っていきたい 

 

 

委 員 会 名 医療保険委員会 

委 員 名 小西 秀平 

 

 

 

 

2021年度 

委員会活動の 

報告と感想 

医療保険委員会 場所 福岡市薬剤師会館 

第1回 2021年6月10日（木）報告と個別指導 

第2回 2021年8月10日（火）報告と講習会の打ち合わせ TRの提出先 

第3回 2021年10月26日（火）報告と講習会・協議会の打ち合わせ 

第4回 2022年3月18日（金）令和４年調剤報酬改定について 

その他 WG 2021年 12/14 12/27 12/28 2022年2/1 2/22 3/17 3/29 

研修会・講習会 

2021年8月30日（月）健康応援薬局研修会 

2021年９月3日（金）九州医療センター連携充実加算研修会 

2021年11月30日（火）医療保険講習会 ICT と個別指導について 

2022年2月8日（火）広域病院薬剤部と福岡市薬剤師会との協議会 

議題 ０４１０対応（ラゲブリオ）やプロトコール運用についてなど 

2022年3月23日(水) 調剤報酬説明会 

医療保険関係質問 

① 有効期限の切れた処方箋について 

② 在宅患者緊急時等共同指導料について 

  



 

 13 

③ 錠剤をカプセル化した時の加算について 

④ 薬剤交付支援事業について 

⑤ 患者希望よる一包化について 

⑥ 経管投薬支援料について 

⑦ 外来服薬支援料について 

 

感想 コロナの中、Zooｍを使ったオンラインでの研修や講習会が多

くなって、情報が受け取りにくくなり、会員さんにはご迷惑をおかけ

したと思います。その中、電話での質問対応や ZOOM での配信などで

伝達は最低限出来たのかなと考えております。 

2022年度 

委員会活動に対する

委員としての活動目

標 

来年度もコロナウイルスによる混乱が続くと予想されるため、ZOOM

や動画での配信を進める。調剤報酬改定後で不明なことなど会員さん

の理解を深められるように努力したい。引き続き会員さんからの質問

にも迅速に対応していきたい。 

  

委 員 会 名 職能委員会  

委 員 名 正岡 玄光 

 

 

 

 

2021年度 

委員会活動の 

報告と感想 

第１回 2021年8月3日 

議題 

１． 委員会概要の共有 

２． テーマ及びスケジュール 

３． ①「2021 災害派遣薬剤師研修プログラム」 

（with福岡大学） 

②「11月福岡市災害フェア対応」 

（with福岡市薬災害対策本部・第一薬科大学） 

４． 9 月 15日開催「薬局における医療安全体制に係る研修会」につ

いて 

（with医療保険員会・市薬連盟） 

その他 

第2回 2021年9月6日 

1. 月 15 日開催「医療安全に関する研修会」について 

その他 

第3回 2021年10月7日 
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1. 災害派遣薬剤師育成研修会について 

2. 防災フェアについて 

その他 

第4回 2021年10月7日 

1. 今後の委員会の取り組みについて 

報告・その他 

 

第5回 2021年12月14日 

 

1. 1/21、1/26コミュニケーション研修会について 

2. 今後の委員会の取り組みについて 

その他 

 

第6回 2021年1月11日 

1. 今後の取り組みと次年度の事業計画について 

2. 1/21、1/26コミュニケーション研修会について 

その他 

 

一年の委員会活動を通じて,災害派遣薬剤師、市民防災フェア、コミ

ュニケーション研修など市民、会員の方に提供することができた。 

ICT活用についても引き続き取り組み内容として議論している。 

2022年度 

委員会活動に対する

委員としての活動目

標 

昨年同様、委員会の議題等に取り組みに参加、協議し少しでも職能向

上につながるように努めていきたいと思います。 

 

委 員 会 名 広報委員会 

委 員 名 北村 大来 
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2020年度 

委員会活動の 

報告と感想 

＜活動報告＞ 

・広報委員会 

2021年8月24日 第5回広報委員会 

2021年9月17日 第6回広報委員会 

2021年10月14日 第7回広報委員会 

2021年11月19日 第8回広報委員会 

2021年12月17日 第9回広報委員会 

2022年1月19日 第10回広報委員会 

2022年2月14日 第11回広報委員会 

2022年3月16日 第12回広報委員会 

 

・市薬ジャーナル東支部だより作成 

2021年 夏号、秋号 

2022年 新春号、春号 

 

＜感想＞ 

コロナの感染状況を考慮し、一部Webで役員会を実施することもあ

りましたが、遅延等の問題なく、市薬ジャーナルを無事に発行するこ

とができました。 

2021年度 

委員会活動に対す

る委員としての活動

目標 

・HP等を通じて、東区の活動実績を発信する。 

 

 

委 員 会 名 在宅介護委員会 

委 員 名 大平 悠介 
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2021 年度 

委員会活動の 

報告と感想 

・在宅訪問薬局一覧作成・配布 

・かんたん早わかりマニュアルの作成・配布(介護報酬改定･Ｑ＆Ａ反映) 

・県薬事業「訪問服薬指導業務」 

・会員薬局からの質問対応 

・ケアノート推進 

・在宅患者に対する医療用麻薬適正使用・管理のパンフレット作成 

・実務実習用動画改定・修正（薬学教育委員会より相談） 

・在宅・介護委員会 

4/16、6/4、7/13、8/20、10/13、11/24、1/28、3/14 

・動画コンテンツ作成ＷＧ 

6/23、7/8、7/19、8/5 

・日薬ポスター発表 

・下記研修会の開催及び参加 

4/28  在宅 Q＆A フォローアップ研修 

6/11  地域密着型薬局の将来 2021 介護報酬改定 

7/30  人口鼻・無菌調剤・注射剤について 

9/22  あらゆるケアステージで活用できるリハ薬剤 

10/17 認知症対応力向上研修会 

1/14  ＰＣＡポンプ研修会 

2/9  ヒアリングフレイル 

2022 年度 

委員会活動に対す

る委員としての活

動目標 

・在宅介護に関する質問等への対応 

・在宅介護研修会の開催（支部での初心者向け含む） 

・在宅患者に対する医療用麻薬適正使用・管理のパンフレット完成 

・動画コンテンツの追加作成 

 

委 員 会 名 学術研修委員会 

委 員 名 村田 峰生 白﨑 陽信 
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2021 年度 

委員会活動の 

報告と感想 

【東区薬剤師会研修会・薬薬連携勉強会】開催について  

偶数月を定例会、６月歯科医師会、12月医師会と二団体共催の研修会と

していますが、今期もコロナウィルス感染症拡大により中止し、 

東区薬剤師会のみでＺｏｏｍとのハイブリッド配信を中心に開催する

ことになりました。 

（なみきスクエアがコロナウィルスワクチン集団接種会場となるため） 

集団接種終了時期のみ、なみきスクエア会場にて開催しました。 

『開催した研修会』 

■第 73回 2021.4.19 なみきスクエアにて 

 演題：うつ病の現在について 

 演者：香椎療養所 精神科 武井 庸郎 先生 

■第74回 2021.5.25和白病院有田先生を一旦計画→コロナウィルス蔓

延の影響で中止することにしました 

■コロナ禍を鑑みて 研修会 しばらく開催中止（5 月末～9 月） 

■第 74回は福岡市薬剤師会薬物療法研究会とコラボにて 

     2021．10.12 福岡市薬剤師会 会館にてハイブリッド開催 

演題：「糖尿病治療に対する薬局薬剤師による電話モニタリングの有

効性に関する調査について」 

演者：薬局はなみずき 林田 諭 先生 

演題：「新規糖尿病治療薬を踏まえ 2021 糖尿病標準診療マニュアルを

どう考えるか」 

 演者：古賀友一郎 先生 林田 諭 先生 村田峰生のパネルディス

カス 

■第 75回 2021.12.7 福岡市薬剤師会会館、ZOOM ハイブリットにて  

中外製薬共催  エブリスデイの購入・服薬指導・調製 他 

演題：脊髄性筋萎縮症の病態と最新治療 

演者：福岡市こども病院 小児神経科 科長 吉良 龍太郎 先生 

■第 6回薬薬連携勉強会・第 2 回千早病院化学療法研修 

 2021．12.22 なみきスクエアにて開催 

 講演１演題：『外来化学療法における薬剤師の関わりについて』 

      演者：千早病院 薬剤部 阿部 元昭 先生 

 講演 2 演題：『保険薬局における経口抗がん剤の服薬指導について』 

      演者：学術研修委員 村田峰生 

      総合討論 

■第 76回 2022.1.12 福岡市薬剤師会館にて ツムラ共催 

  演題：『調剤業務で知っておきたい漢方知識』 
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～漢方薬の基礎を学びましょう～ 

  演者：株式会社ツムラ 福岡営業所 森田 英久 先生 

■第 77回 2022.2.8 TKP 博多筑紫口にて キョーリン共催 

  演題：『成人市中肺炎診療の流れについて』 

  演者：福岡青洲会病院 副院長・呼吸器ｾﾝﾀｰ長 杉本 幸弘 先生 

■第 78回 2022.3.9 福岡市薬剤師会館にて 大日本住友共催 

  演題：『糖尿病治療の新しいトピックス』 

  演者：九州大学第二内科糖尿病教室 大隅 俊明 先生 

 

■福岡市薬剤師会研修会 

 [薬物治療研究会] [育薬セミナー] [MSCP]もサポートいたしまし

た。 

 来年度は 5 月 25 日 フレイル特別講演の支援をいたします。 

＊第 76回から ZOOM参加の方（AorB 会員）にも研修単位付与開始 

  

2022 年度 

委員会活動に対す

る委員としての活

動目標 

今年度も、コロナウィルス感染拡大のため、研修会の開催内容、会場等 

臨機応変に変更対応せざるを得ない状況でした。また 5 月～9 月は開催

できず。10月からは ZOOM併用また市薬会館等を活用し、なんとか７回

の研修会を開催することができました。 

 

来年度こそ、歯科医師会、医師会との共催講演会を開催いたしたく考え

て 

おります。引き続き、皆様に役立つ研修を企画してゆきたく考えており

ます。 
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（２）議案 
 

第 1 号 2022 年度 事業計画決定の件 

 

＜会長演述＞ 

昨年から続く新型コロナウイルス拡大は、先が見えない状況であるが、昨年

とは違い、With コロナが推奨され、コロナ禍でも持続可能な社会が求められて

いる。その中で薬局が果たす役割は大きく変わり、無料 PCR 検査所等やラゲブ

リオなどの新型コロナ治療薬供給、Ｃｏｖ自宅など、地域住民のために薬局が

果たす役割が広がると同時に薬剤師の業務が「見える化」されてきた。また、

診療報酬においても、災害、新興感染症発生時に対応できる薬局として、新た

に設けられた「連携強化加算」なども、地域に貢献する薬局像が「求められる

薬局」として表されていると感じる。リフィル処方箋は賛否ありながらの開始

となったが、ゆっくりと拡大していくであろうと思われる。薬剤師が果たす役

割は大きく、薬を渡すだけでなく、患者に寄り添い、医師からも信頼される対

応が強く求められている。薬剤師職能が新しい側面で評価されており、薬剤師

一人一人のさらなる意識向上が必要である。服薬指導や相談機能充実のために

も、研修会などを通じた、スキルアップのためのコンテンツ作りが薬剤師会に

求められていると感じる。研修会は薬剤師であれば、どのライフステージにい

ても参加できるべく、東支部研修会は原則 Web を利用したハイブリッド研修会

とし、今までは現地参加でしか付与されなかった研修単位を Web 参加者も付与

できるようしたので、多くの薬剤師に参加してもらいたい。 

コロナウイルス感染拡大が収まるまで、人が集まるイベントの開催はまだ不

透明だが、With コロナの時代に向け、薬剤師会の活動も時代に合わせ迅速に対

応していかなければならないと感じる。 

 

 

2021 度事業計画（案） 

 

「組織強化」、「行政、他団体等の横の連携の強化」、「在宅推進事業」、「薬剤師

の職能アピール」、「研修事業」を中心に行ってきた。2022 年度も継続した事業

を行いたい。そして事業を通してかかりつけ薬剤師の育成を図る。昨年同様 5

つの柱を中心に行って行く。 
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 2021年度の事業計画は以下のとおりとする。 

 

① 組織強化 

昨年同様、部会を中心とした組織強化事業、研修会など様々な行事で組織の

重要性について語り、考える機会をつくっていく。緊急時（災害時）等、近隣

薬局連携のためには部会の連携は重要であると考える。 

支部最大事業は組織強化この考えはかわらない。 

 

② 行政、他団体等の横の連携の強化 

ハード部分での強化という意味で行政を含めた横の連携の強化を進めていく。

行政、医師会、歯科医師会、地域包括ケア推進にも不可欠な介護、福祉、法曹

界警察を含めた団体とも連携に力を入れて行く。 

医師会主導の災害関係会議に引き続き参加し、災害時の薬剤師の役割をアピ

ールし連携を強化する。 

 

③ 在宅推進事業  

市薬在宅委員会と協同し研修会など会員のスキルアップを図る。 

また東在宅ケアネットワークや基幹病院と協同し、多職種連携により強化した

事業などを開催していく。 

患者のファーストアクセスとして、「地域には薬剤師が必要である」という認

識を作っていく。 

 

④ 薬剤師の職能アピール 

春の薬草観察会、秋の健康フェスティバルは薬剤師として職能をアピールで

きる場である。しかし、コロナウイルス感染拡大が収まり、行政イベントが再

開されるまでは中止とする。多職種連携を通して薬剤師の職能、薬局の機能に

ついて周知してく。 

 

⑤ 研修事業 

定期研修会は昨年度で 78 回を迎える。今年度も定期研修会以外にも他地区

との合同研修会や、薬薬連携研修会など必要に応じた研修会を開催していき、

会員の知識向上に寄与する。Web 研修会を積極的に取り入れ、原則現地受講と

のハイブリット開催とする。Web 研修会でも研修単位取得ができるようにし、

より多くの会員が研修会に参加できる環境作りを引き続き行う。 

研修会の内容を精査し、医薬品や病態に関する研修会ではなく、医療安全な

ど薬局事業に係る研修会を委員会コラボで協力して検討する。 
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第 2 号 2021 年度 決算確認の件 

 

第 3 号 2022 年度 予算確認の件 

 

第 4 号 2022 年度会費および入会金決定の件 
 

東区薬剤師会入会金および会費規程 

 

１．（入会金及び年会費の額） 

入会金 正会員 A および賛助会員 A 100,000 円 

年会費 正会員 A および賛助会員 A  10,000 円 

 

２．（納期及び徴収） 

1）入会金は、一般社団法人福岡市薬剤師会入会手続き時に、同時に納入する。 

 2）年会費は、前条の会費を本会会長の指定する期日までに、本会に納入する。 

 

３．（途中退会） 

途中退会の場合、既納の年会費は返金しない。 又、退会時に未納の会費があ

る場合は、清算して退会しなければならない。 

 

４．（途中入会） 

 途中入会の場合、半期未満であれば全額 半期を超えての入会の場合は半額

とする（福岡市薬剤師会規約に準ずる） 

 

第 5 号 その他 


