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稲毛 謙二

第５回

幹事

＜第４４年度＞

氏家 正俊

通算第２０９２回例会

【会長報告】
◆

なし

【幹事報告】
◆
◆
◆

◆

稲毛会長に「ロータリー財団：マルチプル・ポールハリスフェロー」
受賞のピンが届いておりますので贈呈します。
本日。例会終了後、８月定例理事会を行いますので、役員・理事の方はお残りください。
次週の例会は「暑気払い夜間例会」と例会変更しておりますので、お昼の例会はありません。
暑気払い夜間例会に参加される方は、午後７時～行いますので時間厳守でお集まりください。
＊受付にて会費２，５００円を集金させていただきます。
7/29：台風接近の為、延期になった「名倉会長取切戦ゴルフコンペ」を8月25日(土)満濃ヒルズ
カントリークラブにて行いますので、多数のご参加をお願いします。

【プログラム】

❤ 客 話 （会報雑誌委員会）氏家 正俊 幹事 兼 会報雑誌委員長

〔(株)西日本ファーマシー 代表 吉村輝美様〕
「すべてはお客さまの元気と笑顔のために」
～調剤薬局最大手アイングループとは～
アイングループ概要
商 号
株式会社アインホールディングス
代表者
代表取締役社長 大谷喜一
設 立
1969年8月
資本金
21,894百万円 （2018年4月期末）
売上高及び利益 売上高268,385百万円 経常利益20,129百万円 （2018年4月期末）
売上構成 ファーマシー事業238,645百万円、リテール事業24,117百万円（2018年4月期末）
従業員数 9,603名（嘱託、パート含） 内薬剤師：4,457名 （連結延人数） （2018年4月末）
本 社
北海道札幌市白石区札幌5条2丁目4-30
《調剤及び医薬品等の販売業》 （株）アインファーマシーズ他65社
グループ会社 《後発医薬品卸業》 （株）ホールセールスターズ
《人材紹介業》 《医療コンサルティング業》 （株）メディウェル、医療開発（株）
店舗数
1,077店舗 （調剤薬局1,029店舗、ドラッグストア48店舗） （2018年4月期末）
西日本ファーマシー概要
事業内容 調剤薬局のチェーン経営 及び 介護施設の運営
店舗数
調剤薬局３９店舗、介護施設５カ所
展開地域 香川県33店舗（高松市内、西讃、中讃／三豊、東讃） 徳島県4店舗、愛媛県2店舗
従業員数 260名 うち薬剤師110名
売 上
59億円 （2018年3月期）
親会社
株式会社アインホールディングス（2015年11月～）

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

１．真実かどうか

３．好意と友情を深めるか

２．みんなに公平か

４．みんなのためになるかどうか

※企業基盤・・・アイングループは収益、財務体質ともに圧倒的に強い基盤を築いており、安定
的な経営を可能としています。
※丸亀地区は西日本ファーマシー発祥の地
現在、丸亀市内に5店舗を展開。5店舗の薬剤師と医療事務員が連携を取り、丸亀地域の
インフラを目指しています。
☆ＮＰ津森調剤薬局 （主応需医療機関：まるがめ医療センター）
☆アイン薬局城坤店 （主応需医療機関：西紋病院）
※薬剤師による在宅医療・・・服薬支援、残薬管理、薬学的評価などの情報を、在宅医療を担
う、医療従事者にフィードバックすることで、チーム医療の一員として患者様の在宅医療をサ
ポートします。
※薬局プレアボイド
プレアボイドの収集開始からこれまでに、社内では1万3千件の事例が報告されています。
これらの情報を蓄積・共有することで薬による事故防止に努めている他、学会等を通して
社会に向けて広く情報発信をしています。
＊プレアボイド→薬剤師が患者様の情報から、薬による不利益（副作用、治療効果が
不十分など）を未然に防ぐこと
※電子お薬手帳アプリ
2012年4月より㈱ＮＴＴドコモとの共同開発により電子お薬手帳アプリを無料公開しています。
※薬局における災害対策
災害時にも薬局機能維持・営業継続ができるよう、体制を整えています。
※地域に貢献する薬局を目指して
地域の皆さまのお役に立てるよう、かかりつけ機能・健康サポート機能の強化に努めています。
※敷地内薬局に関わる2つの規制緩和
1．療養担当規則の改正で、公道に面していない敷地内への出店が可能に
2．国立大学で土地の貸付が可能になったことも合わせ、敷地内薬局誘致への動きが加速
◎敷地内薬局のうねり、ついに東大病院にも
アメニティー施設公募で「提案可能」、薬剤師会窮地に
※国家戦略特区での取り組み
※薬剤遠隔指導の流れ

第１
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第３
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【ファーマシー事業】
日本の医療を支えるために。
これからの調剤薬局の、あるべき姿を追求します。
・ファーマシー事業では、地域と人を支える、技術力の高い調剤薬局を全国展開しています。
「質」のさらなる向上を図り、サービスを磨き続けることで、日本の医療と健康を支えます。
その土地に根ざして、毎日の健康をサポートします。
・24時間対応
・かかりつけ薬剤師
・正確な調剤の実現
・在宅医療への取り組み
一人ひとりに、しっかり寄り添います。
・健康サポート薬局
・人材育成プログラム
・その他の取り組み （がん早期発見啓発活動、禁煙サポート活動、地域コミュニティでの）
勉強会、認知症サポーターの育成）
【リテール事業】
自分らしく、美しく生きるために。
前向きな気持ちを応援します。
知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。
職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕
する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。
ロータリアン一人一人が個人としてまた事業および社会生活において、日々、奉仕の理
念を実践すること。
奉仕の理念で結ばれた職業人が世界的ネットワークを通じて国際理解、親善、平和を推
進すること。

【本日のニコニコ】
♣ 本日。(株)西日本ファーマシー・吉村輝美代表をお迎えして
♣
♣
♣
♣
♣
♣

客話を無事終えて。 ありがとうございました。
(株)西日本ファーマシー・吉村代表をお迎えして
(株)西日本ファーマシー・吉村代表をお迎えして
(株)西日本ファーマシー・吉村代表をお迎えして
(株)西日本ファーマシー・吉村代表をお迎えして
役員委員長就任挨拶を無事終えて 理事（親睦活動）
役員委員長就任挨拶を無事終えて 理事（プログラム）

：氏家 正俊
：稲毛 謙二
：小宮山 滋
：木村 義正
：西紋 孝一
： 原 将嘉
：塩野 拓二

幹事
会長
Ｓ・Ａ・Ａ
さん
さん
さん
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【来訪ロータリアン】 （なし）
【メークアップ】 （なし）
【出席報告】
会員総数

出席免除会員数 出席計算会員数

３９名

３名

３６名

第２０９０回例会
会員総数

＜７月３１日（火）現在＞

第２０９２回例会

出席免除会員数 出席計算会員数

３９名

３名

３６名

出席会員数 欠席会員数

２４名

１２名

出席率

６６．６７％

＜７月１７日（火）分＊（ ）内はﾒｰｸｱｯﾌﾟ＞

出席会員数 欠席会員数

２１名（0名）

１５名

出席率

５８．３３％

【８月７日（火）の例会】

暑気払い夜間例会 （プログラム委員会） 塩野拓二委員長
【オークラホテル丸亀３Ｆビアガーデン 午後７時～】
～８月１４日（火）の例会は『休会』（お盆休み）です～
【８月２１日（火）の例会】

会員卓話 （第４年度入会：高木敏仁会員）
四つのテスト

言行はこれに照らしてから

第１
第２

１．真実かどうか
２．みんなに公平か

３．好意と友情を深めるか
４．みんなのためになるかどうか

知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。
職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕
する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。
第３ ロータリアン一人一人が個人としてまた事業および社会生活において、日々、奉仕の理
念を実践すること。
第４ 奉仕の理念で結ばれた職業人が世界的ネットワークを通じて国際理解、親善、平和を推
進すること。
オークラホテル丸亀 ☎23-2222
ＭＡＲＵＧＡＭＥ ＥＡＳＴ ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ
例会場
〒763-0011 丸亀市富士見町3-3-50
事務所
オークラホテル丸亀４３０号室
TEL：0877-21-6611 FAX：0877-21-6655
例会日
毎週火曜日 PM12:30～PM1:30
URL：http://www.marugame-east-rc.com
E-Mail：merc@soleil.ocn.ne.jp

