
 

２０１９年度事業実施報告書 

（2019年 1月 1日から、2019年 12月 31日まで） 

Ⅰ、事業の概況 

 平成から令和へと元号が変わり、人口減少対策や健康長寿社会の実現に向けての取り組み

が行われる中、地域皆様の身近な健康相談ができる存在として、保健衛生の向上やセルフ

メデケ‐ションの推進に貢献するため、薬事法改正による『資質向上通知』に基づく、既

存配置販売業者並びに新配置販売業者の配置員を対象とした資質向上研修会を実施し「薬

機法規・医療・薬理学の知識及び医薬品を取り扱う者に求められる理念倫理の修得、医薬

品消費者に対する【適切な情報提供・相談応需・適正販売】等の修得に鋭意努めた、更に

消費者に対する医薬品の適正使用のための啓発活動等々を県行政御当局の指導を頂き実

施した。 

① 『資質向上研修』 

   厚生労働省医薬食品局総務課課長通知による、既存配置販売業者・新配置販売業者か

ら委託された配置従事者の一定水準の資質向上研修会は、座学講座選択と座学・通信講

座により既存・新配置業者の配置従事者６５名の委託を受け、登録販売者試験問題作成

の手引き書を基本教本とし鋭意実施した。今年度「資質向上研修課程修了者」は５６名

であった。 

② 『麻薬・覚せい剤等薬物乱用防止活動』及び『薬と健康の週間』啓発活動 

   近年の乱用薬物は多様化し、違法薬物が巧妙化する中で厚労省は薬機法を改正し所謂

合法ドラックの本格的規制強化に乗り出し一定の歯止めがかかった。しかし使用者の低

年齢化の流れは止まらず、乱用薬物の蔓延問題は医薬品を取り扱う者の責務とし、会員

の薬物乱用防止啓発思想の高揚を目的に薬事研修会等に県医療薬務課ご当局から講師

を招聘、乱用薬物に関わる知識の修得に努めるとともに、青森県が実施する『麻薬・覚

せい剤乱用防止活動の一環として、県内の配置薬消費家庭を対象に『青森県薬物乱用対

策本部』交付のリーフレット 10,000 枚を全会員に交付し、毎戸配布による医薬品の適

正使用並びに薬物乱用の根絶を訴えた。また、6・26ヤング街頭キャンペーン及び「ダ

メ。ゼッタイ。」国連支援街頭募金活動へ参加するとともに国連支援基金の寄贈も行っ

た。更にまた、『薬と健康の週間』街頭啓蒙事業には啓発リーフレット及びポケットテ

ィッシュ、ゴム風船等々を啓発資材として県内３地区に於いて街頭啓発事業を実施した。 

③ 『献血思想の普及啓蒙活動』 

   『愛の血液助け合い運動』協力事業及び２０１９年度「献血感謝の集い」へ参加した 

 

   



Ⅱ、会員の状況 
項   目 期首現在 増   加 減少（廃業等） 期末現在 

会 員 数 ９７名 ５名  １０２名 

 

Ⅲ、会務の状況 

1 月 8 日（火）弘前経営会計事務所へ決算書作成の相談に牧野会長出席 

12 日（土）17:30～ 青森県薬剤師会新年互礼会に牧野会長出席 

28 日（火）10:00～ 

正副会長会開催 

関原純、高島幸喜、四十物隆之、牧野誠智出席 

13:00～ 

理事・幹事会開催 

出席理事：加藤純也、河合富夫、金山正美、藤田信義、関原純、 

高島幸喜、中井浩二、四十物隆之、佐々木繁幸、牧野誠智 

出席監事：辻村潔、押上与八  

場 所：リンクステーション青森 4 階「小会議室」 

2 月 26 日（火）10:00～11:20 

第 69 回(通算)総会及び平成 31 年度青森県医薬品配置薬業連盟総会 

場 所：青森市「リンクステーションホール青森 4 階中会議室 於 

会 員 総 数：98 名(平成 30 年 1 月 1 日現在) 

会員の移動：期首現在 98 人、増加 0 人、減少 10 人 

期 末 現 在：98 人 

総会の出席会員数：8４人（うち委任状による出席者 47 人） 

議 長：金山正美 

1、平成 30 年度事業実施告及び財務諸表承認の件 

監査結果報告 

2、2019 年度事業計画及び予算審議の件 

その他 

＊審議案件すべて承認される 

3 月 5 日（火）11：00 

弘前会計社事務所へ訪問、税務処理会計の休止を申し入れ、快諾される。 

出席者：関原純、牧野誠智 

4 月 9 日（火）10:00～ 

県薬務課・青森大学齋藤弘子教授へ新年度の挨拶に伺う 

出席者：関原純、牧野誠智 



5 月６日（月）10:00～ 

三村信吾県知事立候補事務所開きに推薦状・寄付金（10 万円）持参し出席 

出席者：関原純、牧野誠智 

5 月 19 日（日）13：00～  

登録販売者協会総会 招待により出席 

場所：アスパム 5 階   出席者：牧野誠智 

6 月 19 日（水） 

青森県薬物乱用防止指導員上十三地区協議会開催 

6 月 24 日（月）13:30～ 

青森県薬物乱用防止指導員弘前地区協議会開催 

参加者：弘前地区指導員 

6 月 27 日（木） 

青森県薬物乱用防止指導員むつ地区協議会開催 

参加者：高島幸喜 

6 月 26 日（水）7：00～8：15 

2019 年度「ダメ。ゼッタイ。」普及運動街頭キャンペーン開催 

場 所：青森駅前 

参加者：辻村 潔 

6 月 29 日（土）15:30～ 

2019 年度「ダメ。ゼッタイ。」普及運動街頭キャンペーン開催 

場 所：さくら野百貨店弘前店 

参加者：森下敏明、金山正美、米田順彦、押上与八、中井浩二、牧野誠智、 

葛西真希子（マキノ薬品）   ７名 

6 月 30 日（日）13:30～ 

2019 年度「ダメ。ゼッタイ。」普及運動街頭キャンペーン開催 

場 所：八戸ホコテンはっち前 

参加者：河合富夫、藤田信義、四十物隆之     3 名 

7 月 10 日（水）1:00～ 

「ダメ・ゼッタイ」国連支援募金受領式出席 

参加者：医薬品配置協会、薬剤師会、登録販売者協会の薬業 3 団体 

5 万円×3 団体 計 15 万円寄付する 

場 所：青森県健康福祉部長室 

出席者：牧野誠智 

7 月 2４日(水)10:00～ 

2019 年度第二回薬事生涯学習研修会開催 

場 所：青森市「リンクステ‐ションホール青森」4Ｆ中会議室於 

受講者：56 名 

「ダメ・ゼッタイ」国連支援募金 2,732 円会員より寄付される 



17:30～ 

加藤純也氏旭日単光彰受賞祝賀会開催 

場所：クラウンパレス青森 

7 月 26 日（金）13:00～15:30 

2019 年度「献血感謝の集い」に参加 

青森市新町「アウガ多機能ホール」於 

5 名参加   ＊啓発資材を協賛提供する 

8 月 2 日(金)  

配置薬業連盟へ連盟費として 1,000 円ｘ110 名分 110,000 円を青森銀行普通口座へ

送金する 

9 月 27 日（金）11:00～ 

正副会長会開催 場所：青森国際ホテル若水亭 

参加者：関原純、高島幸喜、四十物隆之、牧野誠智 

10 月 18 日（金）10:00～ 

「薬と健康の週間」街頭キャペーン 

場 所：イトウヨーカ堂弘前店前 

参加者：森下敏明、金山正美、米田順彦、牧野誠智、押上与八、 

柴谷光昭（大心中井薬品）、葛西真希子（マキノ薬品） 以上７名 

10 月 25 日（金）9:45～ 

「薬と健康の週間」街頭キャペーン 

場 所：さくら野青森店 

参加者：加藤純也、竹内彰一、関原純、辻村潔 以上 4 名 

11 月 2 日（土） 

「薬と健康の週間」街頭キャペーン 

場 所：五所川原エルム 

参加者：石森茂春、高橋伸光、台丸谷光雄、佐々木繁幸、渋谷直樹 以上 5 名 

11 月 6 日（水）18:00～ 

三村申吾県政を語る会出席 

場 所：ホテル青森 

参加者：牧野誠智 

11 月 13 日（水）9:00～ 

「薬物再乱用防止対策講習会」出席 

場 所：ホテルアラスカ 

参加者：藤田信義、金山正美、関原純、牧野誠智 

 

 

 



Ⅳ、事業実施状況 

１、薬事研修会関係 

１、薬事法規及び薬事知識の修得並びに倫理確立に関する事業 

 

開催目的 2019 年度『資質向上・薬事生涯学習研修会計画』に基づき実施されたもので、

改正薬事法附則第 12 条に規定する、既存配置販売業者の配置員に対する『資質向

上通知』に基づき、また厚労省医薬食品局総務課長通知による新配置販売の登録販

売者の『資質向上通知』に基づき、本会が委託を得て既存配置従事者及び登録販売

者を対象に、医薬品の知識、医薬品を取り扱う者に求められる理念・倫理等の修得

により、消費者に対する適切な「情報提供、相談応需また適正販売」等について認

識を深め県民の薬事・保健衛生並びに福祉の向上とともにセルフメディケーション

の啓発を図ることを目的とする。 

 

使用教本 「登録販売者試験問題の手引書」及び 

     「2019年度薬事生涯学習研修会」補足資料〔青森大学薬学部・齋藤弘子教授〕 

 

 2月 26日 2019年度【薬事生涯学習研修会①】 

      13：00～17：00、青森市文化会館「中会議室」於 

      受講者数 38名（座学、座学・通信講座選択）受講修了書交付 

      研修内容 1、最近の薬務行政及び薬事関係法規、制度(2時間) 

            (薬機法、資質向上通知、医薬品販売に関する遵守事項) 

            講師 青森県健康福祉部医療薬務課 

               薬務指導グループ 主査三浦拓様、技師千葉佳友様 

           2、配置販売業者に求められる理念、倫理、関係法規（2時間） 

            講師 元青森大学薬学部教授 嶋田雄介様 

 

 7月 24日 2019年度【薬事生涯学習研修会②】 

      10：00～17：00、青森市文化会館「中会議室」於 

      受講者数 56名(座学、座学・通信選択)受講修了書交付 

      研修内容 、医薬品に共通する特性と基本的な知識 (6時間) 

            講師 元青森大学薬学部薬学科教授 

               歯学博士 斎藤弘子様 

            

11月 19日 2019年度【薬事生涯学習研修会③】 

      10：00～17：00、青森市文化会館「小会議室」於 

      受講者数 47名（座学選択）受講修了書交付 



      研修内容 １、【最近の薬機法による法規について】(1時間) 

                   講師 青森県健康福祉部医療薬務課 

               薬務指導グループ主査 葛西 優様 

           ２、【2019年度通信講座問題の解説】  (4時間) 

             講師 青森大学薬学部薬学科教授 

               歯学博士 齋藤弘子様 

 

※2019年度「資質向上研修会」受講者数（延べ）141名 

※2019年度「資質向上研修課程」修了者 56名 

 

2、情報収集提供及び啓蒙普及関係 

1、『薬事法規、政省令等の情報提供』 

3月 22日【医薬品の関係範囲に関する基準の一部改正について】 

薬生発 0322第 2号厚生労働省医薬・生活衛生局長  

3月 26日【患者からの医薬品副作用報告について】 

薬生安発 0326第 1号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長 

3月 27日【要指導医薬品及び一般用医薬品の多言語情報の提供について】 

【青森県事務委任規則の改正に伴う許可等事務の委譲についてについて】 

青医第 1948号、青森県健康福祉部長 

厚生労働省医薬・生活衛生局総務課 

3月 29日【青森県販売従事登録取り扱い要綱について】 

青医第 1919号、青森県健康福祉部医療薬務課長 

【「医薬品の範囲に関する基準」に関するＱ＆Aについて】 

青医第 1919号、青森県健康福祉部医療薬務課長 

【青森県事務委任規則の改正に伴う許可等事務の委譲についてについて】 

青医第 1948号、青森県健康福祉部長 

5月 15日【利和元年度青森県不正大麻・けし撲滅運動の実施について】 

青医第 288号、青森県健康福祉部長 

5月 21日【令和元年度「ダメ。ゼッタイ。」普及運動の実施及び 

国連支援募金活動の支援について】 

青医第 321号「ダメ。ゼッタイ。」普及運動実行委員会 委員長木村隆次 

8月 27日【青森県薬物乱用防止対策実施要綱の改正（案）について】 

青医第 803号青森県副知事青山祐治 

12月 4日【医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する 

法律等の一部を改正する法律の公布について】 

薬生発 1204第１号厚生労働省医薬・生活衛生局長 



12月 5日【麻薬及び向精神薬取締法施行規則及び医薬品、医療機器等の品質、 

有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規制の一部を改正する省令の施

行について（通知）】 

青医第 1216号、青森県健康福祉部医療薬務課長 

12月 16日【医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する 

法律施行規制の一部を改正する法律の公布について】 

青医第 1298号、青森県健康福祉部医療薬務課長 

 

2、『麻薬・覚せい剤乱用防止運動に関する啓発活動』 

6月 19日 2019年度青森県薬物乱用防止指導員上十三地区協議会開催 

6月 24日 2019年度青森県薬物乱用防止指導員弘前地区協議会開催 

場所：青森県立武道館  

参加者：弘前地区薬物乱用防止指導員（配置業者） 

6月 26日『ダメ。ゼッタイ。』青森地区街頭啓蒙活動参加 青森市駅前  

会員１名参加 

6月 27日 2019年度青森県薬物乱用防止指導員むつ地区協議会開催 

参加者：高島幸喜 

6月 29日『ダメ。ゼッタイ。』弘前地区街頭啓蒙活動参加 弘前市：さくら野弘前店前  

会員 7名参加 

6月 30日『ダメ。ゼッタイ。』八戸地区街頭啓蒙活動参加 八戸市：はっち前 

会員 3名参加 

7月 10日 『ダメ。ゼッタイ。』国連支援募金贈呈式（薬業三団体） 

支援金 50,000円×3団体  計 150,000円 

青森県健康福祉部長室 於 牧野誠智会長出席 

7月 24日「ダメ・ゼッタイ」国連支援募金として 2,732円会員より寄付される 

 

3、『医薬品の適正使用に係る「薬と健康の週間」街頭啓蒙活動』 

    

10月 17日 2019年度『薬と健康の週間』街頭啓蒙事業 

～23日（1) 実施場所 青森市、弘前市、五所川原市、 於 

（2) 啓発資材 青森県当局交付の啓発パンフ（3,000枚） 

（3）本会資材 啓発ポケットティシュ 5,000個、ゴム風船 5,000個、その他 

（4) 参加人員 延べ 16名 

 

4、『愛の血液助け合い運動の後援、献血思想普及運動及び献血協力』 

 

7月 26日 2019年度『献血感謝の集い』 

13：00～、15：30 青森市新町「アウガ：多機能ホール」於 



5名参加 

※啓発資材を協賛提供 

 

3、関連団体との連携 

1、『社会貢献事業』 

11月 19日 「青森県視覚障害者情報センター」於 

      ※「社会貢献事業・録音用 CD300枚」寄贈式 

参加者：牧野誠智、関原純 

      ※後日センター所長より礼状届く 

 

2、『県内薬業団体関係』 

1月 12日 「一般社団法人青森県薬剤師会（木村隆次会長）新年互礼会」 

       17：00～青森市 招待により牧野誠智出席 

 

5月 19日 「一般社団法人青森県医薬品登録販売者協会（佐々木進会長）総会」 

       13：00～青森市「アスパム」於 

       招待により牧野誠智会長出席 

 

3、『優良会員の表彰及び推薦』 

  2019年度薬事功労者 旭日単光章受賞 理事 加藤純也氏 

  


