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発行発行：：日本チェーンドラッグストア協会　広報担当日本チェーンドラッグストア協会　広報担当

第第 1 11 1 回通常総会　開催回通常総会　開催

平成平成 2222 年度　事業計画　決定年度　事業計画　決定

  先般６月１０日に第先般６月１０日に第 1111 回通常総会が開催され、回通常総会が開催され、平成平成 2222 年度の事業計画年度の事業計画

並びに組織並びに組織・・人事が満場一致で承認されましたので、人事が満場一致で承認されましたので、ご案内申し上げまご案内申し上げま

す。す。

  周知のとおり、周知のとおり、改正薬事法が施行されて１年が経過いたしました。改正薬事法が施行されて１年が経過いたしました。当協当協

会の会員企業の改正薬事法遵守状況は良好であります。会の会員企業の改正薬事法遵守状況は良好であります。しかしながら、しかしながら、そそ

の新しい法律を遵守するがゆえに第１類医薬品の売上げが低迷するというの新しい法律を遵守するがゆえに第１類医薬品の売上げが低迷するという

皮肉な結果となっています。皮肉な結果となっています。

  本年度は、本年度は、この改正薬事法の運用面を強化するとともに、この改正薬事法の運用面を強化するとともに、薬業界をあげ薬業界をあげ

てＯＴＣ活性化に向けた大キャンペーンを行なっていきます。てＯＴＣ活性化に向けた大キャンペーンを行なっていきます。

  また、また、専門家の資質向上をきちんと行ない、専門家の資質向上をきちんと行ない、店頭で店頭で「対面」「対面」における情における情

報提供力のアップに努めてまいります。報提供力のアップに努めてまいります。

  平成平成 2222 年度の組織は平成年度の組織は平成 2121 年度を踏襲しつつ、年度を踏襲しつつ、若干の変更をいたしま若干の変更をいたしま

した。した。また、また、人事におきましては常任理事人事におきましては常任理事・・理事理事・・監事に変更はなく、監事に変更はなく、新新

しい委員会に合わせて役職の変更がありました。しい委員会に合わせて役職の変更がありました。

  ２０１５年１０兆円産業へ向け、２０１５年１０兆円産業へ向け、一歩ずつ歩みを進めてまいります。一歩ずつ歩みを進めてまいります。

  マスコミ関係者の皆さまには、マスコミ関係者の皆さまには、今後とも引き続き日本チェーンドラッグ今後とも引き続き日本チェーンドラッグ

ストア協会に対して、ストア協会に対して、ご理解とご支援のほどよろしくお願い申し上げまご理解とご支援のほどよろしくお願い申し上げま

す。す。

平成平成 2 22 2 年度　ＪＡＣＤＳ主な取り組み内容年度　ＪＡＣＤＳ主な取り組み内容

平成平成 222 2 年度　組織図年度　組織図

平成平成 222 2 年度　理事年度　理事・・監事役職一覧監事役職一覧
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平成平成 2222 年度　ＪＡＣＤＳの主な取組み内容年度　ＪＡＣＤＳの主な取組み内容
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平成平成 2 22 2 年度　事業計画年度　事業計画

Ⅰ．Ⅰ．基本テーマ基本テーマ

１．１．改正薬事法の定着を目指し、改正薬事法の定着を目指し、会員企業をサポートする会員企業をサポートする

２．２．製製・・配配・・販の連携を一層強化し、販の連携を一層強化し、薬業界全体の発展を目指す薬業界全体の発展を目指す

３．３．セルフメディケーション推進に向けた活動を強化するセルフメディケーション推進に向けた活動を強化する

４．４．面分業推進に向けた研究活動を一層強化する面分業推進に向けた研究活動を一層強化する

５．５．会員企業に勤める専門家のさらなる資質向上を目指す会員企業に勤める専門家のさらなる資質向上を目指す

６．６．アジア圏のドラッグストア事業発展に協力するアジア圏のドラッグストア事業発展に協力する

７．７．社会貢献活動の輪を拡大するため、社会貢献活動の輪を拡大するため、啓発活動を強化する啓発活動を強化する

８．８．協会運営の基盤強化を目指す協会運営の基盤強化を目指す

Ⅱ．Ⅱ．重点施策重点施策

１．１．改正薬事法を十分運用できるよう、改正薬事法を十分運用できるよう、徹底した会員企業サポートを実施する徹底した会員企業サポートを実施する

２．２．薬業界全体の発展に向け、薬業界全体の発展に向け、日本薬業連絡協議会に積極的に参画する日本薬業連絡協議会に積極的に参画する

　　３．　　３．セルフメディケーション推進のため、セルフメディケーション推進のため、経済産業省委託事業において、経済産業省委託事業において、実証実験に実証実験に

チャレンジするチャレンジする

　　４．　　４．「高度先進医療コーディネーター資格制度「高度先進医療コーディネーター資格制度※※」」への参画を行なうへの参画を行なう

５．５．アジア圏の国々との友好関係を深め、アジア圏の国々との友好関係を深め、ドラッグストア事業の発展に貢献するドラッグストア事業の発展に貢献する

６．６．PMSPMS（市販後調査）（市販後調査）に会員をあげて協力するに会員をあげて協力する

７．７．地方自治体との連絡地方自治体との連絡・・連携を強化する連携を強化する（行政窓口担当者）（行政窓口担当者）

８．８．ＯＴＣ市場の活性化を目指し、ＯＴＣ市場の活性化を目指し、各方面への提言活動を行う各方面への提言活動を行う

９．９．処方せん応需が面で可能となるための研究を推進する処方せん応需が面で可能となるための研究を推進する

1010．．第１１回ＪＡＰＡＮドラッグストアショーを開催する第１１回ＪＡＰＡＮドラッグストアショーを開催する

1111．．平成平成2222年度における登録販売者試験受験のためのサポートを行う年度における登録販売者試験受験のためのサポートを行う

1212．．専門家専門家（薬剤師、（薬剤師、登録販売者、登録販売者、アドバイザー）アドバイザー）の資質向上を目指した活動を行うの資質向上を目指した活動を行う

1313．．カテゴリーマネジメント、カテゴリーマネジメント、ＥＤＩなどの業界標準化事業の普及を目指すＥＤＩなどの業界標準化事業の普及を目指す

1414．．地方行政対応や訴訟問題などに対し、地方行政対応や訴訟問題などに対し、顧問団などを通じてアドバイスをする顧問団などを通じてアドバイスをする

1515．．地球温暖化防止やそらぷちキッズキャンプ支援などの社会貢献活動を推進する地球温暖化防止やそらぷちキッズキャンプ支援などの社会貢献活動を推進する

1616．．新規収益事業の構築に向けた検討新規収益事業の構築に向けた検討・・研究を行なう研究を行なう

1717．．事務局による執行、事務局による執行、推進活動をさらに強化する推進活動をさらに強化する

　※　※「高度先進医療コーディネーター資格制度」「高度先進医療コーディネーター資格制度」：：がん治療分野などの高度先進医療にがん治療分野などの高度先進医療に

おける身近なアクセスポイントとなるための資格。おける身近なアクセスポイントとなるための資格。今後、今後、創設される資格であり、創設される資格であり、

ドラッグストアがファーストアクセスポイントとなるため、ドラッグストアがファーストアクセスポイントとなるため、参画する。参画する。
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平成平成 2222 年度　組織図年度　組織図
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　　平成平成 2 22 2 年度の組織年度の組織･･人事について人事について

　　改正薬事法施行後の最重要期間において、改正薬事法施行後の最重要期間において、さらに、さらに、活力あふれる組織を目指し、活力あふれる組織を目指し、

次のように新体制とする。次のように新体制とする。

・・ ＪＡＣＤＳカテゴリーマネジメント委員会とＥＤＩ推進委員会を統合し、ＪＡＣＤＳカテゴリーマネジメント委員会とＥＤＩ推進委員会を統合し、業界標準業界標準

化推進委員会とする。化推進委員会とする。

・・ 協会の新規収益事業を検討する事業化推進委員会を新設する。協会の新規収益事業を検討する事業化推進委員会を新設する。

　組織図　組織図
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平成平成 2222 年度　役職一覧年度　役職一覧
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役職 氏名 社名 役職名

1 常任理事 会長 寺西　忠幸 ㈱キリン堂 代表取締役会長兼社長

2 常任理事 名誉会長 松本　南海雄 (株)マツモトキヨシホールディングス 代表取締役会長兼ＣＥＯ

3 常任理事 副会長（会長代行）兼九州ブロック担当 樋口　俊一 ヒグチ産業(株) 代表取締役社長

4 常任理事 副会長（会長代行）兼東日本ブロック担当 関口　信行 (株)龍生堂本店 代表取締役社長

5 常任理事 副会長兼JACDS勤務薬剤師会会長 小田　兵馬 (株)小田薬局 代表取締役社長

6 常任理事 副会長兼中部ブロック担当兼防犯・防災対策委員長 近藤　泰彦 (株)星光堂薬局　 顧問

7 常任理事 副会長兼西日本ブロック担当兼改正薬事法運用研究委員長 久松　正志 (株)アライドハーツ・ホールディングス 代表取締役会長

8 常任理事 事務総長 宗像　守 (株)日本リテイル研究所 代表取締役

9 常任理事 執行委員長 根津　孝一 (株)ぱぱす 代表取締役社長

10 常任理事 組織委員長 舌古　宏 日本薬業研修センター 専務理事

11 常任理事 人材育成委員長 羽生　富雄 (株)くすり自然堂 代表取締役社長

12 常任理事 調剤推進委員長 今川　美明 (株)アインファーマシーズ 代表取締役会長

13 常任理事 事業化推進委員長 亀ヶ谷　邦博 (株)カメガヤ 代表取締役

14 常任理事 ＯＴＣ活性化委員長 槌屋　茂康 (株)イレブン 代表取締役社長

15 常任理事 業界標準化推進委員長 江黒　純一 (株)クスリのマルエ 代表取締役

16 常任理事 ＪＡＰＡＮドラッグストアショー実行委員長 櫻井　清 (株)丸大サクラヰ薬局　 代表取締役

17 常任理事 社会貢献委員長 富山　睦浩 (株)サッポロドラッグストアー 代表取締役社長

18 理事 石田　岳彦 (株)CFSコーポレーション 代表取締役社長

19 理事 高田　隆右 (株)高田薬局 代表取締役社長

20 理事 安島　力 (株)くすりのマルト 代表取締役社長

21 理事 山本　久雄 (株)クリエイトエス・ディー 代表取締役会長

22 理事 福岡　愼二 (株)ハーティウォンツ 代表取締役会長

23 理事 青木　桂生 (株)クスリのアオキ 代表取締役会長

24 理事 高木　裕 (株)ユタカファーマシー　 代表取締役社長

25 理事 示野　義和 (株)示野薬局 代表取締役

26 理事 浦上　晃之 ゴダイ(株) 代表取締役

27 理事 和田　永浩 （株）ダルマ薬局 代表取締役社長

28 理事 渥美　雅之 (株)杏林堂薬局 代表取締役会長

29 理事 樋口　俊英 (株)クスリのサンロード 代表取締役

30 理事 阿部　光伸 (株)ツルハホールディングス 常務執行役員

31 理事 藤井　均 (株)ドラッグフジイ 代表取締役社長

32 理事 中島　克彦 (株)中島ファミリー薬局 代表取締役

33 理事 神﨑　彰道 (株)千葉薬品 代表取締役

34 理事 中村　好正 ミネ医薬品(株) 代表取締役会長

35 理事 森　　信 ナチュラル(株) 代表取締役社長

36 理事 皆川　友夫 (株)アカカベ 代表取締役

37 理事 瓜本　英雄 (有)ヘルスサポート　ディエラ 代表取締役社長

38 理事 関　伸治 (株)セキ薬品 代表取締役社長

39 理事 正木　寛 (株)ビー･アンド･ディー 代表取締役

40 理事 溝上　泰弘 (株)ミズ 代表取締役社長

41 理事 倉持　行朗 (株)倉持薬局 顧問

42 理事 岩井　恭子 (株)いわい 代表取締役会長

43 理事 北山　佑二 金光薬品（株） 代表取締役

44 理事 高柳　昌幸 （株）富士薬品 代表取締役社長

45 理事 藤井　孝洋 (株)ザグザグ 代表取締役社長

46 理事 板山　和正 （株）イタヤマメディコ 代表取締役社長

47 理事 山口　眞里 中部薬品（株） 代表取締役社長

48 理事 松山　稔 （株）横浜ファーマシー 代表取締役社長

49 理事 水田　雅幸 （株）新生堂薬局 代表取締役

50 理事 鈴木　孝之 ウエルシア関東（株） 代表取締役会長兼社長

51 理事 森川　勝 弘陽薬品（株） 代表取締役

52 理事 絹巻　秀展 （株）コクミン 代表取締役

53 理事 杉山　貞之 （株）スギヤマ薬品 代表取締役社長

54 理事 本郷　譲 （株）ドラッグイレブン 取締役

55 理事 佐藤　均 （株）よどや 代表取締役

1 監事 染谷　信雄 (株)ニュードラッグ 代表取締役

2 監事 桑江　郁男 桑江郁男税理士事務所 税理士

平成２２年度　日本チェーンドラッグストア協会　理事・監事 　役職一覧


