関西医薬品協会

中期事業計画（前期）全体版

進捗状況

０．共通（全体）
戦略

（赤字は進捗、青字は当初計画の変更・追加を示す）
戦術

関西を基盤とする活動

協会の名称変更

のさらなる強化

規約改正

2017年度

2018年度

2019年度

「関西医薬品協会」へ
の名称変更と該当箇
所の規約改正

2020年度

着地点・時期

名称変更・規約改正
総会承認：2017.9.25
名称変更・規約改正：
2018.1.1

2017.9.25 臨 時 総 会 を 開 催
し、名称変更、規約改正案が承
認
2018.1.1 名称変更実施
2018.1.1 規約改正

広報活動重点実施：
2018.12まで

ビジョン、新名称にかかわる広報活動

2017.10 「関西医薬品協会」

ホームページに関薬協ビジョ

ホームページに関薬協ビジョ

及び「関薬協」商標登録

ン、名称変更（経緯含む）掲

ン、名称変更（経緯含む）掲

2017.11 名称変更挨拶状を関

載

載

係機関に発出

2018.4～11 業界紙に社名広

2018.1～3 業界紙に社名広告

告掲載

掲載

2018.5 「関薬協ロゴ」商標登
録

新名称披露を兼ねた
70 周年記念式典開催・
記念誌発行
2018.2.19 創立 70 周年・新名

2018.5 創立 70 周年記念誌発

称披露記念式典・記念講演会

行

開催
2018.3.9 薬事日報
「関薬協 70

2018.11 医薬品医療機器レギ

周年記念」の特集記事他（ドラ

ュラトリーサイエンス財団会

ッグマガジン、医薬ジャーナ

報誌への前川会長巻頭言掲載

ル）

記念式典開催：2018.2.19
記念誌発行：2018.10

中期事業計画の立案・

ビジョン実現タスクフォー

管理

スの設置

ビジョン実現タスクフォース
設置・体制見直し
2017.9.25 ビジョン実現タス

2018.10.11 理事会でビジョ

ビジョン実現タスクフォース

クフォース設置

ン実現タスクフォースの５つ

設置：2017.9.25

の柱の実現に必要な主なテー

ビジョン実現タスクフォース

マ、担当する会社及び担当者

見直し完了：2018.9まで

などの選定方針承認
2018.12 理事会でビジョン実
現タスクフォースの各担当委
員承認

ビジョン実現タスクフォー
スによる中期事業計画
の立案・管理

中長期的な視点で政策
立案する機能の設置

ビジョン実現タスクフォースによる
中期事業計画全体の立案・管理
事務局・委員会・研究会活動の適切な実施

中期事業計画進捗状況
理事会報告・承認：各年度

2018.2.1 理事会で中期事業

中期事業計画（前期）を踏ま

中期事業計画（前期）を踏ま

計画（前期）を承認

えた事務局、委員会・研究会

えた事務局、委員会・研究会

の 2018 年度事業推進計画を

の 2019 年度事業推進計画を

策定

策定

ビジョン実現タスクフォースによる
担当する委員会・研究会がない事業（戦略・戦術）の立案・管理
2018.10.31 及び 2019.1.31

タスクフォースの担当ごとに

「４．魅力ある協会」及び

今後の事業内容につき討議

「５．社会からの信頼」ビジ
ョン実現タスクフォース会議
開催
2018.12.4 「イノベーショ
ン」タスクフォース会議開催
2019.2.12 「グローバル化」
タスクフォース会議開催

担当する委員会・研究会が
ない事業の立案管理

１．提案力
戦略

戦術

政策提言とその実現に

会員会社のニーズ・意見

向けた協会機能の強化

のタイムリーな収集シス

2017年度

2018年度

2019年度

2020年度

着地点・時期

協会・委員会・研究会内での会員
会社のニーズ・意見のタイムリーな収集システムの整備

テム整備

関係委員会・研究会によ
る合同会議・講演会等の
実施

年度事業推進計画で会員会社

年度事業推進計画で会員会社

のニーズ・意見を踏まえた運

のニーズ・意見を踏まえた運

営を記載

営を記載

講演会等でのアンケート実施

講演会等でのアンケート実施

とその結果を踏まえたテーマ

とその結果を踏まえたテーマ

設定・運営改善

設定・運営改善

収集システム整備完了：
2020.3

横断的な課題対応のため関係委員会・研究会による合同会議、講演会等の実施
2018.1.31 平成 29 年度医薬品

2018.9.5 ４委員会正副委員

2019.8.28 ４委員会正副委員

総括製造販売責任者講座開催

長会（薬事、技術、品質、安

長会（薬事、技術、品質、安

全性）開催

全性）開催

2019.1.31 平成 30 年度医薬品

2020.2.17 令和元年度医薬品

総括製造販売責任者講座開催

収集されたニーズ・意見
に基づく提言・実現

合同会議開催：毎年度１回
以上
講演会等：適宜実施

総括製造販売責任者講座開催

収集されたニーズ・意見に基づく当局への提言
（※協会と当局との意見交換、特区制度による提案、官民対話、日薬連・東西合同
法規・東西知財等を通じた当局との対話、パブリックコメント等を通じて実施）
薬機法等(薬事規制)改正に係

改正薬機法公布（2019.12.4）

る要望など日薬連を通じて当

政省令通知事項への日薬連と

局に提出

当局の協議等を通じた意見反

NACSS（電子的輸出入手続シス

映

テム）改善要望を当局に提出
NACSS（電子的輸出入手続シス
テム）改善要望に対する当局
からの回答入手（2019.12）
NACSS に関わるアンケート調
査実施（2020.01）

適宜提言

会員会社や地域の

中央当局（厚労省・

成長・発展を目指した

PMDA、経産省、内閣府

規制合理化、産業振興、

等）、関西の関連地方自

イノベーション推進等へ

治体・広域連合、経済団

の積極的な提言・実現

体、地域別医薬品団体
等との協力・連携関係の
構築・強化

中央当局（厚労省・PMDA、経産省、内閣府等）、関西の関連地方自治体・広域連合、経済団体、
地域別医薬品団体等との協力・連携関係の構築・強化
総会、理事会、東西合同薬事法

総会、理事会、東西合同薬事法

総会、理事会、東西合同薬事法

規研究委員会などに厚労省及

規研究委員会などに厚労省及

規研究委員会などに厚労省及

び PMDA 幹部を招聘し、講演・

び PMDA 幹部を招聘し、講演・

び PMDA 幹部を招聘し、講演・

意見交換を実施

意見交換を実施

意見交換を実施

2017.4.1 大阪府との意見交

2019.2.4 薬事規制合理化検

2020.2.28 薬事規制合理化検

換の場として薬事規制合理化

討会開催（大阪府、薬事・品質・

討会開催（大阪府、薬事・品質・

検討会設置

安全性との会合）

安全性との会合）

2017.4.20 同検討会薬事分科

2019.3.26 第 2 回関西医薬品

2020.2.14 第 3 回関西医薬品

会開催

団体連絡会開催

団体連絡会開催

2018.1.26 第 1 回関西医薬品

関西医薬品団体連絡会構成団

団体連絡会開催

体に当協会「会報」を配布開始

中央当局（厚労省・ＰＭＤＡ、
経産省、内閣府等）、
関西の関連地方自治体・広
域連合との意見交換：毎年
度１回以上
大商・京商・神商・関経連等
との協力・連携関係：更なる
強化
関西の医薬品団体連絡会
初会合実施：2018.1.26
連絡会開催：毎年度１回
以上

（2020.1 より）

構築された協力・連携
関係に基づく活動及び
提言・実現

構築された協力・連携関係に基づく
①情報交換会、講演会・セミナー、見学会、プロジェクトの実施
②規制合理化、産業振興、イノベーション推進への提言・実現
2019.1.31 平成 30 年度医薬品

2020.2.17 令和元年度医薬品

総括製造販売責任者講座を京

総括製造販売責任者講座を京

都、兵庫の医薬品団体へイン

都、兵庫の医薬品団体へイン

ターネットを利用した同時中

ターネットを利用した同時中

継を試験的に実施

継実施

①適宜実施
②適宜提言

２．イノベーション
戦略

戦術

関西の強みを活かしたイ

イノベーション推進のた

ノベーションの促進に向

めの協会内の体制整備

けた取り組み

2017年度

2018年度

2019年度

2020年度

研究開発推進会議と事務局のイノベーション推進機能強化（会議メ
ンバー拡大、事務局の立案・管理能力充実）による体制整備
2017.5.17 第１回研究開発推

2018.5.11 第１回研究開発推

2019.9 事 務 局 体制 強 化 の た

進会議開催

進会議開催

め、研究開発アドバイザーを

2018.12.4 第２回研究開発推

採用

進会議開催

2019.11.19 第１回研究開発

研究開発推進会議の運営見直

進会議開催

し（厚労省、経産省、関西広域

研究開発推進会議の運営見直

連合などからの参画）

し（従来のクローズドな会議

研究開発推進会議のあり方変

を会員へ公開）

更提案承認

ビジョン実現タスクフォース

着地点・時期
協会内イノベーション推進
機能強化完了：2020.3

（イノベーション担当）との
連携

関西での産学官の協力・
連携関係の構築

関西の関連地方自治体・広域連合、健康・医療創生会議、公的機関・団体（AMED創薬戦略部、PMDA関西
支部、医薬基盤・健康・栄養研究所、理化学研究所、産業技術総合研究所、神戸医療産業都市推進機構、
千里ライフサイエンス振興財団、都市活力研究所、ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン
（LINK-J）、経済団体（大商・京商・神商、関経連等）などとの協力・連携関係の構築・強化
研究開発推進会議などを通じ

研究開発推進会議などを通じ

研究開発推進会議などを通じ

た関西での産学官の協力・連

た関西での産学官の協力・連

た関西での産学官の協力・連

携関係の構築

携関係の構築

携関係の構築

関経連健康・医療専門委員会、

関経連健康・医療専門委員会、

関経連健康・医療専門委員会、

大商ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ振興委員会、関

大商ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ振興委員会、関

大商ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ振興委員会、関

西健康・医療創生会議アドバ

西健康・医療創生会議アドバ

西健康・医療創生会議アドバ

イザリーボードへの参画

イザリーボード、大阪健康・医

イザリーボード、大阪健康・医

療関係機関実務責任者会議へ

療関係機関実務責任者会議へ

の参画

の参画

2018.8 前川会長の大阪府庁、

医薬基盤・健康・栄養研、大阪

京都府庁訪問

大学、北大阪バイオクラスタ

医薬基盤・健康・栄養研、大阪

ー、神戸医療産業都市、けいは

大学、北大阪バイオクラスタ

んな学研都市、京都リサーチ

ー、神戸医療産業都市、けいは

パークなどの各種イベントへ

んな学研都市、京都リサーチ

の参画

関西の関連地方自治体・広
域連合、公的機関・団体、ア
カデミアとの意見交換：毎年
度１回以上
経済団体（大商・京商・神
商・関経連等）との協力・連
携関係：更なる強化

パークなどの各種イベントへ

研究開発推進会議議事録の

の参画

「会報（3 月号）」への掲載に
よる情報発信

産学官連携に関連する公的機関・団体、アカデミア等に関する情報収集・整理・提供、
新たな協力・連携関係の構築・強化
2017.8.29-30 DSANJ 疾患別商

2018.8.30-31

2019.8.27-28

談会開催

DSANJ Bio Conference（夏期）

DSANJ Bio Conference（夏期）

2018.1.24 彩都産学官連携フ

開催

開催

ォーラム 2018 開催

2019.1.23-24

2020.1.22-23

情報収集・整理完了:2020.3

2018.2.1-2 DSANJ 疾患別商談

DSANJ Bio Conference（冬期）

DSANJ Bio Conference（冬期）

関係構築完了：2020.3

会開催

開催

開催

2018.2.13 創薬シーズ事業化

2019.1.23 彩都産学官連携フ

2020.1.22 彩都産学官連携フ

コンペティション開催

ォーラム 2019 開催

ォーラム 2020 開催

2019.2.12 創薬シーズ事業化

関西健康・医療創生会議、

コンペティション開催

LINK-J と連携によるセミナー

2019.3 ホームページに関西

の開催

関係強化：継続実施

の強みコーナー設置

構築された協力・連携関係に基づく活動
①情報交換会、講演会・セミナー、見学会、プロジェクトの実施
②産業振興や規制合理化、イノベーション推進への提案・実現
PMDA 関西支部テレビ会議シス

PMDA 関西支部テレビ会議シス

PMDA 関西支部テレビ会議シス

テム利用促進への取組み

テム利用促進への取組み

テム利用促進への取組み

2017.11.1 安全対策相談開始

（目標の年間 80 件以上達成）

（目標の年間 80 件以上達成）

2018.3.30 PMDA 関西支部テレ

2019.1 利用状況調査実施

2019.4.19 利用状況調査実施

ビ会議システムに係る４者協

2019.2.26 PMDA 主催「第１回

2019.5.21 PMDA 関西支部テレ

議開催

ＰＭＤＡ関西支部セミナー」

ビ会議システムに係る４者協

開催に協力

議開催

2019.3.29 PMDA 関西支部テレ

2019.7.1 TV 会議システム対

ビ会議システムに係る４者協

象拡大（初回面談、全般相談

議開催

等）
2019.9.5 PMDA 関西支部テレ
ビ会議システムに係る４者協
議開催
2019.12.20

イノベーション

の攻略法に関わる講演会への
協力

①適宜実施
②適宜提言

新たな健康医療分野で

新しい創薬アプローチ・

の関西からの展開（新た

再生医療への支援、新

な市場開拓・形成）

たな健康医療分野での
関西からの展開

新しい創薬アプローチ等や新領域の開拓への支援に関するアドバイザリーグループ設置
アドバイザリーグループの意見を参考にした活動
2017.10.10 ＡＩ創薬の現状

新たな創薬領域に対する講演

ビジョン実現タスクフォース

と可能性に関する講演会

会の充実（ＡＩ関連 3 回、ゲノ

（イノベーション担当）との

ム関連、核酸）

連携

研究開発推進会議の中での

2019.9.13＆12.18 関西健康・

ＡＩ、iPS 細胞関連の講演

医療創生会議、LINK-J と連携
し、デジタルヘルスセミナー
をシリーズﾞで企画・実施開
始。大阪・東京をネットで繋
ぎ同時開催

アドバイザリーグループ
設置完了:2020.3
新たな創薬アプローチ等や
新領域の開拓への支援

３．グローバル化
戦略

戦術

海外の医薬品関連分野

関係国の当局・団体、大
使館・在大阪総領事館
等、厚労省・ＰＭＤＡ、地
方自治体等の関係部
署、ＪＥＴＲＯ、大商・京
商・神商・関経連、日薬
連国際委員会等との連
携強化

への事業展開の支援

2017年度

2018年度

2019年度

2020年度

着地点・時期

関係国の当局・団体、大使館・在大阪総領事館等や、厚労省･ＰＭＤＡ、地方自治体等の関係
部署、ＪＥＴＲＯ、大商・京商・神商・関経連、日薬連・製薬協・OTC 薬協の国際委員会等との連携
強化
（※国際展開を目指した会議や交流会の実施）
インド、台湾、中国、カナダ

インド、台湾との交流会等を

2019.7.22 台湾(台北)で交流

との交流会等を開催、英国、

開催。英国、欧州、中国、オラ

会開催

欧州、フィンランド、韓国と

ンダ、メキシコとの交流会に

韓国、カナダ、英スコットラン

の交流会に協力

協力。

ド、インドの講演会・シンポジ

2017.10.27 厚生労働省等主

駐大阪・神戸米国総領事館、北

ウム開催に協力

催「薬事規制当局サミットシ

ｶﾘﾌｫﾙﾆｱｼﾞｬﾊﾟﾝｿｻｲｴﾃｨ（米）と

2019.10.24 駐大阪・神戸米国

ンポジウム開催」に協力

の連携開始

総領事館との連携の一環とし

関係国の大使館・総領事館
等、国内外規制当局、ＪＥＴ
ＲＯ、関連団体と連携強化

て米国総領事との座談会開催
（7 社参加）

医薬品関連のバリュー・

医薬品関連のバリュー・チェーンを通じた海外との連携強化
①アジア諸国等に重点においた医薬品関連のバリュー・チェーンに関するセミナー・講演会、
ビジネス交流会、現地訪問等の実施
②欧米の医薬品関連の研究開発、規制動向の把握、関連するセミナー・講演会等の実施

チェーンを通じた海外と
の連携強化

各種講演会、交流会等開催（詳

各種講演会、交流会等開催（詳

インドネシア、中国、タイ、韓

細は国際ビジネス委員会の記

細は国際ビジネス委員会の記

国、ミャンマー、モンゴルの講

載を参照）

載を参照）

演会・勉強会開催（詳細は国際
ビジネス委員会の記載を参

会員会社の
関心国との医薬品関連の
事業展開

照）
アジア健康構想、アジア医薬
品医療機器規制調和グランド
デザインへの支援を目指した
日薬連アジアＴＦに参画

海外バイオクラスター・
ベンチャー等との交流

海外バイオクラスター・ベンチャー等とのビジネス交流会、講演会等の実施
各種講演会、交流会等開催（詳

各種講演会、交流会等開催（詳

各種講演会、交流会等開催（詳

細は国際ビジネス委員会の記

細は国際ビジネス委員会の記

細は国際ビジネス委員会の記

載を参照）

載を参照）

載を参照）

会員会社の
関心国との医薬品関連の
事業展開

会員会社の関心国の
健康医療ニーズや規制
当局及び制度等につい
ての情報共有の推進
グローバル人材の育成・

グローバル人材の育成・

確保

確保等に関する支援

会員会社の関心国（アジア諸国等を中心）の健康
医療ニーズ、規制当局・制度、ビジネス・投資環境等の情報共有シ
ステム整備
会員会社の関心国についてア

会員会社の関心国についてア

ンケート調査実施

ンケート調査実施（継続実施）

情報共有システムの
維持管理

情報共有システム
整備完了：2020.3

人材育成・確保等に関するニーズ把握・必要な支援方策の検討

2018.6.13 製薬企業のグロー

2019.7.10 ＆ 2020.2.28 グ ロ

バル人材育成・確保に関する

ーバル人材育成に関する講演

アンケート実施

会及びワークショップ開催

グローバル人材育成につき関

（ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ社）

経連関連委員会、コンサルタ

ニーズ把握・必要な支援方
策の検討完了：2020.3
人材育成・確保等に関する
情報や機会提供

ント等との連携検討開始

国内外のアカデミアや関連団体等と連携し、人材育
成・確保等に関する情報や機会の提供

海外への情報発信

英語版ホームページの
作製

英語版ホームページ作成（協会基本情報掲載）

英語版ホームページの維持管理

2019.3 英訳版ホームページ

2019.3 ﾛｾﾞｯﾀ社の AI 自動翻訳

充実（協会基本情報掲載）

システム「T-4OO」を試験的に
導入
2019.9.27 英訳版 HP 更新・充
実

英語版ホームページ
協会基本情報掲載完了：
2019.9
毎年最新版に更新2021.3

４．魅力ある協会
戦略

戦術

会員会社の多様なニー

会員会社の多様なニー

ズや様々な課題に応え

ズや様々な課題を把握

るための機能強化

する機能の充実

会員会社へのサービス

医薬品医療機器等法な

の充実

どへの的確な対応

2017年度

2018年度

2019年度

2020年度

着地点・時期
多様なニーズや様々な課題

協会・委員会・研究会内での会員会社の多様なニーズや様々な課題を把握する機能の充実
年度事業計画で会員会社のニ

年度事業計画で会員会社のニ

ーズ・意見を踏まえた運営を

ーズ・意見を踏まえた運営を

記載

記載

講演会等でのアンケート実施

講演会等でのアンケート実施

とその結果を踏まえたテーマ

とその結果を踏まえたテーマ

設定・運営改善

設定・運営改善

医薬品医療機器等法などへの的確な対応（講習会等の企画・運営、関連省令・告示・通知の迅速な情報提供）
薬機法改正等会員会社の関心

薬機法改正等会員会社の関心

薬機法改正等会員会社の関心

の高い事項をテーマに講演会

の高い事項をテーマに講演会

の高い事項をテーマに講演会

等開催

等開催

等開催

薬事研修会及びＭＲ教育担当

薬事研修会及びＭＲ教育担当

薬事研修会及びＭＲ教育担当

者講座をシリーズで開催

者講座をシリーズで開催

者講座をシリーズで開催

2018.1.31 平成 29 年度医薬品

2019.1.31 平成 30 年度医薬

2020.2.17 令和元年度医薬品

総括製造販売責任者講座開催

品総括製造販売責任者講座開

総括製造販売責任者講座開催

をタイムリーに把握する
機能構築完了：2020.3

医薬品医療機器等法等へ
の的確な対応

催

委員会・研究会活動や

協会・委員会・研究会活動や講習会・研修会等の見直し・充実

薬事初任者研修見直し

講習会・研修会等の

（※共通業務課題・目標等のノウハウの共有という観点にも配慮）

完了：2017．6

見直し・充実

新たな活動の企画・立案

2017.6 薬事初任者研修会を

講習会・研修会後にアンケー

講習会・研修会後にアンケー

協会・委員会・研究会活動

薬事研修会に名称変更し、受

トを実施し、次回以降のテー

トを実施し、次回以降のテー

等の見直し・充実：各年度

講対象を拡大。また、スポット

マ選定、運営改善に反映

マ選定、運営改善に反映

受講料引下げ、広報活動の充

薬事研修会の履修テーマに

薬事研修会の履修テーマに

実により受講者数もかなり増

「ジェネリック医薬品」を追

「バイオシミラー」を追加

加

加

ビジョン実現タスクフォースによる新たな活動の企画・立案
2018.12.3 ビジョン実現タス

会務審議会終了後にビジョン

クフォースの各担当委員承

実現タスクフォース会議を実

認。

施し、新たな活動につき討議

2019.1.21 新担当委員による
キックオフミーティング開催

注力すべき領域（イノベーシ
ョン、新領域開拓、コンプラ
イアンス）

行政通知等の情報提供

第４期ＰＲＡＩＳＥ－ＮＥＴの検討・構築

等を行うPRAISE-NETの
利便性向上と機能強化

2017.4.19 新 WEB 検討会で基

PRAISE-NET 第４期に向けた改

本議定書、開発スケジュール、

善・開発開始

ベンダーを検討

第４期ＰＲＡＩＳＥ－ＮＥＴの安定稼働
2019.4.1 第４ 期 PRAISE-NET

第 ４ 期 PRAISE-NET 稼 働 ：
2019.4

運用開始（医薬品行政通知デ

PRAISE-NETの利便性向上

ータベースにわかりやすい検

と機能強化に向けた継続検

索画面を提供、セキュリティ

討

及び利便性の向上のため委員
会情報システムを委員会単位
から委員個人単位のアクセス
方式に変更）
PRAISE-NET 第 ４ 期 の 安 定 稼
働、ユーザー数の拡大、利用方
法の周知への取り組み
（動画による医薬品行政通知
データベース検索方法説明の
掲載、第４期 PRAISE－NET 及
び関連情報に関する説明会等
の実施）
2020.2.17 令和元年度医薬品
総括製造販売責任者講座にて
PRAISE-NET につき説明実施

ほしい人にほしい情報を

ほしい人にほしい情報を適切に伝達できる
ネットワークの構築

適切に伝達できる
ネットワーク構築

過去の講演会等参加者（約 500

過去の講演会等参加者（約

関薬協のお知らせメルマガ

研究開発、国際ビジネスの

名）に関連講演会等開催情報

1000 名）に関連講演会等開催

（受信約１万人）につき、通知

ネットワーク構築完了：

を送信

情報を送信

関係とイベント情報を分けて

2020.3

関薬協のお知らせメルマガ

送信し、内容が分かりやすい

（受信約１万人）に関西の各

ように工夫

種団体のイベント情報を新設

ホームページのコンテン

会員ニーズを踏まえたホームページのコンテンツ等の見直し・充実

ツ等の見直し・充実

会員ニーズを踏まえた
2018.10 協会活動の説明を充

2020.2.1 ホームページの会

実

員向け情報を充実

2019.2.22 「関西の強み」コー
ナーの新設

コンテンツ等の見直し・
充実：各年度

大阪薬業クラブの適切な

適切な業務運営

大阪薬業クラブの適切な業務運営への協力

業務運営への協力
2018.4 クラブ喫茶サービス

大阪薬業クラブの適切な業務

業務の変更に伴う会議室改装

運営に引き続き協力

等への協力

協会活動の基盤強化

協会への加入促進、
委員会・研究会への
参加促進

協会への加入促進、委員会・研究会への参加促進

情報不足での非加入、委員
会・研究会の不参加となら

2018.9 ホームページに「入会
のご案内」のページを新設
新規加入17社

ないような活動の実施

５．社会からの信頼
戦略

広報活動の強化

戦術

協会活動の定期的かつ

2017年度

2018年度

2019年度

2020年度

着地点・時期

様々な情報媒体を通じ、協会の活動内容や国民の健康ニーズに合った情報発信

タイムリーな公開
国民の健康ニーズに
合った情報提供や啓発
活動の実施

「明治 150 年」関連施策への

2018.10 ホームページの協会

支援（厚労省からの要請対応）

活動のページを見直し、事業
概要等コンテンツを充実
2018.10～12 PMDA が実施する
健康被害救済制度の集中広報
への協力（ホームページでの
バナー掲載）

2019.6 ホームページの協会
活動のページの更新（事業推
進計画など）
2019.10～12 PMDA が実施する
健康被害救済制度の集中広報
への協力（ホームページでの
バナー掲載）

協会基本情報ホームページ
掲載：2018.1
情報発信内容レビュー：
毎年度

コンプライアンス活動の

コンプライアンス

推進・支援

強化・啓発を目指した

国、関連地方自治体、関連団体等と連携した業界のコンプライアンス活動の推進

研修、講演会の開催や
会員企業ノウハウも活用した企業内でのコンプライアンス活動への支援（支援体制整備、情報収
集・整理・提供、講演会・セミナーの実施）

関連情報の発信

2018.1.31 平成 29 年度医薬品

2019.1.31 平成 30 年度医薬品

2020.2.17 令和元年度医薬品

総括製造販売責任者講座開催

総括製造販売責任者講座開催

総括製造販売責任者講座開催

各委員会・研究会内でコンプ

各委員会・研究会内でコンプ

2019.7.17 製薬企業に求めら

ライアンスに関連した講演等

ライアンスに関連した講演等

れる法令遵守体制に関する講

を実施

を実施

演会
2020.2.3 理事会で製薬企業に
求められる法令遵守体制に関
する講演会
2019.8.22 「女性活躍推進・ハ
ラスメント規制法」啓発セミ
ナー開催
2020.1.27 「育児・介護休業
法」啓発セミナー
「医薬品製造販売指針 2018 に
関する講習会記録」の発刊
（2019.8）
｢医薬品の製造販売承認書と
製造実態に関する点検におけ
る留意事項」の発刊（2019.9）
各委員会・研究会内でコンプ
ライアンスに関連した講演等
を実施
会員にとって重要かつ複雑と
思われる通知等につき、会員
が検索しやすいように過去の
通知をまとめて掲載：
BSE（狂牛病）関係通知等一覧、
ヒト動物関係通知等一覧、コ
ンプライアンス関係通知等
（医薬品）
、▽偽造医薬品▽製
造販売後安全管理▽承認書と

総括講座、各委員会・研究
会活動で最大限実施：
2020.3
支援体制整備完了：2019.3
情報提供枠組み整備完了：
2020.3
年次計画に基づく関連講演
会、セミナー実施：各年度

製造実態の齟齬、▽広告関連、
コンプライアンス関係通知等
（医薬品以外）
、震災関係通知

社会貢献活動の充実

くすりや健康・医療に
医学・薬学に係る学会等の資金寄附における日薬連業務への協力

関連したプロジェクト
への支援

日薬連との共同事業として実

日薬連との共同事業として実

日薬連との共同事業として実

施

施（継続）

施（継続）

「2025 日本万国博覧会」誘致・開催への支

製薬産業の基盤を担う科学
技術の振興を通じた人々の
健康・福祉の向上。生命関
連製品を取り扱う産業として
の高い倫理性と信頼性の下
での実施

「2025 日本万国博覧会」決定後、開催支援

援（※会員登録・署名活動等への協力）
2017.11.10 「2025 日本万国博

2018.11.24 「2025 日本万国博

関連団体、自治体等からの要

覧会誘致委員会へのご入会の

覧会」が大阪で開催されるこ

請に応じて対応検討予定

お願い」、2017.11.22 「2025

とが決定

開催地決定：2018.11
開催支援

年万博誘致に係る署名活動の
協力について（お願い）」を会
員会社に発出し、協力依頼

道修町まちづくり協議会への協力
協議会の役員・事務局として

2018.10 大阪市と協議会との

2019.11 道修町通再生プロジ

参画し、活動に協力

道修町通の整備に関する基本

ェクについて大阪市との事業

確認書の締結

協定書（道修町通 2 丁目（東街

2019.3 道修町まちづくり協

区・中央街区）工事分）締結

議会のバナーを関薬協ホーム

2019.12 道修町通 2 丁目（東街

ページに掲載

区・中央街区）の道路整備工事

道修町まちづくり整備案策
定：2018.4
道修町まちづくり（無電柱
化・道路整備など）完了：
2020年度末

着工

災害時の医薬品等の
安定供給への

災害時の医薬品等の安定供給体制の整備・維持
（※情報収集・整理・提供、ネットワーク構築、協定書整備等）

対応・支援
関連自治体・団体等から情報

関連自治体・団体等から情報

収集を実施

収集を実施
2020.2.1 ホームページで会員
向けに震災関連通知を掲載

情報整理・提供：2020.3
関西地域でのネットワーク
構築等：2021.3

