ごあいさつ

埼玉県保健医療部薬務課長

加 藤

裕

埼玉県医療機器工業会の皆様方には、日ごろか

一方、製造販売業者におかれましては、医療機器

ら、薬務行政の推進に御協力を賜り厚くお礼申し上

の信頼性を確保するため、ＧＱＰ・ＧＶＰの体制を

げます。

整備していただきましたが、今後は、この体制の下、

また、本県が積極的に取り組んでいますＡＥＤの
普及推進にご賛同いただき、貴会設立３５周年記念

品質管理や安全管理に対する運用面のさらなる充
実をお願いしたいと考えています。

の一環として県庁舎にＡＥＤを寄贈していただく

また、製造業者におかれましては、ＱＭＳ省令に

など、多大なる御理解と御支援を賜り、重ねてお礼

適合した品質マネジメントシステムの構築と実効

申し上げます。

性のある運用につきまして、皆様方の御理解をお願

さて、薬務課では、県民の安心・安全をさらに守

いいたします。

るため、平成２０年４月に課内の担当組織の再編を

最後に、埼玉県医療機器工業会の益々の御発展と

行い、医療機器をはじめ医薬品等の審査と監視業務

会員の皆様の御健勝を御祈念いたしまして、私のあ

を一元化し、効率的かつ効果的な審査・監視体制を

いさつとさせていただきます。

整備いたしました。

ごあいさつ

埼玉県医療機器工業会会長

藤本 登志治
会員の皆様には日頃から当工業会の事業活動につき

りますＡＥＤ普及の主旨に賛同し、普及推進協議会

まして、多大なるご理解・ご協力を賜り厚く御礼申

へ参加するとともに、昨年６月の総会において承認

し上げます。

された通り、医療機器工業会設立３５周年記念事業

さて、昨年の事業活動を振り返りますと、先ず、

の一環として、医療機器業界に集う団体として少し

６月１３日に開催した総会時の特別研修会にはじま

でも社会のお役に立てればと、埼玉県にＡＥＤを寄

り、１０月２２日に秋季薬事研修会、１２月７日に

贈する等、より活発な事業活動を展開してまいりま

は恒例のＱＭＳ等講習会、３月１２日には５回目と

した。

なるトップセミナーを開催するなど、より積極的な

顧みますと、改正薬事法施行から早３年が過ぎ、

啓蒙活動に取り組んでまいりました。特に、総会時

新たにできた第三者認証機関による認証制度を含

の研修会におきましては、薬務課医療機器化粧品審

め、だいぶ整ってきた感はありますが、認証、承認

査担当の脇田様から、長年の経験を踏まえ、大変わ

に係る審査に時間が掛かりすぎるとの声も多く、ま

かりやすくご説明をいただき、旧ＧＭＰとの相違点

だまだ多くの課題が残されております。

等、その詳細を知ることができました。昨年は改正

当会としましては、薬事法対応が円滑に進むこと

薬事法施行３年目にあたり、運用面での問題・課題

を念頭に、薬務課のご協力を賜りつつ今年度も会員

がかなり明確になってきたことから、特に実務担当

企業へ的確な情報提供等に努力する所存でござい

者の関心が高く、これらの研修会が意義あるものと

ます。会員各位の更なるご支援・ご協力をお願いい

確信いたしました。また一方、埼玉県が推進してお

たしまして、私の挨拶とさせていただきます。
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第 36 回

埼 玉 県 薬 事 衛 生 大 会 受 賞 の 皆 様

（平成 19 年 10 月 30 日（火）埼玉会館 小ホールにて開催）
受賞された方々におかれましては、日ごろからの努力の賜物と思い敬意を表します
会長表彰（薬事功労賞） 日東金属工業㈱
㈱モリタ東京製作所

関根峰男
中山眞一郎

会長表彰（薬事善行賞）
㈱モリタ東京製作所

若林裕之、古川一郎、小笠原一隆、木戸昭光
松本和之、池畑慎一、臼井俊明
（敬称略）

平成 20 年度 埼玉県医療機器工業会役員
平成 20 年 6 月 12 日（木）に開催された総会におい
て決定した役員についてお知らせ致します。

顧

問

大山皓三

日東金属工業㈱

会

長

藤本登志治 ㈱ウベ循研

副会長（研修・情報委員長）
高橋
同

薫

日東金属工業㈱

（総務・親睦・広報委員長,
埼玉県薬事団体連合会会計監事兼任）
増田光雄

会

㈱トップ

計（総務・親睦・広報委員兼任）
宇賀神正敏 ㈱三幸製作所

監

事（研修・情報委員兼任）
新井敏彦
同

当会は会員各位に役立つ研修活動の充実、速やかな情
報提供等様々な事業を計画・実施して参ります。今年度
総会時に予定しておりました研修見学会は都合により中
止となりましたが、別途新たな企画を計画致しますので、
積極的なご参加をお願い致します。
おかげさまで工業会ホームページには、順調なアクセ
スを頂いております。本年度は「会員リスト」に各者様
のホームページへのリンクを予定している他、随時最新
通知等の掲載、講習会開催案内などお知らせ致しますの
で、十分ご活用下さい。またご意見・ご要望等ございま
したら、ホームページの「問い合わせ」もしくは下記事
務局宛ご連絡願います。
皆様には、埼玉県の医療機器産業発展と当会の会員数
増強のためにも、随時新規会員企業のご紹介をお願い申
し上げます。尚、入会の詳細につきましては、当会事務
局までお問い合わせ願います。

アトムメディカル㈱

平成 19 年度に入会された企業の皆様

（総務・親睦・広報委員）
古山俊一

理

◇◆◇ 新会員ご紹介のお願い ◇◆◇

㈱東京チタニウム（平成 19 年 4 月 1 日付）

㈱モリタ東京製作所

㈱メディカルテクノロジー（平成 19 年 5 月 31 日付）

事（総務・親睦・広報副委員長）
川崎隆幸

理

日本光電工業㈱

事（総務・親睦・広報委員）
竹内秀幸

㈱竹内製作所

同

中村雅彦 フジノン㈱

同

宇山慶昌

理

城北冶金工業㈱

事（研修・情報副委員長）
野村恭市

理

㈱エー・アンド・デイ

事（研修・情報委員）
吉富 徹

HOYA㈱

同

生駒知行

㈱杏林システマック

同

熊田誠一

㈱興伸工業

同

広瀬敏行

㈱コクサン

☆★☆会社概要等の変更連絡について☆★☆
年度途中において会社の概要等に変更等がござい
ましたら、速やかに会の事務局まで届け出をお願い
致します。
発

行：埼 玉 県 医 療 機 器 工 業 会

事務局：〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂 3-15-1
県庁本庁舎 4 階
埼 玉 県 保 健 医 療 部 薬 務 課 内 (新 井 )
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