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平成28年度の事業は、事業計画に基づき、次

の通り実施した。

1．試薬の生産、流通及び消費の調査に関する事項

官庁、団体等の要請により、各種調査に関する

回答に協力した。

（1）麻薬新条約への新規物質追加に係る調査

平成28年12月に経済産業省製造産業局生物化

学産業課より、「麻薬新条約への新規物質追加

に係る調査」に関する調査依頼があり、追加

2物質について安全性・環境対策委員会の委

員会社に協力を依頼し、調査結果を報告した。

（2）麻薬関連条約のWHO勧告を受けた規制対

象物質追加の調査

平成29年1月に経済産業省製造産業局生物化

学産業課より、「麻薬関連条約のWHO勧告

を受けた規制対象物質追加の調査」に関する

調査依頼があり、追加10物質について安全性・

環境対策委員会の委員会社に協力を依頼し、

調査結果を報告した。

（3）医療品医療機器等法指定薬物調査

平 成 28 年 5 月、7 月、10 月、11 月、 平 成 29

年1月に厚生労働省から調査依頼があり、安

全性・環境対策委員会の委員会社の協力のも

と調査結果を回答した。

（4）都知事指定薬物調査

平成28年5月、7月、9月、11月、平成29年

1月に東京都から調査依頼があり、安全性・

環境対策委員会の委員会社の協力のもと調査

結果を回答した。

2．試薬の規格及び品質向上に関する事項

規格委員会を中心として、以下を実施した。

（1）平成28年度JIS原案作成の実施

一般財団法人日本規格協会との共同作成事業

契約により、JIS K 8059　亜硫酸水素ナトリ

ウム（試薬）他28規格の改正原案及び新規の

ジエチレングリコール（試薬）の制定原案を作

成した。

（2）日本工業標準調査会標準部会化学・環境技

術専門委員会

経済産業省設置の化学・環境技術専門委員会

にて試薬JIS改正原案が審議され承認された。

（平成29年2月20日官報公示）

（3）日本薬局方原案審議委員会生薬等A委員会

独立行政法人医薬品医療機器総合機構主催の

A委員会に、試薬関連の専門家としての提案

及び助言を行った。

（4）日本薬局方原案審議委員会理化学試験法委

員会

独立行政法人医薬品医療機器総合機構主催の

理化学試験法委員会に、試薬関連の専門家と

しての提案及び助言を行った。

（5）日本薬局方調査会生薬等委員会漢方処方原

案作成WG

国立医薬品食品衛生研究所生薬部主催のWG

メンバーとして、試薬の専門家としての提案

及び助言を行った。

（6）国際計量研究連絡委員会物質量標準分科会

国立研究開発法人産業技術総合研究所の物質

量標準分科会の委員として、国際計量情勢の

報告と現状に関する認識を得て、規格委員会

の試薬の改正に対して有益な情報を活用した。

3．試薬に関する資料・情報の収集及び提供に関

する事項

（1）会報誌の発行

広報委員会は、「試薬会誌」を3回発行し、

会員会社・関係官庁・関連団体に対し、事業

及び試薬に関する情報を提供した。

・No.49　総会号　平成28年6月発行　 600部

（定時社員総会報告、理事会報告、他）

・No.50　秋季号　平成28年10月発行　600部

（理事会報告、講演会報告、他）

・No.51　新年号　平成29年1月発行　 600部

平成28年度 事業報告
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（年頭挨拶、新年賀詞交歓会、理事会報告、委

員会報告、研修会報告、他）

（2）会員への通知文書のホームページへの掲載

電子情報委員会は、官公庁等よりの情報を

メールまたはＦＡＸにて通知した後、ホーム

ページの「協会員のページ」にも再掲載し、

会員にとってより利用しやすくしている。

4． 試薬に関する知識の一般への普及及び啓発に関

する事項

（1）「試薬の日」の記念日登録について

平成28年6月に一般社団法人 日本記念日協

会に3月9日を「試薬の日」として記念日登

録し、試薬について一般への普及及び啓発を

図った。

（2）ホームページの公開

電子情報委員会は、「SDS検索システム」を

昨年に引き続きデータの更新並びに各社製品

の追加掲載を行った。

また、「試薬の安全な取り扱い」、「関連法規」、

「試薬についての解説」等試薬に関する有効

かつ広範な情報を継続公開し、広く普及及び

啓発に努めた。

さらに、「試薬会誌」の内容を公開した。

平成29年3月9日の「試薬の日」にホームペー

ジのリニューアルを実施し、より検索しやす

く、見やすいように改修した。

（3）日本化学会及び日本薬学会の展示会に出展

平成29年3月開催の日本化学会第97春季年

会付設展示会及び日本薬学会第137年会併催

展示会に出展し、「協会案内」及び「試薬の日」

クリアファイルを配布して、試薬に関する一

般への普及及び啓発を図った。

（4）展示会等への協賛・後援

他団体の展示会へ協賛・後援し、試薬に関す

る一般への普及及び啓発を図るとともに関係

団体との交流を図った。

［サイエンスエキスポ2016 研究開発総合展 

最新技術セミナー、JASIS 2016（分析展・科

学機器展）、国際粉体工業展東京2016、日本

化学会第97春季年会（2017）］

5．試薬に関する内外関係機関との交流及び協力に

関する事項

（1）新年賀詞交歓会の開催

当協会主催により、平成29年1月6日、東京

薬業健保会館（東京都千代田区）において関係

官公庁、業界関係団体及び協会会員等333名

が参加し、盛会裡に初春を祝した。

（2）日本薬局方原案審議委員会生薬等A委員会

独立行政法人医薬品医療機器総合機構主催の

委員会に専門家として参加した。

（3）日本薬局方原案審議委員会理化学試験法委

員会

独立行政法人医薬品医療機器総合機構主催の

委員会に専門家として参加した。

（4）日本薬局方調査会生薬等委員会漢方処方原

案作成WG

国立医薬品食品衛生研究所生薬部主催のWG

にメンバーとして参加した。

（5）国際計量研究連絡委員会物質量標準分科会

独立行政法人産業技術総合研究所主催の物質

量標準分科会の委員として参加した。

（6）一般社団法人日本化学工業協会主催の各委

員会

各委員として安全性及び標準化に関する動向

の情報収集を行うとともに他の化学工業会と

の意見交換を行った。

1）審議委員会

2）技術委員会化学標準化WG

3）環境安全委員会保安防災部会

4）ISO/TC47（化学）国内委員会

5）JIS K 0071　原案作成委員会

（7）東京薬業健康保険組合
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健康管理事業推進委員会等に参加し、東京薬

業健康保険組合主催の事業運営に協力した。

（8）東京薬業厚生年金基金

業界団体事務打合せ会等に参加し、東京薬業

厚生年金基金主催の事業運営に協力した。

（9）大阪府ものづくり振興協会

ものづくり振興協会主催の事業運営に協力した。

（10）大阪薬業団体事務連絡会

大阪薬業団体事務連絡会の事業運営に協力

した。

6．試薬に関する知識の習得及び技術の向上に関

する事項

（1）講演会の実施

1）平成28年7月13日に近畿大学農学部応用

生命化学科教授の森山先生を講師として、

「食品成分と疾患：生活習慣病とアレルギー

を中心に」をテーマに開催した。西部地

区43名が参加した。（講演要旨：試薬会誌

No.51新年号に掲載）

2）平成28年10月3日に味の素株式会社 理事 

イノベーション研究所 基盤技術研究所長

の宮野先生を講師として、「アミノ酸から

の新たな価値創造」をテーマに開催した。

東部地区90名が参加した。（講演要旨：試

薬会誌No.50秋季号に掲載）

（2）視察研修会の実施

1）平成28年10月19日に東京証券取引所　東

証Arrowsを見学し、証券取引について研

修した。東部地区55名が参加した。（試薬

八日会主催、当協会協賛）

2）平成28年10月19日に近畿大学水産研究所

を見学し、魚の養殖について研修した。西

部地区18名が参加した。

7．関連法令の適切な運用に関する事項

安全性・環境対策委員会及び電子情報委員会を

中心として、以下を実施した。

（1）試薬関連法規に関する情報の周知　

試薬関連法規の改正についての情報を会員へ

周知徹底するとともに、協会誌「試薬会誌」

の情報コーナーに「化学物質に関する法規制

の動き」として試薬関連法規の改正について

継続収載した。さらに、ホームページにも継

続掲載し、広く周知徹底を図った。

（2）関係官庁による関連法令の制定、改正に関

する事前意見募集等

関係官庁からの調査依頼、意見募集等に対応

し、協力した。

（3）協会ホームページSDSの更新

平成13年にMSDS法制化に伴い検索システ

ムを構築し、広く一般に利用できるよう公開

してきたが、平成28年度も引続きSDSの更

新を実施した。

8．会員会社への通知文書

関係官庁及び関係団体からの通知・調査依頼等

を、協会社員に通知し、周知徹底を図った。

詳細は末尾添付の別紙参照。

9．その他の事項

（1）会議等の開催

社員総会：1回　第70回定時社員総会　

平成28年6月2日

ホテルグランヴィア大阪

理事会：6回　平成28年6月2日、7月28日、

10 月 26 日、 平 成 29 年 1 月 26 日、  

4月27日、6月6日（予定）

幹部会：6回（理事会と同日開催）

監事監査：平成29年4月26日

（平成28年度の監査を実施）

委員会：当協会の7委員会が適宜、委員会を

開催した。

（2）社員数

期首：123社、期末：125社

以上

平成 28 年度事業報告
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（別紙）会員への通知文書

1）（4月6日）平成27年度リスク評価結果等に基

づく労働者の健康障害防止対策の徹底につい

て（厚生労働省労働基準局安全衛生部長）

2）（4月6日）伊勢志摩サミット等開催に伴う病

原性微生物等の適切な管理等の実施について

（要請）（総務省消防庁）

3）（4月8日）訃報［（一社）日本試薬協会］

4）（4月8日）訃報（再送）［（一社）日本試薬協会］

5）（4月11日）医薬品医療機器等法に定める指定

薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改

正について（厚生労働省医薬・生活衛生局長）

6）（4月12日）伊勢志摩サミット等開催に伴う警

備協力について（要請）（警察庁警備局長）

7）（4月28日）第70回定時社員総会のお知らせ

［（一社）日本試薬協会］

8）（4月28日）平成28年熊本地震の被害調査に

ついて［（一社）日本試薬協会］

9）（5月12日）訃報（佃毅様偲ぶ会）

［（一社）日本試薬協会］

10）（5月16日）工場排水試験方法-JISK0102規格

改正説明会のご案内［（一財）日本規格協会］

11）（5月16日）平成28年度毒物劇物取扱者試験

の実施について（東京都福祉保健局）

12）（6月1日）平成28年度西部地区講演会開催

のご案内［（一社）日本試薬協会］

13）（6月15日）ラベル表示、リスクアセスメン

トの義務化に関するセミナー開催のご案内

［テクノヒル（株）］

14）（6月15日）JISハンドブック購入斡旋のご案内

［（一財）日本規格協会］

15）（6月23日）知事指定薬物の新規指定につい

て（東京都福祉保健局健康安全部薬務課）

16）（6月23日）麻薬、麻薬原料植物、向精神薬

及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部

を改正する政令の施行について

（東京都福祉保健局健康安全部長/厚生労働

省医薬・生活衛生局長）

17）（6月24日）医薬品医療機器等法に定める指定

薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改

正について（厚生労働省医薬・生活衛生局長）

18）（6月30日）平成28年度西部地区講演会開催

のご案内【再送】［（一社）日本試薬協会］

19）（6月30日）化学物質取扱い事業者向けのリ

スクアセスメントセミナー開催のお知らせ

［（一社）日本化学工業協会］

20）（7月11日）毒物及び劇物指定令の一部改正

等について（通知）

（厚生労働省医薬・生活衛生局長）

21）（7月15日）訃報［（一社）日本試薬協会］

22）（7月21日）『化学物質管理ミーティング2016』

のご案内［（株）化学工業日報社］

23）（8月1日）遺伝子組換え生物等の使用等の規

制による生物の多様性の確保に関する法律に

基づく手続きの見直しについて（通知）

（大阪府健康医療部長/厚生労働省医薬・生

活衛生局長）

24）（8月1日）事務局夏季休日のお知らせ［（一社）

日本試薬協会］

25）（8月4日）GHSラベルを活用した「HowTo

職場の安全衛生教育」講習会のお知らせ

［（株）三菱化学テクノリサーチ］

26）（8月4日）平成28年度SDS(MSDS)検索シス

テムの新規登録・データ更新のお申込につい

て［（一社）日本試薬協会］

27）（8月18日）化学兵器禁止法に基づく指定物

質の平成29年（1月～12月）製造等・使用予定

数量に関する届出期限のお知らせについて

［（一社）日本化学工業協会/経済産業省製造

産業局化学物質管理課］

28）（8月18日）「遺伝子組換え生物等の使用等

の規制による生物の多様性の確保に関する法



10 試薬会誌  Vol.52 June.2017

律の施行に伴う事務取扱い等について」の一

部改正について（通知）

（大阪府健康医療部長/厚生労働省医薬・生

活衛生局薬品審査管理長）

29）（8月24日）平成28年度東部地区講演会開催

のご案内［（一社）日本試薬協会］

30）（8月24日）賃上げに係る支援策について（経

済産業省商務情報政策局生物化学産業課）

31）（8月24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第二

条第十五項に規定する指定薬物及び同法第

七十六条の四に規定する医療等の用途を定め

る省令の一部改正について（施行通知）

（厚生労働省医薬・生活衛生局長）

32）（8月24日）知事指定薬物の新規指定につい

て（東京都福祉保健局健康安全部薬務課）

33）（8月24日）大阪府薬物の濫用の防止に関す

る条例第9条に規定する知事指定薬物の指定

について（通知）（大阪府健康医療部薬務課）

34）（8月30日）毒物及び劇物取締法に係る登録

等の電子申請の廃止について

［（一社）日本化学工業協会/厚生労働省医薬・

生活衛生局医薬品管理審査課長］

35）（8月31日）平成28年度「『見える』安全活

動コンクール」実施等について（協力依頼）（厚

生労働省労働基準局安全衛生部長）

36）（9月6日）平成28年度（一社）日本試薬協会

西部地区見学会開催のご案内

［（一社）日本試薬協会］

37）（9月7日）賃上げに係る支援策について（第

2弾、3弾）

（経済産業省商務情報政策局生物化学産業課）

38）（9月13日）試薬八日会主催研修見学会開催

のお知らせ［（一社）日本試薬協会］

39）（9月27日）麻薬・向精神薬及びその原料を

指定する政令等の改正について（施行通知）

（厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻

薬対策課）

40）（10月7日）「逐条解説医薬品医療機器法」

のご案内（再案内）［（株）ぎょうせい］

41）（10月7日）「危険物輸送における安全管理」

講習会開催のご案内［（一社）日本化学工業協会］

42）（10月17日）指定薬物を含有する危険ドラッ

グの発見について

（東京都福祉保健局健康安全部薬務課）

43）（10月27日）向精神薬営業者の製造量等の年

間届出の改正について

（厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻

薬対策課）

44）（10月27日）平成29年新年賀詞交歓会開催

のお知らせ［（一社）日本試薬協会］

45）（11月1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第二

条第十五項に規定する指定薬物及び同法第

七十六条の四に規定する医療等の用途を定め

る省令の一部改正について（施行通知）

（厚生労働省医薬・生活衛生局長）

46）（11月1日）知事指定薬物の新規指定につい

て（東京都福祉保健局健康安全部薬務課）

47）（11月1日）大阪府薬物の濫用の防止に関す

る条例第9条に規定する知事指定薬物の指定

について（通知）（大阪府健康医療部薬務課）

48）（11月2日）障害者差別解消法に関する調査

等について

（経済産業省商務情報政策局生物化学産業課）

49）（11月10日）表示・通知義務対象物質の追加

に関わる周知について

（厚生労働省労働基準局化学物質対策課）

50）（11月11日）平成29年新年賀詞交歓会会員

案内状［（一社）日本試薬協会］

51）（12月13日）日露首脳会談等開催に伴う病原

性微生物等の適切な管理等の実施について
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（要請）（経済産業省商務情報政策局生物化学

産業課）

52）（12月13日）日露首脳会談等開催に伴う毒物

及び劇物の保守管理について（要請）

（東京都福祉保健局健康安全部薬務課）

53）（12月13日）指定薬物を含有する危険ドラッ

グの発見について

（東京都福祉保健局健康安全部薬務課）

54）（12月21日）事務局年末年始休日のお知らせ

［（一社）日本試薬協会］

55）（12月27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第二

条第十五項に規定する指定薬物及び同法第

七十六条の四に規定する医療等の用途を定め

る省令の一部改正について（施行通知）

（厚生労働省医薬・生活衛生局長）

56）（12月27日）知事指定薬物の新規指定につい

て（東京都福祉保健局健康安全部薬務課）

57）（12月27日）大阪府薬物の濫用の防止に関す

る条例第9条に規定する知事指定薬物の指定

について（通知）（大阪府健康医療部薬務課）

58）（1月13日）JISハンドブック購入斡旋のご案

内［（一財）日本規格協会］

59）（1月13日）（一財）日本規格協会発行の出版

物の割引購入の改訂についてのご案内

［（一社）日本試薬協会］

60）（2月7日）化学品管理セミナー（GPSJIPS実

践編）開催のお知らせ

［（一社）日本化学工業協会］

61）（2月7日）化学品管理セミナー（GPSJIPS実

践編）開催のお知らせ

［（一社）日本化学工業協会］

62）（2月7日）「試薬の日」新聞特集号について

［（一社）日本試薬協会］

63）（2月7日）CAS登録番号ライセンスプログ

ラムについて［（一社）化学情報協会］

64）（2月8日）福島県への視察ツアーのご案内及

び補助金等につきまして

（経済産業省商務情報政策局生物化学産業課）

65）（2月8日）指定薬物を含有する危険ドラッグ

の発見について

（東京都福祉保健局健康安全部薬務課）

66）（2月14日）「試薬の日」新聞特集号の変更の

お知らせ［（一社）日本試薬協会］

67）（2月17日）「ケミカルリスクフォーラム導

入編」開催のご案内～ライブ配信実施～

［（一社）日本化学工業協会］

68）（2月28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第二

条第十五項に規定する指定薬物及び同法第

七十六条の四に規定する医療等の用途を定め

る省令の一部改正について（施行通知）

（厚生労働省医薬・生活衛生局長）

69）（2月28日）知事指定薬物の新規指定につい

て（東京都福祉保健局健康安全部薬務課）

70）（2月28日）大阪府薬物の濫用の防止に関す

る条例第9条に規定する知事指定薬物の指定

について（通知）（大阪府健康医療部薬務課）

71）（3月6日）東日本大震災六周年追悼式当日の

弔意表明について

（厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻

薬対策課）

72）（3月9日）ホームページリニューアルのお知

らせ［（一社）日本試薬協会］

73）（3月13日）指定薬物を含有する危険ドラッ

グの発見について

（東京都福祉保健局健康安全部薬務課）

74）（3月15日）経団連「時間外労働の上限規制

等に関する労使合意」について

［（一社）日本化学工業協会］

［（一社）日本化学工業協会/消防庁長官］

以上


