
平 成 １ ８ 年 度  基 本 施 策 進 行 管 理 票 

課名 健康福祉部薬務課 課長名 日下 秀昭 

１ 課の使命・役割（最終目的／上位目的） 

県民一人ひとりが生き生きとする暮らしを目指す上で、健康で安心して暮らせる環境づくりが重要な課題です。 

少子・高齢社会、家族の形態やライフスタイル、多様な価値観、地域社会のあり方など、社会を取り巻く状況を十分

に踏まえ、県民のニーズに対応した薬事衛生の向上に努めます。具体的には、①医薬品等の品質、有効性及び安全

性の確保②安全な血液製剤の安定供給及び骨髄移植に必要な骨髄の確保③麻薬等の乱用による保健衛生上の危害の

防止④飲料水の安全な水質の確保⑤毒物劇物等の安全確保のため必要な事業を推進します｡ 

２ 施策の概要 

施策名 薬事衛生の向上 
施策 
コード

４ － ０ ３ １ １

アクションプラン 
における位置付け 

施策９ 自らつくる健康と安心を育む医療 

施策１３ 防災体制の強化と災害に強い県づくり 

上位政策 
計画等 

 
関係
課名

 

（最終成果指標／上位成果指標） ※「課の使命・役割」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

医薬品等製造業、薬局及び医薬品販売業

における薬事法違反発見率 

10％ 

（15年度） 

9％（18年度） 

5％（27年度） 

5.8% 

(18年度) 
A

献血率 

（全ての血液製剤の国内自給の達成） 

5.0％ 

（15年度） 

5.5％（18年度） 

8％（27年度） 

5.2% 

(18年度) 
B

ドナー目標登録者数に対する達成率 

（骨髄移植に必要な骨髄の確保） 

35％ 

（16年 2月） 

45％（18年度） 

100％（27年度） 

61.7% 

(18年度) 
A

麻薬等の乱用による保健衛生上の危害

の発生 

危害が減少するよう努

めています。 

（16年度） 

危害が減少するよう

努めます。 

(18年度) 

危害が減少するよう

努めました。 

(18年度) 

A

飲料水の安全対策違反発見率 
36％ 

(15年度) 

33％（18年度） 

18％（27年度） 

40.4％ 

（18年度） 
C

毒物劇物等の安全対策違反発見率 
18％ 

（15年度） 

16.5％（18年度） 

9％（27年度） 

12.1％ 

（18年度） 
A

目標の達成状況に 

影響を及ぼす施策 

以外の要因と程度 

 医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保には、製造・販売が適切に行われることが重要で

あるが、安全性の確保には、医薬品等の適正使用の推進も必要であり、そのためには、医薬分

業の進展が重要な要因です。しかし、医薬分業の進展には、医療制度全体の動向が影響を及ぼ

すおそれがあります｡ 

 献血の推進においては、献血可能年齢は、16歳から65歳であるため、若年層の減少により必

要な血液の確保が難しくなるおそれがあります｡ 

 骨髄バンク登録の推進においては、骨髄バンク登録者は54歳までのため、高齢化の進展が登

録者の確保に影響を及ぼします｡ 

 麻薬等の乱用防止には、啓発活動とともに麻薬等の適切な取扱の徹底が必要であり、そのた

めには、麻薬立ち入り検査の充実が必要ですが、医薬分業の進展に伴い、薬局での麻薬取扱者

免許の取得が増加しており、これが薬物の適切な取扱の徹底に影響を及ぼす恐れがあります。

 また、薬物乱用に係る広報啓発活動の推進、薬物乱用を許さない社会環境づくりの推進には、

地域社会の連携の充実が必要です｡ 



目標の 

達成状況総括 

 薬事衛生の向上の達成に向けて概ね順調に進んでいます。その理由として医薬品等製造業、

薬局及び医薬品販売業における薬事法違反発見率が前年度より0.9％減少したこと、ドナー目標

登録者数に対する達成率が前年度より6％増加したこと、毒物劇物等の安全対策違反発見率が前

年度より4.2％減少したことなどが挙げられます。一方、飲料水の安全対策では、違反発見率が

目標を上回ったことにより目標に達成することができませんでした。 

 

３ 施策展開                                    （単位：千円、人） 

１７年度当初予算 １８年度当初予算 
施策展開の柱（中位目的） 

１７年度決算 １８年度決算 

16,899 18,024 
金額

14,142 15,544 

7.37 7.27 
Ⅰ 

（薬事関係対策事業の推進） 

医薬品等の適正使用の推進を図り、県民の健康被害の発生

を未然に防止します。また、医薬品製造所等への監視指導及

び薬局等医薬品販売業の監視指導を行い医薬品等の品質、有

効性及び安全性を確保します。 
人員

7.37 7.27 

7,092 5,862 
金額

6,880 3,889 

0.95 0.95 Ⅱ 

（献血等の推進） 

医療に必要な血液製剤を献血により確保するため、献血思

想の普及に努め、献血意識の向上及び献血者層の拡大を図り

ます。また、骨髄移植に関する正しい知識の普及啓発及び骨

髄バンクのドナー登録の推進に努め、骨髄提供希望者の確保

を図ります。 

人員
0.95 0.95 

8,730 26,919 
金額

8,500 24,344 

3.0 3.1 Ⅲ 

（麻薬等薬物乱用対策の推進） 

麻薬等取扱者に対し、立入検査実施し、不正ルートへの流

出、不正使用及び盗難の防止等を図ります。また、地域団体

等で構成する薬物乱用防止コミュニティ会議を開催するとと

もに講習会等を開催し、薬物乱用を許さない社会環境づくり

を推進します。 

人員
3.0 3.1 

58,711 52,146 
金額

45,677 47,335 

1.0 1.0 Ⅳ 

（水質管理対策の推進） 

飲料水の水質を確保することは、安全な県民生活を担保する

上で欠かせないものであることから、水道施設への立入検査

を実施し、施設の適切な維持・管理を指導するとともに、飲

用井戸の水質検査の励行及び衛生管理意識の向上等の広報啓

発を実施します。 

人員
1.0 1.0 

1,771 2,913 
金額

1,435 2,754 

0.8 0.8 
Ⅴ 

（毒物劇物等の安全確保） 

県民の健康被害が生じる可能性のある毒物劇物による事故等の情報

を迅速に収集し、的確な対応を図るとともに、毒物劇物製造業者等

に対する監視指導を実施し、事故発生防止を図ります。 人員
0.8 0.8 

（中間成果指標） ※「施策展開の柱」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

県内の医薬分業率 
57.9％ 

（15年 9月） 

63％（18年度） 

63％（20年度） 
64.1% (18年 11月)  A

医薬品製造等の監視指導実施率 

（３年で全施設を監視指導） 

31％ 

（15年度） 

100％ 

（18年度） 

107%(16～18年度) 

47.3%(18年単年度) 
AⅠ 

薬局等医薬品販売業の監視指導実

施率（３年で全施設を監視指導） 

26％ 

（15年度） 

100％ 

（18年度） 

148%(16～18年度) 

63.7%(18年単年度) 
A

Ⅱ 献血目標達成率 
74.6％ 

（15年 12月） 

100％（18年度） 

100％（20年度） 
97.6% (19年 3月) B

Ⅲ 
麻薬立入検査実施率      

(3年で全施設と立入検査) 

30.8％ 

(15年度) 

33％(18年度) 

100％（20年度） 

33.8％ 

(18年度) 
A



講習会の実施地区数及び回数（累

計） 

地区協議会を母体とし関係機関で

構成するコミュニティ会議を設け、

県内全地区で効率的な薬物乱用防

止活動を実施する。 

3地区、15回 

（15年度） 

設置地域数：3箇所 

設置率：21％ 

  （15年度） 

12地区、24回 

（18年度） 

設置地域数：14地区 

設置率：100％ 

（27年度） 

11地区、48回 

（18年度） 
A

Ⅳ 
水道施設の立入検査実施率 
（水道の水質管理の徹底） 

17.8％ 
（14年度） 

20％（18年度）自己水
源の水道施設を主に実
施 
20％（27年度） 

20.0％ 
（18年度） 

A

Ⅴ 
毒物劇物製造業等監視指導実施率 
（2年間で全施設を監視指導） 

50％ 
（15年度） 

100％ 
（18年度） 

66％（17～18年度） 
35.4％（18年度） 

C

 

４ 施策展開の説明（事前評価） 

残された 

課題 

薬事関係対策事業の推進 

・医薬品等適正使用の推進のため医薬分業の推進を図ってきました。今後は、医薬分業の質の向上を図

るため、かかりつけ薬局の定着を推進する必要があります。 

・医薬品製造業等の監視指導を行ってきましたが、薬事法が大幅に改正されたことから、それに併せた

監視指導を全施設を対象に早期に行うことが必要ですが、人的資源に限りがあることから、研修会の実

施を併せた指導が必要となります。 

・薬局等医薬品販売業の監視指導は、医薬品の品質、有効性及び安全性の確保を通じ医薬品による健康

被害の未然防止を図るためには、定期的な監視指導の実施が必要です。 

献血の推進 

・献血の推進を図るため広報啓発活動を行ってきました。今後、献血可能人口がさらに減少することか

ら、広報活動の充実が必要です。 

・血液製剤使用適正化の推進を図ってきましたが、全ての血液製剤を国内自給するためには、今後も適

正使用の推進が求められています。 

・骨髄バンクの推進を図るため広報啓発活動を行ってきましたが、ドナーの確保が未だ十分でないこと

から、一層の広報啓発活動を行うことが必要です。 

麻薬等薬物乱用対策の推進 

・麻薬立入検査を行なってきましたが、薬物乱用防止には、定期的な立入検査の実施が必要です。 

・薬物乱用防止に係る広報啓発活動を行ってきましたが、依然、乱用が続いていることから、今後、一

層の啓発活動の充実が求められています。 

・薬物乱用を許さない社会環境づくりの推進のため各地区で薬物乱用防止対策推進モデル事業を行って

きましたが、当事業で構築した関係機関、団体との連携を県下全域に拡大する必要があります。 

水質管理対策の推進 

・飲用井戸等の衛生管理対策の指導を行ってきましたが、今後も指導体制の充実が必要です。 

・水道施設の立ち入り等を行ってきました。水道の水質管理の徹底のため定期的な立入検査の実施が必

要です。 

毒物劇物等の安全確保 

・毒物劇物製造業等の監視指導を行ってきました。毒物劇物による危被害の発生を防止するため定期的

な立入検査による、保管管理、販売管理の徹底が必要です。 

今後の 

施策展開 

薬事関係対策事業の推進 

・医薬分業の一層の定着、促進のため、地域に信頼される、かかりつけ薬局の普及に努めます。 

・薬事法改正による制度の変更に対応した製造販売業、製造業の監視指導を実施します。 

・薬局等の監視指導の一層の充実に努めます。 

献血の推進 

・国の献血推進計画に基づき、千葉県献血推進計画を策定し、市町村と連携して献血の推進を図ります。

麻薬等薬物乱用対策の推進 

・計画的に麻薬立入検査を実施し、不正使用等の防止を図ります。 

・薬物乱用防止モデル事業の成果を踏まえ、関係機関、団体が連携し啓発事業の定着を図ります。 

水質管理対策の推進 

・飲用井戸の衛生対策について、地域の情報の提供等を含めて啓発を行います。 



・自己水源水道施設への立入検査を引き続き実施し、安全な飲料水の供給の確保を図ります。 

毒物劇物等の安全確保 

・毒物劇物に起因する事故等の情報収集に努め、事故発生時の適切な対応及び事故防止を図ります。 

・毒物劇物製造業等の立入検査を計画的に実施し、毒物劇物による危被害発生防止を図ります。 

昨年度との 

主な変更点・ 

改善点 

献血推進 

・啓発事業として、前年度の啓発状況を考慮し、より有効な啓発方法を実施します。 

麻薬等薬物乱用対策の推進 

・薬物乱用防止対策として、モデル事業を実施してきたが、一応の成果が得られたことから、当該事

業は終了します。 

水質管理対策の推進 

 飲用井戸の衛生対策のホームページの啓発は、平成 17 年度で目標を達成することから、中間検証

目標から削除 

（主な活動内容） 

当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動（6･20～7･19）

薬種商等薬事講習会 

化粧品工業会薬事講習会 

水質検査精度管理研修会 

薬事監視、毒劇物監視指導(通年) 

４月 

～６月

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動（6･20～7･19） 

薬種商等薬事講習会 

化粧品工業会薬事講習会 

水質検査精度管理研修会 

医療機器講習会 

薬事監視、毒劇物監視指導(通年) 

７月 

～９月 

愛の献血助け合い運動 

毒物劇物取扱者試験 ７月 

～９月

愛の献血助け合い運動 

血液製剤使用に係る懇談会 

GMP講習会（基礎編） 

毒物劇物取扱者試験 

10月 

～12月 

薬と健康の週間 

麻薬・覚せい剤乱用防止運動 

千葉県薬物乱用防止指導員講習会 10月 

～12月

薬と健康の週間 

麻薬・覚せい剤乱用防止運動 

千葉県薬物乱用防止指導員講習会 

医薬品製造業者薬事講習会 

医薬部外品・化粧品製造業者薬事講習会 

医療機器修理業講習会 

１月 

～３月 

献血推進強調月間 

医薬部外品等講習会 

毒物劇物製造業・輸入業者講習会 

薬局等販売業者薬事講習会 

血液製剤使用に係る懇談会 

１月 

～３月

献血推進強調月間 

毒物劇物製造業・輸入業者講習会 

薬局等販売業者薬事講習会 

GMP講習会（応用編） 

医療機器製造業者講習会 

 

５ 施策実施結果（事後評価） 

施 

策 

実 

施 

結 

果 

主な成果 

Ⅰ 薬事関係対策事業の推進 

 医薬分業は順調に進展しており、分業率は６０％以上です。また、医薬品製造等、薬局等医薬品

販売業の監視指導実施率については、16～18 年度でそれぞれ 107％、148％を達成し、医薬品等の

品質、有効性及び安全性を確保することにより、県民の健康被害の発生防止に努めました。 

Ⅱ 献血等の推進 

献血推進事業は市町村はじめ関係機関と連携を図りながら広報啓発を実施し、献血者を確保しま

した。 

Ⅲ 麻薬等薬物乱用対策の推進 

 薬物乱用を許さない社会環境づくりの推進のため、地区協議会では講習会を開催するほか、学校

等への巡回指導や街頭キャンペーンを実施しました。また、近年乱用が問題となっている違法ドラ

ッグについて、買い上げ検査を実施し、違法ドラッグの発見・排除に努めました。 

Ⅳ 水質管理対策の推進 

 自己水源の水道施設を中心に立入検査を実施し、安全な飲料水の供給の確保に努めました。 

飲用井戸については、水質検査の励行や衛生管理意識の向上を図るため、ホームページを活用し

た広報啓発を実施するとともに、基準超過井戸の所有者等へ飲用指導を行い井戸の衛生対策を図り

ました。 



Ⅴ 毒物劇物等の安全確保 

 毒物劇物製造業者等への講習会を通じ、毒物劇劇物の事故の発生防止に努めるとともに、立入検

査を実施し、危被害の発生防止に努めました。 

特記事項 
 

残された 

課題 

Ⅰ 薬事関係対策事業の推進 

医薬分業の進展を支援するとともに、「かかりつけ薬局」の定着促進を図り医薬分業のメリット

がさらに県民に受け入れられる必要があります。 

Ⅱ 献血等の推進 

献血推進事業は、今後、献血可能人口がさらに減少することから、広報活動の充実が必要です。

骨髄バンクの推進を図るためには、ドナーの確保が未だ十分でないことから、一層の広報啓発活

動を行うことが必要です。 

Ⅲ 麻薬等薬物乱用対策の推進 

 現に流通している医薬品が新たに麻薬に指定されたことに伴い、麻薬取扱者が増加し、今後、

立入検査実施率が低下することが危惧されます。また、薬物乱用防止を家庭・地域が一体となって

取り組む社会づくりの推進のため広報啓発事業が引き続き必要です。 

Ⅳ 水質管理対策の推進 

 自己水源の水道施設を中心に立入検査を実施しましたが、違反発見率が目標に達することができ

ませんでした。これは、小規模で管理基盤が脆弱な水道施設が多く十分な管理が実施でなかったこ

とが原因と考えられることから、事後指導の強化と啓発を図る必要があります。 

Ⅴ 毒物劇物等の安全確保 

 毒物劇物による事故の発生防止を図るため、毒物劇物製造業者等への立入検査を実施しました

が、立入検査率が目標に達することができませんでした。これは、監視員が薬局監視等他の業務を

併せ実施することからマンパワーが不足したものと考えられますが、毒物劇物に起因する事故の未

然防止を図るため、引き続き立入検査の実施と啓発が必要です。 

方向性 

Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅰ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅱ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅲ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅳ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅴ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

次 

年 

度 

以 

降 

の 

対 

応 

課題への 

対応策 

Ⅰ 薬事関係対策事業の推進 

県民に対し医薬分業のメリットについて広報啓発を実施するとともに、「かかりつけ薬局」の育

成指導を推進します。 

Ⅱ 献血等の推進 

献血推進事業は、引き続き市町村はじめ関係機関と連携を図りながら広報活動の充実に努めま

す。また、骨髄移植に関する正しい知識の普及啓発及び骨髄バンクのドナー登録の推進に努めます。

Ⅲ 麻薬等薬物乱用対策の推進 

麻薬取扱者に対して取扱品目等に応じた計画的な立入検査を実施するなど、より効果的な立入検

査を実施するとともに、薬物乱用防止を家庭・地域が一体となって取り組む社会づくり推進のため

に、薬物乱用防止指導員地区協議会が主体となって、地域の関係団体等の参加を得た講習会や街頭

啓発活動を継続的に実施します。 

Ⅳ 水質管理対策の推進 

 自己水源の水道施設を中心に引き続き定期的な立入検査を実施し、違反発見施設への事後指導を

強化するとともに自主管理についてホームページを活用した啓発を実施します。 

Ⅴ 毒物劇物等の安全確保 

毒物劇物による事故の発生防止を図るため、毒物劇物製造業者等への定期的な立入検査を計画的

に実施し、事後指導を徹底し、毒物劇物の保管管理の徹底を啓発します。 

 

（二次評価結果） 
Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

「かかりつけ薬局」の定着促進を図るとともに、医薬分業のメリットについて広報啓発に努めること。 

また、薬物乱用を防止するため、関係機関と連携し、総合的な防止対策に努めること。 

 


