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平成２７年度千葉県薬事審議会 議事概要 

 

Ⅰ 日時 

 平成２８年３月１０日（木）１８時から１９時４０分まで 
 
Ⅱ 場所 
 千葉市ビジネス支援センター 特別会議室（きぼーる１３階） 
 
Ⅲ 出席委員（総数１３名中１２名） 
 森本委員、松下委員、鈴木委員、森部委員（会長）、杉浦委員、板津委員、 
岩渕委員、福田委員、渡辺委員、醍醐委員、浅井委員、筒井委員 

（順不同） 
Ⅳ 議事概要 

１ 議事 

  会長の進行のもと協議事項、報告事項を審議した。 
  

 （１）協議事項 

  ○平成２８年度千葉県薬事監視指導計画（案）について 

   資料１により事務局から説明 

 

《質疑》 

（委 員） 

  「薬局等を利用するために必要な情報等を適切に表示しているか」との項

目があるが、どのような点をチェックし、どのような場合不適となるのか。 

（事務局） 

  表示しなければならない事項としては、管理者の氏名、勤務薬剤師の氏名、

営業時間、一般用医薬品の区分ごとの定義、情報提供の方法等があり、項目

として約２０ある。また、その表示は、消費者から見やすい位置に掲示され

ている必要がある。 

（委 員） 

  表示は、見やすいところにないと不適になるのか。 

（事務局） 

  パネル等を利用して掲示しているケースが多いが、消費者の見やすい位置

にある必要があると考える。 

（委 員） 

  夜間監視の実施時間は何時頃を想定しているのか。また、調剤に従事する
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薬剤師員数の充足を重点項目としているが、違反の状況はどうか。 

（事務局） 

  夜間監視は、１９時以降の開店している店舗販売業を対象としており、年

間１０施設程度を予定している。 

  薬局は、前年に受けた処方箋の枚数を保健所に提出してもらうこととなっ

ており、この枚数と台帳上の薬剤師数との整合性を調査する。この調査結果

から立入が必要と考えられる施設が４７あり、実際に立入した結果、半分弱

の施設で薬剤師員数が足りていなかった。また、通常の薬事監視の中でも薬

剤師員数の確認を行っている。 

（委 員） 

  健康食品及び危険ドラッグの試買検査の実績はあるのか。また、全国的に

一斉監視をすることについてのメリットは何か。さらに、管理の不備が疑わ

れる施設とはどのような施設か。 

（事務局） 

  試買検査の平成２６年度の状況は、危険ドラッグについては１２３検体を

検査したところ、適が１０６、不適が１７であった。健康食品については資

料（平成２６年度薬務行政概要）に記載のあるとおりの結果であった。 

  一つの事例として、店舗には管理薬剤師が常駐することとなっている。ま

た、管理薬剤師は他店舗での兼務が禁止されている。一斉に監視を実施する

ことにより兼務の状況を確認することができる。 

  一度目の立入検査で医薬品が適切に陳列されていない等、管理の不備が認

められる施設については、再度立入検査を実施することとなる。 

（委 員） 

  危険ドラッグの試買検査では、過去に不適があったとのことであるが、薬

局で危険ドラッグが販売されているのか。 

（事務局） 

  現在、県内に危険ドラッグを販売している店舗はない。危険ドラッグはイ

ンターネットサイトやデリバリーにより販売されており、インターネットサ

イトを利用して購入した。不適となった製品については、販売を中止させた

り、回収させたり指導している。また、報道発表することにより注意喚起を

実施している。危険ドラッグは、薬局や医薬品販売業で販売されているもの

ではない。 

（委 員） 

  医薬品のインターネット販売者に対する監視指導を実施していく中で、問

題のあった事例があれば教えていただきたい。覆面モニター調査の結果の中
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で、千葉県は全国と比較して情報提供の適合率が低くなっている。また、本

項目は全国的にも低くなっている。この数値を上げていく必要があると思う

が、千葉県としてどのような取組を実施していくのか。 

（事務局） 

  インターネット販売については、平成２７年度第３四半期末現在、１４４

件監視を実施し、１件に違反が見受けられた。 

  監視の重点項目とするとともに保健所担当者に対する研修会等を利用し、

情報提供が徹底されるように指導していく。また、かかりつけ薬剤師の推進

を行い、かかりつけ薬剤師制度が進んでいけば情報提供が適切に実施される

と考える。 

（委 員） 

  千葉市の特区において、ドローンを利用して医薬品を配達するとのことだ

が、県も厚労省も何も知らないとのことであった。今後、情報収集をお願い

したい。 

（事務局） 

  特区については、新聞記事が出るまで知らなかったのが現状である。千葉

市に対しては、県、県薬剤師会と密に情報交換するよう申し入れている。今

後、県で情報を入手したら県薬剤師会等に情報提供したいと考えている。 

 

（２）報告事項 

  ○薬事審議会薬物小委員会における審議結果について 

○千葉県薬物の濫用の防止に関する条例について 

資料２及び３により事務局から説明 

 

《質疑》 

（委 員） 

  DVD は、どのような点をこども達の理解が得られるような内容にしたのか。 

（事務局） 

  県にゆかりのある女優にも出演いただき、高校生を主人公とした。バイト

先の先輩から危険ドラッグを誘われ、仮想現実の中で危険ドラッグを使用し

たら事故を起こしたり、友達がいなくなってしまったり、学校を退学させら

れる等、使用したら大変なことになってしまうといったような内容となって

いる。 

（委 員） 

 今年度は、２４物質を知事指定薬物に指定したが、来年度以降の見通しは
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どうか。 

（事務局） 

 当初は、２～３カ月に１回程度の指定を見込んでいた。しかし、実際は１

０カ月で７回の指定で想定より多かった。来年度も同程度となると考えてい

る。 

（委 員） 

 審議時間はどのくらいかかるのか。時間がかかっている場合、効率化を図

ることは検討されているか。 

（事務局） 

  審議時間については、東京都と大阪府が開催している審議会と同程度であ

る。審議時間は物質数によるが、同系統の物質が多ければ短縮されると思う

が、系統が違う物質が多ければその分時間はかかると考えられる。 

（委 員） 

  流通していない物質を指定することについて、どう考えているのか。 

（事務局） 

  薬物小委員会において、国内の流通状況に加え、各国における取締状況及

び使用状況について確認している。国内流通していない物質もインターネッ

トを通じて海外から直接購入できてしまうので、国内での流通を待って指定

するのではなく、あらかじめ指定して事前に国内流通を止めるという目的を

持って指定している。 

（委 員） 

  指定した薬物の国内と海外の流通比率はどうか。また、こうした薬物の製

造所の実態はどうか。 

（事務局） 

  指定した物質の内、国内流通のものは１２物質、海外流通のものは１２物

質であった。薬物の製造については、海外から薬物の原体を輸入し、国内で

加工されていると考えられている。加工する目的で賃貸物件を借りさせない

ように不動産協会と協定を結んでいる。 

（委 員） 

  過去に千葉県で製造された危険ドラッグはあったのか。 

（事務局） 

  昨年、製造所が爆発して火事になったという事件があり、県内にも製造所

があったということは把握している。 

（委 員） 

  薬物の製造元はどこか。 
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（事務局） 

  国内で製造というよりも海外から薬物を輸入して国内で加工し、流通して

いると考えられている。製造の実態はわかりにくく、どこで作られたかわか

らないまま流通している。 

（委 員） 

  薬物に手を出す契機はなにか。どこで手に入れているのか。 

（事務局） 

  過去には、固定店舗が県内にも９店舗あり、そこで購入できた。現在は取

締りにより店舗はなくなったが、インターネットサイトもしくはデリバリー

で販売されている。おそらくインターネットの検索で探し出し、購入してい

ると考えられる。県でも同様にインターネットから探し出して、試買調査を

実施している。 

 

○抗インフルエンザウイルス薬の備蓄方針について 

資料４により事務局から説明 

 

《質疑》 

（委 員） 

  有効期限が切れたタミフルはどのように処分されるのか。 

（事務局） 

  製造メーカーと協定を結んでおり、新型インフルエンザで使用する以外は

市場に流通させないということになっているので、廃棄する。 

（委 員） 

  廃棄するのはもったいないと感じるが、どういった理由でそうした協定と

なっているのか。 

（事務局） 

  購入に当たり、市場流通価格より安い値段で販売してもらっているからで

ある。 

（委 員） 

  卸売業者に一番新しいリレンザを発注しても今年の１１月までのものしか

入ってこない。備蓄されているリレンザの有効期限も切れるのではないかと

懸念されるがいかがか。 

（事務局） 

  備蓄用と流通用では包装等が異なり別物である。リレンザの有効期限は１

０年となっている。実際には９年何カ月残っているというものが納品される
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ことになる。 

（委 員） 

  市場流通品と備蓄品は有効期限が違うということか。 

（事務局） 

  市場流通品の有効期限も１０年である。最初に購入したときは有効期限が

短かった。有効期限が切れる前までに長期安定性試験が終わり、１０年まで

延長された。委員が購入したものは、延長される前に包装されたものの可能

性もあると思うので、製造メーカーに確認されてはいかがか。 

（委 員） 

  タミフル、リレンザは１日２回、５日間という投与方法となっていると思

うが、これらの有効期限が切れたあとはイナビルに置き換わるのか。 

（事務局） 

  国の方針がその都度示されると思うが、「市場流通量に応じた量で」という

方針があるので、他の薬剤に置き換わる可能性はあると考える。有効期限に

関して補足であるが、タミフル、リレンザは１０年、タミフルドライシロッ

プは７年、イナビルは６年、ラピアクタ（バイアル製剤）は４年となってい

る。いずれもこれから安定性試験を実施し、有効期限を１０年まで延長して

いくという方向性が示されている。 

（委 員） 

  新型インフルエンザは H5N1 型を対象としているのか。 

（事務局） 

  インフルエンザは、過去に香港型や２００９年のパンデミック型等あった

が、これらのウイルスについては既に免疫を獲得している。それ以外の免疫

を持っていないウイルスと考えていただきたい。 

（委 員） 

  備蓄している抗インフルエンザウイルス薬は、免疫を獲得していないウイ

ルスに効果があると考えてよろしいか。 

（事務局） 

  症状によっては倍量投与した方がよいとか、タミフルは効かないが他の薬

剤は効く等色々な考え方がある。実際に感染した患者に投与してみて服用量

を決めていくことになると思う。 

  ワクチンは決まった型に対して製造し、基本的にはその型にしか効果がな

いと考えていただきたい。一方、抗インフルエンザウイルス薬は、ウイルス

特有の RNA の分裂や複写等の機構を止める作用を持つものなので、型が変わ

ったとしても効くのではないかと考えられている。 
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（委 員） 

  そうなると流行の兆しが見えたときに「どのように服用するのか」という

ことが重要となってくるかと思うが、マニュアルはあるのか。 

（事務局） 

  国の検討会の中で、病状、感染力等からどの抗インフルエンザウイルス薬

が一番適しているか決める。その後、感染リスクの高い同居者等に投与して

いくと考えられている。 

 

○健康サポート薬局について 

資料５により事務局から説明 

 

《質疑》 

（委 員） 

  患者情報の一元管理について、ICT の利用というのがあるが、具体的な方策

はあるのか。 

（事務局） 

  県内で ICT を利用して取り組んでいるという薬局は把握していない。 

（委 員） 

  ４月からインターネットを経由して処方箋を発行するというのが点数化さ

れると思うが、これに関して千葉県ではどのように対応していくのか。 

（事務局） 

  点数化されているとうことは承知しているが、どこの地域で、どこの薬局

で実施するということは把握していない。 

（委 員） 

  かかりつけ薬局・薬剤師はいいアイデアだと思う。ただし、間違った方向

に踏み込み過ぎるおそれがある。例えば、血液検査であればその結果を見て

指導してしまう等がある。重複投与や依存性薬物の問題を一元化して管理す

ることはいい役割を担っているが、かかりつけ薬局を拡大解釈して広がるこ

とを懸念している。例えば、医師が処方した意図でない説明をする等がある。

今後、この制度を上手に育てていく必要があると思う。 

（委 員） 

  ４０ページの事業は、今年度の計画か。今年度で終了するのか。次年度以

降はどうなるのか。 

（事務局） 

  今年度実施し、今年度で終了となる。来年度については、国からモデル事
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業のメニューが示されてから検討したいと考えている。 

（委 員） 

  来年度立ち上げて、来年度実施するということか。 

（事務局） 

  そのとおりである。 

 

会長から各委員からの意見を踏まえ、議題で説明のあった事業を実施する旨依頼

があり議事を終えた。 
司会者から、後日、不明な点等が生じたら、配布した「千葉県薬事審議会に関す

る意見等」に記入の上、３月１８日までにファクシミリ等で送付いただきたい旨の

説明を行った。 

 

後日、委員からは以下の意見があった。 

 

[意見の内容] 

①無承認無許可医薬品取締事業及び危険ドラッグ対策事業における、２０６検体中

２０が不適の割合は低いとは言えず、今後の監視の更なる強化が求められる。特

に、不適率の高い危険ドラッグ成分は、巷に容易に出回わっていることが問題。

また、危険ドラッグ成分等について、ネットによる入手ルートの監視、立ち入り

検査、出荷元や保管先まで追跡して頂きたい。根絶を期待したい。 

②死亡事例を含む健康被害報告のある健康食品のリスク低減を期待する。特に生命

に関わる健康食品被害の撲滅に注力していただきたい。 


