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平成２８年度千葉県薬事審議会 議事概要 

 

Ⅰ 日時 

 平成２９年２月２８日（火）１８時から２０時１２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１０名） 

 森本委員、鈴木委員、森部委員（会長）、石野委員、江畑委員、古市委員、 

早川委員、浅子委員、安原委員、浅井委員 

（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２９年度千葉県薬事監視指導計画（案）について 

   資料（ｐ１）により事務局から説明 

 

《質疑》 

（委 員） 

  参考資料２ページの覆面モニター調査について、対象は薬局・店舗販売業

と、特定販売の業者となっているが、最終的に（３）に記載のある結果は両

方を合わせたものとなるのか。 

（事務局） 

  全て合わせた結果となる。 

（委 員） 

  インターネットのサイトについてはどのようにモニターしているか。また、

２の項目に、医薬品の販売ルールに係る事項等とあるが、これはどこに含ま

れるのか。 

（事務局） 

  インターネットのサイトについては、事前に特定販売の届出をお願いして

おり、まずは、ホームページ、チラシ、カタログ等の広告に特定販売を行っ

ている旨の表示がされているかを見ている。 
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（委 員） 

  広告はどこに含まれるのか。 

（事務局） 

  掲示状況に含まれる。 

（委 員） 

  結果を店舗とインターネットのサイトで分けて出した方がわかりやすいと

考えたのだが、そういった結果はないか。 

（事務局） 

  持ち合わせていない。 

（委 員） 

  参考資料２ページの表の網掛け部分のうち、掲示状況の中の情報提供及び

相談の定義・解説については全国より千葉県は高いが、ここが網掛けとなっ

ている理由は何か。 

（事務局） 

 全国より劣った項目と７０％未満の項目について網掛けをしている。 

（委 員） 

  参考資料１ページに不適になった店舗が出ているが、同じ店舗で複数の項

目で不適となっている場合もあるのか。 

（事務局） 

  １店舗で複数不適となっている店舗もある。 

（委 員） 

  実際不適となった施設はそれほど多くはないのではないかと思うが、多く

指摘を受けたところは改善して欲しいと考える。 

（事務局） 

  そういった統計は出していない。 

（委 員） 

  不適を受けたところには何らかの指導をしているのか。 

（事務局） 

不適を受けたところについては、不適の度合いに応じて指導を行う。初め

ての違反か、過去から引き続きなのかで違反に対する措置は変わってくる。 

（委 員） 

  常習性のなかなかなおらないところもあるという認識でよいか。 

（事務局） 

  特定の施設を見ればそういう部分もあるかと思うが、通常は年間８０件以

上という目標に従いながら、引き続き違反のあるところについては継続した
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指導を行う。 

（委 員） 

  重点項目（６）の医薬品の情報提供の点について、参考資料２ページで見

ると、第１類医薬品の文書を用いた情報提供が千葉県は５２％と低く、なお

かつ理解したかどうかの確認も７０％と低い。しかしながら薬剤師による情

報提供は１００％と結果がでている。今度の案の（６）アにある文書を用い

ての情報提供は、薬剤師による情報提供は１００％だが、文書を用いての情

報提供はこの文章からみると安全性と併用禁忌等で問題があるのだと思うが、

どの辺までを目標としているのか、参考に教えてほしい。 

（事務局） 

  薬剤師はきちんと説明しているが、例えば第１類医薬品についての諸注意

をペーパーで渡しているか、そのうえで理解して購入したことが確認されて

いるかということが一番のポイントとなる。この文書によるという部分が完

璧にできていないというのが、この５２％という結果となっていると理解し

ている。文書の程度には明確な基準があるわけではない。 

（委 員） 

  薬剤師が口頭で説明したことを文書化してお客様に間違いなく伝えるとい

う理解でよいですね。 

（委 員） 

  文書を用いて情報提供することについて、提示するだけでいいと思うが、

配付はしなくてかまわないか。 

（事務局） 

  提示でかまわない。 

 

（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 

資料（ｐ２）により事務局から説明 

 

《質疑》 

（委 員） 

  昨年度は指定したものは何品目か。 

（事務局） 

  昨年度は２４成分である。 

（委 員） 

  大幅に減った印象を受けるが。 
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（事務局） 

  実態として国内で流通しているものがなくなってきており、むしろ海外の

サイトから日本の個人が購入できるものがある。ここ最近で指定したものの

中には、千葉県で直接買える状況のものは、最後の指定の際に一部であった

が、ほとんどない状況である。要するに国内ではほとんど流通していない状

況である。 

（委 員） 

  国内で流通していなくとも取り締まるということか。 

（事務局） 

  県の条例を制定した最初の一番のきっかけとして、近隣の都県が指定する

と、千葉県ではまだ売れるということで流入するため、それを防ぐという目

的があった。今後は、海外からの国内流入を防ぐという意味で新たな成分を

指定していくというようになっている。 

（委 員） 

  昨年は１ｔほど覚せい剤が出回ったことが報道されている。それにこれが

該当するかわからないが、数字的には随分増えている。この間は横浜で２３

０ｋｇが見つかった。流通しているにも関わらず、千葉では間違いなく売ら

れていないと言えるのか。 

（事務局） 

  覚せい剤と危険ドラッグは別物で、覚せい剤は相変わらず高止まり状態で

ある。ただ危険ドラッグに関してはかなり減ってきている。 

（委 員） 

  今年度については、２か月に１回定期的に行われた印象があるが、何かや

り方が変わったのか。 

（事務局） 

  大きな変更はない。 

 

○災害用備蓄医薬品の見直しについて 

資料（ｐ３）により事務局から説明 

 

《質疑》 

（委 員） 

  救護所用と病院用との説明があったが、診療所用のものは備蓄していない

のか。 
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（事務局） 

  診療所用のものはない。また、病院用といっても原則として災害拠点病院

を想定している。 

（委 員） 

  人数が算出されているが、帰宅困難になった方が怪我をして病院へ担ぎ込

まれるような場合の数も含んでいるか。 

（事務局） 

  当課において算定したものではないため、詳しくはわからないが、参考資

料２３ページにあるように帰宅困難者は想定されている。しかし、この中で

体調不良者が出るかといったことについて言及はされていない。なお、備蓄

医薬品については、発災後３日を想定したものとなる。その後はライフライ

ンが復旧し、通常の供給ルートが戻るものという中で想定しているので、あ

る程度日数がたった後の患者さんについて県の備蓄医薬品を使用することは

考えていない。 

（委 員） 

  分散備蓄している１６箇所というのは病院になるのか。 

（事務局） 

  県の保健所になる。 

（委 員） 

  東日本大震災においては、道路の渋滞や寸断などが原因で備蓄品が病院に

届かないということがあったが、保健所から拠点病院に歩いて届けられるの

か。 

（事務局） 

  救護所を作るのは市町村であるため、市町村との訓練を実施している。道

路が寸断された場合にどうするかという問題はあるが、訓練の中では市町村

と手順を確認しながらやっているという現状である。 

（委 員） 

  東日本の際に自分は都内にいたが、帰ってくるだけでとても大変だった。

このような状況で実際に災害用備蓄医薬品をどうやって持って行くのか。例

えば、訓練で自転車に積んで行くといったことを具体的にやっているのか。

人力でないと運べないという想定で訓練を行った方がよいと考える。 

（事務局） 

そこのシミュレーションは行っていない。関係団体と協定を結んでいる中

で、関係団体の車両を災害用の緊急通行車両として届出しているので、そこ

でも一部運べるものはあるのではないかと考えている。 
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（委 員） 

  今の質問に関連するが、県が準備しているのは初期的なところと拠点にな

るところを中心としていると思う。実際は市町村にも相当の備蓄があるとこ

ろもあるし、薬局にもある程度の備蓄はあり、クリニックの対応などでは目

の前の薬局が壊れていなければだが相当な力を発揮できると思う。また、３

日くらいたつと卸が相当動けると聞いているので、そこのトータル的な絵図

を提示しないと誤解を受けると思う。県だけで全て完結するのではなく、い

ろいろな団体等がトータルでバックアップし、その間に全国からフォローが

入るという形になるので、その辺を整理して提示した方がわかりやすい。 

（事務局） 

  県での備蓄は１万１千人分あるが、それぞれの市町村での備蓄もある。卸

の復旧についても、東日本大震災の３県の状況を見ても３日後にはだいたい

復旧しているという結果がでているので、おおむね３日をしのぐためにどの

ようにするかということを考えている。次回県の持っている情報について順

序立ててご紹介させていただきたい。 

（委 員） 

  災害時に備蓄している医薬品の品目について、公表されているか。 

（事務局） 

薬務行政概要の４１ページ以降で備蓄場所、品目等を公表している。 

（委 員） 

  期限により廃棄となるのか、切れる前に有効利用されるのか。 

（事務局） 

  現状としては廃棄し、新しいものと入れ替えている。 

（委 員） 

  有効利用について考えられているか。 

（事務局） 

  有効利用については、県内の病院や病院局等と協議したが、困難であった

ことから、現状は保健所に分散備蓄している。 

先ほど搬送の話があったが、輸液以外は５００人分を持ち運べるサイズに

まとめてジェラルミンケースやバイク便で使うようなＢＯＸの形でひとまと

めにして備蓄している。 

（委 員） 

    県境では他県に行った方がいい場合もあると思うが、他県との協力はある

か。 
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  （事務局） 

    大きな枠組みではあるかもしれないが、それは防災の担当となる。薬のこ

とだけで言えばない状況である。 

（委 員） 

    県ごとに備蓄しているということは、備蓄医薬品の内容も県ごとに異なる

のか。 

  （事務局） 

    他県の状況はわからないが、千葉県では医師会、薬剤師会と協議のうえ、

品目を決定している。 

   

  ○患者のための薬局ビジョンの推進について 

資料（ｐ４）により事務局から説明 

 

《質疑》 

（委 員） 

  元気な高齢者の定義だが、参考資料２７ページの図のとおり、要介護・要

支援の高齢者以外は全て元気な高齢者ということでよいか。 

（事務局） 

  要介護・要支援の認定を受けていない方という考え方である。 

（委 員） 

  通院されている方、されていない方、薬を使用している方としていない元

気な方でだいぶ違ってくるのではと思うが、その辺は今後の集計結果で反映

されてくるのか。 

（事務局） 

  相談を受けている方は薬に対して何らかの相談を薬剤師にしたいという気

持ちがある方かと思うので、薬の服用の有無は分からないが、服用している

方が多かったのではないかと想定している。 

（委 員） 

  集計結果はいつ頃でるか。 

（事務局） 

  年度内にとりまとめる予定である。 

（委 員） 

  結果は一般に公表されるのか。 

（事務局） 

  国のモデル事業で実施しているので、まずは国で公表していくと思う。県
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はそれに準じた形で公表することとなる。 

（委 員） 

  実際に活動の場にどのように行かせるのか。地域薬剤師が動くと思うが、

地域薬剤師に任せているのか、指示を出しているのか。 

（事務局） 

  資料４ページの事業の流れにあるように、初めに市町村と高齢者施設に本

事業の周知と希望調査を行い、希望したところについては県の薬剤師会へ情

報提供した。一方、県薬剤師会では、まず、統一した健康アプローチができ

るようマニュアルを作成し、その内容を地域薬剤師会へ周知した。地域薬剤

師会はそれらに基づいて実施希望対象と接触し、具体的な調整を行った。 

（委 員） 

  元気な高齢者の定義だが、がん患者や糖尿病患者等であっても、要介護・

要支援でなければ元気な高齢者に定義されるのだと思うが、元気な高齢者と

いうことで活動されると、持病を持ってたくさん薬を使っている方には違和

感があるのではと思う。また、健康アプローチの中に通院者の薬の管理とい

うことがあるが、これは、薬剤師が余っている薬等について指導するタイプ

のものなのか、一般的な情報提供だけのものなのか。 

（事務局） 

  がん患者さん等のことについては、このくくりでは元気な方に入ってくる。

通院者の薬の管理については、保険で対応できる部分もあるが、そこにかか

らないような部分について、アドバイス的な形でやっていただくということ

で設定した。 

（委 員） 

  高齢者を集めるときに、元気な高齢者向けの講習会という名目だと病気を

抱えた方が来なくなるということも考えられるが、どのような形で広報した

のか。 

（事務局） 

  県は市町村や高齢者施設に周知しており希望調査を行っている。その趣旨

を理解して参加した市町村等が広報を行っていると思うが、その方法等につ

いては把握していない。 

（委 員） 

  個々に工夫したということか。 

（事務局） 

    市町村によっては公民館でこういうことをやるので集まりませんかと案内

したところもあるし、施設では施設の掲示板で薬剤師がきて相談を受けるよ
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と案内したところもある。 

（委 員） 

    薬務課では言いにくいのではないかと思うが、要するに元気な高齢者とは

ご本人が元気だと思っている人たちのことである。自分は血圧の薬だけしか

飲んでいないから元気だといった人たちが、本当に元気であればいいが、そ

うでなければ問題なので、医療機関の受診を勧めたり、健康であればそれを

継続したりできるよう適切なアドバイスをしていくというイメージである。

それぞれ地域によっていろいろなパターンがあり、健康展のような出店スタ

イルのところもあれば、直接集まっているところでお話していくという場合

もあった。常識的に考えた元気さといったところで、より元気を継続してい

くことを目的とした事業である。 

 

○健康サポート薬局について 

資料（ｐ５）により事務局から説明 

 

《質疑》 

（委 員） 

  健康サポート薬局は公表されているか。 

（事務局） 

  ちば医療なびにより、インターネット上で公表されている。 

（委 員） 

  若干説明を加えたいが、健康サポート薬局の届出をするためには特別な研

修を受けた薬剤師が常駐しているということが要件になっている。その研修

会を昨年開いたところ、およそ２００名の薬剤師が受講した。現在は５件と

いうことなので、残りの約２００名近くの人がどうしていくのかというとこ

ろである。ハードルが非常に高いので躊躇している部分があるかと思うが、

期待はしている。 

（委 員） 

  常駐ということは、一人ではいけないのか。 

（事務局） 

  原則論は、一人が開局している間ずっといていただくことになるが、かた

やかかりつけ薬局薬剤師で在宅を担うという部分もあるので、そこをどこま

でやるかは、届出事項でもあり、できれば二人以上とはしているが、一人で

やれると申し出があった場合にそれをもって不受理とはしていない。 
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（委 員） 

  個人薬局では難しいのか。 

（事務局） 

  研修をつんだ薬剤師、在宅、２４時間対応のほか、ＯＴＣをかなりライン

ナップする必要があるが、チェーンドラックでＯＴＣを買うケースが多いた

め、調剤しながらＯＴＣを売るのは経営上難しいと現場の先生方から伺って

いる。 

（委 員） 

  なぜ増えていかないかという部分については調査しようと考えているので、

その結果が出たら県に報告したい。 

（委 員） 

  健康サポート薬局は土日も一定時間開局とあるが、一人だと３６５日いな

いといけないのか。また、先ほどの元気な高齢者へのものと健康サポート薬

局に関連はあるのか。 

（事務局） 

  今後繋がり得るものだと認識している。自分の飲んでいる薬に対する心配

をフランクな場で聞いてもらえる状況で、薬剤師に直接聞くということにあ

る程度効果があると知ってもらい、それによりＯＴＣの問題は残ってはいる

が、健康サポート薬局に繋がっていく。調剤だけではなく健康相談やお薬手

帳の整理などの面で薬剤師を有効活用していただきたいと考えている。 

  また、開店時間については、平日においては８時間以上連続の開局、土日

については、土日のいずれかに４時間以上の開局が必要となる。 

 

（２）その他の事項 

（委 員） 

  ハーボニーの問題があり、偽薬が今後日本で心配される。ドクターが書い

た処方箋に対して、患者さんのためにも品質が確保された医薬品を出す義務

が薬局には課せられていると思う。きちんとした卸から購入するように、現

金問屋から購入していないか、購入しているのであれば品質の保証ができる

のかということを監視の中で確認した方がよいと思う。そういったことが偽

薬の防止に繋がると思う。 

（委 員） 

 流通ルートで防止しないといけない。今回も普通より低い価格で販売されて

いたようなので、その時点で気づかなければいけないと思う。 

 



11 

 

（事務局） 

  一連の偽造医薬品への対応について参考資料（ｐ２９～３６）を用いて説

明を行った。 

（委 員） 

    ＥＵでＧＤＰが強化されているが、日本でこれほどの偽造薬がでてくると

は想像していなかった。これから千葉県の指導でもＧＤＰは強化されていく

のか。 

（事務局） 

  ＧＤＰの強化も一義的には必要だとは思うが、今回については関わった薬

剤師はおそらくハーボニー配合錠をボトル出ししているために錠剤を見たこ

とがないと思われる。今回のものは蓋が割とゆるく開いてしまったらしい。

また、箱がないことで普通は薬剤師が気づいて買わないと思うが、卸に対す

る身分確認等に関する監視の強化について大手５社は問題ないと思うが、ま

た、現金問屋も千葉県にはないと考えてはいるが、それを含めて今月中に調

査に入る予定である。 

（委 員） 

    流通も重要だがどこで作られているかも問題であるがまだ究明されていな

い。千葉県には幸い現金問屋はなく、組合に入っている５社についてトレー

サビリティについて非常に力を入れている。正規の会社から購入してもらえ

れば間違いはない。偽薬だけでなく、現金問屋という存在が過去にいろいろ

な事件、事故に係っている。県だけでなく国として対応が必要と考える。 

（委 員） 

    錠剤の製造技術は上がってきており、ほぼ見分けがつかないものを作るこ

とができると思う。そういう時代でそういう偽物を作る悪い人はいなくなら

ないと思うが、悪い人がでたときにどのように対応するかが重要な問題であ

る。これについては個別の対応は難しいので行政を含めた対応が必要と思う。 

（委 員） 

    薬の形について、写真等で情報提供もあるので病院薬剤師はよく知ってい

る。原因として、高価な薬がでてきていること、海外ではボトル販売されて

おり、そのまま導入されるということもあるが、ぜひ日本の文化にあわせて、

できるだけ早くＰＴＰにして欲しいと考える。見えないボトルだとこういっ

たことが起きてしまうのではと思う。仕入れ時の身分確認も重要だが、まず、

売られる時にそういうことができない形状にすることと、返品等の部分をも

う少し柔軟にやって無駄がでないようにしていただけると、少しでも安くと

いったいかがわしいところもなくなるのではないかと思う。 
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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１０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。 

 

委員からは以下の意見があった。 

 

［意見の内容］ 

①患者のための薬局ビジョンが一段と市民、高齢者の健康に資するようお願いした

い。かかりつけ薬剤師による服薬の管理支援・健康サポート薬局活用が患者の負

担軽減を含め、進められるようにお願いしたい。 

②医薬分業・医薬連携による、メリットがいっそう活かされ詳細な説明をうけたり、

薬の全体管理や飲み方の把握などが進んだりするようお願いしたい。 

③ジェネリック医薬品を選択するに当たり、処方を頂く時に医師、或いは薬局にて

それらの違いを解り易く説明があると納得し易いと思う。 

④高齢者の年間廃棄医薬品が多く、原因として、医師への断りづらさや、1 割負担

のため、服用の意志がなくても持ち帰ることが言われている。貴重な医薬品の廃

棄が削減されるよう実際の服薬有無の確認がされるようにと願う。 

⑤災害用備蓄医薬品、衛生材料等廃棄をせず、利活用ができると良いと思う。 

 


