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平成２９年度千葉県薬事審議会 議事概要 

 

Ⅰ 日時 

 平成３０年３月１３日（火）１８時から２０時まで 
 
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１１名） 
 森本委員、實川委員、森部委員（会長）、石野委員、江畑委員、古市委員、 
浅子委員、安原委員、醍醐委員、浅井委員、山崎委員 

（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３０年度千葉県薬事監視指導事業計画（案）について 

   資料（ｐ１）、参考資料（ｐ１から２）により事務局から説明 

 

《質疑》 

（委 員） 

    一斉監視指導結果について、平成２９年度と前年の平成２８年度の結果を

比較して、不適率は減っているか。 

  （事務局） 

    不適事項は概ね改善している。項目によっては、増加している項目もあり、

例えば「変更届等が遅滞なく行われているか。」、「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。」の項目は、増加している。「医療用医

薬品を譲り受ける際の体制」の項目については、ハーボニーがらみの事件を

踏まえて今年度追加された項目である。 

（委 員） 

何年か継続的に結果を見た上で、特に、不適率が増えている項目について

は、何らかの対策が必要と思われる。 

  （委 員） 

監視計画の監視件数が年間８０施設以上となっているが、監視対象が８０

施設以上ある保健所では、２、３年に一回は監視する等、全く監視していな

い施設が無いようにする考え方はあるか。 
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  （事務局） 

次回許可更新までの間に、１回も監視しないということが無いように、各

保健所で計画的に実施している。 

（委 員） 

覆面モニター調査の結果を受け、不適であった事項を全県下で指導してい

るか。 

  （事務局） 

年１回地区別薬事講習会を開催しており、情報提供している。 

  （委 員） 

改善点等があれば、指導し、良い方向に向けてもらいたい。 

  （委 員） 

モニター調査も、年度比較で改善されていなければ対策が必要となると思

われる。 

（委 員） 

監視指導結果で不備があった事項については、薬局開設時の規制対象には

ならないのか。 

（事務局） 

指導結果の項目不適で不許可になるということはなく、許可要件は、ハー

ド面が中心となっている。 

（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。」の項目

が昨年度より、不適率が増加しているということだが、何か新たに表示する

項目が増えたため、増加しているのか。 

  （事務局） 

表示する情報が増えたわけではなく、不適となっている具体的内容は、勤

務薬剤師が変更となった際、表示に反映されていないことが大半である。 

（委 員） 

「医療用医薬品を譲り受ける際の体制」の項目については、規制対象にな

らないのか。 

  （事務局） 

この項目については、法律が平成３０年１月３１日から施行となるものを

先行して調べた調査結果となる。 

  （委 員） 

３０年度、不適であると、何か指摘することとなるのか。 

  （事務局） 
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３０年度、不適率が高ければ、強く指導していく。 

  （事務局） 

参考資料１ページは、県の薬事監視員が立入検査を行った結果であり、現

場で、指摘し、指導票を交付している。参考資料２ページは、県と関係ない

者が実施している。 

  （委 員） 

    監視指導結果で、何度も不適となっている施設はあるのか。 

  （事務局） 

    基本的に指導票を交付するので、次に確認すれば、同じことをしている薬

局はほぼない。毎年、同じ薬局に立ち入り調査しているわけではないので、

薬局が不適になりやすいものが結果に表れていると思われる。 

  （委 員） 

指導結果に上がっている結果は、故意ではなく、過失で不適になってしま

ったと考えていいのか。 

  （事務局） 

    考え方としては、そうなる。 

  （委 員） 

「医療用医薬品を譲り受ける際の体制」の項目が新たに追加されたという

ことだが、とても重要なことだと思う。医療機関にも、足りない薬を売りま

す、買いますといった FAX が届く。薬局が行っているとは思わないが、怪し

い業者がたくさんあり、そういうところを経由して、薬局等に広がってくる

のではないか。以前からマーケットが大きい印象があるので、この項目は大

事にしてもらいたい。 

  （事務局） 

FAX を送ってくる業者は、千葉県内では把握している範囲では見つかってい

ない。 

   

○患者のための薬局ビジョンの推進について 

資料（ｐ２から３）、参考資料（ｐ３から５）により事務局から説明 

 

《質疑》 

（委 員） 

２９年度の事業について、実際に薬局が開設されたところはあるのか。 

  （事務局） 

実施市町村で、地域包括支援センターごとに薬局が指定され実施している。 
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  （委 員） 

かかりつけ薬局のモデルとして行っているということか。 

  （事務局） 

そのような希望の中で、実施している事業である。 

  （委 員） 

実施市町村で、それぞれ、いくつかの薬局が指定され、その薬局は機能し

始めているという解釈でよろしいか。 

  （事務局） 

最終結果はまとまっていないが、途中経過を薬剤師会に進捗状況を確認し

ている中では、順調に機能していると聞いている。 

  （委 員） 

２８年度事業で、健康アプローチを５５回実施したとあるが、２９年度は

実施していないのか。 

  （事務局） 

国、県においてもスキームを作ることが重要と考えており、２８年度事業

によって、地域薬剤師会と市町村、サービス付き高齢者住宅等の連携をとる

ことができるようになった。その後については、県としても、継続していた

だきたい考えはあるが、そこまでの予算がなく、状況は把握していない。 

  （委 員） 

かかりつけ薬局、健康サポート薬局といったものが２９年度事業の地域包

括支援センターに対する相談薬局の役割を担うのであれば、そういった薬局

が、継続して、地域住民の健康維持のためのアプローチを行っていくと、国

のビジョンに合うかと思った。今回、示された結果は、薬局薬剤師が中心と

なり、病院薬剤師側のアプローチが少ない。病院薬剤師が診療する病院と在

宅への架け橋となり、連携し、協力していくことが、かかりつけ薬剤師とし

て機能する上で、必要不可欠だと思うので相談してもらいたい。病院薬剤師

会でも国がどういう目的で、この事業を推進しているのかということを理解

する研修会を行うよう働きかけてもらいたい。 

  （事務局） 

この事業を進めるにあたっては、病院薬剤師会長宛てにも、事業のお知ら

せをしているが、もう一歩進んだ関係を築ければ良いと考えている。 

  （委 員） 

情報が浸透しきっていないので、病院薬剤師も薬局薬剤師も国の方針を理

解することが早道だと思う。 

  （委 員） 
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実施市町村について、何か特徴と傾向があれば、教えてもらいたい。 

  （事務局） 

    傾向はなく、手上げで行っており、県で指定はしていない。 

  （委 員） 

２９年度事業において、相談薬局（２４時間対応）創設とあるが、２４時

間、薬局薬剤師が対応することは大変だと思うので、見合う効果があったか、

検証してもらいたい。投入するエネルギーと効果を見極める必要がある。薬

剤師がつぶれてしまってはもったいないので、是非、お願いしたい。 

  （事務局） 

途中経過を聞いていると、２４時間対応といっても真夜中の対応はごくま

れと聞いている。 

  （委 員） 

薬局薬剤師と話す機会があり、２４時間体制で受けていても、ほとんど相

談等はないのでは、という話を聞く。また、相談の中には、薬剤師に話を聞

いてもらいたいというよりか、誰かに話を聞いてもらいたいというものもあ

り、薬剤師を疲弊させている恐れがある。そういったことは、別のところで

機能を担わせたほうが社会全体として良いだろうと思ったので、是非、事業

の検証をしてもらいたい。 

  （委 員） 

資料３ページの３（４）について、具体的な方法はあるのか。 

   （事務局） 

具体的なことは、県、薬剤師会、病院薬剤師会が考えていくこととなる。 

（委 員） 

がんセンターや抗がん剤を扱う専門病院の場合、抗がん剤等の在庫や、化

学療法の知識の豊富さという理由から、便利さだけではなく、門前薬局と連

携していることがある。かかりつけ薬局となるところが、それらを担い、連

携できないと、患者は適切な調剤、指導が受けられないので、重要なポイン

トだと思う。解決する方法を一緒に検討していきたい。 

  （事務局） 

別途、相談させてもらいたい。 

  （委 員） 

事業を実施した地域で根付いている部分もあるのではないかと感じている。 

  （委 員） 

そういった部分も検証してもらいたいと思う。他に意見があれば、会議終

了後でも意見を寄せてもらいたい。 
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（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（ｐ４から６）、参考資料（ｐ６から３３）により事務局から説明 

 

《質疑》 

（委 員） 

    購入元、発送元は取り締まれないのか。 

  （事務局） 

アンダーグラウンド化しており、中々厳しい。 

  （委 員） 

    インターネットで購入し、３４検体の買い上げという説明があったが、資

料に記載があるのか。 

  （事務局） 

年度トータルで購入した検体が３４検体となり、資料には記載されていな

い。資料５ページの数字は、その中の１回で買い上げた検体数となる。 

  （委 員） 

資料ページ４で、１６物質が指定されたということだが、インターネット

で購入されたものオンリーで、その関連で指定したということなのか。それ

以外に市場で購入できたということで指定されたということなのか。 

  （事務局） 

海外で流行している、海外で規制されているといった文献調査により１６

物質指定した。そのうちの一部には、国内でも購入できるような状態の物質

もあった。 

  （委 員） 

資料４ページと５ページの関連性がわからない。 

（事務局） 

資料４ページと５ページは別のものとなる。資料４ページは、指定薬物に

ついて海外での規制など情報を得たものを指定しているといった内容となる。

資料５ページは、県で買い上げ検査し指定薬物を発見した内容となる。 

（委 員） 

結局、東京都で、どのように作られたかとか、そういったことはわからな

いのか。 

  （事務局） 

発送元の東京都が指導することとなる。 

  （事務局） 
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千葉県が発送元で、通報を受け、捜査することもある。県警と内偵し、捜

査に入る。捕まえられたことは最近ない。過去には、麻薬取締部が強制捜査

して逮捕したケースはある。 

  （委 員） 

今後も知事指定薬物については、継続的に審議が必要かと思う。濫用にな

らず、未然に防げることがベストなので、継続して対応していただきたい。 

 

○薬事監視における措置事案について 

資料（ｐ７から１０）により事務局から説明 

 

《質疑》 

（委 員） 

どういう意図で行ったのか。 

  （事務局） 

本人は違法性を認識していたが、客から頼まれて断り切れず、販売してし

まった。 

  （委 員） 

管理薬剤師が販売したということだが、管理薬剤師への処分は今後行うの

か。 

（事務局） 

通常だと、勤めていれば、管理者変更等の処分もある。薬剤師個人に対す

る処分もあるが、既に退職してしまっていて、行政の調査に限界があったの

で、県警本部に情報提供した。その結果、管理薬剤師の逮捕といった報道が

あったところである。 

（委 員） 

刑事事件として裁かれるのか。薬剤師免許の停止といったことは、その後

になるのか。 

  （事務局） 

一般的に、刑事罰が下れば、国に具申するといったこともある。 

  （委 員） 

言語道断な話なので、厳正な処分をしてもらいたい。 

  （委 員） 

かなり長い年月でかなりの人に販売していたのに、会社は、把握できてい

なかったのか。 

  （事務局） 
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発見できない状況にあった。 

  （委 員） 

薬剤師に何かメリットはあったのか。 

  （事務局） 

県の調査の範囲では、直接的なメリットはなかったと判断している。 

  （委 員） 

処方箋無しで、薬をもらえることは頻繁に起こるのか。また、処方箋無し

で薬をもらえるとすると、健康被害も起きることが考えられるが、そういう

ことは起こらないと考えていいのか。 

（事務局） 

今回のような医療用医薬品を処方箋無しで販売するといったことは、まず

ない。薬剤師の業務の根幹に関わる部分なので、頻繁にあっては困る。処方

箋無しで購入できる医療用医薬品についても購入の際は、医療機関への受診

勧奨し、処方箋をもらうように指導している。 

（事務局） 

医療用医薬品なので、販売されれば、健康被害の可能性は高くなる。その

ため、県も注意しているところである。頻繁にないと言いながら、一昨年、

県内で同様の事案があり、困っている。 

  （委 員） 

個人輸入を手伝う業を介して、インターネットでの個人輸入も抜け道であ

る。 

 

○災害時の医薬品供給について 

資料（ｐ１１）、参考資料（ｐ３４から３６）により事務局から説明 

   

《質疑》 

（委 員） 

１３市と８地域の分類を教えてもらいたい。 

  （事務局） 

東葛等千葉市より東京寄りが１３市、それ以外、印旛、南房総等が８地域

となる。 

  （委 員） 

    道路の寸断等が起きた時のことを想定し、何か考えはあるか。 

  （事務局） 

    訓練は、２７年度からの３か年計画で、全ての市町村と実施した。道路が
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寸断された際等市町村が動けなかった場合のために、県の関係団体、卸協同

組合や医薬品配置協会等と協定を結び、搬送することを考えている。 

  （委 員） 

    道とかが寸断されていれば、運ぶことができないだろう。 

  （事務局） 

    ストックポイントが寸断された内部にあれば、そこから運ぶことになると

思う。道が完全に寸断されてしまえば、自衛隊に頼むこととなる。過去の例

から、３日間あれば物資の供給が回復するので、備蓄薬についても発災後３

日に必要な物を県で保管している。保健所で分散備蓄している意味は、全て

の保健所が孤立化することはないだろうという考えもある。 

 

（３）その他の事項 

（委 員） 

    昨年度、災害時の医薬品備蓄に関して、期限切れのものを全て廃棄してい

るという説明があったが、利活用について、その後の経緯が有ったら教えて

もらいたい。 

（事務局） 

  県立病院で利用可能か模索している段階である。 

（委 員） 

  ジェネリックのように安く販売できるのであれば、そういう活用は可能な

のか。千葉県内でも残薬等廃棄されている医薬品が多い中で、防災用の食品

の活用と同じように、医薬品も薬の購入できない人に渡す等の対応がされる

と無駄にされないかと思う。 

（事務局） 

  医薬品の販売となると、法律上、厳しい。先ほど、例に出した県立病院で

あると販売に当たらず、法律上、受け渡しが可能なので、その方向で検討し

ている。 

（委 員） 

  全国的な問題だと思うので、全国で、どうするかということを考えてもら

いたい。 

（委 員） 

薬というと全ての薬を想像するが、県で備蓄する医薬品は、災害発生時３

日間に使用するもので、緊急時に使う薬が大半で、通常使用する薬でない可

能性が高く、あまり転用できない。災害発生３日後には、血圧の薬等頻繁に

使用する医薬品は、卸業者や薬局で、供給できるように、薬剤師会で検討し
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ている。 

  （委 員） 

我孫子市では、市のほうで、７病院を指定し、ランニング備蓄するように

して、無駄が出ないようにしている。 

（事務局） 

我孫子市や流山市でランニング備蓄していることは承知している。市では、

災害が発生した際、市内での対応するための医薬品を備蓄している。県の１

１，０００人分は、県全体から被災地に運ぶこととなるが、病院では保管、

搬送は受けられないと言われており、病院におけるランニング備蓄は対応困

難であり、県として別途備蓄する必要がある。 

  （委 員） 

    ２つのシステムがあり、お互い助け合っているような状況である。 

  （事務局） 

普段使用するような医薬品はあまりない。 

 
以上で議事を終えた。 
司会者から、後日、不明な点等が生じたら、配付した「千葉県薬事審議会に関す

る意見等」に記入の上、３月１９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県の一斉監視及び覆面モニター調査ともに、必要な情報提供に関する項目の適合

率が低いと思う。 

  また、覆面モニター調査で、「濫用のおそれのある医薬品を複数購入希望時の確

認」の項目の適合率が６１％であり、上がってほしい。 

  

②参考資料５ページについて、指定薬物含有危険ドラッグ発送元への情報提供だけ

でなく、その後の経過等の情報交換がされると良い。 

  

③危険ドラッグが出回る状況に、先行して知事指定薬物の指定が進んでおり効果的

と思う。 

  

④薬局ビジョン推進について、患者が最も活用し易くする策が重要と思うが、薬剤

師の方へ過剰な負荷がかからないような他職種との連携や仕組みをつくっていく

ことが望ましい。ICT の活用や窓口、電話相談の一本化も望ましいと思う。 
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 医療の１割負担、無料化などを含め、必ずしも手厚い福祉になっていない課題も

あるようだ。本当に必要な人へ医療がいきわたることが望まれる。将来、次世代

への負担を多くするようなことは望ましくないと思う。 


