
 

 

 

 

平成２８年度 東京都薬事審議会 会議録 
 

 

 

１ 日 時 

平成２９年１月２４日（火） 開会 午前１０時３０分 

              閉会 午後０時３分 

 

 

２ 場 所 

都庁第一本庁舎北塔４２階 特別会議室Ａ 

 

 

３ 議 事（報告事項） 

（１）健康サポート薬局について 

（２）危険ドラッグ対策について 

（３）医薬品製造販売承認等について 

（４）その他 
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（午前 １０時３０分 開会） 

○早乙女薬務課長 定刻となりましたので、ただいまから平成２８年度東京都薬事審議会を開

催させていただきます。 

  私は、福祉保健局健康安全部薬務課長の早乙女でございます。議事に入りますまでの間、

進行を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  最初に、定足数の確認をさせていただきます。 

  本審議会は、東京都薬事審議会条例第７条により、委員の半数以上の出席によって成立す

ることになっております。本審議会の委員数は２１名、現在の出席者数は１７名で定足数に

達しておりますことをご報告いたします。なお、本審議会は、附属機関等設置運営要綱第６

の規定に基づき、議事録を含め、原則として公開するものとされておりますので、あらかじ

めご了承願います。 

  それでは、お手元の東京都薬事審議会委員名簿をご覧ください。この名簿の順に、本審議

会の委員の皆様をご紹介させていただきます。 

  初めに、小野委員でございます。 

  角田委員におかれましては、本日所用によりご欠席でございます。 

  佐々木委員でございます。 

  村田委員でございます。村田委員には、会長を務めていただいております。 

  渡邊真知子委員でございます。 

  和泉武彦委員でございます。 

  和泉なおみ委員におかれましては、本日ご欠席でございます。 

  川松委員でございます。 

  野上委員でございます。 

  石垣委員でございます。 

  今村委員でございます。 

  太田委員でございます。 

  佐藤委員におかれましては、本日ご欠席です。 

  長福委員におかれましても、本日ご欠席でございます。 

  山本順二委員でございます。 

  渡邉捷英委員でございます。 

  有田委員でございます。 

  小池委員でございます。 

  西澤委員でございます。 

  山本唯子委員でございます。 

  谷茂岡委員でございます。 

  委員のご紹介は以上になります。 

  続きまして、事務局の職員を紹介させていただきます。 

  梶原福祉保健局長でございます。 

  小林健康安全部長でございます。 

  仁科食品医薬品安全担当部長でございます。 

  それから、河野薬事監視担当課長ですが、本日、急な案件で、今、執務室のほうで対応を
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しております。欠席という形になろうかと思います。ご容赦ください。 

  それから、平井麻薬・医薬品安全対策専門課長でございます。 

  改めまして、私、薬務課長の早乙女と申します。よろしくお願いいたします。 

  それでは、事務局を代表いたしまして、梶原福祉保健局長より、ご挨拶を申し上げます。 

○梶原福祉保健局長 改めまして、福祉保健局長の梶原でございます。委員の皆様におかれま

しては、大変お忙しい中、東京都薬事審議会にご出席を賜りましたこと、厚く御礼を申し上

げます。 

  また、日ごろから、都の保健医療福祉行政にご理解、ご協力を賜り、改めて深く感謝を申

し上げます。 

  私ども福祉保健局は、都民の方々が安心して安全に暮らすことができるよう、利用者本位

の福祉、患者中心の医療の実現を目指し、さまざまな施策を展開をしております。薬事衛生

の分野では、今年度もかかりつけ薬剤師・薬局に関する取組、危険ドラッグ対策、医薬品、

医療機器等の品質、有効性、安全性の確保を初めとした多様な事業を実施してまいりまし

た。 

  最近の動きといたしましては、昨年１０月、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能に加

え、国民による主体的な健康の保持、増進を積極的に支援する機能をもった薬局を、健康サ

ポート薬局と位置づけ、公表する制度が始まりました。 

  都は、国、県、市関係団体と連携いたしまして、本制度運用のための体制整備を進め、か

かりつけ薬剤師・薬局にあわせて健康サポート薬局についても、都民への啓発を推進して参

りたいというふうに考えております。 

  また、大きな社会問題となりました危険ドラッグに関しましては、国や警視庁などと連携

し、集中的な取り締まりを行った結果、一昨年夏以降、危険ドラッグの販売店舗はゼロとな

っております。しかし、インターネットやツイッターを利用するなど、販売方法が多様化、

潜在化している現状を踏まえ、ビッグデータ解析を用いて販売実態の把握に努めるととも

に、啓発用ウェブサイトや街頭ビジョンを活用した啓発活動を行うなど、引き続き一層の対

策強化を図っております。 

  また、医薬品の安全に関しましては、一昨年、大手医薬品メーカーが、長年、国の承認と

異なる方法で血液製剤やワクチンを製造していたことが発覚をいたしました。これを受けま

して、都は昨年、独自の取組として、風邪薬や胃腸薬といった都知事承認品目について、製

造方法や試験方法が都の承認と相違がないかどうかの点検を実施いたしました。 

  本日は、これらの薬事行政における都の取組をご報告いたします。皆様の忌憚のないご意

見をお願いし、私の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。 

○早乙女薬務課長 ありがとうございました。 

  大変申しわけありませんが、所用により局長は、これにて退席をさせていただきます。 

（局長退席） 

○早乙女薬務課長 続きまして、お手元の資料の確認をさせていただきます。 

  お手元に、本日の次第、座席表、名簿、それから、この薬事審議会の根拠になります条例

と、それからＡ４横になります配付資料が、冊子で合計６枚のものが配付されていると思い

ますけれども、不足資料ですとか、乱丁落丁はございませんでしょうか。 

  それでは、以降の進行につきましては、村田会長にお願いをいたします。よろしくお願い
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をいたします。 

○村田会長 村田でございます。本日は寒い中、この審議会にご出席いただきまして、本当に

ありがとうございます。 

  私、議事の進行役を仰せつかっておりますので、これから議事の進行を務めてまいります

ので、よろしくご協力のほど、お願いいたします。 

  それでは、早速ですが、お手元の審議会次第、２の議事（報告事項）とありますが、今回

の審議会も報告のみでございますが、よろしく皆さん方からのご意見等を賜って参りたいと

思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 

  それでは、順次、事務局から説明をいただきますが、最初に、次第にありますように

（１）健康サポート薬局についてということで、事務局からご説明をいただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

○平井麻薬・医薬品安全対策専門課長 それでは、河野にかわりまして、私、平井のほうから

ご説明をさせていただきたいと思います。 

  健康サポート薬局につきましては、お手元のＡ４横の資料の１－１から１－３を用いて、

ご説明させていただきます。 

  健康サポート薬局に関しましては、昨年度の東京都薬事審議会におきましても、かかりつ

け薬剤師・薬局の推進という議題の中で、制度の背景や、平成２８年４月から施行される旨

をご報告したところでございます。 

  予定どおり、昨年４月から施行され、具体的な届け出も昨年１０月から開始されまして、

制度が本格的にスタートしましたので、現状を中心にご説明させていただきたいと思いま

す。 

  本題に入ります前に、かかりつけ薬局と健康サポート薬局について、少しふれさせていた

だきたいと思います。 

  健康サポート薬局制度の背景などにつきましては、昨年度の都の審議会においてご説明さ

せていただいておりますので、その詳細は省略させていただきますけれども、平成２５年に

国から示された日本再興戦略の中で、国民の健康寿命の延伸、すなわち国民が健康に暮らせ

る寿命を延ばすための予防ですとか健康管理の推進への取組の一つとしまして、一般用医薬

品の適正使用への助言ですとか、健康に関する相談などのセルフメディケーションの推進の

ために、薬局、薬剤師さんを活用していくという方針が示されました。 

  さらに翌年には、厚生労働省の検討会におきまして、充実した相談体制や設備を有する薬

局を公表していくという制度を、平成２７年に検討するということが発表されまして、これ

が健康サポート薬局の公表制度につながっているところでございます。 

  一方で、医薬分業率が大きく伸びる一方で、患者さんの薬歴を記録し、飲み合わせをチェ

ックするという医薬分業本来の機能が十分に発揮されているのか、患者、国民のためになっ

ているのか、気軽に薬や健康の相談ができるかかりつけ薬局の姿から、かけ離れているので

はないかという声もございまして、健康サポート薬局のあり方に関する検討会で議論がなさ

れたという経緯がございます。 

  このような議論を踏まえまして、平成２７年９月に、健康サポート薬局に関する基準や公

表の仕組みが、報告書として取りまとめられました。そして、その後、１０月には、患者の

ための薬局ビジョン、サブタイトルとして「門前からかかりつけ、そして地域へ」というも
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のが国から公表されまして、ここで薬局の将来像が示されているところでございます。 

  資料１－１についてご説明申し上げます。 

  一番左でございますけれども、病院、診療所などの近隣に薬局が集中する現状では、医薬

分業のメリットを実感しにくいという声がありますので、２０２５年までには、これらの、

いわゆる門前薬局を含めて、全ての薬局をかかりつけ薬局にするということが、方針として

示されております。 

  全ての薬局が服薬情報の一元管理ですとか、２４時間対応・在宅対応、関連機関との連携

といった患者本来のかかりつけ薬局になることが、２０２５年までには求められるというこ

とでございます。 

  さらに、一部の薬局には、このかかりつけ薬局の「かかりつけ機能」のほかに、地域住民

の方々の健康維持・増進を支援する「健康サポート機能」ですとか、抗がん剤などの薬学的

管理を行う「高度薬学管理機能」をあわせ持っていただくという将来像が示されました。 

  この三つの機能のうち、かかりつけ機能と健康サポート機能をあわせ持つ薬局が、健康サ

ポート薬局というふうに位置づけられております。 

  さらに、薬局の建てかえなどを契機に、病院ですとか診療所に隣接する「門前」から「地

域」の中へと移っていき、団塊の世代が８５歳以上となる２０３５年には、日常生活圏内に

おいて、かかりつけ薬局がその機能を発揮していくという、こういう構図を国は描いている

ということでございます。 

  これは、薬局を地域へ誘導するために、国が何か積極的な施策を講じるということではな

く、あくまでもこうなっていくであろうと国が予測しているということでございます。 

  少し前置きが長くなりましたけれども、次に、健康サポート薬局制度の概略について、具

体的にご説明いたします。資料１－２をご覧いただきたいと思います。 

  まず、健康サポート薬局の定義でございますけれども、先ほどご説明申し上げたとおり、

かかりつけ薬局としての基本的な機能を有した上で、さらに国民の主体的な健康の保持・増

進を積極的に支援する機能、これを健康サポート機能と規定しておりまして、この二つの機

能を備えた薬局が、健康サポート薬局ということになります。この健康サポート薬局の要件

は、資料のとおり、かかりつけ薬剤師・薬局としての基本的機能と、健康サポート機能のお

のおのについて、国の告示によって定められております。これらの基準を全て満たした上

で、地元の保健所に届け出て、初めて健康サポート薬局として表示をすることができるとい

う制度でございます。 

  また、健康サポート薬局がどこにあるのか、皆様に情報提供をすることが求められており

ますので、東京都では、資料の右側の③にありますように、「ｔ－薬局いんふぉ」という薬

局機能情報提供システムにおきまして、各薬局から報告された事項を公表しております。 

  なお、この健康サポート機能につきましては、届け出をしていないとやってはいけないと

いうものではございませんので、資料の左下に記載のありますとおり、健康サポート薬局と

しての届け出はしていない、さらに当然表示もしていないけれども、これらの取組を積極的

にやっていらっしゃるという薬局もあるとは思います。 

  続きまして、この健康サポート薬局に対する都の取組について、ご説明させていただきま

す。資料１－３をご覧いただきたいと思います。 

  まず、今年度の取組でございますけれども、この制度が昨年４月施行、準備期間を置いて
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具体的な届け出は昨年１０月からということでございますので、まず、左側、届け出受付前

の事前対応といたしまして、都のホームページに専用のページを開設するとともに、都内の

全薬局、約六千五百件にはがきを送付しまして、制度の周知を図っているところでございま

す。 

  また、届け出に当たりましては、基準に適合しているか否か審査をする必要がございます

ので、保健所によって対応が異なることがないよう、届け出受付、そして監視指導に関する

マニュアルを整備し、都内における統一化を図ってきたところでございます。 

  さらに、関係団体と健康サポート薬局への考え方について意見交換を行い、円滑な導入に

努めております。 

  昨年１０月の届け出受付の開始以降は、実際の手続に則って、特別区等保健所での届け出

を審査、受理するとともに、東京都の「ｔ－薬局いんふぉ」への公表を行ってきておりま

す。 

  制度施行の昨年４月から夏ごろにかけましては、常駐が必須とされております専門研修の

薬剤師さんを育成するための講習会におきまして、受講希望者があふれて会場に入れないと

いった混乱もございましたけれども、実際の届け出は、本年１月１１日現在、都内で１５薬

局と静かなすべり出しとなってございます。 

  この健康サポート薬局制度は、直ちに診療報酬に結びつくものではございません。薬局

が、患者や地域住民の健康を支援していくんだという理念のもと、自主的に取り組んでいた

だく制度でございますので、私どもといたしましても、大切に育てていきたいと考えており

ます。 

  そのような意味では、この制度の信頼性を損なうような事例に対しましては、厳しく対処

していくことも必要だと考えております。まずは、資料の「今後の方針」にございますとお

り、患者や都民の方々に健康サポート薬局とは何か、どういうことをしてくれる薬局なのか

ということを、よく知っていただき、有効に活用していただくことが、とても重要と考えて

おります。 

  これからも、ホームページのみならず、薬局における掲示ですとか健康関連イベントにお

いて、リーフレットを配布するなど、あらゆる機会、媒体を捉えて、啓発を図っていきたい

と思っております。 

  また、健康サポート薬局は、行政が適、不適を判断していくというよりも、本当に患者や

住民の方々のニーズに応えてくれている薬局なのか。そういうことをジャッジするのは患者

や住民の方々でございますので、今後の方向性に関するヒントを持っていらっしゃるのも、

患者や住民の方々だろうと考えております。 

  新たな制度の導入当初は、色々な声が寄せられるとは思いますけれども、都といたしまし

ては、苦情はもとより、こんなことをやってもらって助かったですとか、本当はこういうこ

とをやってもらいたいんだよというようなご提言に対しても、積極的に耳を傾けて、それを

薬局に広く周知して、真の、患者本位の健康サポート薬局に近づけて参りたいと考えており

ます。 

  委員の皆様方におかれましても、今後とも貴重な意見を賜りますよう、お願いしたいと思

います。私からの説明は、以上でございます。 

○村田会長 ありがとうございました。ただいま事務局より、資料１に基づいて、健康サポー
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ト薬局の説明がございました。 

皆様方から、ご意見、ご質問等をいただきたいと思いますが、発言される方は、発言の前

に挙手をお願いいたします。私がご指名しましたら、その後、お手元のマイクのボタンを押

してご発言をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  それでは、ご発言のある方。山本唯子委員、どうぞ。 

○山本（唯）委員 山本唯子でございます。資料の１－３の「ｔ－薬局いんふぉ」という説明

が、ちょっとされなかったのではないかと思うのですが。 

○平井麻薬・医薬品安全対策専門課長 「ｔ－薬局いんふぉ」でございますか。 

○山本（唯）委員 はい。その説明はありましたか。 

○平井麻薬・医薬品安全対策専門課長 簡単に、ここで健康サポート薬局の名称とかが、一応

公表されるという、本当に簡単にだけしか説明いたしませんでしたので、ちょっと詳しく、

改めてご説明させていただきたいと思います。 

  この「ｔ－薬局いんふぉ」というのは、患者、都民の方々が薬局を探すのに使うツールで

ございまして、例えば、自分の住んでいるまち、例えば駅、この辺に薬局がないかなと探し

たいというときに使える、ホームページ上のシステムでございます。 

  従来から、このシステムはございまして、薬局さんの名称、所在地ですとか、どういうサ

ービスを提供しているかというのが、一応情報提供はされていましたけれども、健康サポー

ト薬局が、今、都内に何軒あるですとか、どこの薬局さんが健康サポート薬局ですよという

情報提供は、昨年の１０月から情報提供を開始いたしましたので、そのことを、先ほど本当

に一言だけご説明させていただいたものでございます。 

○山本（唯）委員 私、どうして手を挙げたかと言いますと、多分、そこまではわかっていた

と思うんですが、検索するときにパソコンなりスマホに「ｔ－薬局いんふぉ」と打ち込むわ

けですか。 

○平井麻薬・医薬品安全対策専門課長 検索するとき、具体的には、まず、この資料の「ｔ－

薬局いんふぉ」の「ｔ」の下の下に、ちょっと太枠で囲まれている「Ｗｈａｔ’ｓ Ｎｅ

ｗ！」というものがあるかと思うんですけれども。 

○山本（唯）委員 どこに。 

○平井麻薬・医薬品安全対策専門課長 ここです。 

○山本（唯）委員 はい。 

○平井麻薬・医薬品安全対策専門課長 ここで「東京都内の健康サポート薬局について」とい

う文字がございまして、そこをクリックしますと、今現在の都内の健康サポート薬局の一覧

が表示されます。 

○山本（唯）委員 もし、「ｔ－薬局いんふぉ」と打ち込んでいくことがあるとすると、「ふ

ぉ」というものなどが、とても打ち込みにくいというか、何と言うんでしょうか。きちん

と。「いん」は大丈夫ですよね。「ふぉ」というのが。 

○事務局（阿部朋） すみません。それでは、私のほうからご説明をさせていただきます。薬

務課の事業連携担当をしております阿部でございます。よろしくお願いいたします。 

  今、委員からご質問のございました、「ｔ－薬局いんふぉ」の検索ということなんです

が、検索システム、ヤフーでもグーグルでも何でもいいんですけれども、実はこの「ｔ－薬

局いんふぉ」というのは、東京都では「ひまわり」という医療機関検索サービスがございま
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して、実は、その「ひまわり」をスクロールしていくと、下に「ｔ－薬局いんふぉ」という

のが出てまいります。 

  ですから、検索する場合は、例えば「ひまわり」とか、それから「ひまわり 東京都」と

いうことで打っていただくと、一番上に東京都の医療機関情報サービス「ひまわり」という

のが出てきますので、そこをクリックをしていただくと「ひまわり」のホームページに飛び

まして、そこをスクロールしていただくと、下のほうに「ｔ－薬局いんふぉ」と書いたペー

ジが出てまいります。 

  そこに行きますと、今、資料１－３にございますとおり、例えば薬局を探すということ

で、近くの薬局を探すですとか、色々な条件で薬局を探すというところが出てまいりますの

で、そこをクリックしていただいて、例えば近くの薬局を探すということで住所をクリック

していただくと、その近くの薬局の一覧が掲載されるという仕組みになっております。健康

サポート薬局制度が昨年１０月からスタートいたしましたので、東京都では、現在の健康サ

ポート薬局の数を、お知らせのところに掲載をさせていただいているという状況でございま

す。よろしいでしょうか。 

○山本（唯）委員 ご丁寧に説明をして頂いたのですが、言いたかったことは、私なども歳を

取ってくると、滑舌が悪くなると感じております。そのような時に「いんふぉ」などの言葉

を人に伝えたり、また誰かから聞いたとしても、「ふぉ」の部分が伝わり難いのではと思い

ました。“薬局”に関しますと、一般的には高齢の方の利用が多いと思われますので、それ

であれば、はっきり伝わるような名称が好ましいのではと思ったのです。色々、立派な計画

であっても最初の一言がうまく伝わらなければ、と思って発言しました。ありがとうござい

ました。 

○早乙女薬務課長 ご意見、ありがとうございます。いろんな方に易しい名称を使ってくださ

いというお話ですよね。この「ｔ－薬局いんふぉ」に限らず、そういったところを、今後、

我々が名称を考えるときには、山本委員のご発言も頭に入れながら、考えていきたいと思い

ます。ありがとうございます。 

○村田会長 よろしいですか。ちょっとお待ちください。 

  表現については、色々あると思いますので、また、これからも事務局で検討していただい

て、本当にわかりやすく、皆様方によく伝わるように表現をしていただきたいと思いますの

で。どうもありがとうございました。 

  それでは、西澤委員、どうぞ。 

○西澤委員 私、東京都地域消費者団体連絡会で、昨年の１０月でしたか、情報展というもの

を行いまして、その中のテーマの一つに、石垣先生にもお世話になりまして、東京都薬剤師

会の先生をお呼びして、このかかりつけ薬局と健康サポート薬局の違いをお勉強させていた

だいたんですね。 

  それで、その時の統計じゃなくて、私は目黒区の消費者友の会にも入っておりますので、

目黒区の消費生活展でも同じようなことを発表いたしました。そしてその時に、東京都で展

示いたしましたときには、何か、健康な方と病気をしていらっしゃる方と、意見が、もう全

然分かれていたんですね。 

  それで、それを踏まえまして、目黒区のときには、シール張りアンケートというのをいた

しまして、シールでそんなにたくさんアンケートはできませんから、まず、お薬手帳を知っ
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ていますかということと、お薬手帳を持っていますか、それから、薬局に処方箋とお薬手帳

を持って行って役に立ちましたかと。それから、２０１６年から診療報酬が改正されて、お

薬手帳持参が義務づけられたことを知っていますかという、四つの問題にシールを貼ってい

ただきました。 

  そうしましたら、知っているという方は、目黒区では、ちょうど私たちが情報展をする前

の目黒区の区報で、そのかかりつけ薬局とお薬手帳というのを特集に組んでいましたので、

知っている方は、もう１００％でした。ただ、お薬手帳を持っていますかというところで、

この差が出てくるんですね。持っているというのは９２％で、持っていないという方が

６％、必要ないという方が２％いらっしゃいました。やっぱり、健康な方には、余りこれは

興味というか、必要なく感じるだろうと思います。 

  処方箋とお薬手帳を持っていって役に立ちましたかというのが、役に立ったというのが７

５％で、それで、７５％のうち何で役に立ったかというと、やっぱり薬のダブル処方です

か。それをチェックしていただいたことと、それから、頼んだ薬と処方箋が出てきていたの

と違っていたもので、それを病院のほうに確かめていただいたということなんかで、とても

役に立ったということがありました。 

  その後反面、役に立たないというのは、お薬手帳を持っていっても、その後で、私、これ

から申し上げることなんですが、経費の問題、患者負担の問題がございますね。患者負担の

問題は、ほとんどの人は知りません。ですから、そのことについては、役に立たなかった。

なくても関係ないんじゃないかということでございました。 

  それで、診療報酬が変わったことを知っていますかということは、もう、知っているとい

う方と知らなかったという人が、ほとんど半々でございましたね。ですから、診療報酬が変

わって、かかりつけ薬局へ手帳を持っていって、やはり患者負担の費用を払って、その費用

の差が、持っていくのと持っていかないのとの差に出てくるということまで知っている人

は、もう、ほとんどおりませんので、やはり、今もそうですし、この間の薬事審議会でもそ

うですが、かかりつけ薬局を推奨して、それがまず健康サポート薬局にもっていこうという

説明は、いつでも同じことを伺います。ただし、患者負担がこうなりますよ。診療報酬が変

わって、患者負担はこうなりますよ。かかりつけ薬局を決めて、かかりつけ薬局へ持ってい

ったときには、手帳を持っていくといつも持っていけば、１カ月に一遍ずつ、３カ月に一遍

ずつ持っていけば、何点ですが、それが３カ月、６カ月離れてしまいますと、また同じにな

って、初期と同じ値段が取られます。それで、それを健康サポート薬局に持っていくと、も

っと患者負担が増えるんですね。そういうところの告知というんでしょうか、お知らせが、

全然できていないと思うんです。 

ですから、ただただこういう方式がいいですよと押しつけるんじゃなくて、こういう方式

でこういうメリットがありますけれども、患者としてはこういう負担のデメリットもついて

きますよという、両方を知らせていただかないと、これは普及しないんだと思いますね。 

  ということは、患者がかかりつけ薬局を決めるわけですから、主体は患者なんです。です

から、このアンケートとは別に、前にしたときのアンケートでは、どうして病院で院内処方

がしてもらえなくなったのかということが、自由意見に随分出てきておりますので、患者と

しては、何か具合が悪いときに行って、その病院で診ていただいた方に薬をいただいて、そ

れで帰ってくるほうが楽なんですね。それを、また院外処方箋を持って薬局に行って、薬局
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でお薬をもらうというのは、すごくしんどい時がある訳なので、そういう点もちょっと考慮

して、何か良い方法がないかなと思っておりますけれども、よろしくお願いいたします。 

○村田会長 はい。ありがとうございました。 

  何か、事務局からありますか。 

○早乙女薬務課長 患者の負担も、きっちり説明をしてくださいというお話を、今いただきま

して、主体になるのは患者さんだという非常に貴重なお言葉をいただきましたので、私ども

事務局としましても、今いただいたお声を受けとめて考えていきたいと思っております。 

  薬剤師会さんから何かお話しいただけると。 

○村田会長 石垣委員、どうぞ。 

○石垣委員 西澤委員、その節はお世話になりました。どうもありがとうございます。また、

ご発言ありがとうございます。 

  私、一番大事だと思うのは、今日の資料の説明も伺っていて、資料１－３の下のほうにあ

ります今後の方針のところで、かかりつけ薬局、あるいは健康サポート薬局について、都民

に周知、理解と活用を促す。この周知と活用、理解を促すというところが一番大事だと思っ

ております。 

  絵に描いた餅であってはいけませんし、今、西澤委員のお話を伺っていますと、健康サポ

ート薬局に行くと負担が増えるというお言葉が少しありましたけど、これは、負担が増える

ことは健康サポート薬局ではありませんので、その辺の周知も、まだきちんとできていない

のかなと思います。 

  逆に、私の方から都の皆さんに、ここの部分でお伺いしたいんですけど、先ほど少しご発

言がありましたが、都民に周知する方法として、具体的にもう少し何かお考えがあるかどう

かということを、逆にお伺いしたいかなと思っております。 

○早乙女薬務課長 今のところ、私どもとしては、リーフレットをつくったりですとか、ホー

ムページにいろんなことを出したりとか、その内容につきましては、今、ご意見もいただい

ておりますので、薬剤師会さんともご相談をしながらとは思っているところです。我々行政

としましても、これが非常に広報媒体として伝わるんだというのが、非常に迷わしいという

ところもあります。ご高齢の、ある程度年齢のいった方に伝えるにはどうしたらいいかと

か、若い方に伝えるにはどうしたらいいかとか、いろんな考え方とか選択肢もありますの

で、いろんな機会を捉えながら、薬剤師会さんを初め、色んなところに、ご相談をさせてい

ただきながら進めていきたいと思っているところでございます。 

○村田会長 石垣委員、どうぞ。 

○石垣委員 ありがとうございます。一つ、この場ですので提案をさせていただきたいんです

けれども、先ほど、目黒区のお話が出ましたけれども、実は、目黒区で去年の秋、目黒の区

報を利用してかかりつけ薬局に関する周知を図る特集を組んでいただいております。これ

は、目黒区のレベルでお話があって実行されたことなんですけれど、なかなか難しいかもし

れませんが、広報東京都という、月１で出ているものがありますよね。例えばそういうとこ

ろで、できる範囲で特集を組んでいただくとか、なるべく都民の目に触れるようにお願いし

たいと思います。ホームページは、やはりまだまだ難しい部分が多いと思います。 

  それを感じますのは、もう、今から十数年前になると思いますけれど、かかりつけ薬局指

針というのが、東京都と我々も少し絡ませていただいてできております。そこでは、薬局を
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身近な存在、信頼できる存在、やさしい存在という形で、それぞれの中身を詳しく精査した

ものが示されております。私自身は、とてもすばらしいものができていたのかなとは思うん

ですが、これは今でもホームページ、福祉保健局のホームページのほうから、かかりつけで

検索すると出てくるかもしれないですね。それが埋もれた状態で、きちんと広報をされてい

なかったとは申しませんが、きちんと機能したかというと、少し、はてなというところがあ

るのかなと思います。 

  とてもいいものだっただけに、非常にもったいないなと感じていますので、そのようなこ

とが、また、ないように、先ほどから言っていただいていますように、かかりつけ薬局、あ

るいは健康サポート薬局に関しましては、制度として私たちが前から求めていたものと、方

向性を一にするものでございますので、いい形で進めていきたいと思いますので、ぜひ、そ

このところもご検討をよろしくお願いします。 

○早乙女薬務課長 石垣会長、貴重なご意見をありがとうございました。 

  正直、東京都広報というのは、限られた紙面でございますので、我々がいろんなものを申

し込んでも、結構落選してしまうことがあるんですけれども、ご意見をいただきましたので

チャレンジをしてみたいと思います。 

  それから、今、目黒区さんの区の広報というお話もいただきましたので、目黒区さん以外

の区でも、そういった取組をしていただけないかという、区の広報とか市の広報って、さら

に身近ですので、一つそういったところで我々が何か工夫できないかというところも、考え

ていきたいと思います。ありがとうございました。 

○村田会長 よろしゅうございますか。 

  では、谷茂岡委員、どうぞ。 

○谷茂岡委員 今のお話のように、まだまだ私たち消費者の、区民のほうは、健康サポート薬

局という意味が、よく浸透しておりませんので、やはりここに書いてあるように、各保健所

に届け出ているようですね。そうしたらば、身近であれば、やはりホームページを開けられ

ない人もいますので、自分のところの保健所に行けばわかるんだろうかと。保健所から、な

るべく知らせていただくように周知をしていただくと、ありがたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

○村田会長 はい。貴重なご意見、ありがとうございました。 

  そのほか。ちょっとお待ちください。 

  では、小池委員、どうぞ。 

○小池委員 二つほど、意見を言わせてもらいます。私の所属する東京保健生協では、地域で

病院とか診療所とか介護関係の事業をやっているんですが、薬局の方々には、色々在宅を含

めてご協力をいただいて、地域の患者や利用者の方々に役立ってきているわけです。 

  この健康サポート薬局というのは、私の考えでは、これまでも進めてきたかかりつけ薬局

を、もう一歩進めて、地域医療の中で薬局が役割をもっと発揮しようという中身だと思うの

で、基本趣旨は非常に賛成なんですが、若干気になるのは、２４時間対応ですね。ご存じだ

と思いますが、病院、診療所の場合は、２４時間対応をやっているのは大きな病院だけです

し、それから、休日の診療なんかは、開業医さんが輪番でやって対応していらっしゃるわけ

ですね。 

  薬局だけが、この２４時間対応というのを、健康サポート薬局の機能の一つに位置づけた
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場合には、非常に規模の大きなところじゃないと、対応できないんじゃないだろうかと思い

ます。だから、例えばヨーロッパの場合、以前、フランスに行ったことがあるんですが、小

さい薬局がいっぱいあって、輪番みたいにして２４時間対応しているわけですね。経済効率

とか、薬剤師も６年制で確保が大変な中では、薬剤師が大勢いないとできないというような

スタイルが、どんなものかなと。もう少し効率よく、機能分化をするような考えができない

かと思います。 

  もう一つは、私どもの所属するところの大泉生協病院と橋場診療所では、無料定額診療事

業というのをやっているんですね。生活保護は受けていないんだけれども、お金に困ってい

る方が医療を受けられないというときに、自己負担分の一部や全額を免除したりする制度な

んですね。これは、東京都の認可を受けてやっているんですが、この制度というのが、すご

く古くできたもので、分業の概念がないんですね。だから、処方箋を発行して薬局に持って

いくと、薬局では一部負担が取られてしまうわけなんです。仕方がないので、主には病院の

ほうで、なれない院内調剤をやっています。旭川市など幾つかの市では、薬局の一部負担の

部分に助成制度を設けて、この無料定額診療事業の趣旨が生かされるような対応をしている

ということなんですね。 

  例えばこういう健康サポート薬局のような、薬局機能の発展を考えるときに、東京都で一

部負担金を助成するようなことは考えられないのかどうかお聞きしたいと思います。 

○村田会長 ありがとうございました。 

  事務局、何か。 

○早乙女薬務課長 ご意見ありがとうございます。一つ目の２４時間対応につきましては、国

のほうも考え方を示しておりまして、必ずしも一つの薬局ではなくて、幾つか複数の薬局で

うまく、輪番という言い方をしていいんですかね。 

○村田会長 では、石垣委員、どうぞ。 

○石垣委員 すみません。補足の形になりますが、まず、一つ目のほうですが、その２４時間

対応、これは決して２４時間開けていなさいということではありません。２４時間対応でき

る体制をつくりなさいということですので、具体的に申し上げますと、その薬局のその日の

責任者が携帯電話を２４時間オンにしておいて、一日の業務が終わったときにオンにして、

朝、業務が始まるときにオフにするというような形で、実際に行うこと、もう既に行われて

いるところが多いと思います。 

  ちなみに、私の薬局でも、もう１０年ほど前から、こういうものが示される前から、相談

を受ける体制は必要だということで、担当者が携帯電話を毎日、今申しましたような形で利

用していますが、対応としては、それで十分かどうかは別にしまして、かなりの部分が対応

できるのではないかなと思っております。 

  ですから、ご心配いただいたように、大手じゃなければできないということは絶対にない

です。我々、中小、小ですね。中ではなくて。小のところでも対応できる形をとれると思っ

ております。 

○村田会長 はい。ありがとうございました。 

  事務局、何か。 

○早乙女薬務課長 ありがとうございます。石垣会長。 

  それから、二つ目のご質問の、無料定額診療制度なんですけれども、すみません。その辺
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は、事務局のほうでも勉強不足なところがありますので、改めて内容などを確認させていた

だくという形で、ちょっと今回は明確なご回答を差し上げられないということでご了解いた

だければと思いますが。 

○村田会長 小池委員、よろしゅうございますか。 

  それでは、有田委員、どうぞ。 

○有田委員 すみません。簡単に二つ。 

  一つは、西澤委員がおっしゃったような制度の周知徹底が足りないということです。お薬

手帳を持っていけば３割負担の人は、大体４０円くらい安くなるという事が知られていませ

ん。私は、薬局でお薬を受け取るときに薬剤師さんに質問する形でお薬手帳を持参するメリ

ットを質問して、持参すれば安くなるという事を聞く事でそこにいる他の方にも知っていた

だくようにしています。それが一つです。広報が足りないと考えています。 

それからもう一つは、質問です。静かな滑り出しという事で、今年の１月１１日、１５施

設という事ですが、あと８年かけて、どのようなスケジュール感をもって、これを広げてい

くのかという事について、現在考えられていることがあれば教えていただきたいと思いま

す。 

○村田会長 どうぞ。事務局。 

○早乙女薬務課長 一つ目のご質問につきましては、やはりいろんな機会、媒体を捉まえて、

適切なアナウンスを、またこれからも粘り強くしていくしかないかなというふうに思ってお

りますので、そこのところは、また薬剤師会さんなんかとも相談しながら、進めていきたい

と考えております。 

  それから二つ目のご質問なんですけれども、この健康サポート薬局につきましては、国も

今、これから将来に向けてのビジョンをつくろうということで話し合いが持たれていますの

で、そういったところの推移を見守りながら、私たち東京都も対応をしていきたいと考えて

おります。 

○村田会長 有田委員、よろしゅうございますか。 

  そのほかに。野上委員、どうぞ。 

○野上委員 １点目の質問は、先ほど、有田委員と同じでスケジュール感、６，５００施設に

対して、今、静かな滑り出しで１５施設ということなので、最終的な目標としては、全部の

施設が健康サポート薬局になっていただきたいということでよろしいんでしょうかというこ

とが一つと、それから、診療報酬の加点がないということなので、例えば自分の薬局が健康

サポート薬局になりましたというときに、看板等の補助とかあるのかどうかを、お聞きした

いと思っています。 

○村田会長 事務局。 

○早乙女薬務課長 事務局から、ご回答させていただきます。 

  １点目のご質問ですけれども、先ほどご回答させていただきましたけれども、今、国のほ

うで、こういったスケジュール感を考えているところです。それで、実は私もそこの委員な

ので、まだ、ちょうど本当になかなか議論が途中な感じなんですね。国としては、考えの中

で、全ての薬局に求めるのか、それともある程度の、例えば中学校区に一つみたいな感じで

やっていくのかというところも含めて、今、具体的に話し合いが持たれているところです。 

  こういう場で私見を述べてしまうのはどうかとは思いつつ、ちょっと私の私見を述べさせ
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ていただくと、多分、これは地域によっても違ってくるのかなと。東京みたいな大都市圏

と、ある程度、山間部で薬局の数が少ないようなところでも、健康サポート薬局の果たす役

目も変わってくると思いますし、どれぐらいの件数が必要になってくるかなというのも変わ

ってくると思いますので、その辺は、私も国のそういった委員として発言をして、いずれに

しても最終的には患者さんのためになるような制度に育てていきたいと考えております。 

  それから二つ目の看板なんですけれども、すみません。私は、事務局としては今のとこ

ろ、そういった補助の制度は存じ上げないんですが、どなたか、そういうのをご存じな方、

いらっしゃいますでしょうか。 

○村田会長 何かありますか。石垣委員、では、どうぞ。 

○石垣委員 看板に関しましては、現状では、そういう補助とかいうのはないと思います。例

えばマークとかも、こういうものを出さなきゃいけないという決まりもありませんし。た

だ、日本薬剤師会とか関連団体では、その団体でつくったマークを自由に使えるというよう

なことは始まっておりますが、その補助的なものは、ないかなと思います。 

  それと、一つ戻りまして、数の目標とかの問題なんですけれども、数をかけるものではな

くて、我々としては、実は東京都薬剤師会としては、いつ、例えば何年までに何件を目指す

とか、そういう目標は、特に数字的には立てておりません。健康サポート薬局自体、その基

準を満たすこと自体が目的ではなくて、先ほども説明がありましたように、地域住民の方の

健康意識を高めて健康寿命の延伸に貢献するというような大きな目的がありますので、その

目的にかなった内容に到達するべく努力することが、とても大事だと思っております。 

  じゃあ、先ほどもちょっとお話がありましたように、点数がつかないじゃないかというこ

とですけど、我々は会員に対しては、点数がつくことが目的ではもちろんなくて、何がメリ

ットかと、よく言われるんですが、そういうような形で、地域の中で健康ステーションとし

て存在することによって、選ばれる薬局になるというところが最大のメリットであるという

ふうな説明をしております。 

○村田会長 よろしゅうございますか。 

  ありがとうございました。 

  そのほかに。渡邉捷英委員、どうぞ。 

○渡邉（捷）委員 渡邉と申します。健康サポート薬局は、大変すばらしいことだなと思いま

すけれども、施設が６，５００ですか。この中で１５施設が、今、実際に届け出してある

と。これは、先ほどもお話があったんですけれども、大体何％ぐらいをめどにしているんで

しょうか。 

  それともう一つ、かかりつけサポート薬局というのは、多分、２４時間対応が基本的にそ

こにあるんじゃないかなと思いますけど。ということは、ドクターのほうも、医院のほう

も、ある程度、２４時間対応でやっているのかなという気は。そして、その中で、医薬品の

供給はかかりつけ薬局、それをネットで調べて、お近くにあるかどうかが大変問題なのかな

と思いますね。１５施設じゃあ、ちょっと足りないような気もしますし、やっぱり区に、最

低でも歩いて１０分ぐらいで行けるようなところに１件ぐらいの数がないと、これは、その

要望を満たせないんじゃないかという気がします。 

  それがちょっと心配なのと、それから、２４時間体制でやりますと、私も今、病院に４カ

所ぐらい通っているんですけど、薬局はみんな違います。お薬をいただく。それで、その中
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でかかりつけ薬局をどこにしようかなというような不安はとてもありますし、今のところ決

めていないで、いつも行っているところでいただいているんですけれども。そこで、先生た

ちとも話をすると、将来、健康サポート薬局、２４時間体制でやれるのかどうかと聞きます

と、いい返事はもらえません。なぜかというと、従業員より薬剤師の方々は、大概は女性が

多いんです。恐らく全員女性の薬局も多いんです。その中で、夜中に来る患者さん、消費

者、意外とクレーマーの方が多いんですよ。総じてクレーマーというのは、その区域、区域

で、もう保健所はかなりつかんでいまして、薬局も、大体そのクレーマーというのは、もう

絶対電話で、大体こんな方がクレーマーだよということも知っていて、そういうものにも対

応をしているんですけれども、ただ、そういうクレーマーが保健所に電話したときには、多

分、調剤薬局の管理者は呼ばれると思うんです。それが非常に、やっぱり始末書的な一筆を

書かされるらしいようなことも聞いています。 

  これはちょっと大変だなと。あるいは、また女性だけの薬局は、怖いなという気持ちもし

ますよね。その辺の、危害を加えられるとか、ちょっと変わった人が見えますと。その辺の

対応もできていないというようなことは聞きます。 

  その辺のことを、今後、大変問題になるんじゃないかなと。どう対応していったらいいの

かという話も聞きますね。それは、ちょっと僕、今、大変だなと思っているところと、先ほ

ど申し上げました、健康サポート薬局の数が足りないんじゃないかと。もっともっと、僕

は、最初は、半分くらいの数になるのかなというふうに感じていたんですけど、これはちょ

っと少な過ぎるかなという気がしますね。ネットで探すにも、ちょっと大変かなという気は

します。 

  その辺の方針を、ちょっと聞きたいなという気がします。 

○村田会長 事務局、どうぞ。 

○早乙女薬務課長 ご意見、ありがとうございます。 

  健康サポート薬局は、確かに今、届け出が１５件というところのスタートなんですけれど

も、先ほどもお話をいたしましたように、国としても、それから我々都としても、無理くり

どんどん届け出を出させて、実は中身が余りないよという薬局さんが、健康サポート薬局と

いうのを名乗っていては困りますので、ゆっくり育てながら、きっちりその条件を満たした

薬局さんに届け出を出していただくという形で考えております。 

  ただ、これも繰り返しになりますけれども、将来的に何％くらいが望ましいかというの

は、今、まさに議論をしているところでございますので、そういった議論を、少し推移を見

守っていただければと考えております。 

  それから、防犯のお話につきましては、ご意見として承りますというところでよろしいで

しょうか。 

○村田会長 ありがとうございました。 

  ほかに。どうぞ、川松委員。 

○川松委員 今までのお話を伺っていて、１点、要望というか考え方なんですけれども、今、

薬局を利用される方が、じゃあ、どうやって、いい薬局を選ばれているかといえば、今日

の、この今の１時間ぐらいの会議をしていても、これだけさまざまな意見が出るということ

は、この審議会のメンバーでこれだけ意見が出るということは、一般の方からすると、余り

考えないで薬局を選ばれている方が、例えば、先ほど渡邉先生からもあったように近くにあ
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るとか、インターネットで調べてみたら、こういうところがあったとか、多分、そういう感

覚の方が多いと思うんですね。 

  その中で、先ほど、石垣先生からもありましたけれども、点数ではなくて、選ばれる薬局

を目指していこうという先生たちのような考え方もあれば、点数が大事だという考えの方も

いらっしゃるかと思います。 

  ですから、やはり特に東京なら東京の事情で言えば、流入人口が多いわけですから、新し

く入ってこられた方たちに、どういうふうに薬局を選ぶ基準を示してあげるか。健康サポー

ト薬局とはこういうものなんだということを、もっと、確かに広報媒体をどう活用するかと

いう、すごい大きな課題はあるんですが、いろんな角度から考えていただいて、結局、この

目指す姿というのは、地域の健康、福祉増進につながっていく地域の反映の拠点をそこにつ

くっていくということで、薬局の皆さん方のお力をかりようという制度ですので、ぜひ、点

数ではなくて、しっかりとやっていこうという先生方たちをサポートするように、一般の人

たちをうまく巻き込んでいくような、我々も含めてですけれども、じっくりとという、今、

事務局からの話もありましたが、もう、制度をやると決めて進んでいる以上、しっかりと取

り組んでいかなきゃいけないのかなと、みずからの戒めも含めて思っていることと、それか

ら、その「ｔ－薬局いんふぉ」、最初にお話がありましたけれども、ここを使って薬局を選

んでくださいよというのは、すごく建前上はいいと思うんですが、ここまでにたどり着かな

いので、ここに呼び込むために、どういうふうに、例えばネット上でも戦略を展開していく

のかということを、これも時間がかかると思いますけれども、ぜひ、地域の健康のために、

皆さんと一緒に考えさせていただきたいということで、１点、要望させていただきます。 

○村田会長 ありがとうございました。 

  ちょっと時間の都合がありますので、健康サポート薬局に対するご質疑等は、ここで終わ

りにしたいと思いますが、やはり、情報提供というのは非常に難しいと思うんですね。

色々、特にネット社会になって、情報提供が非常に幅広くなった割には、やっぱりそれを見

る方というのは限られてしまうというようなことがあったり、よく行政などでも、何か情報

提供をしているかというと、ホームページをつくって、そこに出していますと、こういう返

事がよくあるんですけれども、ホームページを見る人だって、非常に限られちゃうんです

ね、本当を言うとね。 

  ですから、きめ細かな情報提供。また、それをわかりやすく、いかに提供するかというこ

とをよく検討していただきたいなと、こう思います。 

  特に、この薬局関係も、新しい薬局という形が出てきたりしますけれども、なかなか違い

がわからなくなってくるとか、どういう利用をしていいかというのが、やっぱり住民の

方々、実際、使う立場になって、どういう情報が欲しいか、あるいはどういう情報を流した

らいいかと検討していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  報告事項の二つ目の、（２）危険ドラッグ対策についてということで、説明をしていただ

きたいと思います。 

  資料２ですね。よろしくお願いします。 

○平井麻薬・医薬品安全対策専門課長 引き続き、平井からご説明させていただきます。 

  東京都の危険ドラッグ対策についてご説明をいたしますので、資料２をご覧いただきたい

と思います。 
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  最初に左側の危険ドラッグの現状について、ご報告いたします。都内の危険ドラッグ販売

店舗数でございますけれども、平成２６年に死亡事故等が多発し、警視庁、厚生労働省と協

力して徹底的な取り締まりを実施した結果、平成２７年７月には、ついに０軒とすることが

でき、現在に至っているところでございます。 

  後ほどご報告いたしますけれども実店舗がなくなったからといって危険ドラッグが消滅し

たわけではなく、残念ながらインターネットを介した販売等が、現在も行われているところ

でございます。 

  その下になりますけれども、警察庁の発表によりますと、平成２７年の全国での検挙者数

は１，１９６人。平成２８年上半期では４７３人が検挙されております。この人数の中に

は、輸入者や販売者といった供給側と、需要側である乱用者の両方が含まれています。平成

２７年の検挙者１，１９６人のうち、乱用者は９６６人でございますけれども、その約３

５％がインターネットから入手していました。 

  平成２７年には、まだ実店舗が存在していましたので、街頭店舗での購入者も、約２７％

いるということになっております。実店舗がなくなりましたので、今後は街頭店舗での購入

による検挙者は、減っていくと予想しております。 

  一番下では、最近のトピックス的なものをご紹介しておりますけれども、昨年の１月から

２月にかけまして、アナウンサーですとか自衛官ら複数人が、指定薬物「ラッシュ」を製造

所持したとして摘発されました。彼らに原料を販売していた男も、後日逮捕されました。こ

の男が販売していたのは、七種類の液体・粉末からなるセットで、マニュアルに従って混合

すると、指定薬物であるラッシュが製造できるというものでございました。この七種類の薬

物は、単独では指定薬物には該当しませんので、所持や販売は不可ではありません。医薬品

医療機器等法の規制の網をかいくぐろうとしたものでございますけれども、厚生労働省麻薬

取締部が、幇助の疑いで逮捕したということが報道されました。 

  また、ガス状の危険ドラッグも出現しました。自転車用タイヤの充填用携帯ボンベとして

販売されていましたけれども、実際にはガスボンベにゴム風船を接続して風船を膨らませ、

その風船からガスを吸って乱用されていました。成分的には、昔から医薬品として全身麻酔

などに使われている亜酸化窒素、別名笑気ガスというものですけれども、乱用目的での販売

は認められませんので、昨年２月に指定薬物と指定されました。もちろん、医療用に亜酸化

窒素ガスを販売等をすることは、現在も可能でございます。 

  続きまして、右側の、「これまでの都の対策」について、ご報告させていただきます。本

都の危険ドラッグ対策には、三つの柱がございます。枠囲みで記載しております、規制、監

視指導、普及啓発の三本柱でございます。規制と監視指導により、危険ドラッグの供給を断

ち、普及啓発により需要をなくすという考え方でございます。 

  なお、規制及び監視指導の根拠法令としましては、東京都薬物の濫用防止に関する条例、

医薬品医療機器等法、麻薬及び向精神薬取締法などでございますけれども、これらの法令に

つきましては、前回の審議会以降、危険ドラッグに関する条文改正はございません。 

  一本目の柱であります規制につきましては、都条例に基づき、知事指定薬物を指定してお

ります。都では、平成１７年から現在までに、合計１０９物質を知事指定薬物として指定し

てきました。平成２５年度以降は、海外において流行し始めている新規物質についても、い

ち早く指定し、国内流通の未然防止を積極的に行ってまいりました。 
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  この１０９物質につきましては、既に麻薬及び向精神薬取締法に基づく麻薬、または医薬

品医療機器等法に基づく指定薬物に指定されております。法律で規制されますと、知事指定

薬物は失効いたしますので、現時点での知事指定薬物はゼロでございます。 

  二本目の柱でございます監視指導につきましては、危険ドラッグの流通実態を調査し、必

要に応じて現物を入手し、成分分析等を実施してまいりました。危険ドラッグに関する売買

情報につきましては、インターネット上でやりとりされていることが多いため、ビッグデー

タ解析の手法を取り入れて、流行製品及びその販売店舗の情報を収集してきたところでござ

います。 

  また、新規薬物にかかる情報収集のため、海外における乱用動向の把握に努めたり、店舗

やインターネット販売サイトから現品を入手し、健康安全研究センターにおいて試験検査を

行って、内容成分の特定などを行ってまいりました。昨年度は、試売品から発見した１４の

未規制薬物について、知事指定薬物として指定したところでございます。 

  三本目の柱でございます普及啓発につきましては、複数の手法を導入してまいりました。

昨年度と今年度の二年間は、若者に人気のアニメーション「進撃の巨人」とコラボレーショ

ンした動画及びポスターを作製し、特に若者が集まる渋谷、新宿等の街頭ビジョンで放映し

たり、電車内の液晶パネルに表示するとともに市中のデジタルサイネージといった新しいメ

ディアも導入して、若者に対する効果的な啓発活動を展開してまいりました。 

  資料に小さく写っておりますし、本日の会場の壁面に何点か張らせていただいております

けれども、この「進撃の巨人」のポスター、こちらのポスターですとか動画を作成して啓発

を行ったということでございます。 

  また、行政目線の啓発資材よりも、各世代ごとの目線で作成した啓発資材のほうが効果的

というふうに考えておりまして、中学生、高校生、大学生の各世代について、参加型の啓発

活動を進めてまいりました。中学生につきましては、ポスター・標語の募集を行い、優秀作

品について表彰するとともに、小中学生向けの啓発資材の表紙などに利用してまいりまし

た。高校生につきましては、毎年度２校を選定し、両校の生徒が一緒になって薬物乱用問題

を学び、同世代に向けたメッセージを発信する高校生会議というものを実施しておりまし

て、生徒によるイベントでの演劇発表や、啓発用リーフレットの作成などを行ってまいりま

した。大学生につきましては、啓発用動画のコンテストを実施した時期もございましたけれ

ども、昨年度からは大学内の無料コピーの裏面に印刷する、薬物乱用防止啓発メッセージを

募集しまして、同世代の感性に訴えるものとしてきました。 

  東京都では、危険ドラッグの危険性を周知したり、相談窓口を紹介するための専用サイト

を、平成２５年から設置してございます。危険ドラッグに興味を持つ人は、インターネット

で検索を行うと考えられますので、検索大手のヤフー社及びグーグル社と契約しまして、危

険ドラッグに関するキーワードが検索された場合、本都の啓発専用サイトの広告を自動的に

表示させるようにしまして、その広告をクリックすると実際に啓発サイトにジャンプすると

いう仕組みを取り入れてございます。 

  昨年度の実績につきましては、啓発専用サイトの広告の表示が約２億回、そのうちクリッ

クされた回数が約１１万回で、クリック率は０．０５％でございました。広告代理店の話で

は、この０．０５％という数字は、この種の広告としては高い値ということでございます。 

  資料裏面をご覧いただきたいと思います。 
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  今年度の取組について、ご報告をいたします。 

  一本目の柱である規制につきましては、現在までに４回の薬物情報評価委員会を開催し、

１１物質を知事指定薬物と指定しております。評価委員会において使用しました資料につき

ましては、厚生労働省及び条例に知事指定薬物制度がある２４道府県に情報提供し、広域的

な規制につなげているところでございます。 

  また、今年度からの取組といたしまして、未規制薬物の合成委託を開始しました。例え

ば、海外で乱用され始めている薬物については、海外から購入しまして、健康安全研究セン

ターで試験等を実施するところでございますけれども、試験に必要な量が入手できない場

合、外部機関にお願いして合成委託を行って、合成された薬物を用いて試験を実施しまし

て、知事指定薬物として指定するという事業を始めたところでございます。 

  二本目の柱である監視指導につきましては、実店舗が０軒になったことから、基本的には

ネット店舗等に対する監視指導が主になっておりますけれども、そのため、ネットパトロー

ルですとか、ネット店舗の特定商取引法上の販売者表示として記載されている事業者の住所

地に対する現地調査等を行っているところでございます。 

  ビッグデータ解析につきましては、今年度からツイッター上の情報につきましても解析対

象に加えて、監視体制の強化を図ったところでございます。 

  三本目の柱であります普及啓発につきましては、先にご説明した内容を継続して実施して

いるところでございますけれども、今年度の実績についてご報告させていただきます。 

  中学生によるポスター・標語につきましては、ポスター１万１,７３８作品、標語につき

ましては４万１，５５２作品、合計５万３，２９０作品の応募がございました。これは、都

内中学校に在籍する生徒の６人に１人が応募したことになります。それぞれの最優秀作品に

つきましては、資料に小さく写っておりますけれども、会場の窓際に実物のポスターと標語

がございますので、ご確認いただければと存じます。生徒は、薬物乱用について学んだ上で

作品を創作しますので、高い意識づけができているものと考えております。 

  高校生会議につきましては、２校２７人が参加しまして、薬物事件の裁判を傍聴したり、

薬物依存の治療を行っている医師の講義を聴いて知識を深めまして、昨年１１月に開催され

た薬物乱用防止イベントにおいて、模擬授業という形で同世代に向けた情報発信を行いまし

た。当日はテレビ取材も入りまして、今後、放送される予定でございます。現在、生徒たち

は、啓発用リーフレットの作成に取り組んでおりまして、年度内に都内全高校１年生に配布

される予定でございます。 

  大学生向けの啓発方法である無料コピーの裏面を用いた啓発メッセージの募集につきまし

ては１８０作品の応募がございまして、最優秀作品を９万枚のコピー用紙裏面に印刷して啓

発を行ったところでございます。こちらも、資料のほか、会場正面、窓際のほうに実物が貼

付してございますので、ご確認いただければと思います。中央の「進撃の巨人」のすぐ右側

にある白っぽいＡ４のものでございます。 

  インターネットを通じた啓発につきましては、従来はパソコンを利用した検索に対する連

動広告表示を行ってきましたけれども、スマートフォンを利用した検索においても啓発サイ

トの広告が表示される仕組みを、今年度から新たに導入し、啓発体制の強化を図ったところ

でございます。 

  東京都といたしましては、引き続き、規制、監視指導、普及啓発、この三本柱によりまし
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て、危険ドラッグ対策を確実に実施していく予定でございます。 

  私からの説明は以上でございます。 

○村田会長 ありがとうございました。 

  ただいま、事務局から危険ドラッグ対策について、資料に基づき説明がありましたけれど

も、皆様方からご質問、ご意見ございましたら、どうぞご発言いただきたいと思います。 

  太田委員、どうぞ。 

○太田委員 東京都家庭薬工業協同組合の太田でございます。実は、私ども、東京薬事協会と

東京生薬協会をあわせまして、警視庁の生活安全部ともども、いつも毎年９月の第２週の金

曜日・土曜日、新宿の西口広場、ちょうどこの東京都庁から近いところでございますが、こ

こで危険ドラッグ撲滅キャンペーンを毎回、毎年、いわゆる大衆薬の啓蒙活動とあわせまし

て、一緒にさせていただいております。 

  随分、通行の方々が、結構色々な、危険ドラッグとはどういうものかとか、あるいは、ど

ういう影響があるんだということで、薬剤師の先生方と、あと臨時に東京都に申請しまし

て、いわゆる一日薬局という感じで臨時の薬局を開設しまして、そこに先生方、あるいは大

学薬大の先生方をお願いいたしまして、色々なご質問が受けられるよう、そういうキャンペ

ーンも張ってございます。 

  年にたった二日でございますけど、それなりに非常に今、いろんな意味で、こういったも

のは撲滅しなければいけないということで、今、私、実は、もう一つの団体の方をやってお

りまして、これは、いわゆる東京防犯協会連合会の方をいたしておりますが、こちらの方

も、いわゆる今度の２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックに向けての四つの課題

としまして、何しろテロ撲滅とか色々ありますが、その中にやはりこの危険ドラッグの撲

滅、それからちょっと皆様方も一種参考までに申し上げますと、おれおれ詐欺の撲滅、それ

から女性、子供に対する卑劣な事件の撲滅、それからサイバー犯罪の撲滅と、こういう中に

危険ドラッグは力を入れて警視庁もやってまいりましたので、まあ、私どもは防犯協会連合

会も大分これは今ここに出ておりますように、表面上のいわゆる犯罪実績はほぼゼロに近づ

いてきた。ただ、地下に潜ってしまっているケースがございます。先ほど申しましたよう

に、インターネット上に出るのはいろんな取引、だからこういったものも最終的には警視庁

の生活安全部にサイバー対策課というのがございますので、大体３５０人ぐらいの体制でや

ってらっしゃいます。そこがまあこういったところも今後撲滅ということでやっていこうと

いうふうに力を入れてらっしゃいます。ということで、ちょっと、皆様にご報告まで。 

○村田会長 ありがとうございました。色々な活動について、ご意見をいただきました。 

  ほかに何かご意見等ございますか。西澤委員どうぞ。 

○西澤委員 去年もこのコピー用紙の裏面にというのを伺いましたんですけど、そういうのが

どういうふうな具合になるのか、このコピー用紙かなと思いましたらそれが違うんで、その

コピー用紙の使い方、これはどういうときに使ってらっしゃるんですか。私たちも購入でき

るんでしたら団体としても何かのときに購入してそれを使ってそれを少し皆さんにＰＲさせ

ていただきたいなと思って去年はおりましたんですけどね、今年もちょっとわかりませんの

で、教えていただきたいと思います。 

○平井麻薬・医薬品安全対策専門課長 こちらの事業は民間の企業さんの仕組みを利用させて

いただいているものでございまして、都内の全大学というわけではなく、企業さんと契約し
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ている大学さんに限られますけれども、学生さんが無料で使える専用コピー機が大学にあり

ます。その専用コピー機でコピーすると契約した企業なり行政が用意した広告が裏面に自動

的に印刷されるというシステムがございまして、それを利用して危険ドラッグ乱用防止の啓

発メッセージ等、正面に張ってございますものが裏面に印刷されて出てくるというものでご

ざいます。学生さんが専用コピー機を使い、啓発メッセージが印刷されたコピーが出てくる

と、学生さんはその裏面の啓発資料に目をとおすことになりますので、結果として大学生に

対する啓発が行われるというふうに考えてございます。 

○西澤委員 よろしいでしょうか、すみません。 

  消費生活センターなんかもそうなんですけれども、両面コピーするよりかは片面コピーす

ることのほうが多いんですね。それからスーパーストアなんかでも安いコピー機が置いてあ

りますが、あれもほとんど片面コピーなんですね。ですから、やっぱり経済的に負担が大き

いんでしたら別なんですが、誰か援助してくださる方がいて、それでこのコピーの裏面に印

刷できるというのであれば、これはすごい宣伝力になるんじゃないかなと思いますけれど

も、そこの点をちょっとお考えいただけますでしょうか。よろしくお願いします。 

○村田会長 どうもありがとうございました。また、事務局で検討していただいて、できれば

ＰＲの普及を図っていくということもあるかな思いますので、よろしくお願いいたします。 

  よろしゅうございますね。ほかに何か。石垣委員どうぞ。 

○石垣委員 危険ドラッグの説明ありがとうございます。販売店舗数が２８年度ゼロになった

ということは行政の皆様のご努力で大変すばらしいことだと思います。今申しましたような

規制、抑制することもとても大事ですが、私は基本的には正しい知識を植えつけるというこ

とで、教育することが一番大事なのかなと思っております。教育の部分でも普及啓発で色々

やってらっしゃいますけど、直接中学生、高校生に対して、教育をするという場面を考えま

すと、私どもの仲間がやっております、学校薬剤師の立場を利用していただくという形はあ

ると思います。既に、担当する学校の中で、講義とか講演とかやっているメンバーもおりま

すので、その辺の活用もお考えいただければより有効な施策になるのかなと思いますので、

参考までによろしくお願いします。 

○村田会長 どうも貴重なご意見ありがとうございました。ほかに危険ドラッグについてご質

問、ご意見ございますか。 

  なければ、報告事項の三つ目に参りたいと思います。医薬品製造販売承認等についてとい

うことで、資料３に基づいて説明をお願いいたします。 

○早乙女薬務課長 はい、資料３をご覧ください。医薬品製造販売承認書と製造実態の整合性

に係る一斉点検についてということで、私、早乙女からご説明をさせていただきます。大分

時間が迫っていますので、駆け足でご説明をさせていただきます。少し専門的な内容で分か

りにくい部分があるかもしれませんが、ご容赦ください。 

  ことの発端は皆さんもご存じだと思いますけれども、昨年、熊本の化血研という大きな会

社さんが国が承認した作り方と違う作り方をしていたと、それも国の査察を免れるために記

録などを二重につけていて、結果的に国から１１０日間の業務停止を受けたという事件がご

ざいました。これを受けて国は大臣の承認をもっている医薬品メーカーに点検を一斉にさせ

たわけですけれども、それを受けて東京都も承認というのは、大臣の承認と一部知事が承認

権限を持っているものもございますので、東京都としても独自の取組を行ったということで
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ご報告をさせていただきます。大臣承認と知事承認の医薬品の区別ですとか、具体的に承認

書ってどういうものをどんなことが書いてあるんだろうというのは、裏面以降の参考のとこ

ろに記しておりますので、後ほどご覧をいただければと思います。承認書というのは実はか

なり詳しい内容が書いてありまして、下手な料理のレシピよりもずっとずっと詳しいものが

書いてあるものが承認書ということになっております。この内容を品質に影響のあるものを

変える場合は、事前に国、もしくは知事の承認が必要、一方で、品質に影響を及ぼさない細

かいところを変える場合は、変えた後に届けを出せばいいという今、手続になっておりま

す。東京都も知事承認の品目、主に薬剤師さんとか登録販売者さんがいらっしゃるお店で購

入ができる風邪薬とか胃腸薬とか、そういったものが知事の承認権限になっているんですけ

れども、都内で対象の企業に自己点検を求めました。その結果対象の４０社から返答があっ

たんですけれども、２２社において軽微な事後届で済むレベルの相違があったというご報告

があります。国のほうはパーセンテージでいきますと、７４％の企業で軽微な相違があった

という事後点検の結果になっておりますので、都の結果は若干数字は良いのかなと。ただ、

数字は良くてもこういった軽微変更が必要な相違があったということですので、これにつき

ましては速やかに手続をしていただくということで、今年の１月１３日を締め切りとして、

軽微変更の手続等を行っていただいているところでございます。また、ご提出いただいたも

のにつきましては、今、鋭意中身の確認をしているところです。また、こういった手続をす

るに当たりましては、なるべく効率化を図るという点で、業界団体さんなんかとも十分に事

前の調整をしてホームページにＱ＆Ａ等を載せて対応をさせていただきました。それで、こ

ういった軽微な違いも本来はあってはいけないことですので、今後こういったことがないよ

うに各企業さんにも注意するとともに、実際に現場に行く監視員もおりますので、そういっ

た部門とも今後さらに引き続き連携をしながら医薬品の品質、安全性の確保に向けて私ども

進んで対応していきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○村田会長 ありがとうございました。ただいま、事務局から資料３に基づいて医薬品製造販

売承認等についてということで、説明がありましたけれども、ちょっとわかりにくいところ

があるのかなという気がいたしますけれども、何かご質問、ご意見あればどうぞご発言いた

だきたいと思います。いかがでございますか。 

  じゃあ、小池委員どうぞ。 

○小池委員 すみません、時間のないところ。この化血研の問題のときに、一つ問題になった

のはほとんど独占的に化血研でしか作っていないという問題があって、この問題は何か東日

本大震災のときも、医薬品の製造工場が被災されて、機能停止した場合、生産の拠点の分散

化ですね。そういった点なんかはこの問題と関連して、議論されなかったんでしょうか。 

○村田会長 よろしゅうございますか。 

○小池委員 もう１点なんですが、特にそういった問題があるんですが、何か化血研の場合

は、この問題の以前にも同じような問題を起こしていて、非常に企業体制が問題にされたと

思うので、やはりその辺をこう、大変なことでありますが、ぜひ取り組んでいただきたいと

いうのが私の意見です。 

○早乙女薬務課長 貴重なご意見ありがとうございます。 

○村田会長 どうもありがとうございました。 
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  その他のことで何かございませんか、皆さん方。よろしゅうございますか。 

  では、報告事項の（４）その他とありますが、これは特に事務局からありますか。 

○早乙女薬務課長 今回は特にございません。 

○村田会長 それでは、全体をとおして何かご意見ご質問等あればご発言いただければ結構か

なと思いますが、いかがでございますか。よろしゅうございますか。 

  それでは、本日の審議会、私の持ち場はこれで終わりにしたいと思いますので、あと事務

局に進行をお願いいたします。 

○早乙女薬務課長 村田会長ありがとうございました。本日いただきましたご意見等は今後の

施策の参考にさせていただきたいと存じます。本日は長時間にわたり有意義なご意見を賜り

まして、まことにありがとうございました。これを持ちまして平成28年度東京都薬事審議会

を閉会させていただきます。 

  どうもありがとうございました。 

（午後０時３分 閉会） 


