
 

 

 

 

平成２９年度 東京都薬事審議会 会議録 

 

 

１ 日 時 

平成３０年１月３１日（水） 開会 午後２時００分 

              閉会 午後３時４７分 

 

 

２ 場 所 

都庁第一本庁舎北塔４２階 特別会議室Ａ 

 

 

３ 議事 

（１）協議事項 

    東京都薬物乱用対策推進計画の改定について 

 

（２）報告事項 

  ア かかりつけ薬剤師・薬局に係る取組の評価について 

  イ 薬局における薬剤師不在時の一般用医薬品の取扱いの 

見直しについて 

  ウ 医療用医薬品の偽造品流通防止について 

  エ 医薬品等適正広告基準の改正について 

 

（３）その他 
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（午後 ２時００分 開会） 

○早乙女薬務課長 皆様、それでは定刻となりましたので、ただいまから平成２９年度東

京都薬事審議会を開会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

立することとなっております。本審議会の委員数は２１名、現在の出席者数は１６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。 

  角田委員は、本日ご欠席とのご連絡をいただいております。 

  佐々木委員でございます。 

  村田委員は、本日急遽ご欠席とのご連絡をいただいております。 

  渡邊真知子委員でございます。 

  伊藤委員でございます。 

  遠藤委員でございます。 

  大津委員でございます。 

  小松委員でございます。 

  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。 

  佐藤委員でございます。 

  長福委員でございます。 

  山本委員でございます。 

  渡邉捷英委員でございます。 

  有田委員は、本日急遽ご欠席とのご連絡をいただいております。 

  小池委員は、若干遅れるというご連絡をいただいております。 

  高橋委員でございます。 

  西澤委員は、若干遅れるというご連絡をいただいております。 

  谷茂岡委員でございます。 

  委員のご紹介は以上でございます。 

  続きまして、事務局の職員を紹介させていただきます。 
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  梶原福祉保健局長でございます。 

  高橋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。 

  河野薬事監視担当課長でございます。 

  平井麻薬・医薬品安全対策専門課長でございます。 

  それから、改めまして、私、薬務課長の早乙女でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

  以上、事務局職員を紹介させていただきました。 

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

す。 

○梶原福祉保健局長 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、

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、厚く御礼を申し上げます。 

  また、このたびは、ご多忙の中、委員への就任をご快諾いただきまして、重ねて御礼

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せることができるよう、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しております。

特に本年は、都の福祉保健医療行政施策の基本とも言うべき保健医療計画、高齢者保

健福祉計画など１０を超える計画の改定の年に当たっており、現在作業を進めている

ところでございます。 

  加えまして、来年は東京都薬物乱用対策推進計画の改定を予定しております。これま

で都は現行の計画に沿いまして、厚生労働省、警視庁と連携しながら事業を行ってき

たところでございますが、薬物事犯の検挙人員は、依然として高どまりの状況にござ

います。薬物は一度でも使ってしまうと、やめることは非常に困難であり、覚醒剤事

犯者の再犯率は６割を超えております。まずは、手を出さない、興味を持たないよう

しっかりと啓発をし、万が一使ってしまった場合でも再乱用に走らないよう、支援し

ていくことが重要でございます。 

  次期計画につきましては、今年度から改定作業に着手してまいりますので、本日は委

員の皆様から薬物乱用対策についてご意見をいただき、今後の検討に生かしていきた

いと考えております。 

  また、昨年度の本審議会でご報告させていただいた、健康サポート薬局につきまして

は、着実に届け出件数が増えております。こうした、かかりつけ薬剤師・薬局を推進

する取り組みについて、今般国が評価指標を定めまして、関係省令を改正いたしまし

た。 

  また、昨年は、偽造医薬品の流通が大きな社会問題となりましたが、こちらに関しま

しても省令改正がありましたので、これら省令改正の概要と都の取り組みについて、

ご報告をさせていただきます。 
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  限られた時間ではございますが、委員の皆様方には、それぞれのお立場から忌憚のな

いご意見をお願いいたしまして、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。 

  さて、本審議会では、審議会条例第５条第２項の規定により、委員の互選により会長

を選出することとなっております。前回の審議会開催後、委員改選が行われておりま

すので、本日改めて会長の選出が必要となっております。いかがいたしましょうか。

お願いいたします。 

○佐々木委員 本日、ご欠席でございますが、前任期に引き続き、秋津療育園名誉園長の

村田委員をお願いしたいと思いますが、いかがでございましょうか。 

○早乙女薬務課長 ただいま、村田委員を会長にとの声が上がりましたが、いかがでしょ

うか。 

（異議なし） 

○早乙女薬務課長 ありがとうございます。委員の皆様にご賛同いただきましたので、引

き続き、村田委員に本審議会の会長をお願いしたいと存じます。 

  さて、本日の進行ですが、条例第５条第４項の規定により、会長に事故があるとき

は、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理するとなっております。本

日、村田委員におかれましては、急遽体調不良でご欠席という形になっておりますの

で、ここで会長を互選されましたということの報告と、それから本日の会長代行の指

名につきまして、事務局で至急電話で確認をとりますので、大変申しわけありません

が、若干お待ちいただきますようにお願いをいたします。 

（薬務課長中座） 

  お待たせをいたしました。村田委員に直接電話で確認をとらせていただきましたとこ

ろ、互選により会長に選出されたということで、謹んで引き受けますということと、

本日の職務代理につきましては、小野委員にお願いをしたいということで伝言を預か

ってまいりました。小野委員、よろしくお願いいたします。 

  それでは、委員におかれましては、会長席のほうにお移りをいただけますでしょうか。 

  それでは、小野委員、一言ご挨拶をお願いいたします。 

○小野会長代理 進行役を承りました、小野でございます。よろしくお願いいたします。 

○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。 

  お手元の配付資料ですが、次第、座席表、名簿、それから本審議会の条例、それとホ

チキスでとめてあります配付資料、こちらが全部で１４ページになっております。不

足の資料等ございますでしょうか。それから、会議中に落丁や乱丁がもし見つかりま
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したら、事務局にお知らせをいただければと思います。よろしくお願いをいたしま

す。 

  それでは、以降の進行につきましては、小野会長代理にお願いをいたします。どうぞ

よろしくお願いをいたします。 

○小野会長代理 では、本日の議事に入ります。 

  本日の議事ですけれども、お手元の次第に沿いまして、まずは協議事項。東京都薬物

乱用対策推進計画の改定についてになります。事務局から資料の説明をいただいた後

に、皆さんのご意見を頂戴したいと存じます。 

  それでは、事務局のほうから説明をお願いいたします。 

○平井麻薬・医薬品安全対策専門課長 それでは、議事（１）東京都薬物乱用対策推進計

画の改定について、平井からご説明させていただきます。Ａ４横とじの議事資料の１

ページから５ページ目までが該当資料になります。また、お手元にこのような薄緑色

の冊子が配付されていると思いますけれども、これが平成２５年度に策定された現行

の推進計画でございます。この内容を来年度、平成３０年度に改定し、平成３１年４

月から実施する予定となっておりますので、本日はそのスケジュール等につきまし

て、あらかじめご説明させていただくものでございます。 

  それでは、まずＡ４横の資料の１ページの左上をご覧ください。薬物乱用対策は、国

を挙げて取り組むべき重要な事項でございますので、内閣総理大臣が主催し、全閣僚

が構成員となっている犯罪対策閣僚会議の中の会議の一つとして、厚生労働大臣を議

長とする薬物乱用対策推進会議がございます。この会議体において、５年ごとに薬物

乱用防止五か年戦略を策定しております。 

  １ページの左下には、平成１０年、１５年、２０年、２５年に策定された五か年戦略

と、途中で追加された緊急対策等を一覧として記載してございます。 

  このように国として薬物乱用対策に力を入れているところでございますが、各都道府

県にも国の薬物乱用対策推進会議に準じた地方本部の設置が求められております。東

京都では、副知事を本部長とする東京都薬物乱用対策推進本部を設置しております。

推進本部は、国の４機関と都の７部局等が参加しております。そして国の五か年戦略

を受けて、その都度、都としての五か年計画を策定しております。 

  資料の１ページの右側をご覧ください。平成１０年に初版を策定しまして、その時代

の社会情勢を反映させながら、平成１５年、２１年、そして２６年と改定を行ってま

いりました。現行の計画は平成２６年２月に策定されたものでございますけれども、

計画期間は平成２５年度から３０年度まででございまして、月で言いますと、平成３

１年３月までの計画となってございます。このため、平成３０年は国及び都がそれぞ

れ戦略、または計画を改定する年に当たるということでございます。 

  ここで少し話題を変えまして、現在の薬物乱用状況について、簡単にご説明させてい

ただきたいと思います。資料の２ページをご覧ください。 
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  警察に検挙された、薬物事犯の年次別推移を示してございます。皆様もご記憶のとお

り、この１年を振り返っても、多くの薬物事犯の報道がありました。沖縄地方に居住

する元女優には、大麻共同所持で有罪判決が下されました。２世タレントには、覚せ

い剤取締法違反で有罪判決が下されました。ハリウッド映画にも主演している有名俳

優の実父は、覚せい剤取締法違反で起訴されました。世界遺産に登録されている高尾

山で大麻を栽培していたという事案も摘発されました。三十数億円分の危険ドラッグ

製造工場が、相次いで摘発されました。このような報道を裏づけるように、薬物検挙

人員は高どまりの状況でございます。 

  平成２８年には、全国で１万４，１６９人、都内では２，２２５人も検挙されており

ます。都内について計算しますと、１日当たり６人以上が検挙されていることになり

ます。 

  また、最新の国勢調査の結果に基づきますと、日本の全人口に占める都民の割合は１

０．６％でございますけれども、薬物事犯の検挙者の割合は１５．７％と、約１．５

倍の高さになっております。この数には、都外からの通勤・通学者の検挙も含まれて

いるとは思いますが、新宿、渋谷、池袋、六本木等、大きな繁華街を有する東京に

は、薬物の誘惑が多いのが実情でございます。 

  資料２ページの後半には、薬物乱用に関する最近の問題点等を記載しております。１

点目でございますが、青少年による薬物事犯が増えております。ネットでの密売が増

えておりますので、いわゆる売人につてのない若者でも入手できてしまうのが一因と

考えられます。薬物乱用防止は、何といっても使用しない、使用させないという１次

予防が重要です。青少年に対して、薬物は危険であるという正しい知識と誘われても

断る勇気を持つための一層の啓発が必要と考えております。 

  ２点目は、薬物事犯検挙者は再犯率が高いということでございます。平成２８年の覚

醒剤事犯では、６５％以上が再犯者でございました。こうした状況の中、世の中の動

きに変化があり、薬物依存者に対しましては、塀の中で懲役を課すよりも、社会の中

で再乱用しないように教育することが重要であるというのが、近年の流れでございま

す。刑法等が改正され、導入されました刑の一部執行猶予制度は、薬物事犯にも適用

されておりますし、平成２８年には、再犯の防止等の推進に関する法律、いわゆる再

犯防止法も制定、施行されました。薬物は、一度でも使用してしまうと、自分の意思

だけではやめられなくなってしまうというのは、紛れもない事実でございますので、

残念ながら１次予防できなかった人、すなわち薬物を使用してしまった人が、再び使

用しないようフォローしていく体制を整えることが重要になってきております。 

  ３点目は、販売方法が多様化、潜在化していることでございます。平成２６年に大き

な社会問題となりました危険ドラッグにつきましては、当時は都内に多数の店舗があ

りましたが、警視庁や厚生労働省と連携し、平成２７年７月までに都内店舗はなくな

りました。しかしながら、インターネットを介した販売は現在も行われており、その
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手法はますます巧妙化しております。そのため、サイバー監視の一層の強化が重要と

なっております。次期計画の策定に当たりましては、このような問題点に対して重点

的に対応する予定でございます。 

  続きまして、資料３ページをご覧ください。左上は、都の現行計画の構成概要でござ

います。まず、指導・取り締まりの強化、啓発活動の拡大と充実、薬物問題を抱える

人への支援という三つの大きな柱がございまして、それぞれの柱に三つずつサブテー

マとして、合計九つのプランがございまして、その下に、さらに合計２４の項目が設

けられてございます。 

  次期計画では、これらをがらりと変えることは想定しておりません。不要なものを除

き、必要なものを追加、または強化したいと考えております。具体的な検討はこれか

らでございますので、本日は改定作業の流れのご説明をさせていただくにとどまりま

すけれども、そのスケジュール案が３ページの右側でございます。 

  現時点での厚生労働省の説明ですと、国の次期五か年戦略は、今年の夏ごろ決定、公

表される予定でございます。都の計画も、それに沿ったものとする必要があります

が、公表されてから作業に入ったのでは、策定が遅くなってしまいますし、先ほどご

説明申し上げました問題点につきましては、国も同じ認識でございますので、あらか

じめ素案を作成し、国の新たな戦略と異なる点があれば、そこを補正するというスケ

ジュールになってございます。 

  具体的には、おおむね３月に各機関からの提案等を持ち寄って、素案の検討を行いま

して、夏前に骨子案を作成したいと考えております。そして夏に国の次期戦略が公表

され次第、補正作業に取りかかり、秋には次期計画案を取りまとめたいと考えており

ます。その案について、改めてこの薬事審議会に諮り、委員の皆様方からご意見を賜

りたいと考えております。その後、案につきましてパブリックコメントを募集しまし

て、必要に応じて修正等を行い、おおむね来年の２月から３月に副知事を本部長とす

る本部会を開催し、次期推進計画を決定いたしまして３月中に公表し、４月から実施

することと予定しております。 

  続きまして、資料４ページ、５ページについて、ご説明をさせていただきます。ここ

には部会を構成する各組織が実施してきた事業の概要を記載してございます。本日は

時間が限られておりますので、薬務課が所管している事業についてのみ、ご説明をさ

せていただきたいと思います。 

  資料５ページの後段、福祉保健局のところに記載されております黒丸の項目が、薬務

課の所管事業でございます。時間の制限もございますので、今後もより一層力を注ぐ

べき啓発事業に絞って、ご説明させていただきたいと思います。 

  最初は、上から五つ目の黒丸でございます。先ほども申し上げましたが、現在薬物の

販売はインターネットを介して行われております。また、薬物に興味を持つ若者は、

薬物に関する情報をネットで検索いたします。そこで都では、ヤフー及びグーグルの
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サービスを利用しまして、薬物に関する検索行った者に対して、その画面上に薬物乱

用防止メッセージなどを表示し、さらにクリックすると都の啓発サイトにジャンプす

るというシステムを構築しております。ネットを多用する若者には、効果的な事業と

考えております。 

  一つ飛ばしまして、中学生を対象とした事業について、ご説明いたします。都内在住

の中学生及び都内の中学校に通学する学生を対象としまして、楽物乱用防止をテーマ

とするポスター及び標語を募集しております。薬物乱用の害悪性等について学び、自

分自身で薬物問題について考えをめぐらせた上で作品にしますので、啓発効果が高い

と考えております。今年度は、合計５万５，０００を超える応募がございまして、こ

れは都内中学生の約６人に１人が応募した計算になります。優秀な作品につきまして

は表彰し、都が作成する啓発用リーフレットの表紙などに活用いたしまして、同世代

への啓発効果を高めております。 

  本日、お手元に配付されている参考資料の中に、この黄緑色の小さな冊子、健康に生

きるという冊子がございますけれども、ここに書かれている、「わかっているなら選

ばない」という、ポスターが今年度の最優秀作品でございます。また、その下の赤囲

みに記載されている、「手を出すな 輝く未来は これからだ」が標語部門の最優秀作

品でございます。このように中学生向けのリーフレットに活用してございます。 

  続きまして、高校生を対象とした事業でございます。これは高校生が薬物に関する専

門家の講義を受けたり、薬物事犯の裁判を傍聴したりした上で、みずから薬物問題に

ついて考えまして、自分たちの言葉で同世代に向けたメッセージを発信してもらうも

のでございます。都が主催する薬物乱用防止イベントにおいて成果発表をしていただ

くほか、高校生が作成した啓発用リーフレットを都が印刷しまして、都内の高校生に

配布するという事業でございます。高校生の思いが詰まったリーフレットでございま

すので、同世代への啓発効果が高いと考えております。今年度のリーフレットについ

ては、現在作成中でございます。 

  次が、大学生を対象とした事業でございますけれども。民間企業が大学内に設置して

いる無料コピーを活用した事業でございまして、無料コピーの用紙の裏面に、薬物乱

用防止のメッセージなどを印刷して、啓発するものでございます。こちらもお手元に

配付されている、この女性が写っているＡ４の紙ですね。「今こそストップ！薬物乱

用」と書かれているものでございます。これが実際には裏面でございます。大学生が

コピーを使うと、この白いほうにコピーが印刷されます。これは、あらかじめ裏面に

印刷されているものでございます。この女性の左側に、「もう一度考えよう、自分の

こと、周りのこと、これからのこと」。このメッセージも大学生から公募したもので

ございます。大学生が考えたメッセージを用いることによって、同世代に向けたメッ

セージ発信ということになってございます。 

  このように東京都では、中学生、高校生、大学生と主体ごとに手法を変えまして、学
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生参加型の啓発事業を展開しているところでございます。 

  二つ飛びまして、啓発用ＤＶＤについてご説明させていただきます。今年度、こちら

にございますＤＶＤ「ＳＴＯＰ！薬物乱用～断る勇気～」というものを作成いたしま

した。これを都内の全ての高校、大学等に配布いたしました。薬物は悪いものとわか

っていても、親しい友人などから誘われて、人間関係が壊れることをおそれて、やむ

を得ず薬物を使用してしまうという事例は実際にございますので、そのような場面に

遭遇したときでも、きちんと断れるようなスキルを身につけてもらうことを目的とし

て作成したものでございます。 

  実写と漫画を組み合わせて、薬物の心身への害悪性ですとか、自分だけではなく周り

にも迷惑をかけてしまうことなどの説明の後、誘われたときは、はっきりと断る。そ

して、その場を離れる。この二つを要点としまして、わかりやすく説明したものでご

ざいます。また、このＤＶＤに登場する主人公を用いたポスター及びリーフレットを

作成しまして、一体感を持たせた啓発を実施しております。 

  お手元に、この漫画のイラストの印刷されているＡ４のリーフレットがございます。

これが、このＤＶＤの登場人物をモチーフとしたリーフレットでございます。あわせ

て皆様方、窓際の壁面をご覧ください。そちらが一体感をもたせたポスターというこ

とで作成をさせていただきました。ＤＶＤの内容は、都のホームページでも閲覧可能

になってございます。 

  概要の説明は以上とさせていただきます。先ほどもご説明させていただきましたとお

り、計画の策定自体はこれからの作業になりますが、本日は改定に当たっての課題で

すとか、スケジュール感などについてご意見を頂戴できればと考えております。ご協

議のほど、よろしくお願いいたします。 

○小野会長代理 ただいま、事務局から東京都薬物乱用対策推進計画の改定について、に

ついて説明がありました。ご意見、あるいはご質問等ございましたら、お願いいたし

ます。発言される方は、発言の前に挙手をお願いいたします。私がご指名いたします

ので、その後お手元のマイクのボタンを押して、ご発言ください。いかがでしょう

か。 

  谷茂岡委員、お願いいたします。 

○谷茂岡委員 今、お話しいただいたんですけれども、２ページのところの、やはり現状

と課題の中で、インターネットのとか宅配便とかいろいろ販売の方法が巧妙化になっ

ていますね。これを私たちは心配しているんですが、なかなか思うようにつかめない

んですけれども、これをとめるのにどういうふうにしたらいいか、さっきご説明があ

ったんですけれども、やはり一般の方にも、やはりこういうようなインターネットと

か方法でやっているから気をつけようということを、具体的に発表していただいたほ

うがわかるんじゃないかと思いますけど、その点はよろしくお願いしたいと思いま

す。 
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○平井麻薬・医薬品安全対策専門課長 ありがとうございます。貴重なご意見として承ら

せていただきます。 

○小野会長代理 ほかにいかがでしょうか。 

  大津委員、お願いいたします。 

○大津委員 さまざまな手法で努力をされている中、なかなか絶滅までにはいかないまで

も、いろんな対策の中で、一つさらに強化してほしいことは、やはり早い時期からの

教育の中で、小学校、中学校、高校、大学の授業や講義の中で、こうした薬物乱用防

止のための講義、授業など、学校教育の中で早い時期から行うことを、さらに強化を

していただきたいと思います。アルコールの一気飲み等、アルコール中毒も重大な死

亡事故も起こしてますので。一方、オレオレ詐欺の受け子も学生がなったりしている

ので、こうしたもの、多分共通していることもあるので。 

  その中でやはり、つるまない、群れない勇気、断る勇気、またうまく断れる知恵、生

きる力になると思いますし、一人でもいられる勇気、それが自立にもなりますし。そ

うしたさまざまなことを、そうした教室の中で早期に教育をお願いをしたいと思いま

す。 

  オレオレ詐欺と同様、誰しもが人ごとで自分には関係ないと思っているけれども、あ

る日突然何かの悪い縁で引き込まれていく中、やはりうまく断れる知恵、そうしたこ

とも必要だと思っています。 

  渋谷の中でも、脱法ハーブ、ハーブ屋がたくさんできました。以前、条例を少し改正

をして、警視庁と福祉保健局で同時に立入検査ができるようになりました。結果、な

くなりました。ありがとうございます。 

  しかしイタチごっこで、今度はインターネット、わけわからない住所も土地も明らか

でないところのネットを通じた販売が横行をしておりまして、本当にやれどもやれど

も、イタチごっこのところもありますので、早い判断で撲滅をしていくという対策も

お願いしたいと思います。 

  更生をした後の問題ですが、各区で明るい社会運動、保護司の先生たちも間に入りな

がら、そういった運動もしているところですけれども、やはり再犯が多いというの

は、家庭がうまくいってないケース、居場所がないケースが多いんですが、そういう

中でやはり、働く喜び、生きがい、仕事、そうしたことができるようになる体制をさ

らに強化をしながら、啓発とともにさらに努力をしていっていただきたいと思いま

す。 

  以上です。 

○平井麻薬・医薬品安全対策専門課長 ありがとうございます。いただいたご意見につき

まして、各機関とともに検討させていただきたいと思います。 

○小野会長代理 それでは、高橋委員。 

○高橋委員 すみません。このパンフレットに書かれている相談ダイヤルなんですが、実
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際にどれぐらいの相談件数があるのかということと、この入り口で薬物中毒から守る

ためには、すごく大事な電話だと思うんですが、これが有料じゃなくて、フリーダイ

ヤルにするとかはできないのかということ。あと、どういう方が窓口で電話に出てい

らっしゃるのかが、ちょっと知りたいと思います。 

○小野会長代理 事務局の方、いかがでしょうか。 

○平井麻薬・医薬品安全対策専門課長 件数については、ちょっと今すぐということが難

しいので、また追ってご回答させていただきたいと思います。 

  フリーダイヤルに関しては、貴重なご意見として承らせていただきます。 

  三つ目、相談を担当している者でございますけども、薬務課の職員、薬事監視員でご

ざいます。 

○小野会長代理 渡邉委員、お願いします。 

○渡邉（捷）委員 先ほどから大変すばらしい説明をお伺いしまして。このとおりいけ

ば、日本もそういう脱法ドラッグとか、そういう違法医薬品の犯罪はなくなるわけで

ございますけども、それが依然としてなくならない。これは何が原因しているのかな

というふうに考えますと、要するに麻薬関係というのは、本来は人間を治療するのが

本来の医薬品の目的であって、それ以外にこういうふうに使うと、やっぱり犯罪に寄

与しちゃう、そんな感じがします。 

  それで、再犯率が非常に高い。芸人などがこういうものに手を出していると、意外と

再犯率で再逮捕されるということが往々にして目につきます。日本のこの麻薬に対す

る犯罪者の刑が、少し軽過ぎるんじゃないかと私は思うんです。というのは、東南ア

ジアでは、１０グラム所持すると、死刑になる国が結構多いです。多分インドネシア

とか中国あたりは、初犯でも死刑になっちゃいます。日本は、そういう点では非常に

軽い。これが捕まっても、おそらく３年か４年、初犯で反省がよければ、比較的早い

時期に出られるということが言われています。 

  今、先ほどから脱法ドラッグの販売店、販売しているところが新宿や渋谷に大変多く

存在して、それは昨年、その前の年のこの薬事審議会でもう、そういうものは一切取

り締まって、ないんだということを聞きました。ところが、それは多分ないでしょ

う。ところが、先ほどのお話があったように、ネットが大変なんです、くせ者なんで

す。全然そういうものの犯罪者が購入に困らないというような話も聞いています。こ

れは、もうネットのところから購入できるという、その弱点があります。 

  先ほどインターネットの会社を通して契約をして、撲滅とかネットに上げないような

方法をとられるということは、大変いいことだと思いますけども。どうも、それが再

犯につながらないような気がするんです。ですから、僕は、もう少し日本は麻薬に手

を出した者の刑を、もう少し重くしたほうがよろしいんじゃないかと思うんです。軽

過ぎるから、何年たっても何年たっても再犯を起こす、そんな感じがしてならないん

です。 
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  以上です。 

○小野会長代理 そういうご意見がありましたが、いかがでしょうか。コメントするのが

難しいかもしれませんが。 

○平井麻薬・医薬品安全対策専門課長 そうですね。刑期については、我々ではいかんと

もしがたい部分がございますので。ただ、推進本部のメンバーに東京地方検察庁の方

がいらっしゃいますので、一応こういうご意見があったということは伝えさせていた

だきたいと思います。 

○小野会長代理 ほかにいかがでしょうか。 

  石垣委員。 

○石垣委員 東京都薬剤師会の石垣と申します。 

  薬物乱用対策推進計画の３０年度の改定の参考ということで、非常に重要なポイント

ではないかなと思っておりますが、今日説明いただいた資料の中の３ページを見ます

と、現行計画の概要で３本柱というお話がありました。取り締まりの強化と啓発活動

の拡大、それから問題を抱える人たちの支援ということで、多分次期も大筋では変わ

らないだろう。ただし具体的な内容はこれからなので、細かい詰めに関しては意見を

いただきたいというような話だったと思います。 

  まず一つ、今渡邉委員からもお話ありましたように、取り締まりをするということ

は、とても大事なことでありまして。それは一定の成果があらわれて、危険ドラッグ

等も東京においては販売実績がなくなってきているようなこともあると思うんです。

加えて、私の希望としては、次期の計画、どれを重きにおいてほしいということでは

なくて、特に強化をしていかなければいけないなと思うのは、これは先ほどの大津委

員の意見と共通のところがあるんですけれども、啓発運動の拡大と充実、やってはい

けないというようなことを、何らかの形でしっかり啓発する施策を中心に立てていた

だきたい。そこのところを、とにかく厚く立てていただきたいと思います。 

  私ども東京都薬剤師会も、その辺は意識して、毎年事業計画を立てております。例え

ば平成２８年度の事業報告の中では、青少年薬物乱用防止講習会というものを、本会

会員の中で小・中学校、高等学校、大学、専門学校、合わせて合計２５５回、延べ３

万２，８４９名の受講の実績を上げております。そのほか、東京都が実施している専

門講師証明制度の周知であるとか、先ほどご案内がありましたパンフレットとかポス

ター、これをいろいろな機会を通じて配布して、啓発するというようなこともやって

おります。その啓発活動には特に力を入れていくべきだと思っておりますので、そこ

のところをご参考にいただければというように思います。 

  以上です。 

○小野会長代理 薬剤師会のご経験、ご活動を踏まえてのご要望ということだったと思い

ますが、いかがでしょうか。事務局のほうからコメントありますか。 

○平井麻薬・医薬品安全対策専門課長 ご助言、ありがとうございます。啓発活動につい
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ては力を入れていきたいと考えておりますので、また案についてアドバイスをいただ

ければと思いますので、ぜひよろしくお願い申し上げます。 

○小野会長代理 よろしいでしょうか。いろんなご意見いただいたと思いますが、事務局

から、最後にまとめのコメント、何かいただけますか。 

○平井麻薬・医薬品安全対策専門課長 さまざまなご意見をありがとうございました。本

日いただきましたご意見につきましては、今後計画を作成するに当たりまして、参考

とさせていただきたいと思います。 

  また、先ほども申し上げましたとおり、計画案につきましては、次回の当審議会にお

示しし、再度ご意見を頂戴する予定となっておりますので、その際にはまたよろしく

お願い申し上げます。本日はご審議ありがとうございました。 

○小野会長代理 次回というのは、来年度のこの会ということですよね。 

○平井麻薬・医薬品安全対策専門課長 はい。おおむね秋ごろに、またお願いできればと

考えております。 

○小野会長代理 とのことですので、しっかりフォローしたいと思います。 

  それでは、続きまして、次に報告事項のほうに移ります。まずは、ア、かかりつけ薬

剤師・薬局に係る取組の評価について。これも事務局からご説明願います。 

○早乙女薬務課長 それでは、お手元の資料の６ページをご覧ください。かかりつけ薬剤

師・薬局に係る取組の評価についてという資料になります。昨年度の本審議会でも、

健康サポート薬局につきましては、その状況についてご報告をさせていただきました

が、健康サポート薬局のその後の状況と、それからかかりつけ薬剤師・薬局に係る取

組の評価について、国が評価指標を定めまして省令改正等を行いましたので、その辺

の動きについて、ご報告をさせていただきます。 

  ６ページの資料の概要のところになりますが、健康サポート薬局につきましては、ま

ずかかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能を有し、地域住民による主体的な健康の維

持・増進を積極的に支援する薬局として、平成２８年１０月から届け出が開始された

ものでございます。 

  かかりつけ薬剤師・薬局の基本的機能ですとか、健康サポート機能につきましては、

資料の左側に記載をしてございます。健康サポート薬局の届け出状況ですが、全国の

状況は、平成２９年１１月現在のものが最新のものになりますので、６ページの右側

に表として掲載をしております。全国で６２４件、東京都は全国で第２位ということ

になります。東京都の分につきまして、私どもで１２月末の数字まで集計をしており

ますので、折れ線グラフのほうには１２月末の数字まで入れて記載をしております。

１２月末で７１件の届け出をいただいております。走り始めたばかりの制度ですけれ

ども、順調に届け出件数は増えているような状況でございます。 

  ７ページの資料をご覧ください。こうしたかかりつけ薬剤師・薬局の動きの中で、国

が評価指標というものを定めました。こちらの経緯のところの太線のところになりま
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すが、ＫＰＩ、これはＫｅｙ Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ、日本

語に訳すと成果指標というんですか、こちらの略称になります。患者のための薬局ビ

ジョン、これは国が検討会を立ち上げまして、その中であるべき薬局の姿といいます

か、こういったものの報告がまとまっているものでございますけれども、これに基づ

き医薬分業の質を評価できる指標を設定しようということで、今般、昨年の１０月に

省令の改正がありました。 

  評価手段のところをご覧ください。実際には、薬局機能情報提供制度の評価項目を増

やして、その中の一部、この③になりますけれども、その一部をＫＰＩとして設定し

て、年に１回、その数値を把握しようというものでございます。 

  また、②になりますけれども、あわせて薬剤師・薬局の実態に係る調査を実施しよう

ということで、これも国の検討会で検討中というふうに聞いております。 

  実際にどのようなものが評価指標として定められたかと言いますと、資料の右側をご

覧ください。患者のための薬局ビジョンで求められている機能として、患者の服薬情

報の一元的・継続的把握というものがございますが、これに対応する評価項目として

は、右側にありますように、電子版お薬手帳、または電子薬歴システム等、ＩＣＴを

導入している薬局の数といった形になっております。 

  ２段目の薬学的管理・指導の取組に関しましては、医師、これは患者の主治医という

位置づけになるかと思いますが、こちらに患者さんの服薬情報等を文書で提供した、

フィードバックした薬局の数というような形で把握をしようという形になっておりま

す。 

  以下、在宅業務の対応ですとか、医療機関との連携といった項目が定められておりま

す。 

  都の対応といたしましては、省令改正は２９年度の１０月ですが、完全施行が３１年

１月になりますので、それまでにきっちり報告ができるような体制にしていただきた

いということで、薬局に周知をしております。また、報告のシステムを改修しなくて

はいけませんので、こちらは来年度、薬局機能情報制度の項目の拡充に対応したシス

テム改修を行う予定でおります。 

  あわせまして、かかりつけ薬剤師・薬局機能の充実強化に係る事業を、現在でも東京

都薬剤師会様のご協力を得て進めているところでございますが。引き続き、こうした

事業をしっかりと進めていきたいと考えているところでございます。 

  説明は以上です。 

○小野会長代理 ご説明ありがとうございました。何かご質問等ございましたら、お願い

いたします。よろしいでしょうか。 

  それでは、続きまして、報告事項の二つ目、イ、薬局における薬剤師不在時の一般用

医薬品の取扱いの見直しについて、について事務局からご説明をお願いいたします。 

○早乙女薬務課長 こちらも、私からご説明をさせていただきます。資料の８ページで
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す、資料３をご覧ください。薬局における薬剤師不在時の一般用医薬品の取扱いの見

直しについてというタイトルになっております。 

  改正までの国の動きとしまして、規制改革実施計画で規制の見直しが閣議決定されま

した。その内容を受けて、右側の太字のところになりますが、厚生労働省が一定の条

件下で、薬局において薬剤師不在時にも登録販売者が第二類、第三類の医薬品を販売

することができるようにするということで対応をしたものでございます。業界団体等

のヒアリングも経まして、昨年の９月２６日に省令が改正されております。 

  実際に医薬品を販売する業態といいますのは、薬局と、それから調剤を行わないＯＴ

Ｃの医薬品を販売する店舗販売業というものがございます。薬局の場合は、調剤の応

需義務がありますので、基本的に原則として薬剤師さんが必ずいて、薬剤師がいない

場合はお店を閉めるというのが大原則でございましたが、今回、在宅療養などが進ん

でいるというところもありまして、こちらの改正施行規則の左側のところ、ポツが二

つありますけれども、一時的にかつ、やむを得ないような理由、例えば緊急時の在宅

対応ですとか、急遽日程の決まった退院時のカンファレンス、こういった場合につき

ましてのみ、薬剤師が不在の場合でも登録販売者の方がいれば、薬局においても第二

類、第三類の医薬品を販売することができるようにするという形の省令改正でござい

ます。 

  都の対応としましては、都の所管する多摩地区の保健所になりますが、薬局１，４３

０件につきまして、改正内容について周知をいたしました。また、審査基準や指導基

準等の内部の基準を改定しまして、薬局につきましては自治事務ということで、特別

区や保健所設置市との連携も必要でありますので、こうした改正の内容を特別区や保

健所設置市に情報提供いたしまして、指導の統一を図りました。 

  また、薬剤師不在時間の有無に関しては、薬局機能情報提供システムに載せる項目に

なります。あらかじめ届け出て、掲載するということがルールになっておりますの

で、こちらにつきましては、取り急ぎ今年度中に、この項目が掲載できるように改修

を行っているところでございます。 

  説明は以上でございます。 

○小野会長代理 第二類、第三類ですから、風邪薬などですよね。 

○早乙女薬務課長 そのとおりです。 

○小野会長代理 風邪薬ですとか、漢方薬も含まれますか。 

○早乙女薬務課長 含まれるものもございます。 

○小野会長代理 そういうものの販売について、一定の条件のもとで登録販売者の方が販

売することができるようにするという、おそらく買う方の利便の向上も含めた話なん

ですよね。いかがでしょうか。ご質問等ございましたら、どうぞ。 

  それでは、次の報告事項に移りたいと思います。三つ目のウ、医療用医薬品の偽造品

流通防止について、事務局からご説明願います。 
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○河野薬事監視担当課長 それでは、ここからは薬事監視担当、河野よりご説明をさせて

いただきます。 

  報告事項ウでございますが、こちらは昨年１月に発生いたしました、Ｃ型肝炎治療

薬、ハーボニー配合錠の偽造品流通事件に関するものでございます。９ページの資料

に沿いまして、本件の概要と対応、その後の省令改正等の動きについて、ご報告をさ

せていただきます。 

  まず、９ページ、資料４－１をご覧ください。本件、概要を申しますと、神田の卸売

業者に個人が持ち込んだ偽造品が、奈良県内の薬局を通じ、実際に患者の手に渡って

しまったという事案でございます。 

  本件発覚の経緯でございますが、９ページの資料左上にありますように、１月６日に

奈良県内の薬局からこの薬剤の交付を受けた患者さんの申し出、これが端緒となった

ものでございます。このハーボニー配合錠というお薬でございますが、１日１回１錠

を１２週間継続して服用するというのが、標準的な治療パターンとされているもので

ございます。このハーボニー配合錠、１本が２８錠入っておりますので、１本４週間

分、したがってこれを３本継続して服用するという形になります。 

  この奈良県の患者さんは、１本目は医療機関で正規の医薬品の交付を受けてお飲みに

なりまして、２本目は病院からいただいた院外処方箋によって、薬局から医薬品を入

手しましたところ、これまで病院でもらっているものと錠剤の色が違うということに

お気づきになって、薬局に相談をされたというのが発見の端緒となったものでござい

ます。最終的に、この奈良県内の薬局からは、偽造品が５本発見されております。 

  その後、１月１１日に正規品のメーカーが現品を確認して、偽造品と判明をいたしま

して、１月１３日に厚生労働省に第一報が入りました。仕入れ先が東京と大阪の卸で

あるということから、同日に、厚生労働省から東京都並びに大阪府のほうに調査要請

があったというのが、スタートでございます。 

  左の下、都の対応でございますが、厚生労働省からの調査要請を受けまして、直ちに

仕入れ先とされる都内の卸売業者を初めとする関係施設へ立入調査を行いまして、最

終的に１月末までに結果的には３件の卸売販売業者から、偽造品と思われるハーボニ

ー配合錠をさらに１０本発見し、流通防止のために私どものほうで確保をしたところ

でございます。 

  この確保した１０本のうち１本を東京都の健康安全研究センターで分析を行いました

結果、こちらのほうは中身がサプリメントのビタミン剤であるということを確認して

おります。 

  また、この私どもの調査によりまして、偽造品は都内のいわゆる現金問屋と言われる

卸売販売業者さんが、持ち込んできた相手の身元を十分に確認しないまま買い取り、

さらに仕入伝票には、その個人ではなくて架空の卸売業者を記載していたということ

も判明をしております。 
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  最終的に、この発見の端緒となりました奈良県の患者さんを含めまして、今回の事案

で実際に偽造品を服用してしまった患者さんは一人もいなかったということが、国な

どによる患者調査で判明しておりますけれども、場合によっては、重大な健康被害発

生につながりかねなかったということで、偽造品の流通に関与しました都内の卸売業

者５社に対しては改善措置命令を行いますとともに、伝票に虚偽の記載をするといっ

た、極めて悪質と判断した２社に対しては業務停止を命じまして、厳しく処分をした

ところでございます。 

  本件のように、卸、あるいは薬局といった正規の医療提供ルートを通じて偽造医薬品

が患者の手に渡ったという事案は、昭和の時代にさかのぼりますと何件か発生をして

おりまして、昭和６０年には、厚生労働省から適正流通に向けた、再発防止に向けた

通知も発出されているところでございますが、このような事案は、平成に入ってから

は例がないということで、今回の事態を極めて重く見た厚生労働省は、再発に向けま

して、資料の右の上にありますように、去年の３月に対策のあり方に対する検討会を

立ち上げております。検討会では、６月に１度、中間の取りまとめが出されまして、

この中で直ちに対応すべき事項につきましては、昨年１０月に関係省令が改正され、

対応が図られたところでございます。 

  この１０月に行われました省令改正、この内容については、資料４－４に一覧でまと

めておりますが、医薬品の譲り受け、譲り渡しに関する相手の記録・確認等に関する

事項の追加、あるいは、品質管理・保管管理の厳格化といった内容になっておりまし

て、先ほど申し上げました、昭和６０年の通知と内容的には重なる部分もございます

けれども、今回は省令化された、つまりはそれに従わなかった場合には違反として措

置がされるという点では、一定の抑止効果も期待できるものかと考えているところで

ございます。 

  これら１０月の省令改正につきましては、東京都では都内の全ての卸売販売業者と薬

局に通知をすると同時に、この施行がちょうど、今月末、本日が施行となっておりま

すので、今日までにちゃんと体制を整備していくように一斉監視指導を行って、指導

をしてきたところでございます。 

  また、この検討会では、昨年の１２月２８日に、今後さらに取り組みが必要とされる

施策、その進むべき方向性を示した最終の取りまとめというのを発表しております。

今後、国は、この最終取りまとめを踏まえまして、薬事食品衛生審議会の中の制度部

会で具体的な方策を検討し、今後引き続き、必要な対応策を講じていくということで

ございますので。都といたしましても、国の動向を踏まえつつ、偽造品流通の再発防

止に向けまして、関係事業者を適切に指導していく予定でございます。 

  １０ページ以降には、参考資料をお付けしてございます。資料４－２は、今回のこの

ハーボニー配合錠正規品と発見された偽造品の形状を示した資料でございます。左側

に、この正規品ハーボニーの概要を書いております。昭和の時代に流通した偽造品



 

 17 

も、やはり当時の額でいうと高額な医薬品というところでございましたが。今回のこ

のハーボニー配合錠は、左にございますように１錠が５万５，０００円、１本２８錠

入りですので、１本１５４万円するという、いわゆる超高額医薬品であったというこ

とも特徴の一つかと考えております。 

  また、今回の事案では、右側にございますように、四つのパターンの偽造品というの

が確認されております。右下の事例４とありますのが、一番最初の発見の端緒となり

ました奈良県の患者さんが薬局から交付を受けた、実は中身がビタミン剤だったとい

うものでございますけれども、特に左上の事例１、これは１錠５万５，０００円する

実際のハーボニー錠２０錠と、さらにこのソバルディというのは、同じメーカーがつ

くっている医薬品でハーボニーほどではありませんが、１錠３万円程度する高額医薬

品でございますので、こういったもの、言い方が悪いですけど、ほとんど儲けがない

ような、こういったものも偽造品として作られているというところを含めまして、今

回の事案に関しましては、その偽造品を投入してきた目的、背景、ちょっと不可解な

点がたくさんあったところでございます。 

  既に報道でご覧になったかもしれませんが、先週の金曜日、１月２６日に、この今回

の昨年１月のハーボニー配合錠に関しまして、一番最初に神田の現金問屋さんと言わ

れているところに偽造品を持ち込んだ個人、ご夫婦なのですけれど、夫婦に対する逮

捕状をとったということが警視庁から発表がされております。おそらく近日中に逮捕

され、警視庁の今後の調べによって、この辺の背景等については明らかにされていく

ものと考えてございます。 

  その次の１１ページの資料は、今回の偽造医薬品の流通ルートでございまして、こち

らは、当時プレス発表もさせていただいているものでございます。 

  報告事項については、以上でございます。 

○小野会長代理 報告ありがとうございました。偽造医薬品の流通防止について何かご質

問等ございましたら、よろしくお願いします。 

  小池委員。 

○小池委員 一つ質問ですが、私の知っている報道の範囲だと、外箱がもともとなかった

とかというように聞いているんです。 

○河野薬事監視担当課長 このハーボニー配合錠、正規のものは、ボトルに添付文書がつ

いて箱に入れられているものでございますけれども、今回流通した偽造品は、全て外

箱も添付文書もないボトルのままで流通をしております。 

○小池委員 一般的にいうと、医薬品を薬局で仕入れる場合、私もやったことがあります

が、当然封を切ってあるかどうかというのは、見るんです。だから省令のこともそう

ですが、やっぱり現場の管理をきちんとするということを、もう一度改めて再認識を

求めるということが、何よりも大事かなというふうに思ったのが一つと。 

  先ほどのご説明でもありましたように、このお薬は１錠が５万５，０００円して、保
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険財政とか公費医療の税金の問題にまで発展する大問題であります。一方で諸外国と

比べると、日本の価格は高いということも聞いてます。医薬品の適正な価格での販売

も大事な問題かと思いますので、ぜひそういったことも改めて考えていただきたいと

いうふうに思います。 

○小野会長代理 よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。 

  渡邉委員。 

○渡邉（捷）委員 渡邉です。 

  これの改善措置命令というのがありましたですよね。私は、こういうものに対して非

常に疑問に思うのは、例えばこれは１１ページですか、エール薬品がこれを製造した

のかどうかわかりませんけども、その右側に高洋薬品、フジ薬品、大興薬品という業

者がいまして、これらは、おそらくこれは偽造品だということを知ってて、仕入れた

んじゃないでしょうか。そこに大変多くの利益が発生しますから、知り得ながら仕入

れ、そしてさらに大阪の卸売販売業者に販売した。これも知っていたんじゃないかと

僕は思うんです。 

  ですから、かなりこれは、ぐるになっているところが多いのかなと思いまして、この

辺の措置命令は、どのぐらいの命令が働いたのかなというふうには気にします。今後

こういう人たちは、おそらくちょっとやりかねないところもあるんで、その辺のこと

もちょっと知りたいなと思ったわけです。 

○河野薬事監視担当課長 こちらは、まず流れでございますけれども、作ったのは、おそ

らくこの持ち込んだ個人、間もなく逮捕されると思いますから、そこで明らかになる

と思います。 

  この５社に行いました改善措置命令でございますけれども、内容的には、先ほど申し

ましたように、このエール薬品では個人から買い取っていますが、適切な正確な記録

をしていなかった、虚偽を書いていたということもございますし、さらにこのエール

薬品から、その先に行く中でも、譲り渡し、譲り受けの記録、正確に確認した上での

記録がされていなかったということがございますので、こういった相手の身分確認で

すとか、あるいはその記録、こういったものを適正にやるように体制を整備しなさい

ということ。 

  あるいは、そのものについては、包装等もちゃんと正規品のものかどうかということ

を十分に確認しなさいということ。さらに卸も、やはり管理薬剤師というのを置くこ

とになっていまして、そういった医薬品の品質等については、その管理薬剤師が責任

を持つということになっておりますので、管理薬剤師がしっかり管理をするように、

管理薬剤師がしっかり管理できないようであれば、薬剤師の交代も含めて体制を整備

するようにというような内容を、改善命令として行っているところでございます。 

  なお、これまでの私どもの行政的な調査の中では、この卸、少なくとも偽造品とわか

っていて流通をしたというような事実関係は確認できていません。本当は知ってい
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て、実は行政には知らなかったと言っている可能性というのもゼロではありませんけ

れども、この今回の偽造品、確かに外箱に入っていないというところで、怪しいと気

づくべきだったんではないかということは、確かに薬剤師という専門家が関与してい

ますので、それは指摘されるのは無理もないことでございまして、特にこの奈良の薬

局の薬剤師さんは変更命令までかけられており、なおかつその後に薬剤師としての３

カ月の業務停止処分も受けております。 

  確かに箱には入ってないんですが、ボトルそのものは外から見たところ、本物と偽造

品というのは、ほとんど見分けがつかないような状態のものでございました。ちなみ

に実際に偽造品が入っていたボトルそのものは、全て正規品のボトルであるというこ

とが確認されておりまして、外見上は、ボトルに張られているシール、正規品はちょ

っと丸く角がとってあるんですが、偽造品は角が直角で真四角だとか、非常に見にく

いところもございますので、確かに見ただけでは偽造品だとわからなかったかなとい

う気はしております。 

○小野会長代理 よろしいでしょうか。 

○渡邉（捷）委員 ありがとうございます。 

○小野会長代理 ほかによろしいですか。それでは、議事を進めたいと思います。 

  続きまして、これが最後の報告事項です。四つ目、医薬品等適正広告基準の改正につ

いて、事務局からご説明を願います。 

○河野薬事監視担当課長 それでは、引き続き、河野からご説明をさせていただきます。 

  資料は１３ページ、資料５をご覧ください。医薬品、あるいは医療機器、化粧品、こ

ういったものに関しましては、普通の雑貨品と違いまして、人体に使用するものとい

うことでございまして、不適切な広告によって、使われる方、消費者の誤認、誤用を

招きますと、保健衛生上大きな影響を及ぼすおそれがあるということから、医薬品医

療機器等法第６６条で、虚偽・誇大広告が禁止されているところでございます。この

法律の第６６条にいうところの、虚偽・誇大な広告というものはどういうものである

のか、その具体的な判断基準を示すものとして、国の局長通知で出されているのが医

薬品等適正広告基準でございます。 

  この医薬品等適正広告基準、昭和５５年に発出されたものでございまして、それ以

降、大きな改正が行われていない。その間には社会情勢の変化等もございまして、消

費者の方々の認識等も大きく変わった、ニーズも大きく変わってきたということか

ら、国の規制改革会議におきまして、この見直しが提言されまして、今般３７年ぶり

に改正が行われておりますので、ご報告をさせていただきます。 

  まず、本題に入ります前に、１３ページの資料、東京都における医薬品等の広告監視

について、簡単にご説明をさせていただきます。都では、違反広告に対しましては、

もちろん広告の中止、あるいはチラシ、配布物等であれば、その広告物の回収等の行

政措置を行っているところでございますが、こういった不適切な広告、こういったも
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のを効率的に発見し、排除していくために、広告の一斉監視指導というものも、あわ

せて実施をしております。 

  雑誌ですとか新聞、テレビにつきましては、一定期間の広告を全て集めてチェックを

することで、一斉監視指導を行っております。また、インターネット広告に関しまし

ては、その母数が非常に膨大でございまして、なかなか個別の対応が難しいというこ

ともございますので、このインターネットに関しましては、図の一番右下の四角にご

ざいますように、インターネットのプロバイダー等の関連企業１６社の協力のもと

に、違反広告を行っているサイトへ東京都からの警告メールを送っていただくという

ようなことで改善指導をしているところでございます。 

  さらに最近、いわゆるフリマサイトで不適切な広告が増えてきているということもご

ざいますので、今年度からフリマにつきましても対応を図るべく、関連企業の７社と

連絡会を立ち上げたところでございます。 

  また、このような広告監視に関する自治体の指導のバラツキ等を防いでいくために、

図の左側にありますように、国、それと主要な五つの都道府県から成る、全国医薬品

等広告監視協議会、通称「六者協」と呼んでおりますが、こういった会議体を組織し

まして、年２回、広告の指導方針について協議し、全国の都道府県でその基準という

んでしょうか、視点を共有することによって広告に関する行政指導の統一化を図って

いるところでございます。 

  以上が、東京都の広告監視でございますけれども、実際の基準の改正について、その

次の１４ページ、ご覧いただけますでしょうか。 

  今回の広告基準の具体的な改正点について、お示しをしてございます。上の段の右の

ほうにありますように、国は今回のこの広告基準の改定に当たりましては、国、ある

いは都道府県が直接改定の見直しを行うのではなく、広告監視の適正化を図るための

研究部会というものを設置いたしまして、改定に向けた調査、研究というものを行っ

ております。 

  この検討会には、東京都、大阪府の職員ももちろん参加しておりますが、それ以外に

医師会、薬剤師会等の学識経験者、あるいは薬害患者団体の代表の方々等が参加をさ

れております。この検討会では、まずこの広告基準の改定に当たって、それではどう

いう広告を不適切と判断するのか、そういう広告基準を見直すための判断基準という

ものを検討会では作りまして、それに基づいて広告基準の改定が行われたという経緯

がございます。 

  この見直しの基準でございますが、大きく申しますと、広告を見た方がその広告を見

て製品を購入した場合に、騙されたと感じるような広告、あるいは科学的な根拠に乏

しいような広告というのは、もう一切認めないような方向で行こう、そういう視点で

今回の広告基準に関しては見直しが行われております。 

  具体的な内容については、下の段に幾つか取り上げて、お示しをしてございます。例
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えば一つ目の複数の効能効果を有する医薬品の広告ですが、これまでは特効薬的な誤

認を与えるということから、二つ以上は書かなければいけない。例えば具体的にご覧

になったことがあるかと思いますが、鎮痛剤のような広告の場合に、頭痛、歯痛、生

理痛というような三つぐらいコマーシャル、広告ではやっていたと思います。こうい

った複数の効能を持つものについては、少なくとも二つ以上の効能を示すことによっ

て、特効薬的な誤認を与えないようにしなければいけない。こういう規制があったん

ですけれども、こういったものについては、もう消費者の方もいろいろな情報が入っ

てくる時代でございまして、誤認がないだろうということから、一つでもよろしいと

いうようなことになっております。 

  なお、今回のこの広告基準の改正ですが、規制改革会議からの提言でございまして、

規制緩和ということではございませんので、緩和するところは緩和する、しかし厳し

くするところは厳しくするという視点で見直しが行われております。そういう点でい

きますと、逆に厳しくなった部分として、一覧の中の下二つでございます。例えばた

くさん買うとお安くなるような広告。こういったものについては、医薬品では少なく

てもそういった広告をさせるのはやめる。同じように、売り上げＮｏ．１というの

は、もういろいろご覧になったことがありますが、少なくとも医薬品等に関しては、

こういったような内容で消費者の選択を誤らせるようなことはやめようというような

点で見直しが行われております。 

  なお、この広告基準の改正でございますが、消費者保護というのが主目的でございま

すので、そういう観点から、特に経過措置期間等は設けずに、昨年９月２９日の改定

と同時に即日施行となっております。 

  東京都といたしましては、広告を実際に作成する方々、あるいは業界の中で広告の自

主審査に従事されている方々に対しまして、講習会等を通じて、この改正内容の周知

を図るとともに、臨時の広告一斉を行いまして、今回のこの新しい基準に適合しない

広告について、適宜改善指導を図っているところでございます。今後も事業者さんか

ら、広告主さんからの事前相談、あるいは一斉監視指導を通じまして、広告の適正化

に引き続き努めてまいりたいと考えてございます。 

  広告基準改正については、以上でございます。 

○小野会長代理 ただいまご説明ありましたけれども、何かご質問ございますでしょう

か。 

  遠藤委員、お願いします。 

○遠藤委員 ご説明ありがとうございました。ちょっとお伺いしたいんですけれども、１

３ページの上段の文章の中ほど以下でインターネット広告、これについては平成１５

年度ですから、かれこれ１４年間ぐらいネット関連の業者に、これは連携というか、

委託して一斉監視指導を行っていると、こういう話でありましたけれども。私は、こ

の辺の世界、詳しくないんですけれども、いわゆるネット上のこういう広告をパトロ
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ールして、チェックして、ひっかかるものについては、先ほどお話で都の警告を発信

してもらうと、こういう理解だったと思いますけれども、かれこれ１４年ぐらい、こ

の辺の実績というか、この辺をどう評価しているか。 

  あわせて近年、これは今年度からですけれども、いわゆるフリマサイト、連携を始め

たというんですけれども、この辺も今年度まだ１年間だけですけれども、実績並びに

実効性です。実効性のところがどうなっているのか。効果が上がっているのか、それ

ともなかなか厳しい部分があるよと、その辺のところをちょっと教えていただければ

と思います。 

○河野薬事監視担当課長 インターネット広告でございますけれども、私どもがパトロー

ルして発見することもあります。あるいは、消費者の方等から、このインターネット

広告については違反なんじゃないかという情報が来ることもございます。いずれ何か

の形で情報を入手して、確かにこの製品のこの広告が不適切、違反であるとなった場

合に、同じ製品の広告をやられているサイトというのは、もう限りなくと言っていい

ぐらいに多くございます。 

  したがいまして、大きな流れとしましては、私どものほうで違反の広告を発見し、そ

れについて検索をしたところ、ほかにもたくさん同じ製品の広告をされているところ

があった場合に、それぞれのサイトに対して、インターネットプロバイダーさんに対

して、この製品についてこういう標榜は違反である。直ちに改めるようにという東京

都からの警告メールを一斉に出してもらう。私どもは、全体母数の中からアトランダ

ムに抽出をした数十件の広告について、その警告メールを送ったことによって改善さ

れているかどうかというような形で成果を見ております。 

  まず、成果のほうでございますが、回によってバラつきがございますけれども、平均

いたしますと改善状況としましては、大体８０％程度の改善率が見られております。

２８年度の最初の回で私どもの抽出した母数の改善率を見ますと、９割近くが改善を

しておりますので、一定の効果はあるのかなと思っております。 

  ものによって送る件数というんでしょうか、同じ製品の広告を行っているサイトとい

うのは非常にバラつきがございますが、一つの製品を見たときに、たとえば５件、１

０件といった場合は、逆に私どものほうから直接全部措置をいたしますけれども、何

百件という形になった場合に、このインターネットプロバイダー等の関連企業を通じ

て送ってもらっていますけども、大体多いときでは、一つの品目について５，０００

件くらいございます。少ないときでも、やはり１，０００件くらいサイトがあります

ので、そういったところに対してお送りをしているというところでございます。 

  総件数は、ちょっと今すぐに数字が出ませんので、ちょっと後ほど調べさせていただ

きたいと思います。形としてはそのような形でやっておりまして、ある程度効果はあ

るのかなと思っております。 

  また、フリマのほうでございますけれども、こちらは今年に入ってから、初めて連絡
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会というものを立ち上げて、１回意見交換をさせていただいたところでございまし

て、今後また年度内に何回か集まりをして、どういう形でやっていくのが効率的であ

るのか、こちらからお願いしたときに、関連企業の方々は、どういう行為であれば、

どこまでできるのかというところを、ちょっとまだ、今詰めている段階でございます

ので、本格的な動きというのは、来年度に入ってからになろうかと思います。 

○小野会長代理 谷茂岡委員。 

○谷茂岡委員 今のお話の中に１３ページのところの、先ほどご説明のときの広告の監視

指導についてです。 

  自治体によってはバラツキがあるというようなお話を、ちらっとなさいましたけれど

も、このごろ自治体によって、いわゆる我々区民は、どこで扱っているかわからない

ところがあるんですが、それは大体が保健局になるのか、健康保健部なのか、福祉な

のか、そういうところへの監視体制の統一は、やはりバラツキがあってはならないと

思うので、ある程度統一をとりたいので、自分のところはどう知りたいということが

ありますから、それはどこへ聞きにいったらいいんでしょう。健康部のほうでしょう

か。 

○河野薬事監視担当課長 広告の監視と言うんでしょうか、事前相談なんかもそうです

し、違反があったときもそうですけれども、その広告主が所在する都道府県が担当し

ているというところでございます。 

○谷茂岡委員 難しいね。わかりました。 

○小野会長代理 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。 

  渡邉委員。 

○渡邉（捷）委員 これは、医薬品じゃないんで関係ないかと思いますけど、サプリメン

トについて、例えば膝とか腰に、これを飲むとすぐ効くようなイメージの動画の入っ

たコマーシャルがテレビなどで大変多く見かけられます。一見すると医薬品なのかな

と、そういうところで消費者はちょっと選択に誤りがあるし、例えばそういう広告

を、僕は登録販売者でございますから、やはり自分でポップなんかを書いたりもしま

すけども。これは保健所に、書き上げたらいろいろ聞いて、これぐらいの文言とか宣

伝はどうかということを尋ねるんです。すると、これはダメ、あれはダメ、それは当

然だと思いますけども。その辺は、我々はきっちりと保健所と話し合って、可能なと

ころのみをとって自分でポップをつくっていますけども、テレビ何かを見ていると、

サプリメントがいかにも医薬品を通り越して効くんだというようなイメージを与えま

す。ちょっと僕は、その辺はやり過ぎじゃないのかなというふうな気がしているんで

すけど、いかがでしょうか。 

○河野薬事監視担当課長 先ほど広告に関しては、都道府県というふうに申し上げました

が、例えば薬局さんですとか薬屋さんの店内のポップなどは、その薬局の指導を行っ

ている、東京であれば２３区ですとか、そういったところで窓口として対応している
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ところもございます。 

  今のご指摘の、健康食品なのに階段が痛くなく上れたり、そういうのがあるじゃない

かということでございまして、私どもも医薬品、医療機器、化粧品に加えまして、そ

ういったいわゆる健康食品、健康食品は基本的に食品でございますけれども、今ご指

摘があったように、例えば食品であるにもかかわらず医薬品的な効能効果を謳う、要

するに病気が治るようなことを謳いますと、医薬品医療機器等法上は、そういった病

気への治療効果を標榜した段階で、そのものを医薬品とみなします。医薬品であれば

承認をとらなければいけないのに、承認をとっていないものについては、いわゆる医

薬品医療機器等法に言うところの無承認医薬品、承認をとっていない医薬品という位

置づけにして、違反措置を行っているところでございます。 

  したがって健康食品であるにもかかわらず、治療的なことを言っているものに関しま

しては、違反措置をしております。非常にわかりにくい難しいところでございます

が、最近医薬品ではない、機能性表示食品というようなものが出てきております。こ

ちらについては、消費者庁が所管しているところでございますが、法律で届出してい

れば、言ってもいいという部分がございまして、実際の規制が正直なところ厚生労働

省が所管している医薬品医療機器等法から見た無承認医薬品の部分と、消費者庁が所

管している部分と重なった部分があるのは事実かもしれません。 

  その辺については、厚生労働省でも今後消費者の方が混乱をしないようにということ

で、どうにかきれいに整理をしていこうとしているところでございます。そういった

健康食品の場合というのは、なかなか私ども薬事のほうからは指摘をしにくいという

ような部分がございますが、おそらくテレビ広告とか新聞に入ってくるようなものと

いうのは、ご指摘のように本来はやってはいけない広告というのがあるかもしれませ

ん。実際に健康食品の違反広告というのは、非常に件数が多いところでございますの

で、引き続きその辺の監視については、私どものほうで注意をして対応していきたい

と思います。 

○小野会長代理 小池委員。 

○小池委員 すみません。今の件に関連してなんですけど、例えばコエンザイムＱ１０

は、ノイキノンという名前で医薬品として、コエンザイムＱ１０という名前で健康食

品で売られているわけです。今ちょっと医薬品としてとっているかわからないですけ

ど、ギャバも、私若いころは、ガンマロンという名前で医薬品として医療機関で出し

たわけです。そういうふうに同じものでも医薬品であったり健康食品であったりする

ので、非常に消費者から見ればわかりづらい。しかも医薬品の効能を背景にしたよう

な、におわせぶりの効能的なものを謳っているので、そういうところにも整理が必要

じゃないかと思います。 

○小野会長代理 私どもの研究室でも研究しているんですけれども、境目の食品の表示は

難しい。先ほどご説明のあったとおり、それからご質問をいただいているとおり、そ
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の境目の議論は、これからおそらく国、都全体で大きく議論していくような話がある

と思いますので、引き続き、現場の消費者の方に迷惑が生じないようにと、不健康が

生じないようにということで監視をしていただくということになろうかと思います

が。よろしいでしょうか。 

  それでは、引き続きよろしくお願いいたします。 

  以上で用意した議題は終了いたしました。その他ですけれども、何か事務局のほうか

らございますでしょうか。 

○早乙女薬務課長 本日、その他としての議事はございません。 

  以上です。 

○小野会長代理 委員の先生方から。石垣委員。 

○石垣委員 終わるところを、申しわけございません。一つだけなんですが、今日の議題

の中でも何回か言葉として出てきていました、薬局機能情報提供制度のあり方につい

てです。これは皆様ご存じにように、薬局機能情報提供制度というのは、我々薬局は

毎年東京都に報告する義務があって、東京都は都民に広報する義務があるというよう

なもので、中身を見たことがある方でしたらおわかりだと思うんですけど、我々薬局

の情報が、非常に事細かく、多岐にわたって出ております。例えば今日の議題の中で

も、薬局、薬剤師不在時の件であるとか、ＫＰＩの件、それもそれぞれに薬局機能情

報提供システムが絡んできています。 

  では、これがどう利用されているかということは、なかなか難しいと思うんですけれ

ども、現実問題としては、東京都の医療情報サイトのひまわりの中の薬局の部分とし

て、「ｔ－薬局いんふぉ」という名前で薬局機能情報が提供されているのは、皆様ご

存じでしょうか。そこに我々薬局の情報の宝みたいなものがたくさん出ていまして、

都民の方のお役にも立つと思うんですけれども、そこまでたどり着けない、あること

を知らない方が、まだまだ多いと思います。ですから、我々薬局への周知ももちろん

大事ですけど、都民の方への周知も忘れずにお願いしたいということを、つけ加えさ

せていただきたいと思います。大変もったいない状況だと思っております。 

○小野会長代理 では、谷茂岡委員から。 

○谷茂岡委員 一つ伺いたいんで、今の薬局の問題ですけども。年間で自分のところの特

約薬局というんですか、個人的に特約をしなさいというようなことが出ていますけれ

ども。薬局は、自分のところへ薬をもらいに行ったとき、そこの薬局ならどこへ行っ

てもいいと思っていたんですけれど、特約しないと損するというんでしょうか、何か

あるんでしょうか。それは構わないんでしょうか。 

○早乙女薬務課長 ちょっと保険上のお話は、ここではわからないんですけれども、ルー

ルとしては、どちらの薬局に行っていただいてもいいんですけれども、やはりかかり

つけ薬剤師・薬局を持つことによって、自分が飲んでいるお薬を管理していただけ

る。例えば二つ、三つの医療機関に通っていても、一つの薬局でお薬をまとめていた
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だければ、場合によってはダブっているお薬なんかもわかるかもしれないとか。 

○谷茂岡委員 大きい病院に行った場合は、薬局が近所にないですよね。その病院のとこ

ろの薬局でもらっちゃいますから、ご近所の薬局と取りつけしろと言われても、ちょ

っと無理だと思うんですが、その点で、それが何か不便な点が出てくるのどうかなと

思って、伺ったんです。 

○早乙女薬務課長 そういう場合には、お薬手帳なんかをきっちり持っていただいて、お

薬手帳で例えば複数の薬局に行く場合は、それぞれの薬局で１冊のお薬手帳を見せて

いただければ、大丈夫かなと思います。 

○小野会長代理 石垣先生のほうからコメントいただけますか。 

○石垣委員 かかりつけ薬剤師という問題だと思うんですけれども。先ほどの中にも一部

出てきましたが、かかりつけ薬剤師の一つの目的として、一元管理、継続管理という

ところがあったと思います。一人の患者さん、あるいは薬局に来ていただく方の情報

を一つの薬局、一人の薬剤師がきちんと管理することによって、見えないものがたく

さん見えてくるということなんですが、それ以上細かい話は、ここでは今避けておき

ますけれども、いろいろなことで有益な部分が出てくると思います。 

  かかりつけ薬剤師という言葉が、非常にまだわかりにくい方が多いと思うんですけれ

ども、これ実は、一昨年、日本薬剤師会で定義がされております。ここにその文章を

持ってきて読み上げても仕方がないので、私の私見を申しますと、かかりつけ薬剤師

というのは、薬局に来ていただいた方に対する薬学的管理を行います。薬学的管理と

いうと、お薬の服薬指導であるとか、残っている薬の調整とか、後発医薬品のことと

か、その他もろもろあります。特に最近では在宅にかかわること、それから、それこ

そもう少し広げて、セルフメディケーションにかかわること全てを相談できるのが、

かかりつけ薬剤師です。 

  ただし、それは我々のほうからかかりつけ薬剤師でございますということでは、もち

ろん絶対なくて、今申しましたような、一例を挙げましたけど、薬学的管理をその方

が選択して、その薬剤師さんを指名して選択し続けることによって、その方にとって

のかかりつけ薬剤師になる。そういう薬剤師がいる薬局が、かかりつけ薬局であると

いうふうに思っております。 

○小野会長代理 西澤委員。 

○西澤委員 すみません。そのかかりつけ薬局なんですけれども、そのかかりつけ薬局で

お薬手帳をいただいておりましても、内部で出してくださる先生がいらっしゃるんで

す。そうすると、そこから出たお薬というのは、お薬手帳に張ってないんです。そう

いうのは、お薬を出したという内容を必ず出さなきゃならないという決まりはあるん

ですか。 

○小野会長代理 石垣委員。 

○石垣委員 法制上で決まりがあるというわけではないんですけれども、先ほど申しまし
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たように、一元管理をするために我々にとっては大変重要な情報ですが、今委員がお

っしゃられたようなケースというのは多々あると思います。ただ、その都度、例えば

私も薬局をやっておりますが、薬局にお薬手帳を持ってこられる患者さんでもそうい

う方はいらっしゃいますので、その場合は、もしわかればわかる範囲でその情報を教

えていただいて、こちらで記入することもいたしますし、最近では、院内で処方され

ている医師の先生で、医院さんのほうで記入してくださることもありますので、まず

お願いしてみる。それと、それができなかったらどうしたらいいか、それこそいつも

行きつけ、かかりつけの薬剤師に言っていただいて、そうすれば何とかすると私は信

じています。 

○西澤委員 そうですか。いつもそれで困るんですけど。院内薬局で出すお医者様って、

割と小さいところですよね。まちのお医者様なんかが、割と院内薬局でご自分のとこ

ろで出してくださるんですけど。そうすると、そのシールが張ってなくて。それで大

きい病院に行ったときには院外ですから、必ず薬局に持っていくんです。ですけれど

も、その前のところで何をいただきましたかと言われても、私も困っちゃうときがあ

るものですから。やっぱりシールは必ず出さなきゃいけないとか、お薬手帳を持って

いったときには、そこに書いてくださるとか、そういう決まりを徹底していただきた

いなと思っております。 

○石垣委員 繰り返しになりますけれども、ぜひいつも話しているというか、話しやす

い、話を聞いてくれる薬剤師に、ぜひその旨を伝えて相談していただいて、何らかの

方策を見つけていただければと思います。法令的に何か決めるというのは、この場で

はもちろん申し上げられませんので、私の口からは何とも申し上げられませんけれど

も、そういう形で利用できるのが、かかりつけの薬剤師ではないかなと思っておりま

す。 

○小野会長代理 これは多分病院の中の個別のルールですとか、いろんな話も実際のその

病院がどういう運用方針をとっているかというようなこととか、いろんな話が関係し

てきますので、一律に多分これだというルールを説明するのは、難しい状況ではない

かと思うんですが。 

  もし佐々木先生、渡邊真知子先生のほうから、病院のほうで何かコメントがありまし

たら、いただけますか。 

○佐々木委員 非常に大切なお薬にかかわる患者さん自身が服用している薬に関する情

報、一番大事なところだと思うんですけども。私は大学病院のほうにかかわっており

ますけれども、やはり現在、広めていこうと思っているのは、やっぱり薬薬連携の部

分ということ。それはどういうことかと言いますと、病院側は処方を取得します。患

者さん自身は、実際には保険薬局に調剤してもらうという形だと思うんですけれど

も。処方箋を出す病院側の立場も、やはり患者さんに薬の情報提供をしていく、それ

が非常に重要だと思っています。 
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  そういう意味では、一つのツールとして、道具としてお薬手帳というのを活用という

のは、すごく力を入れている事業だと思うんです。したがいまして保険薬局と、やは

り我々病院、出す側との連携も必要なところでありますので。多分多くの病院でもお

っしゃっていただければ、そのあたりのシールの発行も含めた活動は、広く始まって

いると思いますので、声を広げていければと思います。先ほどありましたルールとい

うか規制でどうこうではなくて、やはり運用面のところで強化していくのが、すごく

重要かなと個人的には思っていますので、そういう活用の仕方を広めていく必要があ

ると思っております。 

○小野会長代理 渡邊真知子先生、何かありますか。 

○渡邊（真）委員 私も連携という意味で申し上げたいのですけれども。例えば、外来で

通院されている患者様が入院してこられると、外来で飲まれていたお薬の情報を、病

院薬剤師側は把握する必要がありますので、我々は患者さんが持参したお薬手帳を日

常的に活用させていただいております。外来の患者さんに関しましては、どうしても

院内でしかお薬が出せないような状況もまれにあるわけで、そういったときにはかか

りつけ薬局と病院との連携という意味でも、病院から出されたお薬を含めてその患者

さんが飲んでいるお薬を一元的に薬局薬剤師の方が把握できるよう、私どもの薬剤部

では、お薬手帳をお預かりして記入をするとかという試みはしております。申し出て

いただければ、そういった対応ができる病院も増えてきているのではないかと思いま

す。 

○小野会長代理 小池委員、いかがでございましょう。 

○小池委員 私どもの東京保健生協でも、病院２カ所と診療所もあるんです。そこの薬局

の対応で退院時の処方内容ですとか、小さな診療所でも、そこでお薬を出す場合の内

容については、お薬手帳を預かって記載したり、シールで張ったり何らかの対応をし

ていますので。消費者のほうから、そういう対応を医療機関に申し出ていくようなこ

とが大事かと思います。 

○小野会長代理 ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

  それでは、事務局のほうからよろしくお願いします。 

○早乙女薬務課長 ありがとうございました。最後に１点、石垣委員からお話をいただき

ました、薬局機能情報提供制度の広報につきましては、私どももできるだけ都民の目

に触れるような媒体を使って広報に努めたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○小野会長代理 それでは、これで議事は終了ということで、進行にご協力いただきまし

て、ありがとうございました。 

  それでは、最後、事務局のほうからよろしくお願いいたします。 

○早乙女薬務課長 小野会長代理、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ます。 
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  本日は長時間にわたり、有益なご意見を賜り、誠にありがとうございました。これを

もちまして、平成２９年度東京都薬事審議会を閉会させていただきます。 

  本日は、どうもありがとうございました。 

（午後 ３時４７分 閉会） 

 


