
第４８回 高知県地方薬事審議会

日 時 ： 平成３０年２月１３日（火） １８：３０～２０：３０

場 所 ： 高知共済会館 ４階 浜木綿

出席者 ： ＜委 員＞泉井委員、土居委員、江戸委員、正木委員、西井委員、岡林委員、野村委員、

西森委員、池田委員、堀委員、田村委員代理

＜事務局＞浅野課長、竹村補佐、平松チーフ、高尾主査、橘主査、濱田主査

次 第 ： １．開会

２．委員紹介

３．会長及び副会長の選任

４．議事録署名人の指名

５．報告事項

（１）最近の薬務行政について

１）患者のための薬局ビジョンと日本一の健康長寿県構想

・患者のための薬局ビジョンについて

・高知家健康づくり支援薬局について

・在宅服薬支援事業「高知家お薬プロジェクト」について

２）偽造医薬品の流通事件への対策について

３）その他

・薬剤師確保対策について

・登録販売者試験等について

・高知県薬物乱用対策第五次五か年戦略の策定について

（２）南海トラフ地震対策について

１）災害薬事コーディネーター研修について

６．閉会

内 容

１ 開会

開会の挨拶（医事薬務課 課長）

浅野課長から挨拶があった。

３ 会長、副会長の選任

出席委員の互選により、岡林委員を会長に選任、会長の指名により、西森委員を副会長に選任した。

４ 議事録署名人の指名

議事録署名人として、正木委員と池田委員が指名された。



５ 報告事項（１）最近の薬務行政について

１）患者のための薬局ビジョンと日本一の健康長寿県構想

患者のための薬局ビジョン、高知家健康づくり支援薬局、及び在宅服薬支援事業「高知家お薬プロ

ジェクト」について事務局より説明があった。

また、各委員から以下のとおり意見が述べられた。

（委員）

・ 「高知家健康づくり支援薬局」、「かかりつけ薬局」、「健康サポート薬局」それぞれの名称や内容が

非常にわかりづらい。

・ 一般の方がかかりつけ薬局を決める際に、「こういう場合はこうしたほうがいいんじゃないか」とい

ったアドバイスを挙げていただけるとありがたい。

・ 一般用の医薬品を購入する場合は、ドラッグストアに行くケースが多いと考えられるが高知県内で

は、相談部門を持っているドラッグストアが少ないので、地域で開業している小規模の薬局にそういっ

た相談等を担っていただきたい。

（事務局）

・ 健康サポート薬局については、全国でも 700 軒程度であり、まだ県民に浸透していない部分がある。

そのため、まずは健康づくり支援薬局について「見える化」していくことが重要であり、県薬剤師会

で検討していただいている血圧管理や日本一の健康長寿県構想における血管病対策と連携することで

「見える化」をしていく。

・ 一般用医薬品については、ドラッグストアと薬局との機能分担について地域性を勘案したうえで進

めていく必要があり、その１つとして、拠点となる薬局を中心に小さい薬局が連携することで地域を

カバーしていくという取組を平成 30年度やっていきたいと考えている。

・ かかりつけ薬局の選択については、現時点では自宅か職場の近くでしか案内できておらず、事例を

出して情報提供できるよう検討していく。また、その内容としては、ＯＴＣ薬の使用や健康食品等を

含めかかりつけの薬局等で指導いただくのが良いのではないか。

（委員）

団塊の世代が高齢になるにつれ、病院へタクシーで向かい、門前の薬局で調剤をうけ、タクシーで

戻ってくるような事例が増えると考えられるが、かかりつけ薬局の選択について事例があればＱ＆Ａ

などで情報提供いただきたい。

（事務局）

高齢者の服薬支援事業を行う中で、高齢者の方については服薬の状況が悪いことが確認されている。

そこで、平成 30 年度から、積極的な声かけや、患者の方への電話により服薬状況の確認を行うことと

している。そういった中で、複数薬局にかかっていると、複数の薬局から電話がかかってくることと

なるため、かかりつけの薬局を作って頂いて、指導していただくことが一番良いのではないか。



（委員）

・ かかりつけ薬局については、自宅のや職場の近くではなく、１つの門前薬局を選択しそこに複数医

療機関の処方を集約すれば良いのではないか。

・電子版お薬手帳について、紙媒体の活用状況について調査をおこなっているか。

（事務局）

紙媒体のお薬手帳については、薬局へ来店した方へのアンケート調査で、お薬手帳を１冊にまとめ

ている方の割合が 93.7％、まとめていない患者が 6.3％であった。また、まとめていない患者に対し、

何冊のお薬手帳をもっているかアンケートしたところ、複数のお薬手帳を持っているといった状況で

あった。

（委員）

・ 感覚として、お薬手帳を持っていて、きちんとシールの貼付などを行っている患者は半数以下では

ないか。また、そういった現状を踏まえたうえで電子版お薬手帳について推進していくべきであり、

高知県にとっては時期尚早ではないか。

・ 医療機関において、医師が患者の服薬状況を把握したいときに、携帯を提示してそれを確認しただ

けではわからない。病院へ紙媒体を持ってこられたらコピーをするので、時間節約の面でいえば紙媒

体できちんと情報を貼付する方が良いのではないか。

（事務局）

今後、医師会、歯科医師会、薬剤師会、及び看護協会と連携してかかりつけ連携手帳の普及を行っ

ていくこととなっており、平成 30年度はそちらの周知を行っていく。また、電子版お薬手帳について

は災害対策の面もあり、発災時に紙媒体のお薬手帳よりは、スマートフォンを持って避難する可能性

が高く、また、１台のスマートフォンには家族分のデータを入力することができるため、電子版お薬

手帳の普及を実施している。

（委員）

電子版お薬手帳については、薬局側がデータ入力を行うことで一元化できるのではないか。そうす

ることで、災害時の対応としてもデータをストックできる。

また、個人が電子版お薬手帳の内容を確認する際は、登録されているものを確認するようにするの

が良いのではないか。交付する側が情報を入力しなければ、薬を使用する個人では入力しないと考え

られる。

（事務局）

本システムについては、ＩＣリーダーライターを使用し服薬情報を入力するものであり、利便性は

高いと考えられるが、一方で高齢者の方はスマートフォンを利用している方が少ないため、紙媒体と

電子版の両方を推進している。また、子供連れの母親等では、子供の情報も全て入るということで、

電子版お薬手帳は徐々に普及してきているという現状にある。



（委員）

後発医薬品の使用について全国ワースト３という説明があったが、どういったところからそうなっ

ているのか、主治医が変更不可の欄にチェックをいれておりそういった処方せんが大半をしめている

のか。

（事務局）

大半を占めているということはないが、一部ではチェックが入っている処方せんがあるということ

は聞いている。

（委員）

チェックが入っていなければ、薬局の裁量で後発医薬品を出すことができるはずで、それを薬局が

やっていないなければ後発医薬品の使用促進は進まないのではないか。

（事務局）

これからレセプトデータの分析を進め、課題を明らかにする必要があるが、協会けんぽがレセプト

データを分析した結果によると、診療科によって後発医薬品の使用率に差があり、複数の診療科にお

いて全国平均に達していないことが確認されている。そういった部分については、医師会とも連携の

する必要がある。また、薬局の店頭において、後発医薬品への変更について、声かけをいただくこと

については引き続きお願いをしたい。

２）偽造医薬品の流通事件への対策について

偽造医薬品の流通事件への対策について事務局より説明があった。

また、各委員から以下のとおり意見が述べられた。

（委員）

偽造医薬品と疑われる医薬品を発見した際の「行政への通報」について、どこに通報を行うのか。

（事務局）

医事薬務課若しくは保健所に通報することとなる。

（委員）

その通報先については明示されているのか。

（事務局）

改正通知の中には記載されていない。



（委員）

その記載がなければどこに通報すれば良いのかがわからない。また、改正された規定に違反があっ

た場合は罰則があるのか、もしくは通報のみなのか。

（事務局）

確認する。

（委員）

行政への通報というのは、通報先に保健所も含まれるのか

（事務局）

含まれる。

（委員）

そうすると、まず保健所に通報を行うのか。

（事務局）

保健所もしくは医事薬務課に通報いただくこととなる。

（委員）

どちらに通報してもよいのか。

（事務局）

基本的には、薬局であれば許認可が保健所に移管されてるため、保健所が中心となる。また、医事

薬務課が中心で許認可をおこなっているものについては、医事薬務課が中心となる。

３）その他

・薬剤師確保対策について

・登録販売者試験等について

・高知県薬物乱用対策第五次五か年戦略の策定について

薬剤師確保対策、登録販売者試験等、及び高知県薬物乱用対策第五次五か年戦略の策定について事

務局より説明があった。

また、各委員から以下のとおり意見が述べられた。

（委員）

薬剤師確保対策について、高知県内の薬剤師数が何名必要という目標をたてているのか。



（事務局）

今後５年間においては 204 名を目標としていきたいが、現実的には、２年間で 30 名程度しか確保で

きていない。

（委員）

現状が 1,600 名で、目標の数字を足せば 1,800 名程度となるが、その数字の根拠は。

（事務局）

薬局及び病院に向けたアンケートを行い、今後５年間で必要とする薬剤師数について調査を行いそ

の結果である。

（委員）

薬局や病院が必要だということを鵜呑みにするのではなく、もっと患者さんの側や病気の側から目

標値を決めるべきではないか。また、薬剤師に定年はあるのか。

（事務局）

機関により定年はあるが、資格としての定年はない。

（委員）

薬剤師の平均年齢が上がることについては問題がないのではないか、平均年齢が高いことが何か問題

となるのか。

（事務局）

一部の医療機関で、70 歳を超えている薬剤師が、後継者不足のために退職できないといった現状が

あるということは聞いており、郡部についてはそういった問題もある。

（委員）

全国平均よりも、薬剤師の平均年齢が高くとも何ら問題ないということ。

（事務局）

全国に比べて、若手の伸び率が少ないことで平均年齢が上がってきている。

（委員）

薬剤師を確保するために、インターンシップを行うことも一つの方法であるが、病院薬剤師につい

ては、その実習について、県が大学と病院の間を取り持って、県内の公立病院で実習を引き受けるこ

とが、高知を知り、高知に戻ってき、ひいては若い薬剤師の確保につながるのではないか。

（事務局）

ありがとうございます。



（委員）

登録販売者について、一般用の医薬品がドラッグストアやスーパー、ホームセンター、家電量販店

等で購入できる時代に入っており、これからも拡大していくのではないかと言った予測もでている。

一般用医薬品のうち第２類医薬品、第３類医薬品が占める割合はおよそ 95％に達すると言われてい

る。その一般用医薬品を販売する情報提供を行う専門家のうち、70％を超える人数を占めるのが登録

販売者であり、県内では 1,000 人を超える登録販売者が各職場において情報提供を行い、一般用医薬

品の販売を行っている。

そういった前提のもとで、厚生労働省は、ガイドラインにより、全ての登録販売者の資質の確保及

び資質の向上を担保するために年間 12 時間以上の外部研修を義務づけているが、県内の登録販売者の

うち、外部研修を実際に毎年受講している人数の把握をどうやっておこなっているのか。

また、一部のドラッグストア等で、外部研修ではなく、内部の研修を厚生労働省のいう外部研修と

みなしているといった話をよく聞くが、そういった外部研修に対する実態の調査等、またその対策に

ついて考えを聞きたい。

（事務局）

外部研修については、外部研修を行う機関から、県に対して届出を行っていただくこととなってい

る。その中で、１年間の研修をどのような組み立てで行って行くのかという研修の計画書を提出いた

だき、その後、報告書により人数の把握等を行っている。

また、このガイドラインについては、内部研修だけでなく、外部研修もおこなったほうがよいとい

った内容になっており、内部の研修についても各事業者で行っていただき、加えて外部研修の実施機

関における研修については12時間の研修というような規定に基づいて研修を実施していただくよう対

応している。

（委員）

外部研修の調査について、その人数、実態の数についてわかれば教えていただきたい。

（事務局）

現在データを持ち合わせていないが、研修についてはそういった形で実態を把握していくようにし

ている。

（事務局）

偽造医薬品の流通防止に係る罰則規定についてこの改正により、新たに罰則が規定されたものでは

ないが、偽造医薬品の流通防止のための検討会において、偽造医薬品を購入した側について直接の規

定は無く、医薬品医療機器等法の法改正を含めた議論の中で検討していくというようなことは議論さ

れている。

また、販売した側については、もともと医薬品医療機器等法の中で薬局開設者と医薬品販売許可を

持ったもの以外の者へ医薬品を販売してはならないという規定があるため、そちらについては懲役３



年以下、または罰金３００万円以下という罰則規定がある。

（委員）

ハーボニー配合錠は医薬品として承認されているか。

（事務局）

医療用医薬品として承認されている。

（委員）

それが偽物として出ているということか。

（事務局）

ハーボニー配合錠について、偽物が出回っていた。

（事務局）

薬局の少ない地域における連携のあり方について、医薬品の配置については中山間地域を中心にカ

バーをしていただいている。また、医薬品配置協議会の西井会長より、見守りについてご提案もいた

だいており、登録販売者の関係でドラッグストア等の地域資源を見直したうえで、どういった連携が

とれるのか、各会長の方と協議をさせていただく。

（委員）

よろしくお願いいたします。

（２）南海トラフ地震対策について

南海トラフ地震対策について事務局より説明があった。

また、各員から以下のとおり意見が述べられた。

（委員）

流通備蓄とは何か。

（事務局）

病院において保管されている医薬品を期限が切れないように順次使用していく備蓄の体制のことを

いう。

（委員）

孤立が予想される都市への防災拠点の備蓄について、このコストはどこが出すのか。



（事務局）

県が出す。

（委員）

病院の流通備蓄についても、県がお金を出しているのか。

（事務局）

そうです。

（委員）

県立大学と医療センターの統括連携において、軽症の患者さんが来た時には、県立大学で対応する

こととなっており、その訓練の際にいつも思うが、災害時においても医薬分業を行うのか。

（事務局）

発災時には、避難所等に医療救護所が立ち上がるうので、そこで医師や薬剤師等で業務分担を行う

こととなる。

（委員）

その場合の、医療費は取るのか、それとも無料となるのか。

（事務局）

災害救助法の適用となれば、別の会計となる。

（委員）

血圧の薬でいえば、患者の方は 30 日分とかいうふうに、多量に必要だということがあるが、その場

合は何日間処方すればよいのか。

（事務局）

十分な診療ができる状況ではないため、一旦、２、３日処方していただき、様子を見ていくことと

なるのではないか

（委員）

孤立が予想される室戸市について、現在、急性期の病院が無い状況であるが、そこに薬だけ備蓄し

てもしょうがないのではないか。

（事務局）

このことについて室戸市医師会と担当となる安芸福祉保健所が十分調整しており、医師会からご提

示いただいた医薬品を備蓄しており、また、そちらで協議を進めていく。



（委員）

ありがとうございました。

（委員）

災害薬事コーディネーターの現状について、災害薬事コーディネーター、地域リーダー薬剤師、及

び地域の薬剤師と役割分担があるが、地域リーダー薬剤師や地域の薬剤師は被災される可能性が非常

に高い。

そこで、リーダー薬剤師の役割を決めておいても、不在になるケースは多くあるのではないか。そ

のために、それぞれの災害薬事コーディネーター、地域リーダー薬剤師、地域の薬剤師のの役割をそ

れぞれ補完するような体制を整える意味で、連携研修を行っているのか。

（事務局）

災害薬事コーディネーター等が、どこの場で、被災されるかはわからないため、どこにいても全体

が把握できるように、それぞれの役割についてもご理解いただくような研修を行う必要がある。

また、地域リーダー薬剤師については、今年度、新たにできたものであり、取りかかりとして、災

害薬事コーディネーターの方が地域リーダー薬剤師になる可能性もあり、また、地域リーダー薬剤師

の役割についても十分理解したうえでコーディネートしていただく必要があるため、そういったとこ

ろの連携も含めて、今年度は災害薬事コーディネーターとして委嘱されている方を中心に、地域リー

ダー薬剤師研修を実施した。

（委員）

電子版お薬手帳について、被災されたときに患者さんが携帯をもって出られる率が高いということ

だが、果たしてその時にスマートフォンが機能しているのか疑問。そのため、県において、患者に対

する投薬状況を把握する必要があるのではないか。

しゃべることができる患者であれば、たとえ薬名までわからなくても、どこの病院で血圧の治療を

うけていたということであれば、検索すればでてくるようにすればよいのではないか。

県がビッグデータをどこか安全なところに置いておくということを考えなければいけない時代なの

ではないか。

（事務局）

電子版お薬手帳は、スマートフォンでおこなっているが、これまでの折りたたみ式の携帯でも、飲

んでいるお薬の写真をとっていただいく。そこで、こういったお薬を飲んでいましたということであ

れば、薬に刻印されているナンバーや記号等で薬がわかる。

様々な方法で、自分の服薬情報をどうやって伝えるかというところについては、もう少し積極的に

広報をしていく必要があると考えている。

（委員）

救急病院に血液保冷庫を設置することの目的は何か。



（事務局）

迅速に血液を供給するために設置している。

（委員）

供給する血液についてはどこから持ってくるのか。

（事務局）

日本赤十字社の予定では、在庫があれば在庫を供給する。また、献血については、中四国ブロック

で対応されているため、広島県から供給することとなる。

（委員）

今は、必要なものについて型に合わせて請求し、利用しているが、災害時にも血液センターは供給

するということか。

（事務局）

急性期にどこまで対応できるかはわからない。また、当初はヘリで搬送するという計画もあったが、

中四国ブロックで１機ヘリを持つことは不経済といこともあり、現在では自衛隊機を使用するよう計

画変更があるという話は聞いている。ただし、急性期については難しいのではないかと想像している。

（委員）

血液センターが迅速に血液を提供してくれるのであれば、それが一番良いことだが、どれくらいの

量を供給するのか。空輸しかなく、血液保冷庫を設置する以上は、そこに内容が無ければ意味がない。

（事務局）

血液を搬送するスキーム自体は、医療救護計画で定められているが、それを現実世界に置き換えて

どうやって運用してくかということについてや、日本赤十字社高知県支部や血液センターを含め、こ

れから協議していく必要がある。

（委員）

南海トラフ地震対策として医事薬務課が行ったことは冷蔵庫を９つ設置したということか。

（事務局）

そのとおり。

（委員）

全体を通して、薬剤師会の考え方を説明する。

まず、医薬分業率が 70％になってきたことにより、分業率が 30％ぐらいまでは医師の処方を正確に

患者さんに届けるということが大きな目標であったが、60％を超えてくると、薬局に求められるもの



が違ってきており、処方された医薬品を渡した先でそれが安全に使用されているかどうか、そのため

に服薬指導ができているかどうか。また、そこから先の管理が一元的にできるかどうか。それが薬局

での使命だと考えている。かかりつけ機能では、まず、情報を一元化、24 時間対応、一般用医薬品の

供給、また在宅機能についてもとめられており。それを一元的にできるところが拠点とする薬局とな

る。

高知家健康づくり支援薬局の整備については、５つの医療機関、薬剤師会の６つの支部があり、そ

れぞれ 40％から 70％の認定があり、それを地域偏在なく 80％までもっていくことで、１人、２人の薬

剤師であっても、24 時間機能あるいは在宅機能が補完できる、また連携できることが高知型の薬局連

携というふうに理解しており、それを整備していきたい。また健康づくり支援薬局はかかりつけ薬局

のリーダーとなっていくというふうに位置づけている。

偽造医薬品の流通に関しては、薬剤師は薬剤師法第１条で定められた医薬品を安全に提供するとい

う使命がある。そのため、卸売業者と協定を結んで偽造医薬品を使用することが無いようにしている。

また、高知では考えられないことであるが、現金問屋や通信販売で医薬品を購入することがないよ

うに、しっかりと協定を結んだ卸で流通をするよう、会員に通達を行っている。

薬剤師確保対策については、薬剤師の定数については難しい部分があるが平均年齢については高く

ても問題ないと考えている。ただし、求められてくるものが 24 時間対応や在宅医療などフットワーク

が必要なことも求められてくるということで、薬剤師の数が揃わないと、薬局外に出て行くことがで

きず、地域の病院との連携、入退院のカンファレンスへの出席、地域ケア会議への出席など、そうい

う部分については、難しい状況となるため、その点では薬剤師をふやしてそういうニーズに応えてい

く必要があると思っており、薬剤師確保対策についても行政とタイアップしてやっていきたいと考え

ている。

災害時の対応については、災害時には災害処方せんという、保険とは関係のない処方を行うことが

できる。また、お薬手帳があればそれを元に医薬品を出すことも、災害時においては可能であるため、

そういった訓練を行っている。

また、災害薬事コーディネーターとは別に、薬剤師会の支部で、安否情報をとりながら、地域で薬

局をいち早く立ち上げることが地域と医療資源の面で役に立つということで、そういったことについ

ても訓練を行っている。災害時に、薬剤師がどうなっているかもわからない部分があるが、県下の全

市町村と薬剤師会の６つの支部がそれぞれ地区ごとに災害時の協定を結んでおり、薬局の備蓄品や薬

剤師の派遣など、その地区の災害に応じて市町村からの要請に対応できるよう協定を結んでいる。

６．閉会


