
第１節 医薬安全対策の確保

１ 医薬品の安全確保

医薬品は､ 人の生命､ 健康の保持増進と密接に関係しており､ 医薬品の開発､ 治験か
ら承認審査､ 製造､ 販売､ 市販後の調査に至る総合的な医薬品の安全性､ 有効性及び品
質の確保のための諸施策の充実を図ることが重要です｡

【現状と課題】

１ 医薬品等の有効性､ 安全性及び品質を確保するため､ 製造業者における製造管理と
品質管理の徹底､ 医薬品販売業者における薬剤師等による適正な管理と消費者への情
報提供が求められています｡ これらの実現を図るために薬事監視指導は不可欠であり､
今後も充実強化が必要となっています｡
２ 医薬品の有効性､ 安全性などに係る情報の収集､ 蓄積､ 伝達機能を充実強化し､ 医
薬品等の副作用や適正使用などに関する最新情報を医療機関等へ正確かつ迅速に提供
する必要があります｡
３ ダイエット用健康食品による健康被害等が発生したり､ 医薬品等を安易に個人輸入
する傾向がみられます｡ また､ 医薬品は､ 適正に使用されなければその効果が期待で
きません｡ そのため､ 健康食品を含め､ 医薬品を正しく使用するよう県民への啓発が
必要となっています｡
４ 覚せい剤､ シンナー等の薬物乱用は､ 依然として跡を絶たず､ しかも青少年層にま
で浸透するなど深刻な様相を呈しており､ その社会的弊害は､ 計り知れないものがあ
ります｡ また､ 近年､ 脱法ドラッグ (注) が問題となっていることから､ その対策を
図る必要があります｡

【施策の方向】

１ 監視指導の充実強化を図ります｡
２ 医薬品情報の収集と提供を図ります｡
３ 薬事衛生思想の普及啓発を図ります｡
４ 薬物乱用防止の推進を図ります｡

【具体的施策】

１ 監視指導の充実強化
医薬品製造業者等に対し､ より高度な品質保証を確保するよう監視指導を行うとと
もに､ 平成17年度からは医薬品等の承認許可制度が市販後安全対策に重点を置いた制
度に移行することから､ その徹底を図るための監視指導の充実に努めます｡ また､ 薬
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局､ 医薬品販売業者に対し､ 医薬品の適正な供給のための管理が十分行われるよう監
視指導を行うとともに､ 特に調剤薬局における調剤過誤防止対策の徹底を図るよう指
導します｡
２ 医薬品情報の収集と提供�香川県薬剤師会の医薬分業推進支援センターを活用し､ 関係機関・団体と連携し
て医薬品等の副作用や適正使用などに関する最新情報を医療機関等へ正確かつ迅速な
提供に努めます｡
３ 薬事衛生思想の普及啓発�香川県薬剤師会等の関係団体の協力のもと､ 薬局等相談窓口の充実､ 地域組織活
動の場を通じて医薬品の正しい知識の普及に努めます｡
４ 薬物乱用防止の推進
薬物乱用防止教室の開催など青少年を対象とした薬物乱用防止啓発活動を一層充実
し､ 薬物乱用を許さない社会環境の醸成に努めます｡

(注) 脱法ドラッグとは ⇒ 麻薬及び向精神薬取締法等で規制されている薬物とよく似た化学構造及び薬理

作用をもつ薬物｡ 法律で規制されていないが故に ｢合法ドラッグ｣ と称して市販されています｡

２ 医薬品の安定供給

有効かつ安全な医薬品の安定供給は､ 医療の充実に不可欠な要素であり､ 特に､ 抗毒
素やワクチン等の緊急医薬品及び災害時用医薬品等の備蓄・供給体制を一層整備するこ
とが重要です｡

【現状と課題】

１ 県は､ 大規模な地震災害に対応するため､ 災害時の人命救助を主眼に､ 外科的治療
に使用する医薬品等を中心に5,000人分購入し､ 公的医療機関等32か所に分散備蓄し､
また､ 風水害対応として､ 防疫用薬剤､ 殺菌薬等を県内に常に一定量確保するため､�香川県薬学会館の協力を得て､ 香川県医薬品卸業協会で流通備蓄に努め､ さらに､
薬物中毒の発生に対応するための解毒剤を県下の７病院で備蓄しており､ 今後も継続
実施する必要があります｡
２ 抗毒素やワクチン等の緊急医薬品は､ 国有ワクチンとして､ 県内では�阪大微生物
病研究会観音寺研究所に備蓄されており､ 必要な時に円滑に医療機関に供給が行われ
る必要があります｡
３ 医薬分業の進展に伴い､ 調剤薬局で稀用医薬品を含む処方を行う機会が増えており､
稀用医薬品等を備蓄する�香川県薬剤師会の医薬分業推進支援センターの役割が重要
となっています｡
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【施策の方向】

１ 災害時用医薬品等の備蓄を充実します｡
２ ワクチン等緊急医薬品の円滑な供給に努めます｡
３ 稀用医薬品等の備蓄を支援します｡

【具体的施策】

１ 災害時用医薬品等の備蓄
備蓄している災害時用医薬品等の有効期限満了時には､ 新たな医薬品等との交換を
円滑に実施するとともに､ 必要に応じ､ 備蓄品目等の見直しを行うなど備蓄を充実し
ます｡
２ ワクチン等緊急医薬品の供給
ワクチン等緊急医薬品の応需体制の整備を推進し､ 円滑な供給が行われる体制の整
備に努めます｡
３ 稀用医薬品等の備蓄
稀用医薬品等の備蓄の品目や方法等について指導､ 助言に努めます｡

３ 血液の安定供給

高齢化社会への進行に伴い､ 血液製剤の需要が増大する中で､ 輸血用血液製剤 (注１)

は､ 県民の善意による献血で概ね賄うことができていますが､ 血漿分画製剤 (注２) に
あっては､ 多くを外国からの輸入に依存している状況であり､ 国内自給体制の確立が求
められています｡

【現状と課題】

１ 血漿分画製剤については､ 依然として､ その多くを輸入に頼っており､ 国際的公平
性等の観点から国内自給の確保が必要となっています｡
２ 国内自給を達成するため､ 今後､ 400ｍＬ献血及び成分献血の推進がますます重要
となってきます｡
３ 少子高齢化の進行に伴い､ 今後､ 血液製剤の需要は増加し､ これを支える献血者は
減少することが予想されるため､ 献血者､ 特に若年層の確保が重要となってきます｡
４ 血液製剤は､ 人の血液に由来する有限で貴重なものであることから､ 医療機関にお
いても適正な使用が求められています｡

【施策の方向】

１ 献血目標を設定し､ 献血を推進するための事業を実施します｡
２ 血液製剤の適正使用の普及を図ります｡
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【具体的施策】

１ 献血目標の設定及び献血推進事業� 毎年度､ 県内で必要とされる輸血用血液製剤及び血漿分画製剤の製造に必要な原
料血漿の供給見込量を算出し､ これに見合う献血目標値を設定して､ 達成できるよ
う努めます｡� 献血思想の普及啓発
ア 夏季及び冬季の血液不足傾向を解消するため､ 各種団体､ 報道機関等の協力を
得て献血普及運動を実施します｡
イ 広く県民の方々に献血の重要性を周知し､ 特に､ 400mＬ献血と成分献血の必
要性を理解していただくため各種広報活動を実施します｡� 献血組織の育成
ア 香川県血液対策推進協議会を開催し､ 血液事業の適正な運営を図るため､ 献血
目標及び献血推進計画について協議します｡
イ 地域ごとの血液対策推進協議会を開催し､ 献血推進組織の育成拡充に努めると
ともに､ 血液事業の円滑な推進を図ります｡
ウ 香川県献血運動推進大会を開催し､ 献血思想の普及と献血運動の推進を図りま
す｡
エ 市町及び保健所等の献血担当者会を開催し､ 血液事業について理解を深めると
ともに､ 献血推進方策について協議します｡� 献血協力者の安定確保
ア 高松市南新町の献血ルーム ｢オリーブ｣ の広報に努め､ より一層の利用促進を
図ります｡
イ 次代を担う若年層 (高等学校､ 専修学校､ 大学等) への献血思想の普及に努め
ます｡
ウ 血液不足時に対処するため､ 献血者登録制度の推進を図ります｡

２ 血液製剤の適正使用
有限で貴重な血液製剤をより有効に使用するため､ 医療関係者を対象にした講習会
の開催､ パンフレットの配布等を行い､ その趣旨の普及を図ります｡

(注１) 輸血用血液製剤とは ⇒ 採血した血液を分離したり､ 保存液を加えて製造した医薬品です｡ 全血製

剤､ 成分を分離した赤血球製剤､ 血漿製剤及び血小板製剤があります｡

(注２) 血漿分画製剤とは ⇒ 血液中の血漿部分に含まれる血液凝固因子､ 免疫グロブリン､ アルブミンな

どのタンパク質を抽出・精製して製造した医薬品です｡ 病気の治療や予防のために使用されます｡

(後記 ｢献血された血液の流れ｣ 参照)
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図２－４－１－(１) 献血された血液の流れ

献血された血液は､ 輸血用血液製剤及び血漿分画製剤として有効に利用されます｡
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