
行政訪問　県別状況報告

支部名 訪問日 訪問先 訪問者（支部） 薬機法改正について 行政からの協力事項について ＪＡＣＤＳ活動について その他

18 静岡県支部 8月19日

静岡県健康福祉部　生活衛生局
薬事課　薬事企画班
班長	中村　孝寛
主任	小澤　裕

ウエルシア薬局株式会社
東海支社　東海調剤運営部　部長
筒井　孝昌

・法令遵守体制に整備（登録販売者外部研修の義務化）
特にコメントありませんでした。
・特定機能薬局（地域連携薬局）の認定について
　静岡県では10件の認定　内ウエルシア2件（アイン7件）
　今後も申請する予定があるので認定をお願いします。（筒
井）

●静岡県登録販売者試験の感染対策について下記の協力をお願いします。
（中村様）
・登録販売者試験会場へは集団で行き来しないようにしてください。
・静岡県の登録販売者試験は県内在住者のみとします。
・登録販売者試験会場ではマスクをし、会話を最小限にしてください。
　テストの結果等を話したいでしょうが最小限にしてください。
・登録販売者試験会場では蜜を避けてください。
・登録販売者試験については県のホームページを確認してください。
　注意事項や変更事項を随時更新しています。
・皆様の協力の元、9月1日に実施したい。
⇒静岡県の会員と共有します。（筒井）
●登録販売者の日の取組事項の共有をお願いします。（小澤様）
●濫用の恐れのある医薬品販売について徹底をお願いします。（小澤様）
　・静岡県では大きな問題は発生していません。（小澤様）
●保健所監視について
　・コロナ感染対応で予定通り進まない可能性があるので御承知おきください。
（中村様）
・8月より制度が変わった点を確認させて頂きます。（小澤様）
●県内の新型コロナ宿泊療養施設についての共有（中村様）

●協会活動および業界環境への対応について
　⑴～⑼を共有しました。
　⑶登録販売者試験の実施に関するお願いでは、上記
依頼がありましたので、　県内会員と共有する旨をお伝え
しました。
　⑸薬局管理者・店舗管理者の選任に関するJACDS版
ガイドライン作成について、特にコメントはありませんでし
た。

●コロナ感染者で病床が60％埋まっている。危機的な状況で
す。
　感染対策のご協力をお願いします。（中村様）
　協力します。（筒井）
●次回は1月を予定しています。（筒井）
　1月と言わず何か気になることがあれば気軽にお越しくださ
い。
　その時はクールビズで構いません。
　1月は中旬頃を目安とし、薬事課の上司との御挨拶もして頂き
たいと思います。
　（以上中村様）
●薬事課の方々がとてもフレンドリーに接して下さったので、距
離がかなり縮ったと実感しました。

静岡市 9月14日
静岡市　生活衛生課　医療安全対策係
係長 中川　美乃里

株式会社杏林堂薬局
上席執行役員 調剤・漢方
営業統括本部長　小杉　知之

・法令遵守体制に整備（登録販売者外部研修の義務化）
⇒登録販売者研修者要件のルール変更について
        ※この影響について
（平成21年から直近まで管理者経験あれば2年、なければ5
年実務経験があれば有効）
⇒販売指導記録の扱いについて（特に退職者）
⇒売場ＰＯＰ　第66条で示された虚偽・誇大広告（特にドラッ
グストア）及び課徴金制度について、当社がどのように対応
している説明
⇒薬局管理者に必要な能力及び経験を有する者を選任す
る
　　　　※実務経験５年の認定薬剤師の推奨について
⇒社内規定の見直しについて
　　　　※会社の法令遵守に関する指針
　　　　※責任役員の位置づけ
　　　　※責任役員、役職者、管理者の「業務の分掌や規
定」
　　　　※現場からの意見具申書フロー

・特定機能薬局（地域連携薬局）の認定について
⇒保健所として何か特別に我々に依頼・指導事項はない
⇒静岡市は大手薬局で数件申請があったとのこと
保健所はコロナ対応に追われて、薬機法改定に伴う規則改
定においついていないと仰っていました。

・ＪＡＣＤＳと災害時における物資の供給に関する協定について
　契約書の内容も含め作成進捗を報告いただいた
・先日の面談時にご質問いただいたベビー用液体ミルクが各店の定番に
　どのくらい在庫があるか回答させてもらった。

・持参資料を基に説明した。常に連絡を取っているのでご
存知な部分は多かった。

・私が訪問するのは、薬事課ではなく、静岡市及び浜松市共に
保健所であるため静岡県下のコロナ感染状況が爆発していた
こともあり、8月の訪問は受け入れてもらえなかった。現場対応
でそれどころではなかったそうです。

・覆面調査に関する報告をいただきました。
　　⇒有資格者と非資格者の見分けがつきにくい
　　⇒医薬品の説明不足について今回は指摘無し
　　⇒特定医薬品の複数購入に関する指摘無し

・静岡市における「薬局の申請・届出の手引き」「医薬品販売業
の申請・届出の手引き」の資料をいただいた。

浜松市 9月13日

浜松市　健康福祉部　保健所　保健総務課
医事薬事グループ
参事　　袴田　雄三
　　　　　木俣　智香子

株式会社杏林堂薬局
上席執行役員 調剤・漢方
営業統括本部長　小杉　知之

・法令遵守体制に整備（登録販売者外部研修の義務化）
⇒売場ＰＯＰ　第66条で示された虚偽・誇大広告（特にドラッ
グストア）及び課徴金制度について、当社がどのように対応
している説明
⇒薬局管理者に必要な能力及び経験を有する者を選任す
る
　　　　※実務経験５年の認定薬剤師の推奨について
⇒社内規定の見直しについて
　　　　※会社の法令遵守に関する指針
　　　　※責任役員の位置づけ
　　　　※責任役員、役職者、管理者の「業務の分掌や規
定」
　　　　※現場からの意見具申書フロー

・特定機能薬局（地域連携薬局）の認定について
⇒報告実績（30回）はクリア出来るのか？
　　　　※当社を事例として状況を説明
⇒常勤薬剤師の配置はクリア出来るのか？
　　　　※当社を事例として状況を説明
⇒無菌製剤処理の対応について
※無菌調剤室の利用状況、非設備薬局の対応保健所はコ
ロナ対応に追われて、薬機法改定に伴う規則改定においつ
いていないと仰っていました。

・特になし ・持参資料を基に説明した

・私が訪問するのは、薬事課ではなく、静岡市及び浜松市共に
保健所であるため静岡県下のコロナ感染状況が爆発していた
こともあり、8月の訪問は受け入れてもらえなかった。現場対応
でそれどころではなかったそうです。

・人事異動により担当者やその上司の方も代わっていたため、
今までの経緯や近々の状況を詳しく説明しました。

・調剤ロッカー、オンライン服薬指導、インターネット販売につい
て　ご質問いただき回答した
　　※目的、効果、内容をご説明した

19 愛知県支部 　健康福祉部　保険医療局　医薬安全課

スギホールディングス株式会社
代表取締役会長　榊原　栄一
株式会社スギ薬局
総務部　許認可管理課
課長　伊藤　伸一郎
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名古屋支部 8月27日

名古屋市健康福祉局・名古屋市保健所
健康部環境薬務課
課長	竹内　智彦
係長	尾原　瞳

株式会社スギヤマ薬品
代表取締役　杉山　貞之

・法令遵守体制に整備（登録販売者外部研修の義務化）登
録販売者は県の管轄です。その他法令遵守体制の周知徹
底に協会が協力的であることに感謝しています。
・特定機能薬局（地域連携薬局）の認定について
管理薬剤師の経験期間や常勤薬剤師の勤務体制にいろい
ろな意見があることは承知しています。常勤薬剤師の勤務
期間は地域に根ざすのに必要であるし、薬剤師の能力向上
のための異動も必要であるので規定の範囲での異動を行っ
て下さい。薬局管理者・店舗管理者の選任に関する
JACDS 版 ガイドラインはこれらのことをよく理解してできて
いるものと思われます。

新型コロナウイスル感染予防については協会を通じて理解と協力をしてもらい
感謝しているとのことです。
9月より骨髄バンク登録のキャンペーンがありますので、ポスター掲示等啓蒙
活動にご協力をお願いします。その他名古屋市主催の「排泄ケアコールセン
ター」や「オレンジリボンキャンペーン2021」等の啓蒙活動に協会を通じて多くの
店舗にご協力を頂いているとのことです。
協会を通じて名古屋市と各企業、店舗との更なる災害時の支援物資協定のご
協力をお願いします。

２０２１年７月現在の活動（１）新型コロナウイルス感染症
への対応（２）　第２１回ＪＡＰＡＮドラッグストアショーオン
ライン開催　（４）声かけ強化キャンペーンの実施（５）薬
局管理者・店舗管理者の選任に関する JACDS 版 ガイド
ライン の作成（６）ＪＡＣＤＳ所属薬剤師対象新型コロナウ
イルス （７）ワクチン調製手技研修の実施　（８）令和３年
２ 月 福島県沖地震 被災地支援（９）地域行政と JACDS
支部との物資協定の締結　を説明しました。

政府による押印不要の方針に則り、名古屋市もかなりの書類
に押印が不要となり薬事行政もかなりの部分で押印不要となっ
ています。
オンライン服薬指導「0410対応」について様々な意見がある
が、感染予防の観点からもできるところから積極的に利用して
ほしい。
今後、覆面調査があるのか質問したところ、国の主導で行われ
ており、調査の結果のみが名古屋市に来るので、今後の計画
については一切知らされていないとのことでした。
雑談を通じての課長の個人的な意見として、テレビ等一部のマ
スコミによる新型コロナウイルスに関連する事項で煽りとも思え
る報道が過熱化していることに懸念を感じているとのことでし
た。ドラッグストアの店頭が新型コロナをはじめ今後も起こりう
る感染症等の適切な情報提供の場にできるよう業界としても努
力してゆく旨を伝えました。

20 岐阜県支部
岐阜県健康福祉部　薬務水道課・保健医
療課
薬務水道課長 篠田　範夫

中部薬品株式会社
常務取締役 佐口　弥

21 三重県支部

三重県　医療保険部　薬務感染症対策課
薬事班　課長補佐兼班長　川端　清史

スギホールディングス株式会社
代表取締役会長　榊原　栄一
株式会社スギ薬局
総務部　許認可管理課
課長　伊藤　伸一郎

22 富山県支部 8月26日
富山県厚生部くすり政策課　企画・薬事係
主任	梶　真一朗

ウエルシア薬局株式会社
監査役　藤井　均
ウエルシアホールディングス(株)
総務部　渉外担当部長　本橋　勝

・法令遵守体制に整備（登録販売者外部研修の義務化）
特に議題として上がりませんでした。

・特定機能薬局（地域連携薬局）の認定について
現在、地域連携薬局は３店舗のみ認定とのこと。（弊社も１
店舗申請予定）
特に大きな混乱等は起きてはいないとのこと。

今後、ポスターやパンフレット配布協力があれば、連絡を頂けるとのこと。

活動については、配布の「活動および業界環境への対
応」をもとに（１）～（９）まで、すべてを説明。特に（４）声か
け強化キャンペーンの実施と（５）ガイドラインの作成につ
き説明しご理解いただきました。

登録販売者試験は９月１日に実施予定。　受験者数：約８００
名。
今回より、担当者が変わり、全てにおいて一からの説明をいた
しました。
時間を欠けて説明したかったのですが、コロナ禍のため手短に
済ますため、一方的に説明をして終了いたしました。
次回より、訪問前にメールにて質問内容を送る等を送る事の承
諾はいただけました。
翌日、持参した「県内店舗一覧」のデータと「連絡先一覧（出店
企業一覧）」をメールにて送信いたしました。

23 石川県支部 9月7日

石川県健康福祉部薬事衛生課
課長　表　賢二
課長　崎田
課参事　福井

株式会社コメヤ薬局
代表取締役社長　長基　健司
薬剤部　岡島　正

・法令遵守体制に整備（登録販売者外部研修の義務化）
管理者の選定について協会でガイドラインの取りまとめを
行った

・特定機能薬局（地域連携薬局）の認定について
まだ、ほとんど認定は受けていないが、取組みは進めていく

最近の薬局・ドラッグストアを取り巻く環境について共有した
・パルスオキシメーターの需要の拡大に対して供給不足が続いている
・薬局におけるコロナ陽性患者の処方箋対応が増えていく中、今冬のインフル
エンザの流行について動向を注視している

・第２１回ＪＡＰＡＮドラッグストアショーはオンライン開催
（終了）。第22回は2022年8月19日～21日の予定
・今のところ協会に対して特別な要望はないが、商品の
供給で混乱のないようにしてほしい

薬局でペットボトルを無償提供している事例があり問題がない
か確認したところ、問題なしと回答があった

24 福井県支部 9月24日

福井県健康福祉部医薬食品・衛生課
薬務グループ
主査　塚原　道夫　様

株式会社クスリのアオキ
総務部　部長　長谷川　大介
総務部オフィスサービス課　福田　茂孝

・法令遵守体制に整備（登録販売者外部研修の義務化）
福井県内の薬局・店舗については、立入時に登録販売者の
外部研修の修了証を必ず確認します。人事異動などがあっ
ても管理薬剤師、店舗管理者の方は必ず把握しておいてく
ださい。
責任役員については明文化されたので役員の方も「知りま
せんでした」とは言えなくなるためご注意ください。企業のガ
バナンス強化のための組織作りをお願いします。
・特定機能薬局（地域連携薬局）の認定について
数は言えませんが、福井県内でも事業者の方から何件か相
談をいただいています。
・コロナ禍において、（一般論として）行き過ぎた広告表現が
目立つようになりました。「コロナに利く」等の表現は、黙示・
暗示等を含めてトラブルの原因になるので注意してくださ
い。
また健康食品に関して効果・効能をうたうことも注意してくだ
さい。

現在コロナ禍であるので県独自の活動は減らしています。
また、お願いすることがあれば、よろしくお願いします。

登録販売者試験日程の通知の共有など、業界団体とし
てご協力いただいていると認識しています。これからもよ
ろしくお願いします。

人事異動によって、福井県の医薬品販売業務担当の塚原様は
主担当から副担当に変更になりました。代わりにヨシモト様が
主担当に変更しました（当日はご不在でした）。


