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「中長期事業計画２００７（５ヵ年計画）」報告 

 
 
(1) 原料生薬の品質確保と安定確保の推進 
 
 原料生薬の確保は、すべての漢方製剤、生薬製剤などの安定供給に影響を与える

ことから、中長期事業計画では第一優先課題として掲げた。その二本柱に(1)原料

生薬の品質確保の強化、(2)原料生薬の安定確保の推進とした。 

 

 品質確保の強化については、下記項目を重点的に実施した。 

① 安全性に関わる品質確保 

 残留農薬に関する日漢協自主基準に基づく会員会社の取り組み状況および各

社の農薬分析データを調査し、これらの結果を2008年に「医薬品研究」に論文発

表し、漢方製剤、生薬製剤が安全であることを公表した。2010年には、自主基準

設定後4年が経つことから、再度アンケート調査を実施し、その結果を2012年に

「生薬学雑誌」へ投稿するとともに、今後の残留農薬対策を検討中であり、「生

薬学雑誌」に投稿した。 

 また、平成23年3月に発生した東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発

電所事故による放射性物質の生薬ならびに漢方生薬製剤への影響について、厚生

労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課（以下・監・麻課）、審査管理課のご指

導を仰ぎながら日薬連と連携し、原子力災害対策本部「検査計画、出荷制限等の

品目・区域の設定・解除の考え方」に示された17都県（福島、茨城、栃木、群馬、

千葉、神奈川、宮城、岩手、青森、秋田、山形、新潟、長野、埼玉、東京、山梨、

静岡）産出生薬の放射性物質試験検査の状況を調査し報告するとともに、放射性

物質の適切な検査方法を示した「生薬等の放射性物質測定ガイドライン（日薬

連）」の作成に尽力した。 

 

② 日局への生薬、漢方エキスの新規収載および既収載品目の見直し 

 2008年3月の日本薬局方一部改正にリュウコツ末が、2009年9月の第15改正日

本薬局方第二追補にカッコウなど5生薬および牛車腎気丸エキスなど3漢方エキ

スが、2011年4月の第16改正日本薬局方（以下・JP16）にカッセキなど4生薬お

よび柴胡桂枝湯エキスなど10漢方エキスが新規収載された。これらの新規収載な

らびに既収載品目の見直しに対して協力支援を行った。 

 また、「日局・製剤総則の改正」への協力支援については、日局原案を審議する
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日本薬局方原案委員会の「製剤委員会」に参加し、製剤総則の大改正に対応した。 

 その結果、JP16では主として生薬を原料とする製剤を「生薬関連製剤各条」に

独立して収載されることになった。エキス剤、丸剤、酒精剤、浸剤・煎剤、チン

キ剤、芳香水剤および流エキス剤がこれに移行し、また新たに茶剤が収載される

こととなった。なお、流エキス剤については、工業的製法が追加されている。また、

「製剤通則」に『製剤均一性試験法＜6.02＞のうちの含量均一性試験および溶出

試験法＜6.10＞は、生薬または生薬関連製剤を原料とする製剤中の生薬成分につ

いては適用されない』と明記されることになった。これにより、15局では、事務

連絡での対応であったが、日局に明文化されることにより、除外規定が明確にな

った。 

 

③ GMP対応を強化するため、講習会開催・工場視察などを行い、会員各社の品

質確保の強化を図った。また、漢方GMPの英語訳、中国語訳を作成し、ホームペ

ージに示した。 

 我国が、PIC/Sへの加盟申請に向けての検討を進められ、2010年度、日漢協は、

国内法令と『Annex7：植物性医薬品の製造』とのギャップ分析を行った。その結

果に基づき、日漢協が中心となり、「漢方製剤・生薬製剤の製造管理及び品質管

理に関する自主基準」（日漢協自主基準）を改訂し、「生薬及び漢方生薬製剤の製

造管理及び品質管理に関する基準」を策定し、日薬連から監・麻課に報告した。

さらに、平成24年2月16日付けで同課から事務連絡「生薬及び漢方生薬製剤の製造

管理及び品質管理に関する基準について」が発出された。 

 

 安定確保の推進については、下記項目を重点的に実施した。 

① 種苗の確保 

 (独）医薬基盤研究所（以下・基盤研）薬用植物資源研究センターと連携して

種苗の確保を図った。 

② 規制や流通実態の把握と対応 

 中国での規制状況、日本での生薬流通量、生薬価格を調査した。 

③ 栽培技術 

 ヤクモソウの栽培実例の映像を日漢協ホームページに掲載した。 

④ 国での使用農薬調査 

 チンピならびにタイソウ栽培地における使用農薬調査を行った。 

⑤ ワシントン条約関連生薬 

 ワシントン条約の対象となる生薬の取扱実態を調査し啓蒙を行った。 
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１）原料生薬の品質確保の強化 

① 生薬の残留農薬、重金属、微生物など安全性に関わる品質確保（試験法・基準

化等）を一層強化する。あわせて漢方製剤・生薬製剤についても対応を強化する。 

 2008年に残留農薬に関する論文2報を「医薬品研究」に掲載し、漢方製剤、生

薬製剤が安全であることを公表した。2009年には残留農薬自主基準の制定から4

年が経つことから、再度実施状況などを調査する目的でアンケート調査を実施し

た。アンケート結果からさらに課題抽出などを行い、今後の残留農薬対策への指

針構築を行う予定である。なお、アンケート結果については、「生薬学雑誌」に

掲載予定である。 

 微生物については、生薬の微生物限度試験法を一部変更し、日局に反映すべく

検討中である。また、微生物許容基準（日局参考情報）についても変更すべく検

討を開始した。 

 生薬中の重金属については、2006～08年にオウギなど繁用生薬21種について

試験を行った。また、2010年には、日局収載漢方エキス５品目について、国立医

薬品食品衛生研究所の装置を用いて測定した。 

 

② 日局未収載生薬の収載並びに既収載生薬の見直しをさらに推進する。また漢方

エキスの日局収載についても引き続き積極的に対応する。 

 日局原案を審議する「生薬等委員会」に参加し、漢方エキスや生薬の新規収載

並びに既収載生薬の見直しに対応している。06～07年には標準生薬の設定を目的

とした「理化学用標準生薬に関する研究班」に参加し、ゴシツおよびシャゼンシ

の理化学用標準生薬と確認試験法を検討した。07年にタンジン、シンギ、リュウ

コツ末など11品目の新規収載要望を生薬等委員会に提出し、リュウコツ末は08

年3月の部分改正で新規収載された。また、当協会が提案したシンギ、タンジン、

トウジン、セキシャク、シャカンゾウが新規収載候補品目となり、現在収載案が

検討されている。 

 09年度に会員会社を対象として日局既収載生薬の改正要望を調査した。67項目

の要望があり、それらを「Aランク（18項目）」「Bランク（23項目）」「TLCランク

（11項目）」「仮Xランク（6項目）」および「Xランク（9項目）」にランク分けし、

提案作業を進めている。現在までに「Aランク」と「TLCランク」から、16項目

が生薬等委員会に提案され了承されている。なお「Xランク」は生薬委員会と技

術委員会とで検討し、提案者の了解のもと“改正提案せず”と結論付けた項目で、

9項目が終了している。現在、「Aランク」の残りと「Bランク」から優先19項目

を選定し、検討作業を進めている。 

 漢方エキスの日局収載については、15局第二追補（09年10月施行）までに葛



 8 中長期事業計画2007報告 

根湯など11品目が収載され、また16局（11年4月施行）では特別再評価指定品目

で収載見送りになっていた小柴胡湯など4処方を含め11品目が収載された。さら

に16局第一追補（12年10月施行）で、当帰芍薬散など2処方が収載予定で、これ

らを含めると合計で24処方が日局収載となる。現在、乙字湯など新規収載候補11

品目について、収載原案が検討されている。 

 10年10月に審査管理課から、局外生規に関する方針提示があった。同年11～

12月に会員会社を対象に、新規収載品目および既収載品目の改正要望の調査を行

った。同年12月、国立医薬品食品衛生研究所（以下・国立衛研）を中心に、日本

生薬連合会、東京生薬協会と当協会の関係者が参加して「局外生規検討WG」が

設置された。現在までに7回WGが開催され、新収載品目の選定、ジンギョウなど

新収載10数品目の収載案、モッカなど既収載品の改正案、局外生規総則の改正案

などが検討された。 

 また、11年6月に国立衛研、大学の専門家、関係団体の代表者が参加して、「第

1回局外生規検討会議」（事務局：審査管理課）が開催され、WGで検討された収

載案や改正案が検討された。同年12月に第2回会議が開催され、また12年6月に

第3回会議が開催される予定で、その後意見募集を経てすべてを一括し、12年中

に通知発出の見込みである。 

※ 収載が持ち越された当帰芍薬散は、16局第一追補（2012年10月予定）に収

載見込みである。 

 現在、新規収載予定品目として、麻黄湯エキス、葛根湯加川 辛夷エキス、

防已黄耆湯エキス、乙字湯エキス、大柴胡湯エキス、抑肝散エキス、半夏瀉心

湯エキス、桃核承気湯エキス、五苓散エキス、加味帰脾湯エキス、防風通聖散

エキスの11品目が掲げられており、理化学試験の検討を進めている。 

 

③ GMP対応の強化、特に漢方GMPの主眼である生薬管理責任者の育成強化を図

る。また、漢方GMPも含めGMPに関する日中二国間の相互理解をさらに深める。 

 2007年に改訂した漢方GMP自主基準の会員会社における運用状況や生薬管理

責任者の育成に関する要望事項などを把握するため、アンケートを検討している。

その結果、要望が一番多かった内部形態試験について、2012年度から大学機関に

依頼して実施する予定である。また、2007～08年に「コンピュータ化システム

適性管理ガイドライン」講習会を開催し、また、毎年工場視察などを行ってGMP

強化と生薬管理責任者の資質向上を図った。漢方GMP自主基準の国際的な普及を

目的とし、英語訳・中国語訳（簡体字および繁体字）を日漢協ホームページに掲

載した。 
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２）原料生薬の安定確保の推進 

① 生薬の安定確保のための施策を検討推進するとともに種苗の確保を図る。 

 2008年に発生した毒入りギョーザ問題の影響を受け、同年3、4月に中国の一

部地域からの生薬輸出が停滞するという不測の事態が発生した。日漢協に生薬輸

入緊急対策会議を設置し、状況確認や情報収集に努め会員会社間の連携を強化し

た。幸いにして同年5月以降輸出停滞は回復に向かったが、再発防止を目的に中

国在日本国大使館の協力を得て、同年11月、「原料生薬の安定確保に関する訪中

団」（8社12名）を派遣した。中国国家質量監督検験検疫総局（AQSIQ：General 

Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of People's Republic of 

China）、国家中医薬管理局、中国医薬保健品進出口商会（CCCM：Chamber of 

Commerce for Import & Export of Medicines & Health Products）、中国医薬保健品有限

公司（MEHECO：Medicine & Health CARE Products Co., Lid. China）などを訪問し原料

生薬の安定供給の確保などについて協議し、一定の理解を得た。なお、中国国家

質量監督検験検疫総局への訪問は、業界団体として初めてであり、今後継続的に

交流を深めることとなった。 

 原料生薬の質的、量的確保を目的に、生薬生産における基本的事項を定めた

「薬用植物の栽培と採取、加工に関するガイドライン（仮称）」の作成を進め、

最終稿の完成に至った。今後添付資料を作成した上で、会員各社に発信する予

定である。 

 国内産生薬の生産安定化にむけて、日本における生薬栽培時に使用可能な農薬

種を少しでも確保すべく、独立行政法人 農林水産消費安全技術センターに対し、

66生薬の基原植物の適用作物別表への新規収載を要望、現在調整中である。 

 海外（特に中国）からの生薬輸入リスクヘッジ、国内産生薬の生産衰退への対

応として、（独）基盤研薬用植物資源研究センターに生薬種苗の維持を依頼、そ

の結果49生薬の基原となる63種の植物の維持に至った。 

 

② 各国における規制状況の把握や日本における生薬使用量調査など、原料生薬に

関する流通実態を把握し、適確な対応を行なう。 

 2007年7月に中国における生薬の規制状況を取りまとめた一覧表を作成した。 

 日本における生薬の流通実態の把握を目的に、まず、パイロット調査として中

国で流通規制のあるカンゾウおよびマオウについて生薬使用量の調査を実施し

た。今後、調査品目の拡大を検討中。また、生薬の相場価格について調査を実施

した。2009年には平成21年度厚生労働科学研究費特別研究「漢方・鍼灸を活用

した日本型医療の創生のための調査研究」の検討課題の一つである「生薬資源（安

定的確保と地域振興）」に関して、特別研究班から原料生薬の供給状況等につい
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て協力要請があり、それに伴い2010年に原料生薬使用量等調査を行った。この

使用量等調査結果をまとめ、「原料生薬使用量等調査報告書‐平成20年度の使用

量‐」として小冊子を作成した。また本調査結果を日漢協ホームページに掲載し

た。中国への依存が8割を超えていることなど、本調査結果については学会等に

おける引用や生薬流通を検討する上での基礎情報として反響が大きいことから、

第2回原料生薬使用量等調査（平成21、22年分）を平成23年度に実施しその後の

状況の確認を進めている。 

 また、原料としての生薬の一大供給国である中国国内における生薬の流通実態

を把握するために、中国国内において生薬の国別の輸出入量の調査を委託した。

調査対象生薬は上記における使用量等調査において使用量が上位である品目を

優先的に選定した。今後、調査結果を基に結果考察、調査の継続、追加項目の必

要性の検討を行う予定である。 

 原料生薬の価格については、当協会の会員会社74社に対しアンケート方式で調

査を実施し、中国から輸入している原料生薬の使用量上位30品目は、2006年を

100とした場合、2010年は164となり、4年間で約1.6倍の価格上昇が認められた

結果を得た。本結果については日漢協ホームページに掲載した。 

 

③ 生薬栽培技術に関する調査と技術の継承を図る。 

 2008年3月に生薬栽培技術の継承を目的に、日漢協ホームページにヤクモソウ

の栽培風景を掲載した。 

 

④ 中国で使用されている農薬の使用実態について調査する。 

 2007年にパイロット・スタディとしてチンピを選択し、中国のチンピ栽培地を

予備調査した上で、2008年に中国医葯保健品股 有限公司に使用農薬の実地調査

を委託した。調査委託先から2009年3月に報告書を入手した。またこの調査で使

用が明らかになった農薬については、残留しているかどうかを確認するため（財）

日本食品分析センターで農薬分析を行った。この使用農薬調査結果と残留農薬分

析結果をまとめ、「薬用植物栽培における使用農薬の実態調査（第1報）中国産チ

ンピの使用農薬」として論文投稿し、『生薬学雑誌』65巻（11年2月発刊）に掲載

された。また論文の概要を作成し、日漢協ホームページに掲載した。 

 本調査結果から残留が懸念された農薬（ジコホール）について、漢方製剤・生

薬製剤の残留農薬に関する自主基準への追加適用を技術委員会に検討依頼した。

その後の技術委員会の調査で、漢方製剤および生薬製剤約560検体中、検出例が1

例でありまた検出値も低かったことから、追加適用せずとの回答を得た。 

 第2次調査品目として、原料生薬の使用量等調査で上位（5位）であること、技
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術委員会調査でチンピに次いで留意すべき生薬とされていることなどから「タイ

ソウ」を選定した。チンピと同様、中国医葯保健品股 有限公司に調査委託し、

調査対象地域を河北省、河南省、山東省、山西省および陝西省の5省とした。2012

年3月に調査報告書を入手し、現在日本語に翻訳中である。また農薬分析を委託

すべく準備中である。 

 

⑤ 絶滅のおそれのある野生動植物種についてワシントン条約の遵守・推奨を図り、

必要な生薬の確保について対応する。 

 日薬連ワシントン条約関係連絡会議（以下・ワ条連絡会）へ代表委員が参加し、

関連情報の収集、会員会社への啓蒙を行った。2007年に会員会社のワシントン条

約の対象となる生薬の取扱い実態を把握し、緊急時の迅速な情報伝達を目的とし

た連絡網を構築した。また、ワ条連絡会が進めた奥飛騨ユウタンの入札について、

関係会社へ周知した。 

 

３）原料生薬に関する環境対応の推進 

① 環境に配慮した活動を推進する。 

 会員会社は、自然の恵みである生薬を取り扱う「事業」であり、自然の恵みに

よって成り立つ「事業」であることから、希少野生動植物の保護に係る「絶滅の

おそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」：Convention on International 

Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora（通称CITES、ワシントン条約）

や生物多様性条約：Convention on Biological Diversity（通称CBD）等の遵守はもちろ

んのこと、今後更に地球環境保全に向けた努力が求められる。 

 

 

(2) 一般用漢方製剤・生薬製剤等の開発と育成活動の強化 
 
 一般用漢方製剤については新210処方の見直し、処方追加が順調に推移し、平成

24年度でほぼ終了する予定である。 

 生薬製剤については、女性疾患に対応する生薬製剤の承認基準（案）を策定する

ために、既承認品目の調査･整理、並びにエビデンス情報の収集･整理を進めている。 

 

１）新一般用漢方210処方に関し適確に対応推進する。 

 平成20年9月30日の審査管理課長通知により一般用漢方製剤承認基準が制定さ

れ、従来の審査内規が新基準とされた。（213処方の効能・効果等の見直し） 

 その後、基準として新規処方の追加が検討され、平成22年4月1日の通知により加

減方23処方、23年4月15日の通知により27処方が基準に組み込まれた。 
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 これに伴う処方内容の確認および行政対応を行った。 

 また、新規処方追加に伴う“使用上の注意”の作成、新規生薬の規格作成等につ

いて、関係委員会で対応を進めている。 

 

２）漢方エキス製剤の日局収載に伴う一般用漢方製剤・生薬製剤の対応を推進

する。 

 漢方エキスの日局収載に伴い、日局規格の原案と一般用の既承認品目の規格との

整合性の確認を行い、不整合が起こらないように働きかけている。 

 

３）一般用漢方製剤・生薬製剤および生薬の許認可に関する対応を推進する。 

 一般用漢方製剤については、新210処方として追加処方の基準化が進んでいる。 

 生薬製剤については、女性疾患に対応する生薬製剤の承認基準（案）を策定する

ために、既承認品目の調査・整理、並びにエビデンス情報の収集･整理を進めている。 

 

４）原薬エキスの規格・試験の設定に関し適確に対応推進する。 

 2009年4月に「原薬エキス会議」とその実務組織である「原薬エキス委員会」を

設置した。原薬エキスの製法や品質に関し問題点整理とその対応策、アカメガシワ

エキスなど公定書に収載されている原薬エキスの品質の見直しなどについて取り

組みを開始した。 

 当会議発足以来、当会議参加会社が保有するチンキ剤、流エキス剤、単味生薬エ

キス等の製法、規格などについて調査を重ねてきたが、2011年9月に調査結果をま

とめ、“原薬エキスに関する調査報告書”と題し小冊子化した。 

 第16改正日本薬局方（2011年4月施行）で製剤総則が大改正された。当会議参加

会社に直接関わるチンキ剤と流エキス剤について、工業的製法の追記を主眼に改正

案を提案し、ほぼ原案通り収載された。 

 残留溶媒に関し日局通則に新たな規定を設けるべく、日本薬局方原案審議委員会

で検討中である。原薬エキス中の残留溶媒を確認すべく当委員会からサンプルを提

供し、（財）日本食品分析センターにて残留溶媒試験を実施した。 

 第17改正日本薬局方（2016年4月施行）で、漢方エキスに重金属の個別基準が設

定される見込みである。2010年度に国立衛研の ICP-MSを用いて予備試験を行ったが、

現在本試験の準備中である。試験対象エキスは、黄連解毒湯、葛根湯、加味逍遙散、

柴朴湯、小青竜湯、八味地黄丸および半夏厚朴湯の各エキス、また測定元素はPb、

Cd、AsおよびHgの4元素の予定である。 
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５）一般用医薬品の販売制度に関連した調査研究を推進し、関係団体と協力し

て対応する。 

 平成18年6月公布された薬事法改正による「一般用医薬品の販売制度改正」につ

いて、OTC5団体と連携しながら、区分表示、シール貼付など平成21年6月の円滑な

施行のために対応した。また、平成23年生薬成分、漢方処方の区分見直しに関して

は業界意見のとりまとめを行い、意見具申した。 

 区分に応じた情報提供が求められることになり、漢方処方（210処方）について

は、第二類医薬品に指定され、日漢協としても、薬剤師または登録販売者の方々へ

の情報提供を積極的に行い、消費者・患者さまに正しく安全に服用していただける

よう取り組んだ。 

 

 

(3) 漢方製剤・生薬製剤・生薬の安全性確保と適正使用の推進 
 
 2005年の薬事法改正以降、医薬品の安全対策強化が規定された。その後、2008

年には「薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員

会」が厚生労働省に設置され、約2年にわたり議論を重ね、2010年4月に「最終提

言」が取りまとめられた。この提言を踏まえ、厚生科学審議会では、2011年2月に

医薬品等制度改正検討部会を設置し、医薬品・医療機器等の安全対策の強化につい

て議論され、2012年1月に「薬事法等制度改正についてのとりまとめ」が示された。

日漢協では安全性委員会を中心に会員会社の安全対策の共有化と安全性情報の収

集・検討・措置決定の業務のレベルアップを図り、漢方製剤・生薬製剤・生薬の安

全性確保と適正使用の推進に努めた。 

 

 医療用漢方製剤は1995年以降、「使用上の注意」を統一し、適正使用に努めてい

る。2009年～2012年の期間中に「使用上の注意」改訂を以下のように実施した。 
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安全性情報一覧 

医療用漢方製剤 通知 
潤腸湯 重大な副作用：「間質性肺炎」追記 

2007年 2月16日 
薬食安発 

第0216001号 清肺湯 重大な副作用：「肝機能障害、黄疸」追記 

2009年 7月 3日 事務連絡 
柴胡加竜骨牡蛎湯 

(てんかんの効能をもつもののみ)
その他の注意：「てんかん」の注意書きを追記

2010年 7月 6日 
薬食安発 

0706第1号 
抑肝散 

重大な副作用：「間質性肺炎」追記 

重大な副作用：「肝機能障害、黄疸」追記 

荊芥連翹湯 

二朮湯 
重大な副作用：「間質性肺炎」追記 

2010年10月26日 
薬食安発 

1026第1号 
竜胆瀉肝湯 重大な副作用：「肝機能障害、黄疸」追記 

温清飲 重大な副作用：「間質性肺炎」追記 

五淋散  
2011年 2月15日 

薬食安発 

0215第1号 
三黄瀉心湯 

重大な副作用：「間質性肺炎」追記 

重大な副作用：「肝機能障害、黄疸」追記 

2011年 8月 9日 
薬食安発 

0809第1号 
芍薬甘草湯 

重大な副作用：「間質性肺炎」追記 

薬食安発0110 

第1号(指示) 
大建中湯 重大な副作用：「間質性肺炎」追記 

2012年 1月10日 
薬食安発0110 

第1号(指導) 
柴苓湯 重大な副作用：「劇症肝炎」追記 

 
医療用漢方製剤 自主改訂 

十味敗毒湯 

治頭瘡一方 
その他の副作用：「過敏症」追記 

2009年 6月 8日 当帰四逆加呉茱萸生姜湯 

抑肝散 

通導散 

その他の副作用：「肝臓」追記 

消風散 その他の副作用：「過敏症」追記 

白虎加人参湯 その他の副作用：「肝臓」追記 2009年 8月17日 

大建中湯 その他の副作用：「消化器」の症状を追記 

2010年 7月 6日 抑肝散 
その他の副作用：「過敏症」追記 

その他の副作用：「肝臓」削除 

麻黄湯 その他の副作用：「肝臓」追記 
2010年10月26日 

越婢加朮湯 その他の副作用：「過敏症」追記 

2010年11月16日 
当帰芍薬散 

八味地黄丸 
その他の副作用：「肝臓」文言修正 

2011年 8月 9日 
三物黄 湯 

半夏厚朴湯 
その他の副作用：「過敏症」追記 

 
一般用漢方製剤 通知 

潤腸湯 相談すること：「間質性肺炎」追記 
2007年 2月16日 事務連絡 

清肺湯 相談すること：「肝機能障害」追記 

2009年 7月 6日 事務連絡 抑肝散 
相談すること：「間質性肺炎」追記 

相談すること：「肝機能障害」追記 

荊芥連翹湯 

二朮湯 
相談すること：「間質性肺炎」追記 

2010年10月26日 事務連絡 

竜胆瀉肝湯 相談すること：「肝機能障害」追記 

温清飲 

五淋散 
相談すること：「間質性肺炎」追記 

2011年 2月15日 事務連絡 

三黄瀉心湯 
相談すること：「間質性肺炎」追記 

相談すること：「肝機能障害」追記 

2011年 8月 9日 事務連絡 芍薬甘草湯 相談すること：「間質性肺炎」追記 

2012年 1月10日 
薬食安発0110 

第1号(指導) 
大建中湯 相談すること：「間質性肺炎」追記 
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 一般用漢方製剤は、2009年6月施行の改正薬事法により、リスク分類などが規定

されリスクに応じた情報提供が必要となった。安全性委員会では日本OTC医薬品協

会（以下・OTC薬協）と連携し、薬剤師、登録販売者向けに主要一般用漢方製剤20

処方の「使用上の注意」解説および注意すべき生薬解説を掲載した『OTC医薬品使

用上の注意ガイドブック』を発刊し情報提供資料とした。 

 210処方の新たな承認基準の制定に伴い、安全対策課、総合機構の指導のもと、

「一般用漢方製剤の添付文書等に記載する使用上の注意改訂について」（2009年1

月15日付 日薬連発第20号）により2001年以来の日薬連自主申し合わせの更新を

図った。一方、厚生労働科学研究班で「一般用医薬品の添付文書等の改善に関する

研究」の報告書がまとまり、2009年より一般医薬品の「使用上の注意」等の新記載

要領の見直しが本格化した。安全性委員会では行政とOTC5団体での検討会議に参

加し、作業を分担した。検討された中から日漢協では新210処方の「使用上の注意」

素案を作成し、最終的に従来の日薬連申し合わせを廃止し、「一般用漢方製剤の添

付文書等に記載する使用上の注意について」(2011年10月14日付 薬食安・薬食審

査連名通知)として規定された。従来からの日薬連申し合わせから行政通知になっ

たことで一層統一化が図られることになる。 

 

１）漢方製剤・生薬製剤・生薬の安全性情報に関する情報提供資料を作成し、

医療関係者および患者などに対する適正使用の推進を図る。 

① 一般用防風通聖散の副作用症例増加傾向に対する適正使用情報の発信。 

 一般用防風通聖散については、近年の売り上げ増加により肝機能障害等の副作

用報告症例が増加したため、安全性委員会として対応を検討した。2009年6月『肥

満症に漢方薬 正しく使っていますか防風通聖散』を作成し、約20万部配布し適

正使用推進につとめた。その結果、一般用防風通聖散の副作用報告症例は、それ

以降減少傾向となった（次頁参照）。 
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2009 年 6 月『肥満症に漢方薬 正しく使っていますか防風通聖散』 
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② 大黄含有製剤の服薬指導パンフレットの作成。 

 医療関係者、一般使用者の皆様から大黄含有製剤服用後に尿が赤変するという

問い合わせが各社のお客様相談窓口に寄せられた。それに対応するため、2011

年2月、医療関係者向けにQ&A形式で構成した解説資料の『漢方服薬指導Q&A 

VOL.1』を作成し、配布した。 
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２）日漢協ホームページを活用し、医療関係者および患者などに対して安全性

情報の一層の発信を行なう。 

 総合機構が運営する「医薬品医療機器情報提供ホームページ」の安全性情報の整

備に合わせて、日漢協ホームページ上で、それらの情報をもとに副作用疾患の集計、

解説などを掲載し適正使用を図っている。2011年、安全性委員会で安全性情報コン

テンツについて見直しを行い、前述の一般用防風通聖散資料、大黄含有製剤資料に

加えてそれ以前に実施した甘草含有漢方製剤の適正使用情報資料等も掲載するこ

とにより充実を図った。 

 

３）安全性情報の会員会社間における一層の共有化を図り、会員各社の安全対

策を強化する。 

 漢方製剤の「使用上の注意」統一改訂として期間中、延べ25処方23案件の「使用

上の注意」改訂を実施した。 

 

４）一般用漢方製剤の「使用上の注意」に関する指針となる解説書を作成する｡ 

 『OTC医薬品使用上の注意ガイドブック』発刊に当たり、OTC薬協、じほう社と連

携し、薬剤師、登録販売者向けに主要一般用漢方製剤20処方の「使用上の注意」解

説並びに注意が必要な生薬の解説を掲載した。 

 また、2011年10月に発出された一般用医薬品添付文書等記載要領の通知に対応

した「一般用漢方製剤使用上の注意改訂―解説―」については、次年度以降に実施

する予定である。 

 

５）医療用漢方製剤の再評価に適正に対応する。 

 医療用漢方製剤の再評価の審議状況に進捗は見られないものの、2010年8月以降、

総合機構より5処方6試験の照会事項を受けており、すべての回答書の提出を完了し

た。残り5処方5試験についても今後総合機構より照会事項が発出される見込みであ

り、引き続き、再評価部会で検討の上、回答書を提出していく予定である。 

 なお、回答書の提出と平行して、厚生労働省および総合機構と今後の予定等に関

して意見交換を行っている。 

 

６）会員会社のMRに対して安全性に関する教育を徹底。 

 2007年 ｢重篤副作用疾患別対応マニュアルの教育用資材について」 

 2008年 ｢副作用情報の初期対応について」 

 安全性委員会から講師を招き、年1回、安全性に関する講演会を実施し、講演資

料を日漢協ホームページにアップして、会員各社のMR教育用として提供し、教育

の標準化を徹底した。 
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(4) 漢方製剤･生薬製剤･生薬に関するエビデンスデータの集積 
 
１）漢方製剤・生薬製剤・生薬に関するエビデンスデータを幅広く集積する。 

 日本東洋医学会EBM特別委員会が作成する「漢方治療エビデンスレポート」（EKAT）

の基礎資料として、The Cochrane Library（CENTRL）、医中誌web（医学中央雑誌）な

どで漢方製剤のRCT（Randomized Controlled Trial）論文を網羅的に検索し、日本東洋

医学会EBM特別委員会に提出した。また、「漢方製剤の記載を含む診療ガイドライ

ン」（KCPG）の基礎資料として、国内で発行されている全ての診療ガイドラインに

おける漢方製剤の記載を調査し、同委員会に提出した。これらの作業は、毎年、継

続的に実施した。 

 また、医療用漢方製剤に関する基礎資料として、添付文書情報をまとめた「医療

用漢方製剤 2012」を発行予定である。 

 

２）日本東洋学会が推進する臨床エビデンスレポートのまとめや、エビデンス

データの国内診療ガイドラインへの反映作業に協力する。 

 日本東洋医学会EBM特別委員会に協力して、以下の作業を実施した。 

① 下記レポートを日本東洋医学会のホームページに公開した 

1．漢方治療エビデンスレポート（EKAT）2009, 2010, 2011 Appendix 

2．Evidence Reports of Kampo Treatment 2009, 2010, 2011 Appendix 

3．漢方製剤の記載を含む診療ガイドライン（KCPG）2009, 2010, 2011 Appendix 

② EKATのデータを、メリーランド大学・代替医療センターを通じて、世界的な

ＲＣＴデータベースであるThe Cochrane Library（CENTRAL）に収載した。 

③ 漢方製剤のRCT論文の報告の質を高める手段として、国立衛研・生薬部および

基盤研薬用植物資源研究センターによるKampo-CONSORT Statementのホームペー

ジ作成に協力した。 
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３）一般用漢方製剤の有用性評価法として使用実態調査（AUR）の推進に協力

する。 

 平成16年から開始されたAURの手法確立が平成19年に終了した。 

 その後、一般用防風通聖散製剤の副作用増加に伴い、平成22年度にAURにより同

製剤の有用性、安全性確認が行われた。 

 結論として、使用者の「証」を確認することで、同製剤の適正使用を推進できる

ことが示された。 

 

 

(5) 漢方製剤・生薬製剤・生薬の国際調和と国際交流 
 
１）三極の局方調和（ICH）やFHH（Forum on Harmonization of Herbal Medicines）

など、国際調和の動向に的確に対応する。 

① ICH M5（医薬品辞書の為のデータ項目および規準）に関しては、安全性委員

会が窓口となり、対応した。 

② 局方・三極調和（JP、USP、EP）により改正された微生物限度試験に関して、

会員会社での実施状況を調査し、その結果を日本防菌防黴学会「第19回生薬漢方
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製剤の微生物および異物汚染対策並びに品質管理に関するシンポジウム」で発表

した。 

③ FHHの各国に於ける局方の調和によりアリストロキア酸のあるものは中国薬典

から削除された。 

 

２）原料生薬、残留農薬などに関する中国などとの定期交流を図り情報交換を

行うとともに、JETRO（日本貿易振興機構）やJICAなどと連携した活動を推

進する。 

① 「2008年に発生した毒入りギョーザ事件に伴う中国からの生薬輸入の一部停滞

（詳細はp9に記載）への対応として、訪中団（8社12名）を派遣した。2008年11

月10日～14日の間、中国国家質量監督検験検疫総局進出口食品安全局、国家中医

薬管理局、中国医薬保健品進出口商会、中国医薬保健品有限公司および同社塘沽

加工工場を訪問し、生薬の輸出停滞を再発防止するために漢方製剤、生薬製剤の

現状を理解して頂いた。 

 なお、今回の訪中により関係機関との情報交換が、今後の継続的交流につなが

るものと考えている。 
 
 

中国国家質量監督検験検疫総局（ＡＱＳＩＱ）進出口食品安全局 
にて唐処長(５番目)、風間団長(７番目)、内田副団長（６番目）と熊氏（左端） 

中国医薬保健品有限公司にて 
風間団長(後列中央)と張総裁(右隣) 
を囲んで。 
後列左から佐々木委員長、内田副団長、 
今泉副会長、三人飛んで近藤氏、李副総裁、滕氏、
前列左から巽委員長、浮田委員長、三浦氏、浅間
委員長、田中委員長、岡本氏 
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② JICAから委託を受け、（社）国際厚生事業団が実施している開発途上国の医薬

品製造管理者または品質管理責任者を対象とする「必須医薬品製造管理研修事

業」において、同事業団からの要請により、『漢方GMP』に関する解説を実施し

ている。 

 

３）伝統薬教育プログラムやエビデンス文献集などWHOに対する対応を実施

する。 

① 2008年11月北京で開催された『WSMI（世界セルフメディケーション協会）総

会およびWHO伝統医療会議』において「漢方の技術開発」について日漢協技術委

員長が演者となり講演を行った。 

② WHOが薬用植物の枯渇防止を目指す活動の一環として、WHOが2011年に富山

で開催したWHO専門家会議（「薬用植物の保護に関するガイドライン（1993，

WHO/WWF/IUCN）」の改訂案の検討）に参加し、国内外の関連団体と交流を図っ

た。 

 

４）生薬や伝統薬に関する国際的情報を収集し、会員の共有化を図る。 

① 会員の生薬や伝統薬に関する国際的情報の収集と発信を円滑化する目的で、国

立衛研 合田生薬部長らに協力頂き、漢方製剤・生薬製剤・生薬用語の英語表記

に関する資料をまとめた。本資料は生薬学雑誌（詳細はp27に記載）に掲載され

るとともに、日漢協ホームページに掲載した。 

② 2009年に中医学及び中医薬の国際的な普及を目指し、中国が国家戦略として

中医薬の国際標準化を ISO（国際標準化機構）に提案し、TC（技術委員会）が設

置（TC249）されたことから、日漢協は日本東洋医学サミット会議（JLOM）の

国家中医薬管理局にて 
前列左から内田副団長、風間団長、 
馬建中副局長、蘇鋼強科学技術司副司長
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サポーターメンバーとして協力を行ってきた。本課題については、日漢協全体と

して検討を必要であることから、ワーキンググループを設立し、今後、協議と情

報共有を行う。 

 また、2010年に行われた第15回国際東洋医学会（幕張）および2011年に行わ

れた天然薬物国際標準化東京フォーラム（東京）にて、日本の漢方、生薬製剤の

製剤化技術の有用性について、日漢協として報告した。 

 

 

(6) 医療関係者および患者･消費者などに対する啓発活動の強化 
 
 広報委員会は、日漢協主催の市民公開漢方セミナーや日本東洋医学会学術総会で

の共催講座（計10回開催）を通して、一般市民の方々や医療従事者（特に薬剤師）

の方々に、漢方製剤・生薬製剤・生薬の特性や使用方法等の啓発活動を継続的かつ

積極的に推進している。 

 日漢協ホームページには、一般市民の方々向けの問い合わせコーナーを設け、医

師の処方で貰った漢方薬（医療用漢方製剤）と、薬局・薬店で購入した漢方薬（一

般用漢方製剤）に分けて、よくある質問についての回答例を掲載するとともに、そ

こに記載の無い質問については、問い合わせフォームのページを用意し、出来る限

り迅速な回答を行うことで幅広い啓発活動に結びつけている。 

 

１）対象者や内容、開催時期などを工夫して効果的な講演会・セミナー等を実

施する。 

協会主催セミナー 

第10回：平成19年4月26日（木）東京女子医科大学附属東洋医学研究所 

久米 由美 先生「胃腸と漢方－健康な心と身体は元気な胃腸から－」 

 文京シビックホール  来場者数400名強 

第11回：平成20年10月16日（木）北里大学東洋医学総合研究所所長 

花輪 壽彦 先生「漢方は女性の健康をたすける」 

 日暮里サニーホール  来場者数331名 

第12回：平成21年10月15日（木）北里大学東洋医学総合研究所所長 

花輪 壽彦 先生「働く女性のメンタルヘルス」 

 浜離宮朝日ホール  来場者数313名 

第13回：平成22年10月14日（木）漢方医学研究所松田医院院長 

松田 邦夫 先生「健康を守る 運動・漢方・笑い」 

 浜離宮朝日ホール  来場者数333名 
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第14回：平成23年11月28日（月）横浜朱雀漢方医学センターセンター長 

熊谷 由紀絵 先生「漢方が、あなたのためにできること」 

 浜離宮朝日ホール  来場者数226名 

 

東洋医学会共催講座 

＜平成19年度＞ 

開催日 
会場 

受講人数 
メインタイトル 講演者 役職等 講演タイトル 

19.6.15 
（金） 

山本廣史先生 山本循環器内科医院院長 
漢方医学の知恵で循環器病（心臓
病、高血圧症など）を乗り越えま

しょう-特に食養生の面から- 

寺澤捷年先生
千葉大学大学院医学研究院 

和漢診療学 教授 

知って得する漢方の知恵-チャ

ングムの監修を終えて- 

広島国際会議場 
（フェニックスホール） 

約280名 

チャングムと漢方 

清水寛先生
東洋病院院長 日本オリンピッ
ク委員会強化スタッフスポーツ

ドクター 

生活習慣病と太極拳 

 

＜平成20年度＞ 

開催日 
会場 

受講人数 
メインタイトル 講演者 役職等 講演タイトル 

20.6.8 
（日） 

丁 宗鐵先生 日本薬科大学教授 医者のいらない暮らしをしよう
仙台国際センター 
（大ホール） 

350名 

ストレス社会と漢方 

木下優子先生
日本大学医学部内科学系 

統合和漢医薬学分野医局長 

漢方でストレスと上手につき合

おう 

 

＜平成21年度＞ 

開催日 
会場 

受講人数 
メインタイトル 講演者 役職等 講演タイトル 

21.6.20 
（土） 

蓮村幸兌先生 愛全園施設長 認知症の漢方治療 

荒井啓行先生
東北大学加齢 

医学研究所教授 

腦老化と認知症 

－漢方医学の挑戦－ 

東京慈恵会医科大学 
（中央講堂） 

550名 

認知症をめぐって 
－漢方医学の挑戦－ 

新井誠先生 筑波大学法科大学院教授 認知症と成人後見制度 

 

＜平成22年度＞ 

開催日 
会場 

受講人数 
メインタイトル 講演者 役職等 講演タイトル 

22.6.5 

（土） 
廣瀬玲子先生

岐阜県総合医療センター 

女性外来 

凛として生き抜く女性のための

漢方の知恵 

蔡 晶先生 
世界整膚連盟整膚美容師会会長

整膚学園 教務部長 

体を耕す－整膚美容法－家庭で

簡単にできるシミ・シワの減少
の実技 

名古屋国際会議場 

（白鳥ホール） 
550名 

ビューティフルエイジ

ングと漢方～美しく年

を重ねる～ 

丁 宗鐵先生 東京女子医科大学特任教授 漢方で多病息災 

 

＜平成23年度＞ 

開催日 
会場 

受講人数 
メインタイトル 講演者 役職等 講演タイトル 

23.6.12 

（日） 
貫田桂一先生

ヌキタ・ロフィスド代表、フー

ドディレクター 
漢方でいきいきと健康に生きる

札幌コンベンシ

ョンセンター 
（特別会議場） 385名 

漢方と食 

本間行彦先生
北海道漢方医学センター附属北
大前クリニック・北海道大学名

誉教授 

漢方と医食同源ーなにを食べれ
ばよいか 
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２）一般用ホームページを活用して、患者・消費者などに対する啓発活動を一

層推進する。 

 日漢協ホームページでは、患者さんや一般消費者に対する啓発活動として問い合

わせコーナーを設け、よくある質問についての回答例を掲載すると同時にそこに記

載の無い質問に関しては、問い合わせフォームを用意し、質問に適確に回答すると

ともに、必要な検索先情報等も加えている。以下に平成19年4月から平成24年3月

までの問い合わせ数を記載する。 

平成19年4月～平成20年3月：問い合わせ 10件  

平成20年4月～平成21年3月：問い合わせ  8件  

平成21年4月～平成22年3月：問い合わせ 17件 合計70件

平成22年4月～平成23年3月：問い合わせ 23件  

平成23年4月～平成24年3月：問い合わせ 12件  

 

３）漢方製剤、生薬製剤、生薬などの用語解説を含めた業界PRツールの作成

と、それを用いた啓発活動を展開する。 

 2006年度からの厚生労働科学

研究「生薬および漢方処方の有用

性評価方法・安全性確保と国際調

和に関する研究」（主任研究者：

国立衛研 生薬部長 合田先生）

の分担研究「漢方処方の同等性並

びに品質確保などに関する研究」

のサブトピックのひとつとして、

「漢方製剤・生薬製剤・生薬用語

に関する英語表記（第1集）」およ

び「同第2集」がまとまり、生薬

学雑誌（2008；62(2):80-90、

および同2009；63(1):11-21）

に掲載された。 
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 日漢協では、日本生薬学会の

許可をえて、『生薬学雑誌』に掲

載された本表記集をホームペー

ジに掲載することになり、作成

に携われた先生方の監修のもと、

検索しやすい形に再構成して掲

載した。「漢方製剤・生薬製剤・

生薬」に関する用語の英語表記

が確立したことで、論文執筆に

おけるさまざまな英語表記によ

る、海外研究者の疑問にも対応

できるツールとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）一般用ホームページ、会員用ホームページおよびニューズレターの活用用

途を明確にし、効果的な情報提供を推進する。 

 一般用ホームページは、日本国内外の多くの生活者を対象としているため、より

分かり易く、接続時間短縮のため平成19年にページ全体をリニューアルした。 

 特に「生薬の解説」に関しては、文字の変換間違いが多かったため、生薬委員会

（当時）の協力を得て、全ての生薬解説を書き換えた。なお、平成22年には、オウ

ゴン・カッコン・カンゾウ・ケイヒ・サイコ・シャクヤクの6生薬については、内

容をより充実させるため、生薬のカラー写真を掲載し、代表的な成分の構造式も書

き加えた。今後も随時増やしていく予定である。 

 また、グローバル化に対応するため、平成18年よりガイドについては英語版を

Web掲載した。 

 平成18年7月より会員用ホームページを作成し、行政情報や日薬連情報、協会情

報（専門委員会）等を迅速に掲載し、会員各社での情報収集に役立ててもらってい

る。また、平成23年には、海外との国際的な対応を知ってもらうことを目的に、「ABS
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関連コーナー」「ISO関連コーナー」を付け加え、また、日漢協が外部で講演した資

料を掲載する「外部講演資料」のコーナーも付け加え、協会内部での情報の共有化

を図った。 

 ニューズレターは、協会内部と外部の両方への情報提供誌との意味合いを持って

いたが、第77号（平成21年9月号）より対外誌に特化することとした。これは、日

漢協の組織変更を機会に、今後は業態別会議の活動内容を外部に知らしめることを

目的とし、かつ、表紙および裏表紙をカラー化することで、その存在感を増すこと

で、確実に読んでもらえる情報誌であることを目指すこととした。 

 
５）IFPMA(International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & 

Associations 国際製薬団体連合会）、製薬協、医療用医薬品製造販売業公

正取引協議会（以下・公取協）情報の活用。 

① ｢医療用漢方製剤・生薬プロモーションコード」（2007年11月15日改定）の第4

版作成および「漢方処方ゴム印提供についての注意喚起」日漢協発177号（2008

年3月27日）を発出し、適正販売を推進した。また、今後の IFPMA改定、製薬協

プロモーションコード改定などを踏まえ、「医療用漢方製剤・生薬プロモーショ

ンコード」の改定を行い、適正販売につなげる。 

② IFPMAコード改定が2011年2月より検討され、同年12月の理事会において約6年

ぶりに承認された。2012年9月1日施行になったことで、製薬協も同じく9月1日

施行予定で検討を進めている。これを踏まえ、日漢協医療用漢方製剤・生薬プロ

モーションコードの検討を進める旨、流通適正化部会で報告した。 

 
 
(7) 日漢協としての団体活動の強化 
 
 複数の異なる業態から構成される日漢協にとって、より多くの会員にメリットが

あり、漢方製剤・生薬製剤・生薬・原薬エキスを代表する団体となるべく活動の強

化が望まれ、「業態別会議」と「機能別委員会」を設置する新しい組織体制への見

直しを図った。 

 また、日薬連などの関係諸団体との一層の連携を図り、新医薬品産業ビジョンで

求められている企業体質の強化に対応すべく「中長期事業計画」の達成に向け、各

組織が一丸となり、活動の強化を図ってきた。 

 平成22年4月には、薬害肝炎事件の検証および再発防止のため、医薬品行政のあ

り方検討委員会より「薬害防止のための医薬品行政等の見直しについて」の最終提

言が行われた。その中で「製薬企業は医薬品の安全性に関する第一義的責任が製薬
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企業にあることを認識し、各団体において制定している企業倫理綱領やプロモーシ

ョンコード等を遵守するほか、団体内に企業倫理委員会を設置し法令遵守等に努め

ているが、これらを更に充実強化して企業はもとより医薬品業界の信頼性回復に努

めるべきである」とされている。この提言に基づき日薬連の企業倫理委員会では、

下部組織に専門委員会を設置して活動の強化を図ることとし、平成23年9月には「企

業倫理徹底のお願い」を加盟団体に通知がされた。 

 その通知を受け、日薬連の傘下にある当協会においても、時代の要請に応えるべ

く会員会社における企業倫理・法令遵守等を徹底するために、日漢協内に企業倫理

委員会が平成23年3月に設置された。11月には、「日漢協企業行動憲章」が企業倫理

委員会で承認され、また、会員会社の役員・従業員が倫理観と使命感を持ち、「社

会的責任」を念頭に行動するための「日漢協コンプライアンス・プログラム・ガイ

ドライン2012」制定に向けすすめている。 

 

１）日漢協が漢方製剤・生薬製剤・生薬・原薬エキスを代表する団体となるべ

く、その活動を強化する。 

 日漢協は、5つの業態別会員が集まった連合体ともいえる団体であることから、

日漢協そのものの活動をより強化をしていくために、それぞれの業態自らが将来あ

るべき姿とそこに至る過程でクリアすべき課題を抽出し、解決に向けて一致団結し

て努力していく組織に変えていく事が重要かつ必要であった。 

 そこで、各業態の代表者で構成されている「正副会長会」を正式な組織として会

則に明記し、各業態のニーズを踏まえた総合的な活動方針や事業活動内容を策定・

実施することとした。 

 また、各業態自らが業態の普及発展に向けて、事業計画などを策定し活動する組

織として①医療用漢方製剤会議 ②生薬会議 ③一般用漢方製剤会議 ④生薬製

剤会議 ⑤原薬エキス会議を設置した。 

 なお、6つの機能別委員会は、5つの業態別会議に対して常にサポート体制が取れ

るよう横串の委員会として密に連携を図っている。 

 以上の通り、業態別組織運営は、各業態を代表する団体の将来あるべき姿に向か

って進んでいく第一歩であり、平成24年度薬価基準改正、平成24年度税制改正大綱、

一般用漢方製剤承認基準の制定等が組織改正の成果としてあらわれている。 

 

２）新医薬品産業ビジョンとそのアクションプランに対し、適確な対応を図る。 

 新医薬品産業ビジョンが策定されてから5年が経過し、厚生労働省医政局経済課

より新たな産業ビジョン策定の考えが示されている。新医薬品産業ビジョンでは、

ベーシックドラッグファーマの記述の中で「伝統的な医薬品な医薬品を効率的かつ
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安定的に供給する企業」に関し言及され、「漢方製剤・生薬について、今後も質の

良い製品を安定的に供給していけるような企業体質の強化が求められる」とされた。

また、薬価制度・薬剤給付の今後のあり方においては、「薬価制度の検討・運用に

当たっては、医薬品の安定供給等に配慮が必要である」とされた。 

 新たに策定される予定の医薬品産業ビジョンにおいては、「漢方製剤・生薬」を

供給する企業群に関し、更に一歩踏み込んだ将来像とそのための施策を盛込んでい

ただくよう働きかけを開始している。具体的には、漢方医学普及による医療費・薬

剤費の効率化に関する産官学一体の臨床研究等の推進や、政府としての漢方医学の

確立の推進、政府主導での漢方製剤の安定供給が可能となる環境整備の推進等の提

案を厚生労働大臣あてに要望書として提出した。また日漢協が抱えている諸問題は、

単に業界の努力だけでは解決できないハードルの高い課題が多いため、厚生労働省、

農林水産省、文部科学省等の複数省庁にまたがる官民での勉強会の場を設置いただ

き、国を挙げて課題解決に当たっていただくよう要望している。 

 

３）日薬連など関係諸団体との連携強化と、業務の棲み分けを検討推進する。 

 日薬連保険薬価研究委員会との連携を強化し、日薬連内の意見集約に努め中央

社会保険医療協議会薬価専門部会における専門委員の活動をサポートする等、平

成24年4月の薬価制度改革での「保険医療上必要性の高い医薬品の新たな薬価改定

方式」の導入の実現に向け尽力した。その結果は、平成23年12月21日の薬価専門

部会で示された平成24年度薬価制度改革の骨子において、「現在の薬価制度におい

ては、医療上必要性の高い医薬品についても薬価が継続的に下落し、安定供給が

困難となっていく状況があり、これら医薬品の継続的な安定供給のための薬価制

度上の施策について検討を行ってきた。これら医薬品の安定供給を図ることは重

要な課題であるため、その具体的な対象を明確にしつつ、平成24年度薬価制度改

革以降、具体的な評価方法等の検討や検証をすすめることとする。」とされ、平成

24年度の薬価改定では実現しなかったが、次期制度改革に向け継続審議となった。 

 引き続き日薬連と協同し、本件の実現と医療用漢方製剤および生薬の適用を目指

す。 

 

 日薬連薬制委員会、OTC5団体との連携を取りながら、意見具申および情報伝達

に努めた。WGとして規制緩和検討会、識別コード検討会に参画した。 
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４）団体活動の強化の為、事務局機能の充実を図り、組織機能を強化する。 

 事務局機能の面においては、職員の採用、諸規程・諸規則などの整備を進め、事

務局機能の運用面からの充実と活動の強化を図った。 

 また、総務委員会は、事務局との連携強化を図るとともに「業態別会議」、「機能

別委員会」の調整・連携を担う役割をもって、協会全体の円滑な活動を推進するこ

とと規定した。今回、協会内で対応すべき組織がなかった放射性物質の補償に関す

る問題では、総務委員会が事務局となり、協会内に「放射性物質補償検討チーム」

を設置して、会員会社の放射性物質汚染に係る緊急課題を取りまとめ、対応にあた

っている。 

 

 以上の通り新組織への移行により組織機能の充実が図られ、事務局機能の充実と

ともに、協会全体が、一丸となって、課題の解決に当たる体制が整備されつつあり、

次期中長期事業計画では、新たな飛躍の時代
と き

を迎えるものと確信している。 

 

 

 



 

 

その他５ヵ年間の成果 

 

 

１．ＭＲ漢方研修テキスト改訂版 

２．日漢協「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」2011年度 

３．ニューズレター 

４．日漢協ガイド 

５．漢方製剤等の生産動態（「薬事工業生産動態統計」より） 

６．「生薬及び漢方製剤の製造管理及び品質管理に関する基準」 

（日薬連 自主基準） 

７．漢方薬処方実態調査2011 

８．学術講演会一覧 
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その他５ヵ年間の成果 
 

 

 

１．ＭＲ漢方研修テキスト改訂版 

｢ＭＲ漢方教本Ⅱ｣ 2011年度 

第３部 概論・倫理・制度 

第４部 ＰＭＳ 

第５部 漢方教育研修要綱 

 

 

 

 

２．日漢協「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」2011年度 

１ 日漢協（医療用）会員会社は、本ガイドラインを参考に自社の「透明性に関する

指針」を策定し、自社における行動基準とする。なお、策定にあたっては、製薬協

と同様に2012年度分を2013年度に公開することを目標に進めるが、遅くとも2013年

度分を2014年度に公開することを前提に以下の準備を進める。 

(1) 医療機関等から情報公開に関する了承を得る手順の策定（情報公開を前提とし

た委受託契約の締結手順等） 

(2) 支払い情報等（注１）の集計・公開のための早期のシステム構築 

(注1) 公開対象となる基準額について 

 開示の金額基準は設定されていません。金額の大小に関わらず全額が公開の対象となり

ます。 

２ 自社の「透明性に関する指針」には以下の項目が記載されることが望ましい。 

(1) 会員会社の姿勢 

 日漢協（医療用）会員会社が行うあらゆる活動は、日薬連で定める「製薬企業

倫理綱領」、日漢協「医療用漢方製剤・生薬プロモーションコード」、および自社

の「コンプライアンス・プログラム・ガイドライン」等をはじめとする関係諸規

範およびその精神に従い、医療機関等との関係の透明性に関する企業方針を表明

する。 

(2) 公開方法 

 自社ウェブサイト等を通じ、前年度分の資金提供について各社の決算終了後公

開する。 
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(3) 公開時期（注２） 

 2012年度分を2013年度から公開することで進めるが、遅くとも2013年度分を

2014年度から公開することとする。 

(注2) 公開について 

 2012年度分（または2013年度分）から毎年度の決算終了後に各社公開します（それ以前に

は遡及しません）。 

(4) 公開対象 

Ａ 研究費開発費等 

 研究費開発費等には、ＧＣＰ省令などの公的規制のもとで実施されている臨床

試験や、医薬品開発の治験および製造販売後臨床試験が含まれ、また、ＧＰＳＰ

省令、ＧＶＰ省令などの公的規制のもと実施される副作用・感染症症例報告、製

造販売後調査等の費用が含まれる。 
 

・共同研究費 年間の総額

・委託研究費 年間の総額

・臨床試験費 年間の総額

・製造販売後臨床試験費 年間の総額

・副作用・感染症症例報告費 年間の総額

・製造販売後調査費 年間の総額

 

Ｂ 学術研究助成費 

 学術研究の振興や研究助成を目的として行われる奨学寄附金、一般寄附金、お

よび学会等の会合開催費用の支援としての学会寄附金、学会共催費。 
 
・奨学寄附金 ○○大学○○教室：○○件○○円 

・一般寄附金 ○○大学（○○財団）：○○件○○円 

・学会寄附金 第○回○○学会（○○地方会・○○研究会）：○○円 

・学会共催費 第○回○○学会○○セミナー：○○円 

 

Ｃ 原稿執筆料等 

 自社医薬品に関する科学的な情報等を提供するための講演や原稿執筆、コンサ

ルティング業務の依頼に対する費用等。 
 

・講師謝金 
○○大学（○○病院）○○科○○教授（部長）：

○○件○○円 

・原稿執筆料・監修料 
○○大学（○○病院）○○科○○教授（部長）：

○○件○○円 



 

・コンサルティング等業務委託費
○○大学（○○病院）○○科○○教授（院長）：

○○件○○円 

Ｄ 情報提供関連費 

 医療担当者に対する自社医薬品の科学的な情報提供に必要な講演会、説明会等

の費用。 
 
・講演会費 年間の件数・総額

・説明会費 年間の件数・総額

・医学・薬学関連文献等提供費 年間の総額 

Ｅ その他の費用 

 社会的儀礼行為としての接遇等の費用。 
 
・接遇等費用 年間の総額 

３．ニューズレター 

70号 71号
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72号  73号 

74号  75号 
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76号  77号 

78号  79号 
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80号  81号 

82号  83号 
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４．日漢協ガイド 

84号

2007年10月制作 2008年9月制作
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2009年9月制作

2011年9月制作

主な内容 

● 会長挨拶 

● 日漢協の概要 

● 関連団体 

● 事業計画／事業方針 

● 日本漢方生薬製剤協会組織図 

● 業態別会議 事業報告(要約版)／ 

  機能別委員会 事業報告(要約版) 

● ｢業態別会議｣と｢機能別委員会」の役割

● 役員一覧 

● 会員一覧 

2010年9月制作
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５．漢方製剤等の生産動態（「薬事工業生産動態統計」より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．「生薬及び漢方製剤の製造管理及び品質管理に関する基準」（日薬連 自主基準） 

―日漢協ＰＩＣ／Ｓ対応ＷＧが中心となり策定― 

 漢方製剤、生薬製剤のＧＭＰについては、昭和62年8月5日薬監第72号にて日漢

協の作成した「医療用漢方エキス製剤の製造管理及び品質管理に関する基準（自

主基準）」、平成4年3月31日薬監第23号にて「一般用漢方・生薬製剤の製造管理及

び品質管理に関する自主基準」が通知された。「医薬品及び医薬部外品の製造管理

及び品質管理の基準に関する省令」（平成16年12月24日厚生労働省令第179号）（以

下、「ＧＭＰ省令」という。）に合わせ、日漢協では上記自主基準の改訂を行い、

平成19年3月30日に監・麻課より「漢方製剤・生薬製剤の製造管理及び品質管理に

関する自主基準」改訂についての事務連絡が発出されている。 

 近年の医薬品の品質確保に対する国際的な動向にともない、ＧＭＰの国際整合

等の観点からＰＩＣ／ＳのＧＭＰガイドラインを参考として活用する際の考え方

が平成24年2月1日に監・麻課より事務連絡として発出された。 

 一方、薬事法施行令（昭和36年政令第11号）及び薬事法施行規則（昭和36年厚

生省令第1号）に示されるとおり、生薬を粉末にし、又は刻む工程のみを行う製造

所にはＧＭＰ省令は適用されていない。しかし、日薬連としては、医薬品の品質

保証により患者からの信頼を得る立場から、生薬を粉末にし、又は刻む工程以降
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の工程においてＧＭＰを遵守するために、必要と考えられる文書作成及びそれに

係る記録等を当該対象製造所に対しても求めることとし、「生薬及び漢方生薬製剤

の製造管理及び品質管理に関する基準（日薬連自主基準）」を定め、傘下団体を通

じて加盟会社に周知徹底を図り、より一層の品質確保及び品質向上に努めること

となった。 

 

７．漢方薬処方実態調査2008、2011 

【目的】 

 漢方薬治療の科学的根拠(エビデンス)がより一層解明され、漢方薬処方量も増

加している。このような環境のもと、漢方薬処方の実態を把握するとともに、漢

方薬へのニーズや評価を明らかにすることにより、今後の漢方薬処方の普及に関

する継続的なデータを得るため調査を実施した。 
 
【調査方法】 

調査期間 ：2008年8月～9月、2011年8月～9月 

調査地域 ：全国 

調査方法 ：インターネット調査 

調査対象 ：医師(歯科、眼科、美容外科、理学診療科等を除く) 

有効回答数：2008年：684   2011年：627 

調査機関 ：株式会社アンテリオ（旧：ティー・エムマーケティング株式会社） 
 
【調査結果】 

 2011年の調査結果においては、現在漢方薬を処方している医師は約90％にのぼ

り、その漢方薬処方実態は多くの指標で2008年の調査結果より向上した。主な指

標は以下のとおり。 
 

 2011年 2008年 

●漢方製剤を現在使用している 89.0％ 83.5％ 

●漢方製剤を第一選択薬とする場合がある 59.0％ 52.7％ 

●治療効果が高い 50.2％ 43.4％ 

●満足度が高い 53.6％ 49.0％ 

●効果が不十分 23.2％ 32.7％ 

●エビデンスが十分でない 34.8％ 39.8％ 
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８．学術講演会一覧 

―――― 平成19年度 ――― 

平成19年 5月17日 場所：ＫＫＲ ホテル 東京 
演題：医療・医薬品行政をめぐる動き 
演者：厚生労働省医政局経済課 

課長 武田 俊彦 先生 
  
平成19年 9月28日 場所：愛知厚生年金会館 

演題：生薬の遺伝子鑑別について 
演者：名古屋市立大学大学院 薬学研究科科長 

教授 水上 元 先生 
  
平成20年 1月17日 場所：ＫＫＲ ホテル 東京 

演題：医療制度改革と医薬品産業について 
演者：前参議院議員 藤井 基之 先生 

 

―――― 平成20年度 ――― 

平成20年 5月15日 場所：ＫＫＲ ホテル 東京 
演題：平成20年度薬価制度改革の概要 
演者：厚生労働省保険局医療課薬剤管理室  

薬剤管理官 磯部 総一郎 先生 
  
平成20年11月20日 場所：メルパルク京都 

演題：資源調査の表裏―シルクロードの薬用資源― 
演者：京都大学大学院薬学研究科 薬品 資源分野  

准教授 伊藤 美千穂 先生 
  
平成21年 1月15日 場所：ＫＫＲ ホテル 東京 

演題：漢方薬と薬剤師 
演者：財団法人日本薬剤師研修センター 

専務理事 平山 一男 先生 
  
平成21年 3月19日 場所：ＫＫＲ ホテル 東京 

演題：日本東洋医学会ＥＢＭ委員会の活動 
―これまでとこれから― 

演者：東京大学大学院薬学系研究科  
特任教授 津谷 喜一郎 先生 

 

―――― 平成21年度 ――― 

平成21年 6月 8日 場所：ＫＫＲ ホテル 東京 
演題：医薬品の安全対策について 
演者：厚生労働省医薬食品局安全対策課 

課長 森 和彦 先生 
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平成21年 7月16日 場所：大阪薬業年金会館 
演題：薬用資源と地域サステイナビリティ学 
演者：大阪大学総合学術博物館資料基礎研究系 

(兼）大学院薬学研究科薬用資源学分野 
准教授 高橋 京子 先生 

  
平成21年 9月17日 場所：東京薬事協会（昭和薬貿ビル） 

演題：新２１０処方について 
演者：国立医薬品食品衛生研究所  

生薬部・第二室長 袴塚 高志 先生 
  
平成21年11月19日 場所：ＫＫＲ ホテル 大阪 

演題：添付文書の背景にある漢方医療の経験知について 
演者：大阪大谷大学薬学部 漢方医療薬学 

教授 谿 忠人 先生 
  
平成22年 1月21日 場所：ＫＫＲ ホテル 東京 

演題：薬価を巡る最近の情勢 
演者：厚生労働省医政局経済課 
課長補佐 河野 典厚 先生 

  
平成22年 3月18日 場所：東京薬事協会（昭和薬貿ビル） 

演題：医系・薬系の漢方教育の展望と国際社会の役割 
演者：昭和大学 薬学部 生薬学・植物薬品化学教室 

教授 鳥居塚 和生 先生 

 

―――― 平成22年度 ――― 

平成22年 6月 2日 場所：ＫＫＲ ホテル 東京 
演題：生物多様性条約（ＡＢＳ）について 
演者：厚生労働省医政局経済課 

企画係長 田口 壮一 先生 
  
平成22年 7月16日 場所：大阪薬業年金会館 

演題：「薬用植物資源の収集、保存、栽培及び育種の現状につ
いて」 

演者：独立行政法人 医薬基盤研究所 薬用植物資源研究センター
センター長 川原 信夫 先生 

  
平成22年 9月16日 場所：東京薬事協会（昭和薬貿ビル） 

演題：「生薬・漢方分野における日本薬局方の改正について」
演者：国立医薬品食品衛生研究所 

生薬部長 合田 幸広 先生 
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平成22年11月19日 場所：ＫＫＲ ホテル 大阪 
演題：「地球温暖化問題 製薬業界の現状と今後の対応」 
演者：日本製薬団体連合会 環境委員会  

委員長 竹縄 誠之 先生 
  
平成23年 1月20日 場所：ＫＫＲ ホテル 大阪 

演題：厚生労働科学研究費の最近の状況について 
演者：厚生労働省大臣官房厚生科学課  

研究企画官 尾崎 福栄 先生 
  
平成23年 4月14日 場所：スター研修センター神田 

演題：漢方・生薬製剤と承認審査 
演者：独立行政法人医薬品医療機器総合機構 

一般薬等審査部 中村 高敏 先生 

 

―――― 平成23年度 ――― 

平成23年 5月20日 場所：ＫＫＲ ホテル 東京 
演題：製薬企業におけるコンプライアンスについて 
演者：日本大学薬学部 薬事管理学ユニット 

教授 白神 誠 先生 
  
平成23年 7月15日 場所：大阪薬業年金会館 

演題：企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドラインに
ついて 

演者：日本製薬工業協会 透明性タスクフォース  
赤田 盛宏 先生 

  
平成23年11月18日 場所：ＫＫＲ ホテル 大阪 

演題：最近の安全対策について 
演者：厚生労働省医薬食品局安全対策課  

主査 岡本 一人 先生 
  
平成24年 1月19日 場所：ＫＫＲ ホテル 東京 

演題：植物と健康雑学 ～毒と薬の妙味～ 
演者：千葉大学環境健康フィールド科学センター 

副センター長 教授 池上 文雄 先生 
  
平成24年 3月15日 場所：東京薬事協会（昭和薬貿ビル） 

演題：甘粛省薬用資源調査報告について 
－ トウジン、シンギ、ダイオウ － 

演者：富山大学和漢医薬学総合研究所  
資源開発研究部門 生薬資源科学分野 
教授 小松 かつ子 先生 

 




