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平成１７年度全国
「健康・学校環境衛生講習会」

平成１８年１月２９日（日）

沖縄女性総合センター「てぃるる」ホール

「違法ドラッグ（いわゆる脱法ドラッグ）
に対する厚生労働省の取り組み」

厚生労働省医薬食品局監視指導・
麻薬対策課長補佐

富永　俊義先生

講義１

違法ドラッグの現状

• 薬事法違反（無承認無許可医薬品）である
疑いが強いにもかかわらず「合法ドラッグ」
「脱法ドラッグ」などと呼ばれ、公然と販売
され、近年、青少年を中心に乱用が拡大。

• 乱用拡大に伴い、死亡事故を含む健康被
害が発生。また、違法ドラッグの使用をきっ
かけに、麻薬・覚せい剤などの使用に発展
する危険性が増大（ゲートウェイドラッグ）。

違法ドラッグとは

• 麻薬又は向精神薬には指定されておらず、
それらと類似の有害性が疑われる物質で
あって、人に乱用させることを目的として販
売等がされるもの。

• 薬事法の規制を逃れるため、目的を偽装
「研究用試薬」・「芳香剤」等と称して販売
等がされる。

現行制度における規制と問題点

• 麻薬などに指定された物質については厳
しい取り締まりを行えるが、指定には時間
がかかる。

• 用途が偽装されている為、乱用目的の立
証が難しい。

• 個人輸入を止めることができない

合法ドラッグ→脱法ドラッグ→違法ドラッグ

母子の会話
• 高校生「持っているだけなら捕まらないんだって」
• 母　　　「よかったね」×

法の穴を埋めるには

•法の未整備のところは良心
•持っているだけでも違法と母子に思わせたい
•啓発にぜひ学校薬剤師の力を
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「平成維新のもとの学校薬剤師」

三輪亮寿法律事務所所長

三輪亮寿先生

講義２

Quality:品質　Effective：有効　Safety：安全性

個人情報保護法（平成１７年４月１日施行）

（目的） 第一条

この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個
人情報の利用が著しく拡大していることにかんが
み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及
び政府による基本方針の作成その他の個人情報
の保護 に関する施策の基本となる事項を定め、国
及び地方公共団体の責務等を明らかにするととも
に、個人情 報を取り扱う事業者の遵守すべき義務

等を定めることにより、個人情報の有用性（ａ）
に配慮しつつ、個人の 権利利益（ｂ）を
保護することを目的とする。

（ａ）と（ｂ）の優先関係

1.（ａ）　＜　（ｂ）
2.（ａ）　＝　（ｂ）
3.（ａ）　＞　（ｂ）

３が基本

個人情報と秘密は３が正解。

個人情報とプライバシーは４が正解。
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「ＶＯＣに関する評価について」

東京大学大学院新領域創成科環境学専攻教授

柳沢幸雄先生

講義３ 揮発性有機化学物質
ＶＯＣ：Volatile Organic 

Compound

室内の空気中には、ホルムア
ルデヒド、　トルエン、キシレン、
パラジクロロベンゼンなど、極
めて種類が多い

対応策

• ホルムアルデヒドを含む接着剤などは市
場からほとんど姿を消しました。代替物質
はホルムアルデヒドに比べてより安全なの
でしょうか。

• 換気をする。しかし、対症療法でエネルギー
消失多い。

• 放散速度を小さくする。
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「ドーピングを巡る問題」

慶應義塾大学スポーツ医学研究センター教授

大西祥平先生

講義４
ドーピングは何故いけないか？

(1) 競技者の健康を害する
(2) フェアプレーの精神に反する
(3) 反社会的行為である
　「ずる」くて「危険」な行為を容認
することは健全なスポーツの発
展を妨げます。

WADA（世界アンチ・ドーピング機構）
禁止リスト

（1）常に禁止される物質と方法（競技会検査およ
び競技外検査）

（2）競技会検査で（1）に加えて禁止される物質
（3）特定競技で禁止される物質
（4）指定物質
（5）監視プログラム：禁止されていないが乱用を
モニターする物質

ドーピング検査はどういうものか？

• 尿や血液を採取し、これをWADA公認検
査機関で分析。

• 「競技会検査」と「競技外検査」とがある。
• 禁止物質については、「競技会検査」では
すべてのものが対象となるが、「競技外検
査」では蛋白同化剤、ホルモン関連物質、
ベータ2作用剤、抗エストロゲン作用剤、利
尿剤、隠蔽剤が対象となる。

競技外検査はどういうものか？

　 トレーニング期間中の不正を防ぐため、ま

た競技者のクリーンさを証明するために行
なわれる。

　 トレーニング期間中に事前の通告なしに実

施される方法が国際標準ですが、採尿等
の手続きは競技会検査と基本的に同じ。

治療のため、どうしても禁止物
質を使用したいのですが？

• 標準申請書で申請し、許可されれば（承認書が
送られる）、使用できます。ただし、治療上必要で
あり、他に治療法がなく、使用しても競技力を高
めないものに限定されています。

• この他、ぜん息吸入薬（ベータ2作用剤）および副
腎皮質ステロイドの局所使用（皮膚、目、耳、鼻、
口腔内の局所使用は禁止ではなくなり、手続きも
不要）については、略式手続で申請します。
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「学校環境衛生の今日的課題【研究課題報告】」

①「学校生活における有害紫外線

の影響とその対策について」

講義５

山口県学校薬剤師会名誉会長

中本光子先生

１　はじめに
（１）紫外線とその区分
• 地表に届く太陽光線の主な成分は、赤外線（波長８００ｎｍ以上）、可視
光線（４００ｎｍ～８００ｎｍ）、紫外線（２９０ｎｍ～４００ｎｍ）である。なお、
波長１００ｎｍ～４００ｎｍの光を紫外線と呼ぶが、波長の短い紫外線は
地球の上空にあるオゾン層に吸収されやすく、地表には２９０ｎｍ～４００
ｎｍの紫外線が届いている。

• 　地表に届く光の量をエネルギー量で分けると、赤外線４２％、可視光線
５２％、紫外線６％となる。紫外線は量的には少ないが人間及び他の動
植物に様々な影響をもたらす。

• 　紫外線はさらに、次のように分類される
• 　UV-A；３２０ｎｍ～４００ｎｍ、
• 　UV-B；２９０ｎｍ～３２０ｎｍ、
• 　UV-C；２９０ｎｍ以下
• 　本研究における区分波長は本研究で使用した測定器の測定可能領域
により、ＩＥＣ国際電気技術用語集の区分波長を使用することとする。　

( )100 190 280 290 320 400 nm
真空紫外線 地表に届UV-C UV-B UV-A

％ ％ ←く成分量0% 0% 0.5 5.6

図１ 紫外線の波長による分類

２　学校における紫外線の測定
（１）測定方法

　ア　紫外線の測定と波長の区分

　　　　ＵＶ－Ｂ測定機種　　　　　ＵＶ－Ａ及びＵＶ－Ｂ測定機種　

UV Monitor MS-211-1
(英弘精機株式会社）
ＵＶ－Ｂ　用センサー
２８０～３１５

UV caremate
(富士ゼロックス株式会社）
UV-A及びUV-Bの合計値）

２８０～４１０

センサー

３　考察

（1）グランド等では
　　　一般的に言われている性質をまとめると表のようになる。
　　　　　　　

８月に最大。5～8月に強く、冬には夏
の1/5程度。

早朝、夕暮れ時
は弱い

〃UV －
B

年間を通じて、変動幅が小さい。最大
は梅雨のある地域では５月、ない地域
では６月（夏至）

比較的穏やかな
日変化

正午（南中時）UV－Ａ

季節変化の特徴日変化の特徴１日の最大量

・UV-AとUV-Bの早朝の増加率と夕方の減少率はかなり異なり、朝夕は少なく、
UV-Bは特に顕著。

・UV-A+UV-Bの量を比較した結果腕取付器/固定器の比は、最終的に0.55に
なった。

（2）教室内では
・ほぼ南向きの教室において、真夏よりも秋の季節が太陽
高度の影響で紫外線量は多い。
　しかし、窓を閉めることで約3～5割カットできる。

・真夏でも秋でも、窓を開けた状態で、窓縁から2ｍ内側に
入ると紫外線量は急激に減少する。

・紫外線放射を防ぐにはカーテンが有効である。

（３）気象条件による変化は

・紫外線放射強度及び放射量は気象条件で影響を受け、
その最大なものは空に浮かぶ雲である。

（４）衣服・サンスクリーン剤等による遮蔽効果

・　シャツで肌を覆うことで、紫外線は6％以下に抑えられた。

・しかも色が濃いものほど効果が高い。

・サンスクリーン剤は、今回の実験ではある程度の効果は得ら
れたが、時間的な経過の実験はしていない。

　　ＰＡ(対UV-A)・SPF(対UV-B)や効能時間の表示、吸収剤か
反射剤か等を理解し、過信しないように注意したい。
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「学校環境衛生の今日的課題【研究課題報告】」

②「ＦＰ－３０ＢによるＮＯ２の測定に

ついて」

講義５

愛知県学校薬剤師会理事

木全勝彦先生

二酸化窒素は環境基準が定められており
「1日平均値が0.04～0.06ppmの範囲内ま
たはそれ以下であること」とされ、
学校環境衛生の基準では、平成16年2月
10日１部改正で「開放型燃焼器具を使用
している教室において検査を実施すること
とされ、その基準値を0.06ppm以下が望ま
しい」とされた。

検知濃度

０．０３～０．２ppm

• 石油・ガスなどの燃料に関係なく燃
焼系開放型暖房機を使用すること
で、簡単に基準を大幅に超えてし
まう。

• 一部窓開けをおこなったが、ストー
ブをつけたままでは、なかなか減
少しなかった。
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「学校環境衛生の今日的課題【研究課題報告】」

③「学校における水筒水の衛生的管
理に関する研究について」

講義５

日本学校薬剤師会常務理事

石川哲也先生

1. 水筒水は、細菌で汚染されていることを認めた。

2. 汚染の原因は水筒本体の汚染が原因である。

3. 今後、洗浄方法について検討したい。


