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はじめに 

   

  この業務手順書はあくまで (株)ヘルシーワークの基準であり、実際の業務に当たり店舗に  

よって相違点が発生した場合は、赤字で訂正、記入し全員に周知することとする。 

 

 

第１章 医薬品の採用 

 

１．調剤における採用医薬品の選定 

 

（１）安全性と取り間違い防止に関する検討 

 

○ 安全上の対策の必要性、取り間違い、に関する検討  

・新薬等の情報を収集し、警告・副作用情報の把握に努める。流通管理がされているもの（医薬

品卸での口座登録が必要なもの）があるので、把握しておき、在庫がないものが記載された処

方せんの来た時に適切に対応できるようにしておく。 

・医薬品の採用にあたっては、計量ミスを防止するため、用法用量からウイークリーシートにす

るか１０Ｔシートにするかを決める。 

・散薬については調剤ミスの防止のため、分包シート品の購入も検討する。 

・外用は処方量を検討して容量を決める 

 

○ 名称類似品、外観類似品に関する検討（後発医薬品も含む） 

・分包品の外観ミスを防ぐため、色の違うものにする。 例：カマ、マーズレン等 

 

２．医薬品販売における採用医薬品の選定 

 ・要指導医薬品、一般用医薬品、薬局製剤及び関連商品の選定については、地域住民のニーズや

季節性等を考慮し定期的に見直しを行なう。また、在庫している医薬品の薬効群に偏りの出な

いよう、それらの選定及び削除を適宜検討する。 

 

第２章 医薬品の購入 

 

１．医薬品の発注 

 

〇発注先の選定 

・安定供給可能な医薬品卸等を選定する。 

 

○ 医薬品の正確な発注と、発注した品目と発注内容の記録  

  ・調剤用医薬品については在庫管理システムを用い、オンライン発注を行う。 

   オンラインで間に合わない場合はＴＥＬ発注を行う。 

  ・要指導医薬品については基本的にＦＡＸを用いて発注する。 

  ・一般用医薬品については基本的にＦＡＸを用いて発注する。 

  ・発注点は使用量動向や季節感を考慮し見直しを行う。 
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２．入庫管理と伝票管理 

 

○ 発注した医薬品の検品（常時取引関係がある場合） 

 入荷時は、卸売業者の納品者のネームプレート等を確認する。名刺の提示は不可。 

 入荷時は、卸と対面で、納品伝票と商品を引き合わせをし、納品された医薬品が正しい製品で

あることを確認する。 

 外観検査（汚破損、開封・未開封の確認、冷所保存品が冷所配送されているかも確認）を行う。

疑わしい場合や不良品であることが発覚した場合は、受け取らない。 

 納品伝票に必要事項が記載されているか確認する。 

 

①品名 

②ロット番号（製造番号または製造記号でも可） 

③使用期限（有効期限でも可） 

④数量 

⑤購入等の年月日 

⑥購入者（当薬局）の氏名または名称 

 

 直接の容器または直接の被包を開き、分割販売（零売）された医薬品は、特に外観や医薬品の

管理状況等を確認するなど、慎重に行う。 

 医薬品貯蔵設備に立ち入ることができる者は、薬剤師および当薬局の従業員とする。ただし取

引業者や他店舗スタッフ等）が立ち入る必要がある場合には、入退室記録簿に記録をつけ、当

薬局の従業員が原則立ち会う。 

 発注記録との照合（JANコードの照合等） 

 その後、商品と発注リストと照合し、注文した商品が揃っているか確認する。 

 

 ○発注した医薬品の検品（常時取引関係がない場合） 

 入荷時は、卸売業者の納品者のネームプレート等を確認する。名刺の提示は不可。 

 入荷時は、卸と対面で、納品伝票と商品を引き合わせをし、納品された医薬品が正しい製品

であることを確認する。 

 外観検査（汚破損、開封・未開封の確認、冷所保存品が冷所配送されているかも確認）を行

う。疑わしい場合や不良品であることが発覚した場合は、受け取らない。 

 納品伝票に必要事項が記載されているか確認する。 

 

①品名 

②ロット番号（製造番号または製造記号でも可） 

③使用期限（有効期限でも可） 

④数量 

⑤購入等の年月日 

⑥購入者（当薬局）の氏名または名称、住所又は所在地、及び電話番号その他連絡先 

⑦⑥の事項を確認するために提示を受けた資料（許可証や届出書の写し等） 

⑧取引の任務に当たる人が購入者等と雇用関係にあること又は購入者等から取引の指示を

受けたことを表す資料（社員証、ネーププレート、運送会社の伝票など）の種類 

 

 購入者を確認するために提示を受けた資料（許可証や届出書の写し等）の種類の記録を３年

間保存する。許可期限や許可番号等も併せて記録する。 

 直接の容器または直接の被包を開き、分割販売（零売）された医薬品は、特に外観や医薬品

の管理状況等を確認するなど、慎重に行う。 
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 医薬品貯蔵設備に立ち入ることができる者は、薬剤師および当薬局の従業員とする。ただし

取引業者や他店舗スタッフ等）が立ち入る必要がある場合には、入退室記録簿に記録をつけ、

当薬局の従業員が原則立ち会う。 

 発注記録との照合（JANコードの照合等） 

 その後、商品と発注リストと照合し、注文した商品が揃っているか確認する。 

 ○一般用医薬品に関して 

・一般用医薬品に関しては、類似した名称の製品や包装単位の異なる製品が多く存在することか

ら、発注及び納品の際は、取り違え等を起こさないよう十分注意すること。 

・その後、商品と発注リストと照合し、注文した商品が揃っているか確認する。 

 

 ○同一法人内の店舗間移動 

・法人内の店舗間の医薬品移動の際、移動先および移動元のそれぞれの店舗ごとに記録を行う。

下記①-⑥を記録した書面を、許可を受けた店舗ごとに３年間保存する。 

 

①品名 

②ロット番号（製造番号または製造記号でも可） 

③使用期限（有効期限でも可） 

④数量 

⑤購入等の年月日 

⑥購入者（当薬局）の氏名または名称（店舗名） 

 

 

 

○ 規制医薬品（麻薬、覚せい剤原料、向精神薬（第１種、第２種）、毒薬）の管理 

・麻薬については、納品時に卸と対面で、譲渡証、納品伝票と商品の３点照合を実施する。商品

は、開封確認を実施し、容量不足などはその場で卸に戻す。この際、受領した後の容量不足・

破損などは、薬局が事故報告を提出することになるので、留意すること。譲受書には受取者が

専用印を押印する。受取後は、受取者は帳簿に記載し、金庫にしまう。金庫にしまう際は、帳

簿と現品の在庫実数が合っているか確認する。 

・覚せい剤原料については、受取者が譲受書に専用印を押印する。受取者は、エフピー錠につい

ては、譲渡証、納品伝票と商品の３点照合も実施する。受取後、エフピー錠は帳簿に記載し、

覚せい剤原料保管庫にしまう。保管庫にしまうときは、帳簿と商品現品の在庫実数が合ってい

るか確認する。 

・毒薬については、卸と対面で、納品伝票と商品の照合を実施し、受取者が押印し、毒薬庫にし

まう。 

・向精神薬（第１種、第２種）については、卸と対面で、納品伝票と商品の引き合わせを行う。

医薬品卸によっては、住所と薬局名称のスタンプの押印と受領者の印を求められるので、受取

者が押印する。帳簿に記載し、向精神薬保管庫に保管する。保管庫にしまうときは、帳簿と現

品の在庫実数が合っているか確認する。 

・保管について、麻薬については２重施錠できる金庫、覚せい剤原料・毒薬・向精神薬について

は鍵のかかる保管庫に保管する。 

・また、これらの薬品の伝票は他の薬品と区別して保管する。 

 

 ○特定生物由来製品の管理 

・納品書を保管し、製剤ごとに規格単位、製造番号、購入量、購入年月日を記載して管理 
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○特に安全管理が必要な医薬品（要注意薬）の検品 

・医薬品名、名称類似、外観類似、規格違いへの注意 

 

○封を開封した分割販売の場合 

・分割販売の場合は必要事項が記載されているか確認する 

 

①「調剤専用」の文字 

②分割販売を行う者の氏名 

③分割販売を行う薬局の名称及び所在地 

 

・開封日を特定できる場合には、開封日を容器などに記載することが望ましく、納品伝票にもあ

わせて記載する。 

 

○その他（偽造医薬品の流通防止に向けて） 

 常時取引関係にある取引先が適正な許可業者等であることを証明するために資料の記録は３

年間保存であるが、取引の継続中の場合にはそのまま保存する。また相手方の許可更新等の

際に定期的に許可証の写し等を確認し記録する。確認に用いた資料の種類と、確認した許可

期限や許可番号もあわせて記録する。 

 偽造医薬品や品質に疑念のある医薬品は受けとらない。万が一発見した場合には、薬局の管

理者に報告し、早急に対処する。（仕入れの経緯、販売・郵送の中断、当該医薬品の隔離、納

入業者への連絡、開設者や保健所等への報告） 

 偽造医薬品の流通防止に向け、ある種の医薬品の取引量が急増していないか、取引価格が極

端に安価でないか等、通常の取引と異なる状況がないか日常的に注意し、気になる場合には

原因は確認する。 

 返品の際には、偽造医薬品の混入や開封済みの医薬品の返品を防ぐため、複数人で確認し、

ただしい製品であることを確認した旨を、返品台帳に記録しておく。 

 購入者の適切性の確認、返品された医薬品の取扱いについての最終的な判断は、薬局の管理

者の責任において行う。 

 

 

第３章 調剤室における医薬品の管理 

 

１．保管管理 

 

（１）医薬品棚の配置と充填について 

 

○ 医薬品の補充や充填時の取り間違い防止対策 

・五十音順の配置となっているので、字面（じづら･･･字から受ける印象のこと）に留意する。

名称の似ているものは、注意して配置を行う。 

・規格違いの薬品が採用になっている場合は視覚的に区別できるようシールを貼る。 

・外観類似については、印象による個人差があるので、メンバー間で検討し、認識を共有する。 

・配置を変更した場合は、連絡ノート等の手段を使い、認識の統一を図る。 

・遮光する医薬品は、遮光袋に入れるか、窓側の棚において、直射日光が当たらないようにする。 

・棚等への充填時に、小包装のものは期限管理のため小箱のまま保管する。また大包装のものは

ロット・期限の部分を確認し、切り取り、棚に貼付する。古い期限の紙は廃棄する。 
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（２）規制医薬品（麻薬、覚せい剤原料、向精神薬（第１種、第２種）、毒薬） 

 

○ 適切な在庫数・種類の設定と定期的な在庫量の確認 

・受払簿とレセコンデータを活用し、帳簿上で月１回程度、在庫量の確認をして、適切な在庫数

量となるようにする。 

・棚卸は年1回、決算時に実施する。 

・帳簿記載義務医薬品（毒薬、向精神薬１種・２種）覚せい剤原料は調剤時に在庫量を確認する。 

・麻薬は、金庫にしまう時と払い出しの都度、確認し、月曜日に新たに在庫量を確認する。（秤

量誤差の確認もする。） 

・向精神薬３種は営業終了後に在庫確認を行う。 

 

○ 盗難・紛失防止の措置 

・麻薬金庫、毒薬庫、覚せい剤原料保管庫、向精神薬庫の鍵は、予備キーは一組だけとする。点

検表に月１回、マスターキーと予備キーの点検を実施し、点検表に実施日を記入し、実施者が

押印する。 

・営業終了後は施錠を確認し、鍵を所定の保管場所に保管する 

 

 ○特定生物由来製品 

・使用記録の作成、保管 

患者ID、患者氏名、使用日、医薬品名（規格、血液型も含む）、使用製造番号、使用量 

20年間保存 

 

○特に安全管理が必要な医薬品（要注意薬） 

・他の医薬品と区別した管理 

注意喚起のための表示、配置場所の区別、取り間違い防止の工夫等 

・必要に応じた使用量と在庫量の記録 

 

 

２．貯蔵及び品質管理 

 

 ○医薬品の貯蔵設備と立ち入り者の制限 

 貯蔵設備を設ける区域は、他の区分と明確に区別する。 

 貯蔵設備を設ける区域に入ることができる者は、当薬局の薬剤師と従業員とする。 

 外部の事業者が納品時に立ち入る場合や、上記に規定した者以外が立ち入る場合には、 

入退室記録簿に記録をつけ、当薬局の従業員が原則立ち会う。 

 

  ○偽造医薬品の流通防止に向けて 

 在庫に記録のない増減が生じている等の在庫の以上になるべく早く気づくことができる 

ように対策を講じる。理論在庫数と実在庫数の確認など、一律的に規定するのではなく、 

区分や商品特性に応じて管理する。 

・在庫の異常（在庫変動の異常や譲り受けた医薬品の容器包装の損傷等）に係る調査結果及 

び廃棄した医薬品に係る記録は帳簿に記載する。 

 

○ 有効期間・使用期限の管理 

・先入れ、先出しを実施する。棚卸の時に、使用期限を確認し、１年未満になったものは、月単

位で期限切迫一覧表に、商品名と使用期限を書く。使用頻度の低い薬品については使用期限に
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係わらずデットストック処理をかける。 

・医薬品を棚に充填する際は、個装箱のロット・期限が分かるように保管する。 

 

○ 医薬品ごとの保管条件の確認・管理  

・冷蔵庫に設置した温度計の温度を毎朝、確認する。 

・霜が出ていないか、都度、確認し、月１回第一水曜日には定期的に確認し、必要に応じ、霜取

を行う。冷蔵庫の故障がないか、コンセントの抜けがないかを業務開始時と終了時に、確認す

る。 

 

○ 必要に応じた品質確認試験の実施 

・アルミピロー等を開封したあとの管理を徹底する。品質試験は試験センターと契約している。 

 

第４章一般用医薬品の陳列及び管理 

（１）要指導医薬品、一般用医薬品、薬局医薬品の陳列及び保管 

  ・医薬品とそれ以外の物とを区別した保管管理並びに陳列を行う。 

  ・要指導医薬品、第１類、第２類、第３類医薬品を混在して陳列しない 

  ・類似薬効群毎をまとめて陳列する場合も、要指導医薬品、第１類・第２類・第３類医薬品を区

分ごとに陳列する。 

    

 〇要指導医薬品の陳列 

  ・要指導医薬品は、その陳列棚や陳列設備から１．２ｍの範囲（要指導医薬品陳列区画）に購入

者が新入できないような措置を設ける。 

 

〇要指導医薬品の陳列 

   ・第１類医薬品は、その陳列棚や陳列設備から１．２ｍの範囲（第１類医薬品陳列区画）に購入

者が新入できないような措置を設ける。 

 

 〇指定第２類医薬品の陳列 

  ・指定第２医薬品は、陳列する場所を情報提供を行う場所から７ｍ以内の範囲に陳列する。ただ

し鍵をかけた陳列設備に陳列した場合や第１類医薬品と同様に陳列設備から１．２ｍの範囲に、

購入者が侵入できないような措置を講じた場合は適用外とする。 

    

〇その他、陳列に関する事項 

  ・第２類・第３類医薬品の陳列区画で空箱を利用し第１類医薬品の製品情報を示す場合には、空

箱であることを明示するとともに、薬剤師による情報提供を受けた上で購入する必要がある旨

を表示する。 

  ・薬局医薬品の陳列は行わない。ただし、薬局製造販売医薬品（薬局製剤）については、消費者

に対して、空箱やリスト等を利用した製品情報の提供を実施する場合がある。なお、薬局医薬

品の保管等に関しては、医療安全管理指針に定めたものと併せて実施する。 

 ・直射日光の暴露や粉塵による汚染等、周囲の環境に留意し、医薬品の保管をする。 

 

（２）医薬品の補充 

   ・期限切れや商品の劣化を防ぐため定期的に点検を行い、在庫品の仕入れ・先出しに努める。 

   ・睡眠改善薬等の習慣性を伴う商品については大量陳列をしない。 

 

 （３）医薬品の貯蔵・廃棄 

  ・商品の特性を考慮し、適正な保管並びに廃棄等を行う。 
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第５章 患者への医薬品使用 

 

１．患者情報の収集・管理・活用 

 

○ 患者情報の収集・管理 

・初回、来店時に問診表に記入してもらう。問診表の記入に基づき、患者さんに直接インタビュ

ーし、確実な情報を収集する。（記入内容とインタビュー内容が異なることがあるので注意す

る。） 

・住所と電話を問診表に記載していただくが、薬局内に個人情報保護法に係る掲示をする。 

・保険証は、公費の確認は出来る限り実施する。公費については、きちんと処方せんに記載され

ていないためのトラブルが多いので特に留意する。 

 

 

○ 患者情報の活用  

・問診表とインタビューからコンピューターに入力する。 

・薬歴簿を見て、重複投薬、相互作用を確認する。 

・お薬手帳をお勧めする。薬局ごとにお薬手帳を持っている患者さんもいるので、注意が必要。

目的と使い方を説明する。その際、お薬手帳に対するトークを各店舗で統一し全員が同じ内容

を説明する。 

・お薬手帳を患者さんの強い要望でお預かりする際は、薬歴にその旨を記載する。 

 

 

 

２．調剤  

 

（１）処方鑑査 

無理な判読、判読間違いは重大な事故の原因となるため、慎重に確認する。 

 

○ 処方せんの記載事項の確認 

・処方せんが入力ミスされていないか、点検する。頭三文字で異なる医薬品が入力されているこ

とがある。誤りやすい医薬品には特に留意する。 

 

○ 患者情報・薬歴に基づいた処方内容の確認  

・調剤に取り掛かる前に以下のことを確認し調剤に取り掛かる。 

 ♦患者の体質・アレルギー歴・副作用歴などの患者についての情報の記録 

♦患者またはその家族からの相談事項の要点 

♦服薬状況 

♦残薬の状況の確認 

♦患者の服薬中の体調の変化 

♦併用薬等（一般用医薬品、医薬部外品およびいわゆる健康食品を含む。）の情報 

♦合併症を含む既往歴に関する情報 

♦他科受診の有無 

♦副作用が疑われる症状の有無 

♦飲食物（現に患者が服用している薬剤との相互作用が認められているものに 

 限る。）の摂取状況等 

♦後発医薬品の使用に関する患者の意向 
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・臨時薬に留意する。（風邪を引いて、いつもの薬のほかに臨時に出すと処方医より説明があっ

たのに、いつもと同じで風邪の薬がないとか、風邪が治ったのに、風邪の薬がまだ出ていると

いうケースがあるので、患者さんに確認する。） 

・患者さんより、「医師から、血圧が下がっているので薬を軽くすると言われたのに、変わって

いない」「シップを出すと先生が言ったのに出ていない」などの申し出がある場合があるので、

患者さんに確認をする。 

 

（２）疑義照会 

処方内容に疑義がある場合には処方医への問い合わせを行い、必ず疑義が解決されてから調剤を

行う。 

 

○ 疑義内容の確認と疑義照会後の記録  

・患者さんからの申し出等と、処方内容に食い違いがある時は、処方元に電話で確認する。 

・主な下記の内容に注意する。 

  子供、高齢者、透析患者の常用量 

  禁忌 

  過量投与 

  薬品名の誤り 

  相互作用 

  重複投与 

・照会後の記録は処方せん、調剤録、薬歴簿（電子薬歴）に記入する。 

 

 

 

（３）調剤業務（内服薬・外用薬） 

 

① 患者の安全に視点をおいた調剤業務の実施 

 

○ 調剤用設備・機器の保守・点検 

・朝、午後の開始時に計量器（電子秤）のゼロ調整を行う。分包機がきれいか、異物がないか点

検し、空打ちを行う。 

・軟膏調剤用器具は使用前後に必ずアルコールで拭く。 

○ 取り間違い防止対策 

・複数の薬剤師で調剤を行う。一人で行う場合は少し時間をあけて再確認を行う。 

・患者の取り違えをしないように、１患者ずつ調剤を行う。（必要であれば、かご等を用いる） 

・処方せんを見て薬を取る。レセコン入力の画面や、薬情（の写真）を見て、薬を取ってはいけ

ない。 

・色のつくものは最後に分包し使用後は入念に清掃を行う。 

・抗生剤など、吸湿するものは、他のものと分けて分包し吸湿に注意する。 

・医薬品を取って、戻すときに、違う棚に戻さないように留意する。 

 

○ 調剤業務に係る環境整備 

・抗がん剤を調剤するときは、分包機を分け、マスクをつけて、使用後は入念に清掃を行う。 

・清潔にする。手洗い・うがいをする。乳鉢は乾いている状態で使う。 
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② 内服薬・外用薬の調剤 

 

○ 散剤や液剤の調剤間違いの防止対策 

・秤量記録は総量を鉛筆で処方箋に残す。瓶を棚に戻すときは、ほかの人に見てもらう。 

・小児の調剤については小児用量換算表等を利用して処方量をチェックする 

・散剤の監査は総量及び１日分の重量を測る。（あらかじめ空包の重さを測っておく） 

・液剤の調剤は調剤者が加水を行うため、調剤者は加水前に総量確認を必ず行う。 

 

○ 適切な調剤方法の検討 

・採用薬剤の配合変化一覧表と、粉砕がだめなものを一覧表にまとめて、調剤前に確認する。  

一覧表は、都度、改訂する。不明なものはメーカー等に確認する。 

・賦形剤は原則、乳糖を使用する。乳糖以外の賦形剤を使用する薬品は明記しておく。 

・賦形剤の量は店舗であらかじめ決めておき分かりやすいよう掲示しておくこと。 

 

○ 薬袋・薬剤情報提供書の作成 

・レセコンで出力された薬袋、薬情の出力内容を点検する。 

・手書き薬袋の場合は患者名、用法に気をつけて記入する。 

 

③ 特に安全管理が必要な医薬品（要注意薬）の調剤 

 

 〇特に安全管理が必要な医薬品（要注意薬）の一覧 

  巻末資料（別添）を参考にする。 

○ 患者ごとの薬歴管理 

 

 

○ 病態と処方内容との照合 

・病名は聞かず、訴えから処方監査を行う。症状を聞いて、処方内容に齟齬がないかを確認し、

ありえない処方ではないか、点検する。ただし、患者さんの訴えはさまざまなので限界がある

ことに留意する。処方変更時は、留意し、セレネースやアレビアチンが初めて出るときは、患

者取り違えの場合、健康被害が大きいので、注意すること。 

 

④ 調剤薬の鑑査 

 

○ 調剤薬等の確認 

・処方せんと出力伝票（薬情、薬袋）、調剤薬の３点照合する。調剤者以外が監査を行い、監査

印を押す。可能な限り複数名での調剤を心がける。事情により単独作業になる場合は、調剤と

監査の間に時間をおき、調剤薬を間違いがないか見直す。 

・なお、ピッキング時にもピッキング者は処方せんの隅の押印をする。押印の場所は店舗で決め

ておく。 

 

３．調剤薬の交付・服薬指導  

 

○ 患者、処方せん、医薬品、薬袋等の照合・確認 

・患者さんの苗字を呼び、生年月日・性別を薬歴簿で見ておき、性別・年齢をチェックする。患

者さんが近くに来たら、フルネームを再度、お呼びし、本人であることを確認する。 

 

・ジゴキシン等、有効域の狭いものは、前の処方内容を確認する。 
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○ 調剤薬の交付 

・症状を聞き、薬の内容を確認する。 

・薬と薬情を患者さんに見せて、内容を確認してもらい、薬袋に入れて患者さんにお渡しする。 

・特に向精神薬、麻薬等の取扱注意医薬品は、いっしょに、数を確認してもらう。保管方法の注

意を説明する。 

・偽造医薬品の流通防止に向けて、販売包装単位で調剤で行う場合には、調剤された薬剤が再度

流通することがないよう、外観から調剤済みと分かるようにする。具体的には、調剤済みの箱

に「調剤済み」のスタンプを押す、箱を開封するなど調剤済みであることを明示的にする。患

者さんにも主旨を理解していただけるように説明する。 

 

 

○ 医薬品情報の提供 

・重篤な副作用や主な副作用について説明する医薬品と説明内容を統一事項で決めておき、その

説明をする。医師からの要望が多い「眠気の出る薬」はきちんと説明する。 

・統一事項一覧表は別途店舗で作成し、全員で共有する。 

・自費で血糖測定のセンサー、ウロペーパーを購入される際も説明をする。 

 

 

４．薬剤交付後の経過観察 

 

○ 患者情報の収集と処方医への情報提供 

・副作用発現のあるときは、患者さんの同意を得た上で、処方元に連絡をする。 

 

 

○ 緊急時のための体制整備と、患者等からの相談窓口の設置 

 

 

○副作用の発生が疑われる事象（イベント）が見られた場合 

・患者に副作用の発生が疑われる事象（イベント）が見られた場合には、当該患者に対し、処方

した医師への受診勧奨や必要な情報の提供を行う。 

・患者に軽微・重篤に関わらず未知の副作用の発生が疑われる事象（イベント）が見られた場合、

または、既知であっても重篤な副作用の発生が疑われる事象（イベント）が見られた場合、薬

剤師は、患者への受診勧奨と共に、処方した医療機関に情報提供を行う。 

・薬局は可能な限り情報提供先の医療機関と協力し、当該事象（イベント）が医師により、治療

を要する副作用や軽微とは言えない副作用の発生であると診断された場合で、かつ、当該事象

（イベント）が未知の副作用や既知の重篤な副作用である場合には、薬剤との因果関係が必ず

しも明確でない場合であっても、医療機関と連携した副作用等報告を実施する。 

・薬局が情報提供を行った医療機関が副作用等報告を行う場合、医療機関からの要請に応じ、調

剤し交付した薬剤名のほか、お薬手帳等を通じ薬局が入手した当該医療機関以外で処方された

薬剤名や、患者の服薬状況等についての情報提供を行う。 

・医師による副作用の診断、患者の転帰、検査値等の副作用を疑う状態に関する情報等を医療機

関と共有する中で、薬局から副作用等報告する場合には、処方した医療機関は連名として記入

し、報告書を提出する。 

 

・休日や夜間の連絡先は、店外に緊急連絡先番号（本部→転送）を掲示しておく。 

・レセコンを見ないと対応できない場合のみ、薬局に出向き、確認する。 

・時間外の調剤は時間内にしていただく。開局時間以外の調剤等は防犯上、やらない。 

・患者からの相談は随時、受け付ける 
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・上記の副作用等報告は、報告が可能となった時点（医師の診断等が定まった時点等）から、原

則２週間以内に行う。 

・薬局は、これら副作用等報告を行った事象（イベント）や、副作用等報告に至らずとも、薬局

内で副作用等報告制度に基づいた報告について検討した事象（イベント）について、その内容

等を適切に管理する。 

 

 

第６章 医薬品情報の収集・管理・提供  

 

１．医薬品情報の収集・管理  

 

○ 医薬品情報を担当する者の決定 

・医薬品安全管理責任者が薬剤師１名を指名する。 

 

○ 医薬品等安全性関連情報・添付文書・インタビューフォーム等の収集・管理 

・「使用上の注意の解説」「添付文書」「安全性情報」を収集し、内服・外用・注射・医療機器ご

とに五十音順に並べて保管する。 

 

○ 医薬品集、添付文書集等の作成・定期的な更新 

・商品の添付文書は定期的の差し替える。 

・メディア情報に留意する。テレビで放送された商品関連は、問い合わせが多くなるので、問い

合わせ対応のラインを話し合っておく。 

 

２．医薬品情報の提供 

 （１）情報提供する場所 

   ・当薬局では①調剤室に近接、②要指導医薬品の陳列区画に近接、③第１類医薬品の陳列区画

に近接、④指定第２類医薬品の陳列区画から７ｍ以内、のすべてを満たす位置に情報提供場

所を設置し、情報提供場所において、調剤された薬剤、要指導医薬品、一般用医薬品及び薬

局医薬品のすべてについての情報提供を行う。 

 

 （２）情報の提供 

  〇調剤された薬剤及びすべての医薬品の情報提供 

   ・調剤された薬剤及びすべての医薬品についての情報提供に先立ち、使用者の状況を十分把握

し個々の使用者に即した個別的な情報提供を心掛ける。 

   ・調剤された薬剤については、薬剤師が薬事法、薬剤師法並びにその他関連法規に則った情報

提供を行う。 

   ・薬局製剤以外の薬局医薬品の販売に際しては、「薬局医薬品の取り扱いについて」（平成 26

年3月18日、薬食発0318第４号 厚生労働省医薬食品局長通知）に定められた服薬指導や

添 付文書の交付等を行う。 

   ・要指導医薬品、薬局医薬品については関連法規に定められた内容を薬剤師が対面で書面等を

用いて情報提供をするとともに情報提供内容の理解についての確認を行う。 

   ・第１類医薬品については、関連法規に定められた内容を薬剤師が対面で書面等を用いて情報

提供をするとともに情報提供内容の理解についての確認を行う。 

   ・第２類医薬品及び第３類医薬品については、薬剤師または登録販売者が必要に応じて情報提

供を行う。 

 

 

 



幸生堂薬局  

12 

  〇消費者から説明が不要である旨の意思表示があった場合 

   ・要指導医薬品の販売に当たっては、消費者から説明が不要である旨の意思表示があったとし

ても、情報の収集や提供を行う。また、情報提供等ができない場合は、要指導医薬品を販売

しない。 

   ・第１類医薬品の販売に当たっては、消費者から説明が不要である旨の意思表示があっても、

当該医薬品の使用の適否を判断するために必要な情報収集は不可欠である。その結果、薬剤

師が必要と判断する場合は、適切に提供する。 

   ・第２類医薬品、第３類医薬品の販売に当たっても、薬剤師が必要と判断する情報は、適切に

提供する。 

 

  〇一般従事者から専門家への取次ぎ 

   ・一般従事者は、消費者に対して、法令に定められた医薬品に関する情報提供を行わない。 

   ・一般従事者が消費者から医薬品に関する質問を受けた場合は、口頭で専門家への取次ぎを行

う。 

 

  〇薬局における掲示 

   ・法令に基づいた掲示物を店内に明示する。 

   ・指定２類医薬品を購入し、「当該指定第２類医薬品の禁忌を確認すること及び当該指定２類医

薬品の使用について専門家に相談することを勧める旨」を情報提供設備や金銭の授受を行う

場所など購入者が認識しやすい場所へ表示する。 

 

  〇販売時の対応 

   ・薬剤師及び登録販売者は、消費者から必要な情報を収集し、要指導医薬品、一般用医薬品、

薬局医薬品の適用の可否、受診勧奨の必要性等を判断する。 

   ・一般用医薬品の分類に基づき、薬剤師または登録販売者により、必要に応じた情報提供がな

された後であれば、一般従事者による金銭の授受は妨げない。要指導医薬品や薬局医薬品に

ついても同様とする。 

  ・要指導医薬品の販売は、原則、使用者本人に行うこととする。なお、使用者以外の者に販売

を行う場合においては、「薬事法第36条の5第２項の「正当な理由」等について」（平成26

年3月18日、薬食発0318第４号 厚生労働省医薬食品局長通知）に定められた事項を遵守

する。 

   ・薬局製剤以外の薬局医薬品の販売に際しては、受診勧奨等を含め「薬局医薬品の取り扱いに

ついて」（平成26年3月18日、薬食発0318第４号 厚生労働省医薬食品局長通知）に定め

られた事項を遵守する。 

   ・薬局医薬品、要指導医薬品及び第１類医薬品の販売を行った場合については、法令に基づき

販売記録を作成し、その販売記録を２年間保管する。 

   ・厚生労働大臣が指定する濫用のおそれのある医薬品を販売に際しては、法令に基づいた事項

を薬剤師又は登録販売者が確認する。また、薬剤師または登録販売者は確認した事項を勘案

し、適正な使用のため必要と認められる数量（原則１本又は１箱）に限り、販売を行う。 

   ・消費者が薬剤師、登録販売者及び一般従事者を容易に判別できるよう、法令に基づいた名札

をつける。 

   ・消費者が従事者を容易に判別できるよう、薬剤師（白色白衣）一般従事者（桃色白衣）の別

に、当薬局の定めた着衣を着用する。 

   

  〇販売後の対応 

   ・販売後の相談は、医薬品の分類に基づき、薬局医薬品、要指導医薬品及び第１類医薬品は薬

剤師が、第２類、第３類医薬品は薬剤師または登録販売者が対応する。また、いずれの医薬

品についても相談に伴う情報提供等を行った薬剤師または登録販売者の氏名を伝達する。 
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   ・電話等の対応は適切に行い、必要に応じて内容を記録する。 

   ・有害事象発現については、速やかな服用中止や受診勧奨等の必要な助言を行うと共に、必要

に応じて医薬品安全性情報報告書を作成し、厚生労働省（医薬品医療機器総合機構）へ報告

する。 

   ・一般従事者は、消費者に対して、法令に定められた医薬品に関する情報提供を行わない。 

 

（３）医薬品の搬送  

    ・特定販売は行わない。特定販売を行う場合は搬送についての内容を手順書に追加するものと

する。 

（４）緊急安全性情報・新規採用医薬品に関する情報の薬局内提供と確認 

・緊急安全性情報が入ってきたら、全員で確認する。回覧付箋を付け、見た人は押印する。調

剤室内の分かりやすい場所に掲示しておく。 

・「使用上の注意の解説」「添付文書」「安全性情報」を収集し、回覧付箋をつけ、各人が確認

の後、押印する。 

 

（５）製薬企業等からの情報 

・回覧付箋を貼付し、見た人は押印する。 

・回覧を終えた情報誌は、所定の場所に一定期間保管し、その後は、各店舗の状況により処分

を行う。 

 

第７章 他施設との連携 

 

１．情報の提供 

 

（１）情報の内容 

 

○ 医薬品情報の提供 

・病院から退院してきた患者については、本人の同意を得て、一包化の工夫などの情報を病院薬

剤部に確認する。確認の際は、特にとりきめのない場合は、電話にて行い、回答は薬歴に記入

しておく。 

 

○ 患者情報の提供 

・休薬期間、抗がん剤のクールを確認する。処方せんに書かれていることもあるが、留意して確

認すること。 

 

 

（２）情報提供の手段 

 

○ 情報提供の手段 

・薬情が活用されている。薬情は患者さんを経た上で見せる情報になることを考慮すること。患

者さんが何のために渡されているか、分かっていないことも多いので、漫然と渡さないこと。

患者さんは、医療機関を受診した際に、「何の薬を飲んでいるのですか？」と聞かれて、薬情

を見せることが多くある。 

・後発医薬品の切り替えや、併売品(例：アムロジンとノルバスク)など在庫のあるものを使いた

いときに、処方元に電話で確認をして確認し、患者さんに説明する。処方元医師の判断を仰ぐ。

精神科や老人など、切り替えが不可の場合がある。薬を服用してもらえない危険を回避するこ

とを一番に考える。 
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２．他施設からの問い合わせ等に関する体制整備  

 

（１）他施設及び薬局への問い合わせ 

 

○ 問い合わせ手順と、返信された内容・回答の診療録等への記録・反映 

・問い合わせを実施する際は、患者さんの同意を得てから、電話で行い、回答は薬歴簿に記入し

ておく。 

・疑義照会の内容は、場合によっては薬情に残しておく。オリジナルの薬情が求められている見

地からも、好ましいことである。 

 

（２）他施設及び薬局からの問い合わせ 

 

○ 問い合わせへの対応手順 

・個人情報保護法の関係もあるので、電話等での問い合わせがあった場合でもその場で答えずこ

ちらから折り返し電話をすることで相手を確認した上で問い合わせに応じること。薬局、病院

だけでなく、官公庁を名乗った場合でも変わりない。 

 

○ 問い合わせ内容等の薬歴簿等への記録・反映 

・問い合わせの内容と回答を薬歴に記入しておく。 

３．緊急連絡のための体制整備 

 

○ 地域の医療機関及び薬局との緊急時のための連絡体制 

・緊急連絡先を店外に掲示しておく。 

・災害時の対応については、地域薬剤師会や市町村に連絡し、市町村のマニュアルがあるのか確

認する。 

・災害時には機能している薬局を紹介する。 

・レセコンや薬が盗難にあった際は、半日程度で応需体制の復旧をするために、対応や連絡網等

を整備する。 

 

 

第８章 事故発生時の対応 

 

１．医薬品に関連する医療安全の体制整備 

 

○ 責任者または管理者に速やかに報告される体制の整備 

・管理薬剤師に速やかに報告する。（チェーン等の場合は、管理薬剤師不在時は、本部に連絡す

る。） 

 

○ 患者相談窓口の設置 

・窓口に、相談できる旨の掲示をして窓口で相談を受ける。 

 

 

○ 事故発生を想定した対応手順の作成と定期的な見直しと職員への周知 

・報告書は、レアケースほど明文化すると、もめないので、文書にして、３年間保管する。 
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○ 自他施設のヒヤリ・ハット事例（インシデント事例）の収集・分析とそれに基づく事故防止対

策の策定・実施 

・患者さんに健康被害等は発生しなかったけれど、ヒヤリ、ハットした出来事は、インシデント

レポート（調剤の途中で起こり、患者さんに誤った薬を手渡さなかったもの）、アクシデント

レポート（患者さんに誤って渡してしまったが健康被害が発生はしなかったもの）に記載し、

医薬品安全管理責任者に提出する。重大なものについては本部にも報告する。 

 

○ 医療安全に関する職員研修の実施 

・レポートが出たら、原因を探し、同じことが起こらないように、全員に周知徹底する。 

 

○ 薬剤師会等との連携体制の確保 

・調剤事故報告書を作成したら、日薬に提出する。事故の際は、日薬にも連絡をして、対応を相

談する。（薬剤師会加盟店） 

 ○偽造医薬品の流通防止に向けて 

 偽造医薬品や品質に疑念のある医薬品は受けとらない。万が一発見した場合には、薬局の管

理者に報告し、早急に対処する。（仕入れの経緯、販売・郵送の中断、当該医薬品の隔離、納

入業者への連絡、開設者や保健所等への報告） 

 偽造医薬品の流通防止に向け、ある種の医薬品の取引量が急増していないか、取引価格が極

端に安価でないか等、通常の取引と異なる状況がないか日常的に注意し、気になる場合には

原因は確認する。 

 返品の際には、偽造医薬品の混入や開封済みの医薬品の返品を防ぐため、複数人で確認し、

ただしい製品であることを確認した旨を、返品台帳に記録しておく。 

 購入者の適切性の確認、返品された医薬品の取扱いについての最終的な判断は、薬局の管理

者の責任において行う。 

 

 

 

２．事故発生時及び事故後の対応 

 調剤された医薬品の場合 

○ 救命措置と情報の収集 

・副作用の初期相談を受けたときは受診勧奨し、薬剤服用中止をアドバイスする。患者さんの了

解の元、処方医へ連絡する。（抗生剤の下痢等はあらかじめ説明し、整腸剤を服用していても、

起こる人がいる。） 

・患者さんの服薬情報と該当する医薬品の情報を揃える。 

 

○ 責任者または管理者への報告 

・管理薬剤師に、速やかに報告する。薬歴にも記録する。 

 

○ 処方医への連絡と患者・家族への説明 

・処方元に連絡をする。医師が患者さんに話してくれるケースが多い。医師が話してくれると円

満解決することが多い。患者さんや家族への対応の指示を受けること。 

 

○ 事故事例の原因等の分析と記録、報告書の作成と提出 

・レポート等に基づき、原因を探る。 

・調剤事故報告書は示談の時に日薬が仲介するためのフォーマットである。適切に作成し日薬に

提出する。（薬剤師会加盟店） 
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○ 再発防止対策あるいは事故予防対策の検討・策定・評価、職員への周知 

・再発をしないように、業務の手順が守られているか検討し、手順を変更したほうがよい場合は、

全員に意見やアイデアを出してもらい、再発防止の意識を高め、共有する。 

 

○ 処方医への連絡と患者・家族への説明 

・処方元医師へ、報告を行い、患者や家族への対応の指示を受ける。 

 薬局医薬品、要指導医薬品または一般用医薬品の場合 

〇購入者等からの副作用の申し出があった場合 

・医療機関への受診を勧める。 

・事実関係を時系列で記録する。 

  ・迅速に対応する。 

 

〇異物混入、品質不良の苦情の申し出があった場合 

  ・医薬品安全管理責任者に報告する。 

 ・場合によっては医療機関への受診を勧める。 

 ・事実関係を時系列で記録する。  ’ 

 ・単独では対応せず､2名以上で実施する。 

 ・説明した日時･内容はすべて記録に残す｡  `

 ・迅速に対応する。 

 ・該当メーカーヘ速やかに連絡し対応を検討する。 

 ・状況次第では､行政機関(市町村､保健所､警察等)に連やかに連絡する。 

 ・緊急連絡網に基づき本部及び関連部署に連絡すること。 

 ・クレーム時は､薬局の管理者を通じ､開設者及び関連部署に連絡すること。 

 

〇薬局の管理不良に対する申し出があった場合 

 ・事実関係を時系列で記録する。 

 ・医薬品安全管理責任者に報告する。 

 

〇副作用、回収等の情報を得た場合 

・事実関係を時系列で記録する。 

・医薬品安全管理責任者に報告する。 

・該当メーカーヘの報告･相談を行う 

・副作用情報入手時の対応について(上司、本部､国への連絡手順など) 

・薬局の管理者は､開設者､国への連絡を行うこと。 

・返品置場に保管し､該当メーカーヘ速やかに返品すること。 

 

〇再発防止策 

・事故発生を想定した対応手順の作成と定期的な見直しと従業者への周知を図る。 

・事故防止や事故時の対応について､関連部署との情報交換を行い､連携体制を確保する。 

・お薬相談の案内を薬局内に掲示する。 

・医療機関への連絡:電話番号を確認を行う。 

・連やかに開設者に報告する。 

・開設者の連絡先は､以下のとおりとする。 

・開設者へ連絡 090－3627－9353 

・緊急連絡先をあらかじめ確認し､有事に迅速な対応ができるよう事務所内に掲示する｡ 

また､従業者の緊急連絡先についてもあわせて整備する。 
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第９章 教育・研修  

 

１．職員に対する教育・研修の実施 

○ 医療安全、医薬品に関する事故防止対策、特に安全管理が必要な医薬品（要注意薬）などに関

する教育・研修の実施 

・書籍を読むこと。購入している雑誌は、「ファーマビジョン」「日経ＤＩ」その他卸からの情報

誌等。 

・備え付けの書籍を読むこと。（「今日の治療薬」など） 

・医薬品安全管理責任者は、４月と１０月に、業務手順書に則っているか、確認する。 

・薬剤師会実施の保険薬局講習会に可能な限り管理薬剤師が出席し、情報収集に努める。講習会

を受けたら、自局に持ち帰り、全員にその内容を伝達する。（薬剤師会加盟店） 

・医薬品安全管理責任者は、下記内容の研修を企画し、全員に受講させる。 

1. 調剤された薬剤及び医薬品の情報提供に関する事項 

2. 調剤の業務に係る適正な管理の確保に関する事項 

3. 要指導医薬品、一般用医薬品と薬局医薬品の情報の提供に関する事項 

4. 医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理の確保に関する事項 

5. 医薬品の有効性・安全性に関する情報、使用方法に関する事項 

6. 当薬局の業務手順書に関する事項 

7. 事故防止のための方策、遵守すべき法令などに関する事項 

8. 事故発生時の対応に関する事項 

・研修を実施したら。実施日（外部講習受講の場合は、受講日）、場所、受講者の名前と人数、

研修の項目、レジュメがあればレジュメを研修記録として作成する。 

・偽造医薬品の流通防止のために必要と思われる内容も、定期的に実施する。 

具体的な内容としては 

1.貯蔵設備のある区域へ立ち入ることができる者の範囲と立ち入る際の方法 

2.納品時の相手方の確認方法や製品の損傷の有無等の確認方法 

3.偽造医薬品を発見した際の確認・報告方法の手順 

4.返品の際の取扱 

5.分割販売時の手順と注意事項 

6.厚生労働省委託事業「あやしいヤクブツ連絡ネットhttp://www.yakubutsu.mhlw.go.jp/」の

ホームページにWHOや各国で収集している偽造医薬品の情報や、個人輸入された医薬品により

発生した健康被害についての情報が随時掲載されているので、その情報の共有等 

 

 

 

第１０章 手順書の見直しについて 

  ・薬局開設者は、関連法規の改正等に関する情報に基づき、必要に応じて本手順書の改訂を行う。 

 ・薬局開設者は、従事者が業務手順書に基づいて業務を実施しているかを適宜確認する。その際、

改善すべ機転がある場合には、必要に応じて本手順書の見直しを行う。 

 

この「医薬品業務手順書」は平成30年 9月に作成し、平成30年 10月 1日より施行する。 

 

更新履歴 

 平成30年9月に全面改訂 

 


