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医薬品販売制度対応に関する自己点検の実施について（お願い） 

 

 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、令和元年度医薬品販売制度実態把握調査（調査期間は令和元年11月

～令和２年２月）の結果が公表されたことにつきましては、令和２年９月17

日付け日薬業発第289号にてお知らせしたところですが、会員の従事する薬

局・店舗が医薬品販売制度における法令を遵守していることを確認する目的

で、貴会傘下の会員の従事する薬局・店舗において自己点検を実施していた

だくことに致しました。 

今般の調査結果では、「第１類医薬品における文書を用いての情報提供」及

び「濫用等のおそれのある医薬品の複数購入」において対応が不十分である

ことが確認されたことを受け、点検表において重点確認項目と致しました。 

また、令和元年度厚労科研「一般用医薬品の適正使用の一層の推進に向け

た依存性の実態把握と適切な販売のための研究」において、「濫用等のおそれ

のある医薬品」の規制の対象となっていない総合感冒薬等の用途の一部の製

品においても頻回購入及び複数個購入の実態が確認されたことから、これら

の製品も含め、適正販売の徹底に向けた取り組みが必要と示唆されたことを

受け、自己点検においても規制の対象となっていない医薬品を含め確認項目

と致しました。 

つきましては、会務ご多忙の折、お手数をお掛けして誠に申し訳ありませ

んが、会員の従事する薬局・店舗に対して、自己点検表(下記１)を配布いた

だき、その点検結果を貴会において集計の上、集計報告書(下記２)にご記入

いただき、令和２年12月11日（金）までご報告いただきたく存じます。ご協

力の程、宜しくお願い致します。 

なお、本会では販売記録の雛形(下記３)を作成しておりますので、併せて

ご活用ください。 

記 
 

１．令和２年度医薬品販売制度対応に関する自己点検表 

２．医薬品販売制度対応に関する自己点検（集計報告書） 

３．＜参考＞要指導医薬品・第１類医薬品等の販売記録（簡易版） 

以上 








医薬品販売制度対応に関する自己点検（集計報告書）



都道府県：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ご担当者：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



		対象

		集計



		自己点検表を配布した薬局・店舗数

（会員の従事する薬局・店舗）

		





		

		うち、回答のあった薬局・店舗数

		





		

		「Ｎｏ.４」の確認欄に、チェックのある薬局・店舗数

		





		

		「Ｎｏ.20」の確認欄に、チェックのある薬局・店舗数

		









※回答のあった薬局・店舗においては、全店で「適切に実施していることを確認した」かを確認していただきたく、

「No.20」の確認欄に、チェックのある薬局・店舗数が回答のあった薬局・店舗数が同じになるよう、適宜状況をご確認の上、ご報告ください。



ご報告期限　令和２年12月11日（金）





【返信先】日本薬剤師会 業務部 医薬・保険課（担当：阿部・横山）

電子メール：iyaku-hoken@nichiyaku.or.jp









添付ファイル
集計報告書.docx


要指導医薬品・第１類医薬品等の販売記録（簡易版）

		販売した製品

		製品名：　　　　　　　　　　　　　　　規格：

□ 薬局医薬品　　□ 薬局製剤　　□ 要指導医薬品　　□ 第１類医薬品

□ 指定第２類医薬品　　□ 第２類医薬品　　□ 第３類医薬品



		販売個数

		　　　　　　個



		販売日時

		　令和　　　年　　　月　　　日（　　）　　　　時　　　　分ごろ



		販売、情報提供した

薬剤師氏名

		



		情報提供の

理解の確認

		· 情報提供の内容を理解しました／理解したことを確認しました



		特記事項

（購入者の連絡先等）

		





※本販売記録は記載日より、２年間保存



要指導医薬品・第１類医薬品等の販売記録（簡易版）

		販売した製品

		製品名：　　　　　　　　　　　　　　　規格：

□ 薬局医薬品　　□ 薬局製剤　　□ 要指導医薬品　　□ 第１類医薬品

□ 指定第２類医薬品　　□ 第２類医薬品　　□ 第３類医薬品



		販売個数

		　　　　　　個



		販売日時

		　令和　　　年　　　月　　　日（　　）　　　　時　　　　分ごろ



		販売、情報提供した

薬剤師氏名

		



		情報提供の

理解の確認

		· 情報提供の内容を理解しました／理解したことを確認しました



		特記事項

（購入者の連絡先等）

		





※本販売記録は記載日より、２年間保存

添付ファイル
販売記録（簡易版）.doc


最新

		令和２年度　医薬品販売制度に関する自己点検表 レイワ ネンド イヤクヒン ハンバイセイド カン ジコ テンケン ヒョウ



		◆この自己点検表は、医薬品販売制度における法令上の主なルールを確認するためのものです。 ジコ テンケン イヤクヒン ハンバイ セイド

		◆OTC医薬品の取り扱い有無に関わらずご確認ください（※Ⅱは取り扱い医薬品に応じた項目についての確認）。 イヤクヒン ト アツカ ウム カカ カクニン ト アツカ イヤクヒン オウ コウモク カクニン

		◆各店舗の業務と照らし合わせ、適切に実施していることを確認の上、各項目の確認欄にチェック☑を記入してください。

		◆令和元年度厚生労働科学特別研究事業において、「濫用等のおそれのある医薬品」として指定されているものだけでなく、 レイワ ガンネン ド

		　その用途から「濫用等のおそれのある医薬品」の規制の対象になっていない製品においても頻回購入及び複数個購入の実態

		　が確認されたことから、本自己点検では規制の対象になっていない医薬品を含め確認をお願いします（注２）。



		実施できていない項目は、適切に改善してから確認欄にチェックを記入してください ジッシ コウモク テキセツ カイゼン カクニン ラン キニュウ

		Ⅰ.名札、掲示、陳列（OTC医薬品の取り扱いに関わらず全ての薬局・店舗） ナフダ ケイジ チンレツ イヤクヒン ト アツカ カカ スベ ヤッキョク テンポ

		No.		点検内容 テンケン ナイヨウ																																確認欄 カクニン ラン

		1		全ての従事者は名札を着用している スベ ジュウジシャ ナフダ チャクヨウ

		2		来局者が名札等により「薬剤師」「登録販売者」「一般従事者」を容易に判別できるようにしている ライキョク シャ ナフダ トウ ヤクザイシ トウロクハンバイシャ イッパン ジュウジシャ ヨウイ ハンベツ

		3		医薬品のリスク分類の定義、表示、情報提供及び指導、陳列、医薬品副作用被害救済制度に関する解説等の
必要な掲示をしている（医薬品等の販売において、虚偽・誇大広告となる表現は使用していない） イヤクヒン ブンルイ テイギ ヒョウジ ジョウホウ テイキョウ オヨ シドウ チンレツ イヤクヒン フクサヨウ ヒガイ キュウサイ セイド カン カイセツ トウ ヒツヨウ ケイジ

		4		当該薬局・店舗においてＯＴＣ医薬品の取り扱いがある トウガイ ヤッキョク テンポ イヤクヒン ト アツカ

																		ＯＴＣ医薬品の取り扱いがある場合のみ「Ⅱ」を回答、ない場合は「No.20」へ カイトウ バアイ

		Ⅱ.販売時の確認（リスク分類別の確認事項） ハンバイ ジ カクニン ブンルイ ベツ カクニン ジコウ

		No.		要指導 ヨウ シドウ				第１類 ダイ ルイ				指定第２類 シテイ ダイ ルイ				第2・3類 ダイ ルイ		点検内容 テンケン ナイヨウ																		確認欄 カクニン ラン

		5		○				○				○				〇		取り扱っている医薬品をリスク区分別（要指導、第１～３類）に陳列
している ト アツカ イヤクヒン クブン

		6		○				○				○注2				ー		購入者の手の届かないところに陳列している コウニュウシャ テ トド チンレツ

		7		○				○				△				△		販売記録を作成し、それを用いて販売管理している（「△」は努力義務） ハンバイ キロク サクセイ モチ ハンバイ カンリ ドリョク ギム

		8		○				ー				ー				ー		薬剤師が購入者に対し、当該医薬品は本人が使用することを確認している ヤクザイシ コウニュウシャ タイ トウガイイヤクヒン ホンニン シヨウ カクニン

		9		○				○				ー				ー		薬剤師が使用者の年齢、症状、他の医薬品の使用状況を確認している ヤクザイシ シヨウシャ ネンレイ ショウジョウ ホカ イヤクヒン シヨウ ジョウキョウ カクニン

		10		○				○				ー				ー		薬剤師が対面により注1、書面を用いた情報提供及び指導注1をしている ヤクザイシ タイメン チュウ ショメン モチ ジョウホウ テイキョウ オヨ シドウ

		11		○				○				△				△		情報提供及び指導注1の内容を理解したこと、
他に質問がないことを確認している（「△」は努力義務） ジョウホウ テイキョウ オヨ シドウ チュウ ナイヨウ リカイ ホカ シツモン カクニン

		12		○				○				△				△		販売時にお薬手帳を所持しない場合は所持を勧奨し注1、必要に応じお薬手帳等を活用し情報提供と指導注1をしている（「△」は努力義務） ハンバイ ジ クスリ テチョウ ショジ バアイ ショジ カンショウ ヒツヨウ オウ クスリ テチョウ トウ ジョウホウ テイキョウ シドウ

		13		○				○				△				△		販売した際は、薬剤師の氏名、薬局の名称及び電話番号等を伝えている
（「△」については登録販売者でも対応可） ハンバイ サイ ヤクザイシ シメイ ヤッキョク メイショウ オヨ デンワ バンゴウ トウ ツタ

		14		○				○				○				○		購入者から相談があった場合は、必要に応じお薬手帳等を活用し情報提供または指導注1している コウニュウシャ ソウダン バアイ ヒツヨウ オウ クスリ トウ



		15		ー				○注2				○注2				ー		取り扱っている医薬品のうち、「濫用等のおそれのある指定６成分を含む医薬品」の製品を把握している ト アツカ イヤクヒン ランヨウ トウ イヤクヒン セイヒン ハアク

		16		○				○注2				○注2				ー		１人１包装単位で販売している（１人１包装単位で販売する仕組みができている） ニン ホウソウ タンイ ハンバイ

		17		○				○注2				○注2				ー		頻回購入の購入者に対しては必要な指導を行っている ヒンカイコウニュウ

		18		○				○注2				○注2				ー		当該店舗以外での購入状況等を確認し、必要な指導を行っている トウガイ テンポ イガイ コウニュウ ジョウキョウ トウ カクニン ヒツヨウ シドウ オコナ

		19		ー				○注2				○注2				ー		購入者が若年者の場合、氏名及び年齢を確認している コウニュウシャ ジャクネン シャ バアイ シメイ オヨ ネンレイ カクニン

		「注1」要指導医薬品のみ適用　　　　「注2」濫用等のおそれのある指定６成分を含む医薬品全てが対象 チュウ



		No.20				上記の当該薬局・店舗に該当する項目について
適切に実施していることを確認した ジョウキ トウガイヤッキョク テンポ ガイトウ コウモク テキセツ ジッシ カクニン																														確認欄 カクニン ラン







				薬局・店舗名 ヤッキョク テンポ メイ																								管理者名 カンリシャ メイ

				TEL・FAX

		以上、自己点検が完了いたしましたら、ご所属の都道府県薬剤師会にご報告ください。 イジョウ ジコ テンケン カンリョウ ショゾク トドウフケン ヤクザイシ カイ ホウコク











添付ファイル
医薬品販売制度に関する自己点検.xlsx



Ⅰ.名札、掲示、陳列（OTC医薬品の取り扱いに関わらず全ての薬局・店舗）
No. 確認欄

1

2

3

4

Ⅱ.販売時の確認（リスク分類別の確認事項）
No. 第2・3類 確認欄

5 〇

6 ー

7 △

8 ー

9 ー

10 ー

11 △

12 △

13 △

14 ○

15 ー

16 ー

17 ー

18 ー

19 ー

「注1」要指導医薬品のみ適用    「注2」濫用等のおそれのある指定６成分を含む医薬品全てが対象

確認欄

以上、自己点検が完了いたしましたら、ご所属の都道府県薬剤師会にご報告ください。

ー ○注2 ○注2 購入者が若年者の場合、氏名及び年齢を確認している

No.20
上記の当該薬局・店舗に該当する項目について

適切に実施していることを確認した

薬局・店舗名 管理者名

TEL・FAX

○ ○注2 ○注2 頻回購入の購入者に対しては必要な指導を行っている

○ ○注2 ○注2 当該店舗以外での購入状況等を確認し、必要な指導を行っている

ー ○注2 ○注2
取り扱っている医薬品のうち、「濫用等のおそれのある指定６成分を含む医

薬品」の製品を把握している

○ ○注2 ○注2
１人１包装単位で販売している（１人１包装単位で販売する仕組みができて

いる）

○ ○ △
販売した際は、薬剤師の氏名、薬局の名称及び電話番号等を伝えている

（「△」については登録販売者でも対応可）

○ ○ ○
購入者から相談があった場合は、必要に応じお薬手帳等を活用し情報提供ま

たは指導注1している

○ ○ △
情報提供及び指導注1の内容を理解したこと、

他に質問がないことを確認している（「△」は努力義務）

○ ○ △
販売時にお薬手帳を所持しない場合は所持を勧奨し注1、必要に応じお薬手

帳等を活用し情報提供と指導注1をしている（「△」は努力義務）

○ ○ ー 薬剤師が使用者の年齢、症状、他の医薬品の使用状況を確認している

○ ○ ー 薬剤師が対面により注1、書面を用いた情報提供及び指導注1をしている

○ ○ △ 販売記録を作成し、それを用いて販売管理している（「△」は努力義務）

○ ー ー 薬剤師が購入者に対し、当該医薬品は本人が使用することを確認している

○ ○ ○
取り扱っている医薬品をリスク区分別（要指導、第１～３類）に陳列

している

○ ○ ○注2 購入者の手の届かないところに陳列している

当該薬局・店舗においてＯＴＣ医薬品の取り扱いがある

ＯＴＣ医薬品の取り扱いがある場合のみ「Ⅱ」を回答、ない場合は「No.20」へ

要指導 第１類 指定第２類 点検内容

医薬品のリスク分類の定義、表示、情報提供及び指導、陳列、医薬品副作用被害救済制度に関する解説等の

必要な掲示をしている（医薬品等の販売において、虚偽・誇大広告となる表現は使用していない）

令和２年度　医薬品販売制度に関する自己点検表

◆この自己点検表は、医薬品販売制度における法令上の主なルールを確認するためのものです。
◆OTC医薬品の取り扱い有無に関わらずご確認ください（※Ⅱは取り扱い医薬品に応じた項目についての確認）。
◆各店舗の業務と照らし合わせ、適切に実施していることを確認の上、各項目の確認欄にチェック☑を記入してください。
◆令和元年度厚生労働科学特別研究事業において、「濫用等のおそれのある医薬品」として指定されているものだけでなく、
 その用途から「濫用等のおそれのある医薬品」の規制の対象になっていない製品においても頻回購入及び複数個購入の実態
 が確認されたことから、本自己点検では規制の対象になっていない医薬品を含め確認をお願いします（注２）。

実施できていない項目は、適切に改善してから確認欄にチェックを記入してください

点検内容

全ての従事者は名札を着用している

来局者が名札等により「薬剤師」「登録販売者」「一般従事者」を容易に判別できるようにしている



 

 

医薬品販売制度対応に関する自己点検（集計報告書） 

 

都道府県：                    

ご担当者：                    

 

対象 集計 

自己点検表を配布した薬局・店舗数 

（会員の従事する薬局・店舗） 

 

 

 
うち、回答のあった薬局・店舗数 

 

 

 

「Ｎｏ.４」の確認欄に、チェックのある薬局・店舗数 
 

 

 

「Ｎｏ.20」の確認欄に、チェックのある薬局・店舗数 

 

 

 

※回答のあった薬局・店舗においては、全店で「適切に実施していることを確認した」

かを確認していただきたく、 

「No.20」の確認欄に、チェックのある薬局・店舗数が回答のあった薬局・店舗数が同

じになるよう、適宜状況をご確認の上、ご報告ください。 

 

ご報告期限 令和２年12月11日（金） 

 

 

【返信先】日本薬剤師会 業務部 医薬・保険課（担当：阿部・横山） 

電子メール：iyaku-hoken@nichiyaku.or.jp 

 



要指導医薬品・第１類医薬品等の販売記録（簡易版） 

販売した製品 

製品名：               規格： 

 

□ 薬局医薬品  □ 薬局製剤  □ 要指導医薬品  □ 第１類医薬品 

□ 指定第２類医薬品  □ 第２類医薬品  □ 第３類医薬品 

販売個数       個 

販売日時  令和   年   月   日（  ）    時    分ごろ 

販売、情報提供した 

薬剤師氏名 
 

情報提供の 

理解の確認 
□ 情報提供の内容を理解しました／理解したことを確認しました 

特記事項 

（購入者の連絡先等） 
 

※本販売記録は記載日より、２年間保存 

 

 

要指導医薬品・第１類医薬品等の販売記録（簡易版） 

販売した製品 

製品名：               規格： 

 

□ 薬局医薬品  □ 薬局製剤  □ 要指導医薬品  □ 第１類医薬品 

□ 指定第２類医薬品  □ 第２類医薬品  □ 第３類医薬品 

販売個数       個 

販売日時  令和   年   月   日（  ）    時    分ごろ 

販売、情報提供した 

薬剤師氏名 
 

情報提供の 

理解の確認 
□ 情報提供の内容を理解しました／理解したことを確認しました 

特記事項 

（購入者の連絡先等） 
 

※本販売記録は記載日より、２年間保存 

日薬事務局

＜参考＞

日薬事務局

日本薬剤師会会員HP　＞　OTC医薬品販売関連　＞　販売記録例（https://nichiyaku.info/member/iyaku/default.html）より、ダウンロードいただけます




