
 

 

 

 

 

 

薬局並びに医薬品販売業等の許可に関する指導指針 
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第１ 薬局 

 

Ⅰ 構造設備 

１ 休日・夜間の処方せん応需の対応方法を見易いところに掲示すること。 

２ 天井、側壁及び床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであ

ること。 

３ 住居又は屋外等と明確に区別する構造は、ガラス扉又はドア等営業時間中

に常時区別できるもので、夜間等の営業時間外に閉めるシャッター以外のも

のでなければならない。 

４ 面積の算定は、内のり寸法を計測した有効床面積とすること。 

５ 薬局の付帯設備として次のものを設けること。（薬局の面積に含む。） 

（１）十分な広さの待合設備（いす等） 

（２）医薬品の貯蔵設備（薬局内で保管する設備をいう。）又は陳列設備 

（３）処方箋受付、医薬品交付及び服薬指導のできる設備（カウンター、 

机等） 

なお、服薬指導のできる設備の設置にあたっては、パーティション 

等で区切られ独立したカウンター等プライバシーの保護に十分配慮し 

た構造とすること。 

（４）対面販売のための設備（カウンター若しくは陳列ケース等及び精算 

のための設備） 

ただし、処方箋受付、医薬品交付及び服薬指導のできる設備と兼ね 

ても差し支えない。 

（５）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフ 

リー法）に基づく建築物移動等円滑化基準に準じた構造であること。 

（６）薬局敷地内を全面禁煙にする措置又は受動喫煙の害を排除・減少さ 

せるための環境づくり（分煙）がとられていること。 

（H26.１.21 薬食発 0121 第１号ほか） 

６ 薬局の付属設備として、必要に応じて次のものを設けること。（薬局の面

積には含まない。） 

（１）更衣室等（休憩室含む。） 

（２）便所 

（３）医薬品等を適切に貯蔵する倉庫（店舗に隣接する部屋及び同一敷地 

内の分置された倉庫をいう。） 

（４）事務室 

（５）駐車場 

７ 「閉鎖することができる構造」にいうシャッター、パーティション又はこ



 

 

れらに準ずるものとは、シャッター、パーティション、床固定のポールや壁・

柱等に接続されたチェーンをいう。（可動式ポールに接続されたチェーンな

ど、購入者が容易に動かし得る構造のものは認められない。） 

８ 一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所を閉鎖する際は、当該区 

画で医薬品の販売又は授与を行えないことが明確に判別できるようにする

こととし、閉鎖した区画の入り口に専門家不在時の販売又は授与はできない

旨を表示すること。 

（H21.５.８薬食発第 0508003 号） 

９ 冷暗貯蔵設備及びかぎのかかる貯蔵設備の容積は貯蔵を適切に行うこと

ができるものであること。 

   なお、冷暗貯蔵設備には、温度計を備えること。 

10 調剤室は、次によること。 

（１）面積の算定は、内のり寸法を計測した有効床面積とすること。（無菌

調剤室の面積を除く。）また、処方箋応需の状況に応じた十分な広さの

面積を有すること。 

（２）患者の待合いに供する場所（以下「待合所」という｡）から見やすい

位置に設けられていること。 

（３）待合所に面した間仕切りの上部は透明のガラス張り等にして容易に 

調剤室内を見通すことができるようにすること。 

     ただし、無菌製剤処理を行うための専用の部屋には適用しない。 

（４）医薬品の販売業を併せて行う薬局においては、原則として同一の階 

層に設けること。 

ただし、やむを得ない事情により調剤室を医薬品を販売する場所と 

異なった階に設ける場合は、昭和 50 年６月２日付け薬発第 479 号厚生

省薬務局長通知「調剤室等の設置場所について」によること。なお、当

該通知の面積規定については、現行の面積に読み替えることとする。 

  （５）給排水及び熱源（電気、ガス等）の設備が設けられていること。 

（６）調剤室には、調剤・試験検査に必要な設備・器具等以外のものを設 

置しないこと。 

        ただし、薬歴管理・相互作用検索用コンピューター、処方箋受信用

ファクシミリ、電話等を調剤業務等に支障をきたさないよう設置する場

合は、この限りでない。 

（７）点眼剤を調製する場合には、無菌箱又はクリーンベンチを備えること。 

（８）ＩＶＨ（中心静脈栄養法用輸液）又は抗悪性腫瘍剤について無菌製  

剤処理を行う場合は、無菌製剤処理を行うにつき十分な施設又は設備を

有していること。また、必要な体制が整備されていること。 



 

 

11 無菌調剤室を共同利用する場合は、次によること。 

（１）原則として静岡県内に所在する薬局とする。 

（H24.８.30 衛薬第 486 号） 

（２）無菌調剤室提供薬局と処方箋受付薬局の間で共同利用に関して必要 

な事項を記載した契約書等を事前に取り交わしておくこと。契約書等に

は、すくなくとも以下の内容を含むものであること。 

イ 処方箋受付薬局の薬局開設者が、事前に無菌調剤室提供薬局の薬 

局開設者の協力を得て講じなければならないとされている指針の策

定、当該薬剤師に対する研修の実施その他必要な処置について、その

具体的な内容を定めておくこと。 

ロ 無菌調剤室を利用する処方箋受付薬局の薬剤師から処方箋受付薬

局の薬局開設者及び無菌調剤室提供薬局の薬局開設者の双方に対し、

無菌調剤室を利用した無菌製剤処理に係る事故等が発生した場合に、

速やかに報告するための体制を定めておくこと。 

（H24.８.22 薬食発 0822 第２号） 

12  液量器は、小容量（50 ㏄未満）及び中～高容量（50 ㏄以上）のものを各

１つ以上備えることが望ましい。 

（H27.４.１薬食発 0401 第８号） 

13 書籍は最新のものを備えることが望ましい。（磁気ディスク（これに準ず

る方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。）を

もって調整する場合は、最新のデータに更新することが望ましい。） 

 

Ⅱ 人的要件 

１ 要指導医薬品若しくは第１類医薬品を販売又は授与する場合には、登録販

売者又は一般従事者 が情報提供を行うことがないよう、登録販売者又は一

般従事者から薬剤師への伝達の体制及びその方法を手順書に記載すること。 

（H21.５.８薬食発第 0508003 号） 

（H26.３.10 薬食発 0310 第１号） 

２ 第２類医薬品又は第３類医薬品を販売する場合には、一般従事者が情報 

提供を行うことがないよう、一般従事者から薬剤師又は登録販売者への伝達

の体制及びその方法を手順書に記載すること。 

（H21.５.８薬食発第 0508003 号） 

３ 業務に関する手順書には、医薬品の貯蔵、陳列、搬送等の手順についても

記載すること。 

（H26.３.10 薬食発 0310 第１号） 

 



 

 

 

第２ 薬局製造販売医薬品の製造販売業 

 法令の定めに適合すること。 

 

第３ 薬局製造販売医薬品の製造業 

Ⅰ 構造設備 

１ 書籍は最新のものを備えることが望ましい。 

 

 

第４ 薬局製造販売医薬品の製造販売承認 

１ 製造販売の承認の申請及び届出は、「薬局製剤業務指針」に従い、全品目

を一括して行うこと。 

（S55.11.28 薬第 690 号各保健所長・各政令市長あて静岡県部長通知） 

 

 

第５ 店舗販売業 

 

Ⅰ 構造設備 

１ 天井、側壁及び床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるもので  

あること。 

２ 住居又は屋外等と明確に区別する構造は、ガラス扉又はドア等営業時間 

中に常時区別できるもので、夜間等の営業時間外に閉めるシャッター以外の

ものでなければならない。 

３ 面積の算定は、内のり寸法を計測した有効床面積とすること。 

４ 「閉鎖することができる構造」にいうシャッター、パーティショィン又  

はこれらに準ずるものとは、シャッター、パーティション、床固定のポール

や壁・柱等に接続されたチェーンをいう。（可動式ポールに接続されたチェ

ーンなど、購入者が容易に動かし得る構造のものは認められない。） 

５ 冷暗貯蔵設備及びかぎのかかる貯蔵設備の容積は貯蔵を適切に行うこと

ができるものであること。 

   なお、冷暗貯蔵設備には、温度計を備えること。 

６ 店舗には、付帯設備として次のものを設けること。（店舗の面積に含める。） 

（１）医薬品の貯蔵設備（店舗内で保管する設備をいう。）又は陳列設備 

（２）対面販売のための設備（カウンター若しくは陳列ケース等及び精算 

のための設備） 

７ 店舗の付属設備として、必要に応じて次のものを設けるよう努めること。



 

 

（店舗の面積には含まない。） 

（１）更衣室等  

（２）医薬品等を適切に貯蔵する倉庫（店舗に隣接する室及び同一敷地内 

の分置された倉庫をいう。） 

８ 店舗には、情報提供に必要な次の書籍を備えるよう努めること。 

（１）薬事関係法規に関するもの 

・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法     

律 

（２）当該店舗で取り扱う医薬品の添付文書に関するもの 

・添付文書集（添付文書をファイルすることでも可） 

９ 一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所を閉鎖する際は、当該区 

画で医薬品の販売又は授与を行えないことが明確に判別できるようにする

こととし、閉鎖した区画の入り口に専門家不在時の販売又は授与はできない

旨を表示すること。 

（H21.５.８薬食発第 0508003 号） 

 

Ⅱ 人的要件 

１ 要指導医薬品若しくは第１類医薬品を販売又は授与する場合には、登録販

売者又は一般従事者 が情報提供を行うことがないよう、登録販売者又は一

般従事者から薬剤師への伝達の体制及びその方法を手順書に記載すること。 

（H21.５.８薬食発第 0508003 号） 

（H26.３.10 薬食発 0310 第１号） 

２ 第２類医薬品又は第３類医薬品を販売する場合には、一般従事者が情報提

供を行うことがないよう、一般従事者から薬剤師又は登録販売者への伝達の

体制及びその方法を手順書に記載すること。 

（H21.５.８薬食発第 0508003 号） 

３ 第１類医薬品を販売し、又は授与する店舗は、代行者が薬剤師又は登録販

売者として３年以上薬剤師の管理及び指導の下で業務に従事した者として

証明を受けている登録販売者である場合は、その店舗において一般用医薬品

の販売又は授与に従事する薬剤師に第１類医薬品の販売又は授与させるこ

とはできるが、代行者が登録販売者（登録販売者として３年以上薬剤師の管

理及び指導の下で業務に従事した者として証明を受けている者を除く）であ

る場合には、その店舗において一般用医薬品の販売又は授与に従事する薬剤

師の有無にかかわらず、第１類医薬品の販売又は授与はできない。また、当

該登録販売者が店舗の管理を代行する際は、当該登録販売者が店舗の管理を

代行する時間帯及び当該時間帯は第１類医薬品の販売又は授与はできない



 

 

旨を表示すること。 

（H21.５.８薬食発第 0508003 号） 

 

 

 

第６ 卸売販売業 

 

Ⅰ 構造設備 

１ 天井、側壁及び床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであ

ること。 

２ 住居又は屋外等と明確に区別する構造は、ガラス扉又はドア等営業時間中

に常時区別できるもので、夜間等の営業時間外に閉めるシャッター以外のも

のでなけれならない。 

３ 面積の算定は、内のり寸法を計測した有効床面積とすること。 

 ４ 医薬品は、医薬品以外の物と明確に区分して貯蔵・陳列すること。 

５ 冷暗貯蔵設備及びかぎのかかる貯蔵設備の容積は貯蔵を適切に行うこと

ができるものであること。 

   なお、冷暗貯蔵設備には、温度計を備えること。 

６ 医薬品の保管設備は次によること。 

（１）発送センター以外の分置された単なる倉庫は、営業所と同一敷地内 

又は近接地に設けられており、かつ県内であること。 

     この場合の主たる営業所の面積は、分置された倉庫の面積を除き、

おおむね 13.2 ㎡以上とすること。 

（２）医薬品を適切に保管できる温度が保たれること。 

７ 医薬品を分割販売する場合には、その業務を衛生的に、かつ適切に行うこ

とができる専用の作業室を設けること。 

８ 営業所には、情報提供に必要な次の書籍を備えるよう努めること。 

   なお、書籍は最新のものであること。 

（１）日本薬局方およびその解説に関するもの 

    ・解説又は注釈付き日本薬局方 

（２）薬事関係法規に関するもの 

    ・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法

律、薬剤師法 

（３）当該営業所で取り扱う医薬品の添付文書に関するもの 

    ・添付文書集（添付文書をファイルすることでも可） 

 



 

 

第７ 高度管理医療機器等の販売業及び貸与業 

 

Ⅰ 構造設備 

１ 住居又は屋外等と明確に区別する構造は、ガラス扉又はドア等営業時間中

に常時区別できるもので、夜間等の営業時間外に閉めるシャッター以外のも

のでなければならない。 

２ 取り扱おうとする医療機器が大型である又は低温保管を要する等によっ

て取り扱おうとする医療機器を保管する場所をその営業所内に確保できな

い場合においては、保管場所を別に定めその旨を届出書の「営業所の構造設

備の概要欄」に記載することにより、その営業所における医療機器の保管設

備が取り扱おうとする医療機器のすべてを保管するのに適切な面積等を要

しない場合であっても差し支えないこととする。 

   なお、この場合であっても、医療機器である消耗品等の保管が必要にな

る場合等があるので、医療機器の保管場所は必要であり、また、別に定め

る保管場所も医療機器の販売業及び貸与業の届出を要する。 

（H21.９.４薬食機発 0904第１号） 

 

Ⅱ 人的要件 

１ 病院等の医療施設内のコンタクトレンズの営業所あるいは病院等と隣り

合う営業所の場合については、病院や診療所が直接コンタクトレンズ等の販

売を行うこと等は医療法に抵触する場合があるので、事前に医療法の担当部

署の指導を受けるようこと。 

ただし、医療機器販売業及び賃貸業の営業所と隣り合う診療所の医師が、

管理者となることを妨げるものではないこと（隣り合う眼科診療所の医師に

よるコンタクトレンズ販売店の管理者等）。 

（H21.９.４薬食機発 0904第１号） 

 

 

第８ 管理者の兼務許可 

 

１ サンプル卸の営業所あるいは体外診断用薬医薬品卸の医薬品営業所管理

者が他のサンプル卸又は体外診断用薬医薬品卸の医薬品営業所管理者の業

務を行う場合は、当該営業所に管理者の代行者を設置すること。 

 

 

 



 

 

附則 

１ この基準は、平成 22 年３月２日から適用する。 

 

附則 

１ この基準は、平成 26 年 11 月 25 日から適用する。 

 

附則 

１ この基準は、平成 27 年４月１日から適用する。 

 

附則 

１ この基準は、平成 27 年６月１日から適用する。 

 


