
オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤について

薬局での対応について
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※本資料は現時点における内容であり、厚生労働省において調整中の内容が含まれていることに
ご留意ください。



オンライン診療（定義）
遠隔医療のうち、医師－患者間において、情報通信機器を通して、
患者の診察及び診断を行い診断結果の伝達や処方等の診療行為を、
リアルタイムにより行う行為

2「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
平成30年3月（令和元年7月一部改訂）より

オンライン診療とは



理由
・得られる情報が視覚及び聴覚に限られる中で、可能な限り、疾病
の見落としや誤診を防ぐ必要がある
・医師が、患者から心身の状態に関する適切な情報を得るために、
日頃より直接の対面診療を重ねるなど、医師－患者間で信頼関係を
築いておく必要がある

「初診は直接の対面診療の原則」の例外
例外とされるもののうち、「以下の診療については、それぞれに記
載する例外的な対応が許容され得る。」とされるもの

・禁煙外来
・緊急避妊薬

3「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
平成30年3月（令和元年7月一部改訂）より

オンライン診療では、初診は直接の対面が原則



販売名 ノルレボ錠1.5mg レボノルゲストレル錠1.5mg
「F」

製造販売
会社

あすか製薬株式会社 富士製薬工業株式会社

販売開始
時期

2016年4月 2019年3月

写真

区分 処方箋医薬品
薬価 薬価基準未収載

4※薬価を決める規則はない。

国内で承認を取得した緊急避妊薬 2020年1月末現在



• 対面診療が原則。
• 対面診療が可能な医療機関等に係る適切な情報を有さない女性に対し、
女性の健康に関する相談窓口等（女性健康支援センター、婦人相談所、
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターを含む。）に
おいて、対面診療が可能な医療機関のリスト等を用いて受診可能な医療
機関を紹介することとし、その上で直接の対面診療を受診することとす
る。

• 地理的要因がある場合、性犯罪被害を含め女性の心理状態等に応じ
て対面診療が困難であると判断した場合は、産婦人科医又は厚生労
働省が指定する研修を受講した医師が、初診からオンライン診療を
行うことが可能となる。
（注）
• オンライン診療を行う医師は、対面診療を医療機関で行うことができな
いか、再度確認する。

• 性被害を受けた可能性がある場合は、十分に女性の心理面や社会的状況
にかんがみながら、警察への相談を促すこと（ 18 歳未満の女性が受け
た可能性がある性被害が児童虐待に当たると思われる場合には児童相談
所へ通告すること）、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援
センター等を紹介すること等により、適切な支援につなげること。

5「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
平成30年3月（令和元年7月一部改訂）より

緊急避妊に係る診療（オンライン診療の対象）



• オンライン診療を行う医師は１錠のみの院外処方を行う。
• 受診した女性は薬局において研修を受けた薬剤師による調剤を受け、
薬剤師の面前で内服する。

• その際、医師と薬剤師はより確実な避妊法について適切に説明を行
うこと。

• 加えて、内服した女性が避妊の成否等を確認できるよう、産婦人科
医による直接の対面診療を約３週間後に受診することを確実に担保
することが求められる。

（注）
• 厚生労働省は、初診からのオンライン診療による緊急避妊薬の処方に
係る実態調査を適宜行う。

• また、研修を受講した医師及び薬剤師のリストを厚生労働省のホーム
ページに掲載する。

6「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
平成30年3月（令和元年7月一部改訂）より

緊急避妊に係る診療（オンライン診療での処方と調剤）



緊急避妊に係る対面診療が可能な産婦人科等の医療機関
・施設名 ・所在地 ・電話番号
・ウェブサイトＵＲＬ ・オンライン診療の可否
・産科、婦人科、産婦人科の標榜の有無
・対面診療への対応可能時間帯
・常時の緊急避妊薬の在庫の有無 など

オンライン診療における緊急避妊薬の調剤が可能な薬剤師・薬局
・薬局名 ・薬局所在地 ・電話番号 ・FAX番号
・開局時間 ・時間外対応の有無 ・時間外の電話番号
・研修修了薬剤師の氏名 など

医療機関

薬 局

7

（都道府県宛、令和元年９月13日付、医政地発0913第１号・医政医発0913第１号）

厚生労働省のホームページで公表される情報

（都道府県宛、令和２年４月２日付、薬生総発0402第２号）

厚生労働省 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づく薬局における対応について
https://www.mhlw.go.jp/stf/kinnkyuuhininnyaku.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/kinnkyuuhininnyaku.html


患者（女性）

医療機関を受診

院内投薬・処方箋交付

対面診察を受けることが困難

３週間後に産婦人科を受診（対面）
8

対面診察を受けることが可能

厚生労働省ＨＰで、
①緊急避妊におけるオンライン診療
を行う医療機関（医師）、
②調剤可能な薬局（薬剤師）を確認

薬局に行き、
薬剤師の面前で服用

オンライン診療を受診
診察時に②の薬局（薬剤師）を決定

①で選んだ医療機関（医師）

緊急避妊薬が交付されるまで



処方箋情報・患者情報の受理、確認
必要に応じて処方医の確認（産婦人科医又は指定の研修
を受講した医師）
必要があれば疑義照会

来
局
前

9

オンライン診療受診

処方医から薬局（薬剤師）へ
対応可否を確認（来局予定時間等）

処方医から薬局へ
処方箋情報・患者情報の送付
（FAX、画像付き電子メール等）

オンライン診療における緊急避妊薬の調剤の流れ

処方箋

調剤準備

患者情報



・患者の氏名、生年月日、
連絡先

・オンライン受診日時
・対応医師の氏名、連絡先
・患者来局予定時間
・薬剤を服用する期限
・服用にあたっての確認事項
・その他留意すべき事項

など
10

処方医⇒薬局 患者情報



薬剤師の面前で服用させる（服用したことの確認）

本人確認

来
局
中
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情報情報文書を用いて指導を行う
・服用後の注意
・３週間後の受診勧奨
・より確実な避妊法の説明

オンライン診療における緊急避妊薬の調剤の流れ

情報提供文書を手渡す
会計

調剤

情報提供文書



薬局⇒患者 情報提供文書
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・服用後の注意
・３週間後の受診勧奨
・より確実な避妊法に関して

など



来
局
後 処方箋原本の受理、確認

調剤録の作成

処方医へ服薬情報提供書を用いて
情報提供（服用した時間等）
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オンライン診療における緊急避妊薬の調剤の流れ

求めに応じて３週間後の対面診療の産婦人科医に
服薬情報の提供

服薬情報提供書



薬局⇒処方医 服薬指導情報

・患者の氏名、生年月日
・服用日時
・対応薬剤師の氏名、連絡先
・適切な避妊法を説明した旨
・３週間後の受診勧奨をした旨
・その他留意すべき事項

など

14
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オンライン診療における緊急避妊薬の調剤手順



こんな時、どうする？

16
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いずれのケースも、調剤不可
指針において「薬剤師の面前で内服すること」とされている。

ケース１

本人確認ができない場合

ケース２

本人以外（親族・パートナーなど）が来局した場合

ケース３

患者が面前で服用できないと申し出た場合



18

必要があれば、患者又は処方医に問い合わせる。
処方医から薬局に送付する患者情報には、患者の連絡先が記載
されている。

ケース４

来局予定時間になっても本人が来局しない場合

ケース５

患者がオンライン診療を受けずに
直接、薬局に来てしまった場合

調剤不可。相談に応じ、適切な情報提供を行う。
（例）緊急避妊の診療が可能な医療機関、ワンストップ支援セ
ンター等の機関を伝える、又は、探す方法を伝える等。
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ケース１

そのままでは調剤不可。処方医に照会し、緊急避妊
薬のみの処方としてもらう。
指針において「オンライン診療を行う医師は１錠のみの院外処
方を行うこと」とされている。

ケース７

研修修了薬剤師が不在の場合

ケース６

処方箋に緊急避妊薬以外の薬剤が一緒に記載さ
れている。

調剤不可。
指針において「研修を受けた薬剤師による調剤を受けること」
とされている。
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ケース１

薬局において予め請求額を設定しておく。
緊急避妊薬の調剤は保険適応外であるため、患者が全額を自己
負担する。

ケース８

患者への請求額は？



•緊急避妊薬は女性にとってメリットが多く、医師が処方
を敬遠しなくてもよい薬剤の１つ

•オンライン診療で緊急避妊薬の処方を受けた患者が時間
内に確実に服用できる環境が必要

• 薬局の応需体制に委ねられている
• 「地域に医薬品を過不足なく供給する」という薬剤師・薬局の使
命を果たす

• 地域における薬局間連携も必要である

•オンライン診療の指針に沿って、確実な調剤を行う。
• 調剤に際しては、手順書に沿って、本人確認、服薬確認、服薬指
導、避妊法の情報提供、3週間後の産婦人科受診の伝達を責任を
持って遂行する。

確実な調剤



•店舗の環境を整える
• オンライン診療で緊急避妊薬を処方された患者が、処方箋を持た
なくても、入りやすく、声をかけやすい雰囲気を作る。

• 医療機関に行きにくい心理状態の方も来局する（薬局ではじめて
医療者と直接対面する）ことを念頭に置いて対応する。

•来局者に適切に対応する
• 患者が受診せずに来局したとき。相談されたとき。
• 緊急避妊薬の取扱いの有無にかかわらず、迅速に、適切に対応す
る。

質の高い対応

緊急避妊薬の処方箋を確実に調剤できる体制整備

緊急避妊薬を必要とする患者が不安なく薬局を利用できる
体制整備
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