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各法律の目的と主な条文について

行政処分事例から見る法令違反

「しなくてはならない事」法的根拠

薬局の定義と医薬品販売制度について



各法律の目的と主な条文について



保険薬局・保険薬剤師と法令

健康保険法（健康保険法施行規則）

薬機法（薬機法施行規則 薬剤師法（薬剤師法施行規則）

医療法（医療法施行規則）

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則

締麻薬及び向精神薬取法（締麻薬及び向精神薬取法施行規則）

国民健康保険法（国民健康保険法施行規則）



医療法Ⅰ

第１条の２（原文）

医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師、薬
剤師、看護師その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基
づき、及び医療を受ける者の心身の状況に応じて行われるとともに、そ
の内容は、単に治療のみならず、疾病の予防のための措置及びリハビリ
テーションを含む良質かつ適切なものでなければならない。



医療法Ⅱ

第１条の２（原文）

医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を
受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、調
剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設（以下「医療提供施設」
という。）、医療を受ける者の居宅等において、医療提供施設の機能
（以下「医療機能」という。）に応じ効率的に、かつ、福祉サービスそ
の他の関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければ
ならない。



薬機法Ⅰ
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

第１条（原文）

この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製
品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びに
これらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必
要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、
医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研
究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上
を図ることを目的とする。



薬機法Ⅱ
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

（抜粋・要約）
第２条：薬局の定義について
第４条：薬局開設の許可申請について
第５条：薬局開設の許可を与えない場合の該当項目について
第６条：地域連携薬局・専門医療機関連携薬局について
第７条：薬局管理者の条件等について
第８条：薬局管理者の義務について

従業員の監督、構造設備・医薬品その他の管理を行うこと
薬局開設者へ文書により必要な意見を述べること



薬機法Ⅲ
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

（抜粋・要約）
第９条（第二項）：薬局開設者の遵守事項について

薬局管理者の意見を尊重すること
法令遵守のため必要に応じ措置を講ずる／記録し保存すること

第９条の２：薬局開設者の法令遵守体制について
薬局管理者の権限を明確にすること
薬局開設者の業務の適正を確保するため体制を整備すること
法令遵守のための指針を示すこと

第９条の３：調剤された薬剤の販売に従事する者について
処方箋により調剤された薬剤は薬剤師に販売させ、又は授与させること

第９条の４：調剤された薬剤に関する情報提供及び指導等について
薬局に従事する薬剤師に行わせること
・必要に応じ薬剤の使用状況を継続的かつ的確に把握させること
・必要な情報を提供／薬学的知見に基づく指導を行わせること
・上記の内容を記録させること



薬剤師法Ⅰ

第１（薬剤師の任務）（原文）

薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつ
て、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保
するものとする。



薬剤師法Ⅱ

（抜粋・要約）
第１９条：薬剤師以外の調剤を禁止(処方医を除く)
第２１条：正当な理由のない場合の調剤拒否を禁止
第２２条：薬局以外の場所での調剤の禁止（在宅を除く）
第２３条：販売授与目的以外の処方せんによる調剤を禁止

医師の同意を得ない処方内容の変更調剤の禁止
第２４条：疑義を解消せずに調剤することを禁止
第２５条：情報の提供（調剤した薬剤の適正使用のための情報提供）
第２６条：調剤した際の処方せんへ記載内容
第２７条：調剤済みとなった処方せんの保存期間
第２８条：調剤録の作成・記載内容・保存期間



健康保険法Ⅰ

第１条（抜粋・要約）

この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若し
くは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と
福祉の向上に寄与することを目的とする。

第６４条 保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労
働大臣の登録を受けた「保険薬剤師」でなければならない。

第７１条 第６４条の登録は、薬剤師の申請により行う。
第７３条 保険薬局は療養の給付に関し、保険薬剤師は健康保険の調剤に

関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。



健康保険法Ⅱ

（抜粋・要約）
第７０条 保険薬局は、調剤に従事する保険薬剤師に、第７２条第１項

の厚生労働省令で定めるところにより、調剤に当たらせるほ
か、厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付を担当
しなければならない。

第７２条 保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、厚生労働省
令で定めるところにより、健康保険の調剤に当たらなければ
ならない。



健康保険法に基づく省令

保険調剤の理解のために 厚生労働省保険局医療課医療指導監査室



薬担規則Ⅰ
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則

保険薬局に係る内容（抜粋・要約）
第２条の３：医療機関と一体的な経営を行うことの禁止

医療機関・医師に対し利益供与に基づく患者誘導の禁止
第２条の３の２：患者への経済上の利益の提供による誘引の禁止
第２条の４：厚生労働大臣が定める事項の掲示
第４条の２：領収書・明細書の交付
第５条：調剤録の記載及び整備
第６条：処方箋及びの保存期間
第７条の２：後発医薬品の調剤に必要な体制の確保



薬担規則Ⅱ
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則

保険薬剤師に係る内容（抜粋・要約）
第８条：処方箋に基いて、患者の療養上妥当適切に調剤並びに薬学的

管理及び指導を行わなければならない。
第８条の２：調剤を行う場合は、患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確

認しなければならない。
第９条の２：健康保険事業の健全な運営を損なう行為を行うことのない

よう努めなければならない。
第１０条：保険薬剤師は、患者の調剤を行った場合には、遅滞なく調剤

録に当該調剤に関する必要な事項を記載しなければならない。



「しなくてはならない事」法的根拠



薬剤服用期間中のフォロー

（情報の提供及び指導）

薬剤師は、前項に定める場合のほか、調剤した
薬剤の適正な使用のため必要があると認める場
合には、患者の 当該薬剤の使用の状況を継続的
かつ的確に把握するとともに、患者又は現にそ
の看護に当たつている者に対し、必要な情報を提
供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行
わなければならない。

（調剤された薬剤に関する情報提供及び指導等）

薬局開設者は、医師又は⻭科医師から交付された
処方箋により調剤された薬剤の適正な使用のため
必要がある場合として厚生労働省令で定める場合
には、その薬局において薬剤の販売又は授与に従
事する薬剤師に、その調剤した薬剤を購入し、又
は譲り受けた者の当該薬剤の使用の状況を継続的
かつ的確に把握させるとともに、その調剤した薬
剤を購入し、又は譲り受けた者に対して必要な情
報を提供させ、又は必要な薬学的知見に基づく指
導を行わせなければならない。

薬剤師法第２５条の２ 薬機法第９条の３



薬歴

薬剤師法２８条
➡調剤録について規定

薬剤師法施行規則１６条
➡調剤録の記入事項について規定

「保険薬局の分割調剤及び調剤録の取扱いについて」
保医発1110第1号（令和2年11月10日 ）

➡調剤録は、調剤済となった処方箋又は患者の服薬状況や指導内容等
を記録したもの（薬剤服用歴等）に調剤録と同様の事項を記入したも
のをもって代えることができる。

薬剤師法２５条
➡販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又 は現にその看護に当
たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に
基づく指導を行わなけ ればならない。



薬歴
薬剤師法施行規則１６条
➡調剤録の記入事項について規定

薬剤師法施行規則第１６条
一 患者の氏名及び年令
二 薬名及び分量
三 調剤並びに情報の提供及び指導を行つた年月日
四 調剤量
五 調剤並びに情報の提供及び指導を行つた薬剤師の氏名
六 情報の提供及び指導の内容の要点
七 処方せんの発行年月日
八 処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の氏名
九 前号の者の住所又は勤務する病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設の名称及び所在地
十 前条第二号及び第三号に掲げる事項

調剤済みとなつた場合は、第一号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項のみ記入することで足りる



薬歴

薬機法第９条の４（第６項）
➡薬局開設者は、情報の提供及び指導を行わせたときは、厚生労働省
令で定めるところにより当該薬剤師にその内容を記録させなければな
らない。

薬機法第９条の４
➡処方箋により調剤された薬剤を販売し、又は授与する場合には、販
売又は授与に従事する薬剤師に対面により、厚生労働省令で定める事
項を記載した書面を用いて必要な情報を提供させ、及び必要な薬学的
知見に基づく指導を行わせなければならない。

厚生労働省令第１５５号 第１５条の１４の３
➡薬局開設者が、その薬局において薬剤師に記録させなければならな
い項目を規定



薬歴

厚生労働省令第１５５号 第１５条の１４の３

薬局開設者が、その薬局において（中略）薬剤師に記録させなければならない項目は、次のとおりとす
る。

一 （前略）情報の提供及び指導を行った年月日

二 前号の情報提供及び指導の内容の要点

三 第一号の情報の提供及び指導を行った薬剤師の氏名

四 第一号の情報の提供及び指導を受けた者の氏名及び年齢

厚生労働省令第１５５号 第１５条の１４の３
➡薬局開設者が、その薬局において薬剤師に記録させなければならな
い項目を規定



行政処分事例から見る法令違反



事例 2019年7月 岡山県

きっかけ：保健所への通報。抜き打ちの立ち入り調査
行政処分：第75条第1項の規定に基づき９日間の業務停止
概要
（１）薬局開設者が、薬剤師不在の状態で開局した。

（第7条第2項違反）
（２）薬局開設者が、薬剤師でない者に調剤させ、その薬剤を販売又は授与させた。

（第9条第1項［同法施行規則第11条の8第1項・第11条の11］及び第9条の2違反）
（３）調剤された薬剤の適正な使用のための情報提供や必要な薬学的知見に基づく

指導を行うことができない状況にもかかわらず、薬局開設者が薬剤師でない者
に、（２）で調剤された薬剤を販売又は授与させた。

（第9条の3第1項から第3項違反）

薬機法違反に基づく行政処分



事例 2021年3月 三重県

きっかけ：保健所への通報。抜き打ちの立ち入り調査
行政処分：管理者の変更命令、業務を行う体制整備命令、業務の運営改善措置命令
概要
（１）少なくとも2年前から、医師から処方箋の交付を受けていない従業員に対して、

正当な理由なく、処方箋医薬品を含む医薬品を販売した。
（第49条第1項違反）

（２）薬局の従業員に対し、法で定められた文書の交付を受けずに劇薬を販売した。
（第46条第1項違反）

（３）薬局において、薬剤師でない者に軟膏の練合等の調剤を行わせた。
（第9条第1項違反）

（４）薬局の管理薬剤師は、上記の法違反等に関して、管理者としての義務を怠った。
（第８条第1項違反）

薬機法違反に基づく行政処分



事例 2021年9月富山県

きっかけ：薬事監視員が定期の立ち入り検査
行政処分：第75条第1項の規定に基づき14日間の業務停止命令
概要
（１）医師等から処方箋の交付を受けていない従業員に対して、正当な理由なく、

処方箋医薬品を販売した。
（第49条第1項違反）

（２）薬局医薬品の販売に当たり、必要事項の書面への記載を怠った。
（第9条第1項の規定に基づく同法施行規則第14条第3項違反）

（３）向精神薬処方箋を所持する者以外の者に対して、向精神薬を譲り渡した。
（麻薬及び向精神薬取締法第50条の16第4項違反）

（４）管理薬剤師は、処方箋の交付を受けていない者に対して処方箋医薬品を販売す
るなど管理者の義務を怠った。
（第8条第1項違反）

薬機法違反
麻向法違反 に基づく行政処分



事例 2020年7月千葉県

きっかけ：通常のA店への立ち入り検査
行政処分：第75条第1項の規定に基づき同一開設者２店舗の業務停止命令

（A店13日間、B店14日間）、B店管理薬剤師の変更処分
概要
（１）処方箋医薬品を含む医薬品を販売した。（第49条第1項違反）
（２）法で定められた文書の交付を受けずに劇薬を販売した。（第46条第1項違反）

A店：社員など12人に対して36品目を販売し、発生件数は80件。
管理薬剤師がこうした不正販売を止めるように開設者に具申していた。

B店：社員16人に対して、63品目が販売され、計258件。
管理薬剤師は開設者への意見具申を行っていなかった。（薬機法第8条第1項に基
づき、管理者として必要な注意を行わなかった)

千葉市保健福祉局医療衛生部医療政策課によると、薬局側が薬機法第49条第1項を誤っ
て解釈していたという。

薬機法違反に基づく行政処分



第４９条（原文）
薬局開設者又は医薬品の販売業者は、医師、歯科医師又は獣医師から処方箋の
交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、厚生労働大臣の指定する
医薬品を販売し、又は授与してはならない。ただし、薬剤師等に販売し、又は
授与するときは、この限りでない。

「薬局医薬品の取り扱いについて」薬食発0318第4号（平成26年3月18日）

（前略）業務の用に供する目的で当該処方箋医薬品を購入し、又は譲り受けようと
する場合に販売（授与を含む。以下同じ。）する場合を除き（中略）正当な理由な
く、販売を行ってはならない。

事例 2020年7月千葉県(続き)～薬機法第49条～



2019年10月岩手県 Aチェーン
2020年3月 福島県 Bチェーン

きっかけ：グループ内の社内調査に基づき地方厚生局へ報告
最終の行政処分：保険薬局の指定取り消し
概要：
（１）実際には同一開設者の他の保険薬局で行った調剤を、当該保険薬局で調剤を

行ったものとして調剤報酬を不正に請求。
（２）調剤基本料1の施設基準（集中率）に適合していないにもかかわらず、同一開設

者の他の保険薬局で行った調剤を当該保険薬局で行ったものとして操作し、調
剤基本料3の施設基準で届け出なければならないところ、調剤基本料1に適合し
ていると虚偽の届け出を行い、調剤報酬を不正に請求。

A：監査要綱の第3の1および2に該当するものとして、2018年1月から同年9月まで
計12日間の監査を実施。

B：2018年12月から2019年7月まで、計7日間の監査を実施。

健康保険法違反に基づく行政処分事例



監査

監査要綱
第１ 目的（抜粋）

健康保険法第78条、国民健康保険法第45条の2及び高齢者の医療の確保
に関する法律第72条の規定に基づき、保険薬局に対し、健康保険法、船
員保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律による
療養の給付の内容又は調剤報酬の請求について行う監査に関する基本的
事項を定めることにより、保険診療の質的向上及び適正化を図ることを
目的とする。



監査

監査要綱
第２ 監査方針（要約）

監査は、調剤内容又は調剤報酬の請求について、不正又は著しい不当が
疑われる場合等において、的確に事実関係を把握し、公正かつ適切な措
置を採ることを主眼とする。



不正(請求)と不当(請求)

不正請求
詐欺や不法行為に当たるもの

• 無資格調剤
• 架空請求
• 付増請求
• 振替請求
• 二重請求

不当請求
算定要件を満たさない等調剤報酬請求
の妥当性を欠くもの

例）
• 治療上の必要性が認められない患者
に一包化して一包化加算を算定して
いる。

• ハイリスク薬が複数処方されている
のに全てを対象に服薬指導せず、特
定薬剤管理指導加算を算定している。



無資格調剤～薬剤師以外の者による調剤行為事案の発生について～

薬剤師以外の者による
調剤行為事案の発生について

薬食総発0625第1号
平成27年6月25日

「軟膏剤、水剤、散剤等の医薬品を薬剤師以外の
者が直接計量、混合する行為は、たとえ薬剤師に
よる途中の確認行為があったとしても薬剤師法19
条への違反に該当する」



無資格調剤～調剤業務のあり方について（０４０２通知）～

調剤業務のありかたについて
薬食総発0402第1号

平成31年4月2日

「薬剤師が調剤に最終的な責任を有するというこ
とを前提として、薬剤師以外の者に実施させるこ
とが可能な業務の基本的な考え方について整理し
たものを提示」

薬剤師法第19条の解釈



鑑査後の措置

行政上の措置
（健康保険法第80条、81条）
1. 保険薬局の指定・保険薬剤師登録の

取り消し
2. 戒告
3. 注意

（健康保険法第65条）
取り消し処分となった場合は5年間は再
指定・再登録は行わない。

経済上の措置
（健康保険法第58条）
1. 調剤内容・調剤報酬の請求に関し、

不正・不当の事実が認められた場合、
原則として5年間分を返還する。

2. 最大で返還金にその40％が加算さ
れることもある。

行政上の取り消し処分の基準
故意に不正又は不当な調剤（調剤報酬の請求）を行った。
重大な過失により不正又は不当な調剤（調剤報酬の請求）を行った。



薬局の定義と医薬品販売制度について



改正薬機法
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

第２条：薬局の定義

「薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所」

⇩
「薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務並びに薬剤及び医薬品の
適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務を
行う場所」

薬剤 ＝調剤された薬剤
医薬品＝OTC



医薬品販売制度

薬事法及び薬剤師法の一部を改正する
法律等の施行等について

薬食発0310第1号
平成26年3月10日

薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律（平成
25年12月13日公布、平成25年法律第103号）に基
づく医薬品販売制度が平成26年6月12日に施行。
• 「要指導医薬品」の新設
• 1類～3類医薬品の特定販売の適用 等



医薬品販売制度に関する自己点検の実施について



自己点検表について

◆この自己点検表は、医薬品販売制度等における主
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、Ⅲは取り扱い医薬品に応じた項目に
ついての確認）。

報告方法
「医薬品販売制度に関する自己点検表」（Excel
ファイル）をダウンロードいただき、下記メールア
ドレスjigyou-ka@mail.kpa.or.jpまで添付ファイル
として令和3年12月7日（火）までに送付



ご清聴ありがとうございました
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