
令和2年度
医薬品販売制度実態把握調査について

令和3年10月27日（水）
佐賀県健康福祉部薬務課
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1.医薬品販売制度実態把握調査とは

厚⽣労働省が⺠間業者委託により、実店舗やインターネットで消費者に
適切に説明を⾏っているかどうか等の医薬品の販売ルールの遵守状況に
ついて、⼀般消費者の⽴場から、実際の医薬品販売の状況を調査し、実
態を把握することを目的として実施している調査。

医薬品医療機器等法第2条
１２ この法律で「薬局」とは、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(その開設者が併せ行う医薬品の販売業に必要な場所を含む。)をいう。ただし、病
院若しくは診療所又は飼育動物診療施設の調剤所を除く。

医薬品医療機器等法第2条
１２ この法律で「薬局」とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場
所(その開設者が医薬品の販売業を併せ行う場合には、その販売業に必要な場所を含
む。）をいう。ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設の調剤所を除く。

（薬局とは）

改
訂
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3.調査期間

令和2年調査期間
実店舗調査︓令和２年11月〜令和３年２月
特定販売 ︓令和２年11月〜令和３年３月

2.調査対象

全国（47 都道府県）の薬局・店舗販売業の許可を取得している店舗

【実店舗】 （R2年度調査︓5,025件（薬局1,861件、店舗販売業3,164件））
→都道府県の人口や店舗数を考慮し、⼀般消費者である調査員が任意に選択した店舗
→R2年度佐賀県調査︓28件（薬局11件、店舗販売業17件）

【特定販売】（R2年度調査︓500件）
（R2年度佐賀県調査︓3件（薬局1件、店舗販売業2件））

→厚⽣労働省ホームページに掲載されている「⼀般⽤医薬品の販売サイト⼀覧」が対象
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4.令和2年度医薬品販売制度実態把握調査結果通知

【店舗での販売】
→前回に比べて全体的に改善。

→ただ、前回の調査で遵守率が低かった項目
●「第⼀類医薬品の情報提供を⾏ったうち、⽂
書による情報提供の有無」

●「濫⽤等のおそれのある医薬品を複数購⼊し
ようとしたときの対応」に関しては、
依然として他の項目より低い割合となっている。

【インターネットでの販売】
→例年遵守率の低い項目である「濫⽤等のおそれの
ある医薬品を複数購⼊しようとしたときの対応が適
切であった」の割合は、前回から改善したものの、
依然として他の項目より低い割合となっている。
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4.令和2年度医薬品販売制度実態把握調査結果通知
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5.主な調査項目

令和2年度医薬品販売制度実態把握調査

【構造・陳列】
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5.主な調査項目

要指導医薬品の陳列状況
【構造・陳列】

令和2年度 医薬品販売制度実態把握調査 調査結果報告書 抜粋

＜全国陳列状況＞ ＜佐賀県陳列状況＞

年度 遵守率
令和2年度 100％
令和元年度 100％
平成30年度 80％
平成29年度 100％
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5.主な調査項目

【構造・陳列】
第1類医薬品の陳列状況

令和2年度 医薬品販売制度実態把握調査 調査結果報告書 抜粋

＜佐賀県陳列状況＞

年度 遵守率
令和2年度 100％
令和元年度 100％
平成30年度 83.3％
平成29年度 100％

＜全国陳列状況＞
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4.主な調査項目

【構造・陳列】
第2類医薬品の陳列状況

令和2年度 医薬品販売制度実態把握調査 調査結果報告書 抜粋

年度 遵守率
令和2年度 89.3％
令和元年度 81.3％
平成30年度 85.2％
平成29年度 66.7％
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5.主な調査項目

【構造・陳列】
第3類医薬品の陳列状況

令和2年度 医薬品販売制度実態把握調査 調査結果報告書 抜粋

年度 遵守率
令和2年度 92.6％
令和元年度 81.3％
平成30年度 85.2％
平成29年度 68.6％
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5.主な調査項目

【構造・陳列】
医薬品医療機器等法第57条の2関連

＜医薬品医療機器等法第57条の2 抜粋＞

第五十七条の二 薬局開設者又は医薬品の販売業者は、医薬品を他の物と区別して貯蔵し、又は陳列しな
ければならない。

２ 薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品及び⼀般⽤医薬品(専ら動物のために使⽤されることが
目的とされているものを除く。)を陳列する場合には、厚⽣労働省令で定めるところにより、これらを区
別して陳列しなければならない。

３ 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、⼀般⽤医薬品を陳列する場合には、厚⽣労働省令で
定めるところにより、第⼀類医薬品、第二類医薬品又は第三類医薬品の区分ごとに、陳列しなければな
らない。

医薬品の陳列について
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5.主な調査項目

Q ⼀般⽤医薬品の区分ごとの陳列を⾏うに当たって、当該区分ごとに棚を分けたり、仕切りを設けたり
することは必要か。

A 必ずしも必要ではないが、購⼊者からみて紛らわしい陳列⽅法とならないように適切に対応されたい。

＜Q＆A＞（平成22年2月9⽇付け厚⽣労働省医薬⾷品局総務課及び同局監視指導・⿇薬対策課事務連絡 抜粋）

Q 陳列棚内で区分してあれば、要指導医薬品と第1類医薬品を同じ陳列棚に陳列して差し支えないか。

A 差し支えない。

＜Q＆A＞（平成26年3月31⽇付け厚⽣労働省医薬⾷品局総務課及び同局監視指導・⿇薬対策課事務連絡 抜粋）
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5.主な調査項目

【構造・陳列】要指導医薬品・第1類医薬品
要指導医薬品及び第1類医薬品の陳列設備は、次のいずれかに適合すること。

①.要指導医薬品及び第1類医薬品を陳列する陳列設備(以下、「陳列設備」という。)から1.2メートル
以内の範囲に、医薬品購⼊者等が進⼊することができないよう必要な措置が採られていること。

②.鍵をかけた陳列設備
③.医薬品購⼊者等が直接⼿の触れられない陳列設備に陳列する場合。

※開店時間のうち、要指導医薬品及び第1類医薬品を販売し、又は授与しない時間がある場合には、要指導医薬品及び第1類医薬品陳列区画を
閉鎖することができる構造のものであること。

※要指導医薬品及び第1類医薬品陳列区画の内部又近接する場所に情報提供設備を設置すること。
※要指導医薬品、第⼀類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品を混在させないように陳列すること等。

医薬品医療機器等法施⾏規則第218条の3〜4関連
薬局等構造設備規則 第1条第11号・第12号・第13号関連

調剤室

1.2ｍ

陳列設備陳列設備

内開き構造

①

陳列設備②

③

鍵付き構造
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5.主な調査項目

【構造・陳列】指定第2類医薬品 医薬品医療機器等法施⾏規則第218条の4関連
薬局等構造設備規則 第1条第13号関連

指定第2類医薬品の陳列設備は、次のいずれかに適合すること。

①.情報提供設備から7ｍ以内の範囲にあること。
②.指定第2類医薬品を陳列する陳列設備(以下、「陳列設備」という。)から1.2メートル以内の範囲に、
医薬品購⼊者等が進⼊することができないよう必要な措置が採られていること

③.鍵をかけた陳列設備

※要指導医薬品、第⼀類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品を混在させないように陳列すること等。

7ｍ

① ①①

②

1.2ｍ
陳列設備③

陳列設備

14



5.主な調査項目

＜Q＆A＞（平成22年7月12⽇付け厚⽣労働省医薬⾷品局総務課及び同局監視指導・⿇薬対策課事務連絡 抜粋）

Q 第1類医薬品を販売等する薬局又は店舗販売業の店舗において、第1類医薬品を陳列するために必要な
陳列棚その他の設備（以下「陳列設備」という。）が、かぎをかけた設備又は購⼊者等が直接⼿の触れ
られない設備である場合、構造設備規則第1条第1項第10号又は第2条第1項第9号の情報を提供するた
めの設備（以下「情報提供設備」という。）は、第1類医薬品陳列区画（第1類医薬品を陳列する陳
列設備から1.2ｍ以内の範囲をいう。）から離れた場所に設置してよいか。

A 情報提供設備は、陳列設備がかぎをかけた設備又は購⼊者等が直接⼿の触れられない設備であるか否
かにかかわらず、また、陳列設備から情報提供設備までの距離が1.2ｍ以内であるか否かにかかわらず、
情報提供が可能な範囲である第1類医薬品陳列区画の内部又は近接する場所に設置する必要がある。

15



5.主な調査項目

令和2年度医薬品販売制度実態把握調査

【名札】
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5.主な調査項目

従業員全員又は⼀部において、名札で専門家の区別
【名札】

令和2年度 医薬品販売制度実態把握調査 調査結果報告書 抜粋

＜佐賀県状況＞

年度 遵守率
令和2年度 85.7％
令和元年度 84.4％
平成30年度 92.6％
平成29年度 88.9％

＜全国状況＞

医薬品医療機器等法施⾏規則第15条関連
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5.主な調査項目

従業員全員又は⼀部において、名札で専門家の区別
【名札】 医薬品医療機器等法施⾏規則第15条関連

＜医薬品医療機器等法施⾏規則第15条 抜粋＞

第十五条 薬局開設者は、薬剤師、登録販売者又は⼀般従事者(その薬局において実務に従事する薬剤師又
は登録販売者以外の者をいう。第十五条の八第⼀項において同じ。)であることが容易に判別できるよう
その薬局に勤務する従事者に名札を付けさせることその他必要な措置を講じなければならない。

２ 薬局開設者は、過去五年間のうち、薬局、店舗販売業又は配置販売業において⼀般従事者(その薬局、
店舗又は区域において実務に従事する薬剤師又は登録販売者以外の者をいう。)として薬剤師又は登録
販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間及び登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理
者としての業務を含む。)に従事した期間(以下この項において「従事期間」という。)が通算して二年
に満たない登録販売者が付ける前項の名札については、その旨が容易に判別できるよう必要な表記を
しなければならない。ただし、次の各号に定める要件を満たす登録販売者については、この限りでない。
⼀ 従事期間が通算して二年以上であること。
二 店舗管理者又は区域管理者としての業務の経験があること。
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5.主な調査項目

＜Q＆A＞（平成22年2月9⽇付け厚⽣労働省医薬⾷品局総務課及び同局監視指導・⿇薬対策課事務連絡 抜粋）
Q 薬局又は店舗販売業の店舗において、⼀般従事者が白衣を着⽤することは可能か。

A 平成21年5月8⽇付け薬⾷発第0508003号「薬事法の⼀部を改正する法律等の施⾏等について」の
とおり、⼀般従者者にいわゆる白衣を着⽤させることは、購⼊者に当該⼀般従者が薬剤師又は登録販
売者であると誤認を与えるおそれがあり、適切ではないと考える。

従業員全員又は⼀部において、名札で専門家の区別
【名札】 医薬品医療機器等法施⾏規則第15条関連

＜Q＆A＞（平成22年7月12⽇付け厚⽣労働省医薬⾷品局総務課及び同局監視指導・⿇薬対策課事務連絡 抜粋）
Q 薬事法施⾏規則（昭和36年厚⽣省令第1号）第15条の2（第142条において準⽤する場合を含む。）
において、薬局開設者及び店舗販売業者は、その薬局又は店舗に勤務する従事者に名札を付けさせる
こととされているが、この名札には、姓のみを記載することで差し支えないと解してよいか。

A 「薬事法の⼀部を改正する法律等の施⾏等について」（平成21年5月8⽇付け薬⾷発第0508003号
厚⽣労働省医薬⾷品局⻑通知）においては、名札には⽒名を記載することとしており、姓及び名とも
に記載されたい。
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5.主な調査項目

令和2年度医薬品販売制度実態把握調査

【掲示物】
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5.主な調査項目

リスク分類の定義・解説の掲示
【掲示】

＜佐賀県状況＞＜全国状況＞

令和2年度 医薬品販売制度実態把握調査 調査結果報告書 抜粋

年度 遵守率
令和2年度 100％
令和元年度 93.8％
平成30年度 92.6％
平成29年度 72.2％

医薬品医療機器等法第9条の5関連
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5.主な調査項目

情報提供及び相談に関する定義・解説の掲示
【掲示】

令和2年度 医薬品販売制度実態把握調査 調査結果報告書 抜粋

＜佐賀県状況＞

年度 遵守率
令和2年度 82.1％
令和元年度 96.9％
平成30年度 92.6％
平成29年度 55.6％

＜全国状況＞

医薬品医療機器等法第9条の5関連
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5.主な調査項目

医薬品医療機器等法で定める主な掲示物
【掲示】

＜医薬品医療機器等法施⾏規則第3条 抜粋＞
(薬局開設の許可証の掲示)
第三条 薬局開設者は、薬局開設の許可証を薬局の⾒やすい場所に掲示しておかなければならない

＜医薬品医療機器等法第9条の5 抜粋＞
(薬局における掲示)
第九条の五 薬局開設者は、厚⽣労働省令で定めるところにより、当該薬局を利⽤するために必要な情
報であつて厚⽣労働省令で定める事項を、当該薬局の⾒やすい場所に掲示しなければならない。

＜医薬品医療機器等法施⾏規則第15条の15 抜粋＞
(薬局における掲示)
第十五条の十五 法第九条の五の規定による掲示(次条に規定するものを除く。)は、次項に定める事項を
表示した掲示板によるものとする。

２ 法第九条の五の厚⽣労働省令で定める事項(次条に規定するものを除く。)は、別表第⼀の二のとおり
とする。
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5.主な調査項目

医薬品医療機器等法で定める主な掲示物
【掲示】

＜別表第⼀の二＞

第⼀ 薬局又は店舗の管理及び運営に関する事項
⼀ 許可の区分の別
二 薬局開設者又は店舗販売業者の⽒名又は名称その他の薬局開設の許可証又は店舗販売業の許可証の記載事項
三 薬局の管理者又は店舗管理者の⽒名
四 当該薬局又は店舗に勤務する薬剤師又は第十五条第二項本⽂に規定する登録販売者以外の登録販売者若しくは同項本⽂に規定する
登録販売者の別、その⽒名及び担当業務

五 取り扱う要指導医薬品及び⼀般⽤医薬品の区分
六 当該薬局又は店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明
七 営業時間、営業時間外で相談できる時間及び営業時間外で医薬品の購⼊又は譲受けの申込みを受理する時間
八 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先

第二 薬局製造販売医薬品、要指導医薬品及び⼀般⽤医薬品の販売に関する制度に関する事項
⼀ 要指導医薬品、第⼀類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義並びにこれらに関する解説
二 要指導医薬品、第⼀類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説
三 要指導医薬品、第⼀類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供及び指導に関する解説
四 薬局製造販売医薬品を調剤室以外の場所に陳列する場合にあつては、薬局製造販売医薬品の定義及びこれに関する解説並びに表示、
情報の提供及び陳列(特定販売を⾏うことについて公告をする場合にあつては、当該広告における表示。六及び八において同じ。)
に関する解説

五 要指導医薬品の陳列に関する解説
六 指定第二類医薬品の陳列等に関する解説
七 指定第二類医薬品を購⼊し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第二類医薬品の禁忌を確認すること及び当該指定第二類
医薬品の使⽤について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨

八 ⼀般⽤医薬品の陳列に関する解説
九 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
十 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
十⼀その他必要な事項
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5.主な調査項目

リスク分類の定義・解説の掲示
【掲示】

医薬品医療機器等法第9条の5関連

＜医薬品医療機器等法第9条の5 抜粋＞

(薬局における掲示)
第九条の五 薬局開設者は、厚⽣労働省令で定めるところにより、当該薬局を利⽤するために必要な情報
であつて厚⽣労働省令で定める事項を、当該薬局の⾒やすい場所に掲示しなければならない。

＜Q＆A＞（平成26年5月7⽇付け厚⽣労働省医薬⾷品局総務課及び同局監視指導・⿇薬対策課事務連絡 抜粋）

Q 要指導医薬品や第⼀類医薬品を取り扱わない薬局・薬店でも、要指導医薬品や全ての区分の⼀般⽤医
薬品の定義やそれらに関する解説などの提示事項を掲示しなければならないのか。

A 要指導医薬品及び⼀般⽤医薬品の販売制度の全般について、購⼊者に理解していただくため、要指導
医薬品及び全ての区分の⼀般⽤医薬品に関する掲示事項を掲示する必要がある。
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5.主な調査項目

令和2年度医薬品販売制度実態把握調査

【第1類医薬品の販売における対応】
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5.主な調査項目

【第1類医薬品の販売における対応】
第１類医薬品の購入時、使⽤者の状況についての確認

令和2年度 医薬品販売制度実態把握調査 調査結果報告書 抜粋

＜佐賀県状況＞

年度 遵守率
令和2年度 100％
令和元年度 100％
平成30年度 66.7％
平成29年度 100％

＜全国状況＞

＜医薬品医療機器等法第36条の10 第2項＞
２ 薬局開設者又は店舗販売業者は、前項の規定による情報の提供を⾏
わせるに当たつては、当該薬剤師に、あらかじめ、第⼀類医薬品を使
⽤しようとする者の年齢、他の薬剤又は医薬品の使⽤の状況その他の
厚⽣労働省令で定める事項を確認させなければならない。

医薬品医療機器等法第36条の10関連
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5.主な調査項目

【第1類医薬品の販売における対応】
第１類医薬品の購入時の情報提供の有無

令和2年度 医薬品販売制度実態把握調査 調査結果報告書 抜粋

＜佐賀県状況＞

年度 遵守率
令和2年度 100％
令和元年度 100％
平成30年度 100％
平成29年度 100％

＜全国状況＞

医薬品医療機器等法第36条の10関連

＜医薬品医療機器等法第36条の10 第1項＞
薬局開設者又は店舗販売業者は、第⼀類医薬品の適正な使⽤のため、

第⼀類医薬品を販売し、又は授与する場合には、厚⽣労働省令で定める
ところにより、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事
する薬剤師に、厚⽣労働省令で定める事項を記載した書⾯(当該事項が電
磁的記録に記録されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を
厚⽣労働省令で定める⽅法により表示したものを含む。)を⽤いて必要な
情報を提供させなければならない。
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5.主な調査項目

【第1類医薬品の販売における対応】
第１類医薬品の購入時、文書を⽤いての情報提供

令和2年度 医薬品販売制度実態把握調査 調査結果報告書 抜粋

＜佐賀県状況＞

年度 遵守率
令和2年度 88.9％
令和元年度 100％
平成30年度 33.3％
平成29年度 33.3％

＜全国状況＞

＜医薬品医療機器等法第36条の10 第1項＞
薬局開設者又は店舗販売業者は、第⼀類医薬品の適正な使⽤のため、

第⼀類医薬品を販売し、又は授与する場合には、厚⽣労働省令で定める
ところにより、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事
する薬剤師に、厚⽣労働省令で定める事項を記載した書⾯(当該事項が電
磁的記録に記録されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を
厚⽣労働省令で定める⽅法により表示したものを含む。)を⽤いて必要な
情報を提供させなければならない。

医薬品医療機器等法第36条の10関連
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5.主な調査項目

【第1類医薬品の販売における対応】
第１類医薬品の購入時、情報提供の内容を理解したか、再質問はないかの確認

令和2年度 医薬品販売制度実態把握調査 調査結果報告書 抜粋

＜佐賀県状況＞

年度 遵守率
令和2年度 88.9％
令和元年度 88.9％
平成30年度 0％
平成29年度 66.7％

＜全国状況＞

医薬品医療機器等法施行規則第159条の15関連

＜医薬品医療機器等法施⾏規則第159条の15 ⼀部抜粋＞
第百五十九条の十五 薬局開設者又は店舗販売業者は、法第三十六条の十
第⼀項の規定による情報の提供を、次に掲げる⽅法により、その薬局又
は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に⾏わせなけれ
ばならない。

（省略）
五 情報の提供を受けた者が当該情報の提供の内容を理解したこと及び質
問の有無について確認させること。
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5.主な調査項目

【第1類医薬品の販売における対応】
第１類医薬品の購入時、薬剤師以外（名札で専門家の区別ができなかった場合
を含む。）が説明を⾏った。

令和2年度 医薬品販売制度実態把握調査 調査結果報告書 抜粋

＜佐賀県状況＞

年度 遵守率
令和2年度 100％
令和元年度 100％
平成30年度 100％
平成29年度 100％

＜全国状況＞

＜医薬品医療機器等法施⾏規則第159条の15 ⼀部抜粋＞
第百五十九条の十五 薬局開設者又は店舗販売業者は、法第三十六条の十
第⼀項の規定による情報の提供を、次に掲げる⽅法により、その薬局又
は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に⾏わせなけれ
ばならない。

医薬品医療機器等法施行規則第159条の15関連
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5.主な調査項目

【第1類医薬品の販売における対応】
第１類医薬品について相談した際、適切な回答の有無。

令和2年度 医薬品販売制度実態把握調査 調査結果報告書 抜粋

＜佐賀県状況＞

年度 遵守率
令和2年度 100％
令和元年度 100％
平成30年度 100％
平成29年度 100％

＜全国状況＞

＜医薬品医療機器等法第36条の10 第5項＞
５ 薬局開設者又は店舗販売業者は、⼀般⽤医薬品の適正な使⽤のため、
その薬局若しくは店舗において⼀般⽤医薬品を購⼊し、若しくは譲り
受けようとする者又はその薬局若しくは店舗において⼀般⽤医薬品を
購⼊し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購⼊され、
若しくは譲り受けられた⼀般⽤医薬品を使⽤する者から相談があつた
場合には、厚⽣労働省令で定めるところにより、その薬局又は店舗に
おいて医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、必
要な情報を提供させなければならない。

医薬品医療機器等法第36条の10関連
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5.主な調査項目

【第1類医薬品の販売における対応】
第１類医薬品について相談した際、薬剤師以外（名札で専門家の区別ができ
なかった場合を含む。）から回答があった。

令和2年度 医薬品販売制度実態把握調査 調査結果報告書 抜粋

＜佐賀県状況＞

年度 遵守率
令和2年度 100％
令和元年度 100％
平成30年度 100％
平成29年度 100％

＜全国状況＞

＜医薬品医療機器等法施⾏規則第159条の17 抜粋＞
第百五十九条の十七 薬局開設者又は店舗販売業者は、法第三十六
条の十第五項の規定による情報の提供を、次に掲げる⽅法により、
その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤
師又は登録販売者に⾏わせなければならない。
⼀ 第⼀類医薬品の情報の提供については、その薬局又は店舗に
おいて医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に⾏わせること。

医薬品医療機器等法施行規則第159条の17関連
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5.主な調査項目

令和2年度医薬品販売制度実態把握調査

【第２類医薬品の販売における対応】
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5.主な調査項目

【第２類医薬品の販売における対応】
第２類医薬品について相談した際、適切な回答の有無

令和2年度 医薬品販売制度実態把握調査 調査結果報告書 抜粋

＜佐賀県状況（指定第2類）＞

年度 遵守率
令和2年度 100％
令和元年度 100％
平成30年度 86.4％
平成29年度 100％

＜全国状況＞

＜医薬品医療機器等法第36条の10 第5項＞
５ 薬局開設者又は店舗販売業者は、⼀般⽤医薬品の適正な使⽤のため、
その薬局若しくは店舗において⼀般⽤医薬品を購⼊し、若しくは譲り
受けようとする者又はその薬局若しくは店舗において⼀般⽤医薬品を
購⼊し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購⼊され、
若しくは譲り受けられた⼀般⽤医薬品を使⽤する者から相談があつた
場合には、厚⽣労働省令で定めるところにより、その薬局又は店舗に
おいて医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、必
要な情報を提供させなければならない。

医薬品医療機器等法第36条の10関連
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5.主な調査項目

【第２類医薬品の販売における対応】
第２類医薬品について相談した際、薬剤師・登録販売者以外（名札で
専門家の区別ができなかった場合を含む。）から回答があった。

令和2年度 医薬品販売制度実態把握調査 調査結果報告書 抜粋

＜佐賀県状況（指定第2類）＞

年度 遵守率
令和2年度 91.7％
令和元年度 100％
平成30年度 81.8％
平成29年度 83.9％

＜全国状況＞

＜医薬品医療機器等法施⾏規則第159条の17 抜粋＞
第百五十九条の十七 薬局開設者又は店舗販売業者は、法第三十六条
の十第五項の規定による情報の提供を、次に掲げる⽅法により、そ
の薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又
は登録販売者に⾏わせなければならない。

（省略）
二 第二類医薬品又は第三類医薬品の情報の提供については、その
薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又
は登録販売者に⾏わせること。

医薬品医療機器等法施行規則第159条の17関連
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5.主な調査項目

【第２類医薬品の販売における対応】
第２類医薬品に関する注意喚起を認識の有無

令和2年度 医薬品販売制度実態把握調査 調査結果報告書 抜粋

＜佐賀県状況（指定第2類）＞

年度 遵守率
令和2年度 91.7％
令和元年度 84.2％
平成30年度 73.7％
平成29年度 61.3％

＜全国状況＞
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5.主な調査項目

＜医薬品医療機器等法施⾏規則第15条の7 抜粋＞
(指定第二類医薬品の販売等)
第十五条の七 薬局開設者は、指定第二類医薬品を販売し、又は授与する場合は、当該指定第二類医薬
品を購⼊し、又は譲り受けようとする者が別表第⼀の二第二の七に掲げる事項を確実に認識できるよ
うにするために必要な措置を講じなければならない。

＜別表第⼀の二 抜粋＞
第二
七 指定第二類医薬品を購⼊し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第二類医薬品の禁忌を確認
すること及び当該指定第二類医薬品の使⽤について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨

【第２類医薬品の販売における対応】
第２類医薬品に関する注意喚起を認識の有無

＜Q＆A＞（平成26年3月31⽇付け厚⽣労働省医薬⾷品局総務課及び同局監視指導・⿇薬対策課事務連絡 抜粋）
Q 「指定第2類医薬品を購⼊し、又は譲り受けようとする場合は、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第2類医薬品の使⽤について薬剤師又は登録販売者に相談すること
を勧める旨」を確実に認識できるようにするための必要な措置の具体的な⽅法としては、例え
ば、店頭では、購⼊者への声かけやレジ付近での分かりやすい掲示、インターネット販売では、
ポップアップ表示が考えられるが、いずれの⽅法も問題ないものか。

A 問題ない。
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5.主な調査項目

【第２類医薬品の販売における対応】
濫⽤等のおそれのある医薬品を複数購入について

令和2年度 医薬品販売制度実態把握調査 調査結果報告書 抜粋

＜佐賀県状況＞

年度 遵守率
令和2年度 100％
令和元年度 76.9％
平成30年度 12.5％
平成29年度 56.0％

＜全国状況＞
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5.主な調査項目

＜医薬品医療機器等法施⾏規則第15条の2 抜粋＞
(濫⽤等のおそれのある医薬品の販売等)
第十五条の二 薬局開設者は、薬局製造販売医薬品又は⼀般⽤医薬品のうち、濫⽤等のおそれがあるも
のとして厚⽣労働大臣が指定するもの(以下「濫⽤等のおそれのある医薬品」という。)を販売し、又は
授与するときは、次に掲げる⽅法により⾏わなければならない。
⼀ 当該薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、次に掲げる事項を
確認させること。
イ 当該医薬品を購⼊し、又は譲り受けようとする者が若年者である場合にあつては、当該者の⽒
名及び年齢

ロ 当該医薬品を購⼊し、又は譲り受けようとする者及び当該医薬品を使⽤しようとする者の他の
薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫⽤等のお
それのある医薬品の購⼊又は譲受けの状況

ハ 当該医薬品を購⼊し、又は譲り受けようとする者が、適正な使⽤のために必要と認められる数
量を超えて当該医薬品を購⼊し、又は譲り受けようとする場合は、その理由

ニ その他当該医薬品の適正な使⽤を目的とする購⼊又は譲受けであることを確認するために必要
な事項

二 当該薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、前号の規定により
確認した事項を勘案し、適正な使⽤のために必要と認められる数量に限り、販売し、又は授与させ
ること。

【第２類医薬品の販売における対応】
濫⽤等のおそれのある医薬品を複数購入について
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5.主な調査項目

＜「薬事法施⾏規則第15条の２の規定に基づき濫⽤等のおそれのあるものとして厚⽣労働大臣が指定す
る医薬品（告示）の施⾏について」（平成26年6月4⽇付け薬⾷発0604第2号厚⽣労働省医薬⾷品局⻑通知）抜粋＞

【第２類医薬品の販売における対応】
濫⽤等のおそれのある医薬品を複数購入について
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5.主な調査項目

【第２類医薬品の販売における対応】
濫⽤等のおそれのある医薬品を複数購入について
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5.主な調査項目

【第２類医薬品の販売における対応】
濫⽤等のおそれのある医薬品を複数購入について
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5.主な調査項目

【情報】
医薬品の購入時に薬局の名称等の必要な情報が伝えられなかった。

令和2年度 医薬品販売制度実態把握調査 調査結果報告書 抜粋

＜佐賀県状況＞

年度 遵守率
令和2年度 100％
令和元年度 100％
平成30年度 100％
平成29年度 94.4％

＜全国状況＞
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5.主な調査項目

(⼀般⽤医薬品の販売等)
第百五十九条の十四 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、法第三十六条の九の規定により、
第⼀類医薬品につき、次に掲げる⽅法により、その薬局、店舗又は区域において医薬品の販売若しく
は授与又は配置販売に従事する薬剤師に販売させ、又は授与させなければならない。

（省略）
三 当該第⼀類医薬品を販売し、又は授与した薬剤師の⽒名、当該薬局又は店舗の名称及び当該薬局、
店舗又は配置販売業者の電話番号その他連絡先を、当該第⼀類医薬品を購⼊し、又は譲り受けよう
とする者に伝えさせること。

２ 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、法第三十六条の九の規定により、第二類医薬品
又は第三類医薬品につき、次に掲げる⽅法により、その薬局、店舗又は区域において医薬品の販売若
しくは授与又は配置販売に従事する薬剤師又は登録販売者に販売させ、又は授与させなければならな

い。
二 当該第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、又は授与した薬剤師又は登録販売者の⽒名、当該
薬局又は店舗の名称及び当該薬局、店舗又は配置販売業者の電話番号その他連絡先を、当該第二類
医薬品又は第三類医薬品を購⼊し、又は譲り受けようとする者に伝えさせること。

【情報】
医薬品の購入時に薬局の名称等の必要な情報が伝えられなかった。

＜Q＆A＞（平成26年3月31⽇付け厚⽣労働省医薬⾷品局総務課及び同局監視指導・⿇薬対策課事務連絡 抜粋）
Q ⼀般⽤医薬品の情報提供に当たっては、情報提供を⾏った薬剤師又は登録販売者の⽒名を購⼊者に伝えさ
せることとされているが、薬局又は店舗内の情報提供を⾏う場所において「販売した薬剤師又は登録販売者
の⽒名」は名札を提示することにより伝えたとすることで差し支えないか。

A 情報提供⽂書等に記載するなどの⽅法が望ましいが、購⼊者に対して、情報提供を⾏った薬剤師又は登録販
売者の⽒名が確実に伝わる⽅法であれば、差し支えない。
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ご静聴ありがとうございました

献血への御協力
をお願いします
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