「神戸市薬局等許可審査基準及び指導基準」新旧対照表（抄）
※軽微な文言修正等の内容に影響のないものについては記載を省略しています。

平成30年1月31日施行予定

第３

薬

局

等
改正案

種
類

条

項

法令の定め

審査基準

現行
指導基準

審査基準

指導基準

構造設備
構
規

１

１

１～８

（省略）

９ 貯蔵設備を設ける区
域が，他の区域から明確
に区別されていること。

10 イ～ハ

（省略）

ニ 薬剤師不在時間が
ある薬局にあつては、閉
鎖することができる構造
であること。

（省略）
１－９
構規第１条第１項第９
号に規定する「他の区域」
との区別とは，医薬品を
貯蔵する場所を特定の場
所に限定すればよいもの
とする。

（省略）

（省略）

（新設）

（省略）

（省略）

ニ 構規第１条第１項
第10号ニに規定する閉鎖
の方法については，原則
施錠することとし、施錠
が困難な場合は、シャッ
ター、パーティション等
の構造設備により物理的
に遮断され、社会通念上、
進入することが困難な方
法により行うこと。
薬剤師不在時間とは、
開店時間のうち、
①当該薬局において調

（新設）

（省略）

改正案
種
類

条

項

法令の定め

審査基準

現行
指導基準

審査基準

指導基準

剤に従事する薬剤師が当
該薬局以外の場所におい
てその業務を行うため、
②やむを得ず、かつ、
一時的に当該薬局におい
て薬剤師が不在となる時
間
をいうこと。
11～16 （省略）
規
則

15
の
16

体
制
省
令

１

（省略）

（薬剤師不在時間の掲
示）
法第９条の４の規定に
よる掲示のうち，薬剤師
不在時間に係る事項は、
当該薬局内の見やすい場
所及び当該薬局の外側の
見やすい場所に掲示する
ものとする。

１

１ 薬局の開店時間（規
則第１条第２項第３号に
規定する開店時間をい
う。）内は，常時，当該
薬局において調剤に従事
する薬剤師が勤務してい
ること。ただし，薬剤師
不在時間内は，調剤に従
事する薬剤師が当該薬局

体制省令第１条第１項
第１号に規定する開店時
間について，一般用医薬
品の特定販売を行う薬局
にあっては，その開店時
間の１週間の総和が30時
間以上であり，そのうち
深夜（午後10時から午前5
時まで）以外の開店時間

（省略）
規則15条の16に規定す
る薬剤師不在時間にかか
る掲示事項とは以下のも
のをいうこと。
①調剤に従事する薬剤
師が不在のため調剤に応
じることができない旨
②調剤に従事する薬剤
師が不在にしている理由
③調剤に従事する薬剤
師が当該薬局に戻る予定
時刻
当該薬局以外の場所か
ら薬局に戻った際は、薬
剤師不在時間内に当該薬
局において勤務している
従事者に状況を報告させ
るとともに、以下の事項
を薬局の管理に関する帳
簿に記載すること。
①薬剤師が不在となっ

（新設）

体制省令第１条第１項
第１号に規定する開店時
間について，一般用医薬
品の特定販売を行う薬局
にあっては，その開店時
間の１週間の総和が30時
間以上であり，そのうち
深夜（午後10時から午前5
時まで）以外の開店時間

（新設）

改正案
種
類

条

項

現行

法令の定め

審査基準

指導基準

審査基準

以外の場所において当該
薬局の業務を行うために
勤務していること。

の１週間の総和が15時間
以上であること。

た理由（薬局外で行って
いた業務の内容）
②薬剤師が不在となっ
た時間
③薬剤師不在時間内に
おける薬局の状況

の１週間の総和が15時間
以上であること。

２～６

（省略）

（省略）

（省略）

（省略）

（省略）

（省略）

（省略）

（省略）

（省略）

指導基準

７ 一日当たりの薬剤師
不在時間は、四時間又は
当該薬局の一日の開店時
間の二分の一のうちいず
れか短い時間を超えない
こと。
８ 薬剤師不在時間内
は、法第七条第一項又は
第二項の規定による薬局
の管理を行う薬剤師が，
薬剤師不在時間内に当該
薬局において勤務してい
る従事者と連絡ができる
体制を備えていること。
９ 薬剤師不在時間内に
調剤を行う必要が生じた
場合に近隣の薬局を紹介
すること又は調剤に従事
する薬剤師が速やかに当
該薬局に戻ることその他
必要な措置を講じる体制
を備えていること。
10～14 （省略）

改正案
種
類

条

項

法令の定め

審査基準

15 調剤の業務に係る医
療の安全を確保するた
め，指針の策定，従事者
に対する研修の実施その
他必要な措置が講じられ
ていること。

体制省令第１条第１項
第15号から第17号におい
て規定する調剤の業務に
係る医療の安全及び調剤
された薬剤の情報提供及
び指導その他の調剤業務
に係る適正な管理及び医
薬品（薬局医薬品，要指
導医薬品及び一般用医薬
品）の情報提供，販売又
は授与の業務に係る適正
な管理（以下「業務の適
正管理等」という。）を
確保するための指針につ
いては，以下の事項を含
むこと。
１ 薬局における業務
の適正管理等を確保する
ための基本的考え方に関
すること。
２ 従事者に対する研
修の実施に関すること。
登録販売者が従事してい
る薬局においては，登録
販売者に対する外部研修
に関する規定を盛り込む
こと。
３ その他講じるべき
措置を盛り込むこと。

現行
指導基準

薬局等の従事者に対す
る研修の実施に際して
は、偽造医薬品の流通防
止のために必要な各種対
応に係る内容を含むこ
と。
外部研修については，
「登録販売者の資質の向
上のための外部研修に関
するガイドライン（薬局
開設者並びに店舗販売業
者及び配置販売業者が委

審査基準
体制省令第１条第１項
第12号から第14号におい
て規定する調剤の業務に
係る医療の安全及び調剤
された薬剤の情報提供及
び指導その他の調剤業務
に係る適正な管理及び医
薬品（薬局医薬品，要指
導医薬品及び一般用医薬
品）の情報提供，販売又
は授与の業務に係る適正
な管理（以下「業務の適
正管理等」という。）を
確保するための指針につ
いては，以下の事項を含
むこと。
１ 薬局における業務
の適正管理等を確保する
ための基本的考え方に関
すること。
２ 従事者に対する研
修の実施に関すること。
登録販売者が従事してい
る薬局においては，登録
販売者に対する外部研修
に関する規定を盛り込む
こと。
３ その他講じるべき措
置を盛り込むこと。

指導基準

（新設）

改正案
種
類

条

項

法令の定め

審査基準

現行
指導基準

審査基準

指導基準

託して行う外部研修につ
いて）」（H24.3.26薬食
総発0326第1号）に基づく
ものであること。

体
制
省
令

１

２

16、17 （省略）

（省略）

（省略）

（省略）

（省略）

１、２

（省略）

（省略）

（省略）

（省略）

（省略）

３ 医薬品の貯蔵設備を
設ける区域に立ち入るこ
とができる者の特定
４ 医薬品の安全使用並
びに調剤された薬剤及び
医薬品の情報提供のため
の業務に関する手順書の
作成及び当該手順書に基
づく業務の実施

体制省令第１条第２項
第４号 において規定さ
れている医薬品の安全使
用並びに調剤された薬剤
及び医薬品の情報提供の
ための業務に関する手順
書については，以下の事
項を含むこと。
１ 薬局で取り扱う医
薬品の購入に関する事項

貯蔵設備を設ける区域に
立ち入ることができる者
の範囲と立ち入る際の方
法を定めること。
医薬品の安全使用並び
に調剤された薬剤及び医
薬品の情報提供のための
業務に関する手順書につ
いては，以下の事項を含
むこと。

１ 薬局で取り扱う医薬
品の購入に関する事項と
して次のことを含むこ
と。
・規則第14条に規定す
る医薬品の譲受け及び譲
渡に関する記録の作成
・規制医薬品（麻薬，
覚醒剤原料，向精神薬（第
１種，第２種），毒薬及
び劇薬をいう。以下同

（新設）

体制省令第１条第２項
第１号 において規定さ
れている医薬品の安全使
用並びに調剤された薬剤
及び医薬品の情報提供の
ための業務に関する手順
書については，以下の事
項を含むこと。
１ 薬局で取り扱う医
薬品の購入に関する事項

医薬品の安全使用並び
に調剤された薬剤及び医
薬品の情報提供のための
業務に関する手順書につ
いては，以下の事項を含
むこと。

１ 薬局で取り扱う医薬
品の購入に関する事項と
して次のことを含むこ
と。
・規則第14条に規定す
る医薬品の譲受け及び譲
渡に関する記録の作成
・規制医薬品（麻薬，
覚醒剤原料，向精神薬（第
１種，第２種），毒薬及
び劇薬をいう。以下同

改正案
種
類

条

項

法令の定め

審査基準

２ 医薬品の管理に関す
る事項

３ 調剤の業務に関する
事項及び医薬品の販売及
び授与の業務に関する事

現行
指導基準

じ。）の譲受証・譲渡証
の取扱い
・規制医薬品の受入れ
手順
・医薬品の譲受時の確
認方法及び返品の際の取
扱い
・偽造医薬品等を発見
した際の対応手順
２ 医薬品の管理に関す
る事項として次のことを
含むこと。
・管理記録簿の作成
・医薬品の貯蔵，陳列，
搬送等の手順
・医薬品の貯蔵設備、
貯蔵施設を設ける区域に
立ち入ることができる者
及び立ち入る際の方法
・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
等の法令により適切な管
理が求められている医薬
品（麻薬・向精神薬，覚
醒剤原料，毒薬・劇薬，
特定生物由来製品，要指
導医薬品，第一類医薬品，
指定第二類医薬品等）の
管理方法
３ 調剤の業務に関する
事項として次のことを含
むこと。

審査基準

指導基準
じ。）の譲受証・譲渡証
の取扱い
・規制医薬品の受入れ
手順
（新設）

２ 医薬品の管理に関す
る事項

３ 調剤の業務に関する
事項及び医薬品の販売及
び授与の業務に関する事

（新設）
２ 医薬品の管理に関す
る事項として次のことを
含むこと。
・管理記録簿の作成
・医薬品の貯蔵，陳列，
搬送等の手順
・医薬品の保管場所

・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
等の法令により適切な管
理が求められている医薬
品（麻薬・向精神薬，覚
醒剤原料，毒薬・劇薬，
特定生物由来製品，要指
導医薬品，第一類医薬品，
指定第二類医薬品等）の
管理方法
３ 調剤の業務に関する
事項として次のことを含
むこと。

改正案
種
類

条

項

法令の定め

審査基準
項

現行
指導基準

審査基準

指導基準

・患者情報（薬剤の服 項
用歴，医療機関の受診等）
の収集
・疑義照会方法
・調剤方法
・調剤器具・機器の保
守・点検
・処方箋や調剤薬の監
査方法
・患者に対する服薬指
導方法
・薬剤師不在時間があ
る薬局にあつては、薬剤
師不在時間における薬局
の適正な管理方法

・患者情報（薬剤の服
用歴，医療機関の受診等）
の収集
・疑義照会方法
・調剤方法
・調剤器具・機器の保
守・点検
・処方箋や調剤薬の監
査方法
・患者に対する服薬指
導方法

医薬品の販売及び授与の
業務に関する事項として
次のことを含むこと。
・購入者等情報の収集
・医薬品の選択
・医薬品の区分（調剤
された薬剤，薬局医薬品，
要指導医薬品，第一類医
薬品，第二類医薬品・第
三類医薬品）ごとの販売
方法・情報提供の方法・
相談時の対応・指導方法
・法第46条に規定する
毒薬又は劇薬に係る譲渡
手続きに関する事項
・規則第15条の２に規
定する濫用等のおそれの

医薬品の販売及び授与の
業務に関する事項として
次のことを含むこと。
・購入者等情報の収集
・医薬品の選択
・医薬品の区分（調剤
された薬剤，薬局医薬品，
要指導医薬品，第一類医
薬品，第二類医薬品・第
三類医薬品）ごとの販売
方法・情報提供の方法・
相談時の対応・指導方法
・法第46条に規定する
毒薬又は劇薬に係る譲渡
手続きに関する事項
・規則第15条の２に規
定する濫用等のおそれの

（新設）

改正案
種
類

条

法令の定め

項

審査基準

現行
指導基準

審査基準

ある医薬品の販売等に関
する事項
・医薬品の譲渡に関す
る事項
・医薬品の分割販売に
関する事項
４～７

（省略）

指導基準
ある医薬品の販売等に関
する事項
（新設）
（新設）

（省略）

（省略）

（省略）

（省略）

（省略）

（省略）

５ 調剤及び医薬品の販
売又は授与の業務に係る
適正な管理のための業務
に関する手順書の作成及
び当該手順書に基づく業
務の実施
６ 薬剤師不在時間があ
る薬局にあつては、薬剤
師不在時間における薬局
の適正な管理のための業
務に関する手順書の作成
及び当該手順書に基づく
業務の実施
７

（省略）

（省略）

第４

店舗販売業
改正案

種
類

条

項

法令の定め

審査基準

現行
指導基準

審査基準

指導基準

構造設備
構
規

２

１

１～８

（省略）

９ 貯蔵設備を設ける区
域が，他の区域から明確
に区別されていること。

体
制
省
令

１

１

（省略）

（省略）

１－９
構規第１条第１項第９
号に規定する「他の区域」
との区別とは，医薬品を
貯蔵する場所を特定の場
所に限定すればよいもの
とする。
１-10～13 （省略）

１～８

（省略）

（省略）

体制省令第２条第１項
第９号に規定する要指導
医薬品等の適正販売等を
確保するための指針につ
いては，以下の事項を含
むこと。
１ 要指導医薬品及び
一般用医薬品の適正販売
等を確保するための基本
的考え方に関すること。
２ 従事者に対する研
修の実施に関すること。

薬局等の従事者に対す
る研修の実施に際して

９ 法第36条の６第１項
及び第４項の規定による
情報の提供及び指導並び
に法第36条の10第１項，
第３項及び第５項の規定
による情報の提供その他
の要指導医薬品及び一般
用医薬品の販売又は授与
の業務（要指導医薬品及
び一般用医薬品の貯蔵に
関する業務を含む。）に
係る適正な管理（以下「要

（省略）

（新設）

10～13 （省略）

（省略）

（省略）

１-９～12 （省略）

（省略）

（省略）

（新設）

改正案
種
類

体
制
省
令

条

２

法令の定め

審査基準

指導基準

指導医薬品等の適正販売
等」という。）を確保す
るため，指針の策定，従
事者に対する研修（特定
販売を行う店舗にあって
は，特定販売に関する研
修を含む。）の実施その
他必要な措置が講じられ
ていること。

登録販売者について
は，登録販売者に対する
外部研修に関する規定を
盛り込むこと。
３ その他講じるべき
措置を盛り込むこと。

は、偽造医薬品の流通防
止のために必要な各種対
応に係る内容を含むこ
と。
外部研修については，
「登録販売者の資質の向
上のための外部研修に関
するガイドライン（薬局
開設者並びに店舗販売業
者及び配置販売業者が委
託して行う外部研修につ
いて）」（H24.3.26薬食
総発0326第1号）に基づく
ものであること。

１

（省略）

（省略）

項

２

現行

（省略）

２ 医薬品の貯蔵設備を
設ける区域に立ち入るこ
とができる者の特定
３ 要指導医薬品等の適
正販売等のための業務に
関する手順書の作成及び
当該手順書に基づく業務
の実施

体制省令第２条第２項
第３号において規定され
ている要指導医薬品等の
適正販売等のための業務
に関する手順書について
は，以下の事項を含むこ
と。
１ 店舗で取り扱う医薬
品の購入に関する事項

貯蔵設備を設ける区域に
立ち入ることができる者
の範囲と立ち入る際の方
法を定めること。
要指導医薬品等の適正
販売等のための業務に関
する手順書については，
以下の事項を含むこと。

１ 店舗で取り扱う医薬
品の購入に関する事項と
して次のことを含むこ
と。

審査基準

（省略）

指導基準

（省略）
（新設）

体制省令第２条第２項
第２号において規定され
ている要指導医薬品等の
適正販売等のための業務
に関する手順書について
は，以下の事項を含むこ
と。
１ 店舗で取り扱う医薬
品の購入に関する事項

要指導医薬品等の適正
販売等のための業務に関
する手順書については，
以下の事項を含むこと。

１ 店舗で取り扱う医薬
品の購入に関する事項と
して次のことを含むこ
と。

改正案
種
類

条

項

法令の定め

審査基準

２ 医薬品の管理に関す
る事項

３ 医薬品の販売及び授
与の業務に関する事項

現行
指導基準

・規則第146条に規定す
る医薬品の譲受け及び譲
渡に関する記録の作成
・医薬品の譲受時の確
認方法及び返品の際の取
扱い
・偽造医薬品等を発見
した際の対応手順
２ 医薬品の管理に関す
る事項として次のことを
含むこと。
・管理記録簿の作成
・医薬品の貯蔵，陳列，
搬送等の手順
・医薬品の貯蔵設備、
貯蔵施設を設ける区域に
立ち入ることができる者
及び立ち入る際の方法
・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
等の法令により適切な管
理が求められている医薬
品（劇薬，要指導医薬品，
第一類医薬品，指定第二
類医薬品等）の管理方法
３ 医薬品の販売及び授
与の業務に関する事項と
して次のことを含むこ
と。
・購入者等情報の収集
・医薬品の選択
・医薬品の区分（要指

審査基準

指導基準
・規則第146条に規定する
医薬品の譲受け及び譲渡
に関する記録の作成
（新設）

２ 医薬品の管理に関す
る事項

３ 医薬品の販売及び授
与の業務に関する事項

（新設）
２ 医薬品の管理に関す
る事項として次のことを
含むこと。
・管理記録簿の作成
・医薬品の貯蔵，陳列，
搬送等の手順
・医薬品の保管場所

・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
等の法令により適切な管
理が求められている医薬
品（劇薬，要指導医薬品，
第一類医薬品，指定第二
類医薬品等）の管理方法
３ 医薬品の販売及び授
与の業務に関する事項と
して次のことを含むこ
と。
・購入者等情報の収集
・医薬品の選択
・医薬品の区分（要指

改正案
種
類

条

法令の定め

項

審査基準

現行
指導基準

審査基準

導医薬品，第一類医薬品，
第二類医薬品・第三類医
薬品）ごとの販売方法・
情報提供の方法・相談時
の対応・指導方法
・法第46条に規定する
毒薬又は劇薬に係る譲渡
手続きに関する事項
・規則第147条の３に規
定する濫用等のおそれの
ある医薬品の販売等に関
する事項
・医薬品の譲渡に関す
る事項
・医薬品の分割販売に
関する事項
４～６

４

（省略）

（省略）

（省略）

指導基準
導医薬品，第一類医薬品，
第二類医薬品・第三類医
薬品）ごとの販売方法・
情報提供の方法・相談時
の対応・指導方法
・法第46条に規定する
毒薬又は劇薬に係る譲渡
手続きに関する事項
・規則第147条の３に規
定する濫用等のおそれの
ある医薬品の販売等に関
する事項
（新設）
（新設）

（省略）

（省略）

（省略）

（省略）

（省略）

（省略）

第８

附則
改正案

（前段省略）

現行
（前段省略）

附則

附則

１

１

本基準は平成28年10月1日から適用する。

本基準は平成28年10月1日から適用する。

附則
１ 本基準は平成30年1月31日から適用する。

（新設）

