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第１章 新制度制定までの経緯と意義 

 

１．販売制度見直しまでの経緯 

 

（１） 医薬品販売における規制緩和要求 

平成15年2月17日、総合規制改革会議（当時）から経済財政諮問会議に「規制改

革推進のためのアクションプラン」が提出され、規制改革を推進すべき重点検討事項

の１つとして「医薬品の一般小売店における販売」が掲げられた。この中で、総合規

制改革会議は「対面で服薬指導されている実態は乏しい」と指摘した（表1-1）。 

日本薬剤師会は、この提言を“薬剤師不要論”と受け止め、全国紙の一面を通じた

意見広告の実施、薬局・薬剤師の行動計画の策定・実施・検証・公表、都道府県議会

における規制緩和への反対意見書の採択等、これまでにない反対活動を展開してきた。

その結果、医薬品を一般小売店で販売することは阻止できたが、371 品目が医薬部外

品へ分類替えとなった。 

このような措置にもかかわらず、総合規制改革会議は同12月22日の答申において、

「政府としても、一般小売店において、真の意味での“医薬品”の販売が可能となる

よう、医薬品と医薬部外品の定義とそれらの取り扱いを、販売方法における具体的措

置をも考慮に入れて、抜本的かつ早急に見直すべきと考える」と見解を示した。そし

て政府は平成16年3月30日、①近年の国民意識の変化、医薬分業の進展、ドラッグ

ストアの進出など、一般用医薬品を取り巻く環境の大きな変化、②一般用医薬品の販

売に関する制度と実態の乖離、③薬学教育6年制の導入に伴う薬剤師の専門性の向上

－という理由を示しつつ、薬事法が制定された昭和35年以来初めて、医薬品販売制度

の見直しを行うことを表明した。 

 

表1-1．医薬品の一般小売店における販売 

医薬品のうち、人体に対する作用が比較的穏やかなものについては、一般小売店における販

売を解禁 

＜厚生労働省の反対理由＞ 

医薬品は、過量使用・副作用のおそれがあるため、薬剤師が常駐して対面で服薬指導を

行える薬店などでしか、販売してはならない。 

＜経済財政諮問会議の考え方＞ 

一般の薬店・ドラッグストア等で、対面で服薬指導されている実態は乏しい。消費者ニ

ーズに対応するためにも、危険性の低い医薬品については販売可能とすべき。 

 

（２） 医薬品販売制度改正検討部会における検討 

厚生労働省は、平成16年4月に医薬品販売制度改正検討部会（厚生科学審議会）を

設置した。同部会では、一般用医薬品のリスク分類や情報提供のあり方等について検

討が進められ、平成17年12月15日に報告書を取りまとめた。 

同報告書では、一般用医薬品をリスクの程度に応じて3つに区分（第1類医薬品～

第3類医薬品）した上で、それぞれに応じて、①供給する専門家、②情報提供、③陳 
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列、④外箱表示－等に関する考え方を整理した。また、販売業態については、一般販

売業と薬種商販売業を店舗販売業として一本化し、特例販売業は廃止するとの方向性

が示された（図1-1）。 

そして政府は、この報告書を基に薬事法の改正案を作成、通常国会に提出し、平成

18年6月8日に成立した。 

 

図1-1．業態の変化 

【改正前】  【改正後】 

種類 
専門家 

（資質） 

販売可能な 

一般用医薬品
 種類 

専門家 

（資質） 

販売可能な 

一般用医薬品

薬局 薬局 薬剤師 

すべて 

（1,233 成分 

＋210 処方注２）

一般販売業 

薬剤師 

（国家試験） 

すべて 

（485 成分注１） 

店舗 

販売業

薬種商販売業 
薬種商販売業者 

（都道府県試験） 

指定医薬品以外

（474 成分注１） 

配置販売業 
配置販売業 

（試験なし） 

一定の品目 

（270 成分注１） 

 

配置 

販売業

薬剤師 

または 

登録販売者 

薬剤師：すべて

（1,233 成分 

＋210 処方注２）
 

登録販売者： 

第 1 類以外 

（1,210 成分 

＋210 処方注２）

特例販売業 
（薬事法上の

定めなし） 

限定的な品目 

(80 成分程度注１）
 

注２）平成19 年厚生労働省告示第 69 号 

 

注１）漢方製剤、生薬、消毒薬、殺虫薬及び一般 

用検査薬を除く。 

 

２．新しい一般用医薬品の販売制度の仕組み 

 

（１） リスクの程度に応じた区分 

制度の見直しにあたり、一般用医薬品については「医薬品のうち、その効能及び効

果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者

から提供された情報に基づく需用者の選択により使用することが目的とされているも

の」と定義された（薬事法第25条）。これに基づき、リスクの程度に応じて3つに区

分されており、それぞれに応じた取り扱いが求められている（表1-2）。 

 

表1-2．一般用医薬品の区分 

第1類医薬品 その副作用等により、日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるお

それがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なものとして

厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して薬

事・食品衛生審議会の意見を聞いた医薬品であって、承認を受けてから

厚生労働省令で定める期間を経過しないもの 

第2類医薬品 その副作用等により、日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるお

それがある医薬品（第 1 類医薬品を除く）であって、厚生労働大臣が指

定するもの 

第3類医薬品 第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品 
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（２） リスクの程度に応じた情報提供、陳列、外箱表示 

一般用医薬品は、リスクの程度（区分）に応じて、情報提供、陳列、外箱表示など

についてそれぞれ規定されている（表1-3）。したがって、薬剤師においては、リスク

の程度に応じた異なる販売方法が求められることになる。 

また、外箱については、区分に応じた事項が表示されることになっているが（厚生

労働省令で定める）、消費者にとって分かりやすい表示がなされることが重要となる。 

 

表1-3．情報提供、陳列など 

区分 情報提供 
相談

応需

対応者 

（専門家） 
陳列注2 外箱表示 

第 1 類医薬品 義務（書面） 

※対面販売の 

義務化 

義務 薬剤師 消費者が触れられな

い陳列方法 

第 2 類医薬品 努力義務 義務 薬剤師又は

登録販売者注1

使用禁忌等の注意が

必要なものは第 1 類

医薬品に準ずる（それ

以外は指定なし） 

第 3 類医薬品 義務なし 義務 薬剤師又は

登録販売者注1

指定なし 

区分に応じた

事項（厚生労

働省令で定め

る） 

注1） 都道府県知事が、一般用医薬品の販売に従事するために必要な資質を有しているかを

試験し、それに合格した者。薬剤師のような法律に基づく国家資格者ではない。 

注2） 医薬品販売制度改正検討部会報告書より。 

 

（３） 販売形態の再編 

前述のとおり、これからの一般用医薬品の販売形態は「薬局」「店舗販売業」「配置

販売業」の3種になる。そして、薬局開設者に管理者（管理薬剤師）の設置義務があ

ることと同様、店舗販売業者は管理者（店舗管理者）を、配置販売業者は都道府県ご

との区域の管理者（区域管理者）を設置しなければならない。 

なお、店舗販売業または配置販売業において、薬剤師が従事する場合には第1類医

薬品を取り扱うことができる。 

 

（４） 薬局・店舗販売業における掲示 

薬局および店舗販売業には、その店舗を利用するために必要な情報を、その店舗の

見やすい場所に掲示しなければならない（具体的な事項は、厚生労働省令で定められ

る）。 

なお、医薬品販売制度改正検討部会報告書においても、掲示すべき内容について事

例が示されている（表1-4）。 

 

表1-4．薬局・店舗販売業において掲示すべき内容（例） 

１． リスクの程度によって販売方法が異なること 

２． 扱っている医薬品の種類 

３． 相談対応可能な時間帯  など 
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（５） 医薬品等の適正な使用に関する普及啓発 

今回の改正薬事法の施行時期は、内容に応じてそれぞれ異なる（表1-5）。具体的な

内容は、施行時期を勘案しつつ、今後策定される政令・省令・通知により明らかにさ

れていくこととなる。 

また、今回の改正薬事法では、国等の行政機関に対し、関係団体等の協力の下に、

医薬品や医療機器の適正な使用に関する啓発、知識の普及に努めることが規定されて

いるが（平成18年6月14日より施行）、平成18年度の「薬と健康の週間」の事業も

これに基づくものとなる。 

 

表1-5．改正薬事法の施行時期 

改正内容 施行時期 

医薬品等の普及啓発関係 平成18年6月14日（公布の日） 

一般用医薬品の区分関係 平成19年4月 １日 

登録販売者の試験関係 

・医薬品の販売に従事する専門家 

公布の日から起算して 2 年を超えない範囲内

（政令で定める日） 

※平成20年6月14日までに施行 

上記以外 

・ 一般用医薬品のリスクの程度に応じた情報

提供 

・ 適切な情報提供・相談に対応した環境整備

・ 薬局における掲示・医薬品の陳列 

公布の日から起算して 3 年を超えない範囲内

（政令で定める日） 

※平成21年6月14日までに施行 

 

 

３．これからの薬局・薬剤師に求められるもの ～手引きの使用にあたって～ 

 

日本薬剤師会は、一般用医薬品の販売に対する規制緩和要求への反対活動だけでな

く、毎年実施している「薬と健康の週間」や「一般用医薬品の購入者からの相談実態

調査」のほか、一般用医薬品への薬剤師の関わりの必要性を消費者にアピールするた

めの「新・薬剤師行動計画」を示すなど、精力的な活動を行ってきた。 

この行動計画は、本会会員の薬剤師、都道府県（支部）薬剤師会、日本薬剤師会そ

れぞれの具体的な取組事項を明らかにするとともに、その取組状況の検証、結果の公

表を行うためのものであり、これらの実効性を高めるため、今般、本会として「一般

用医薬品販売の手引き（暫定版）」（以下、「手引き」）を作成した。 

本手引きは、一般用医薬品の販売にあたり、薬剤師が取るべき標準的な行動手順、

担うべき役割などを示したもので、平成18年7月より一般用医薬品委員会（表1-6）

において取りまとめた。 

手引きの作成にあたっては、その適正使用にあたり「薬局は全ての医薬品の供給拠

点としての責任を果たし、薬剤師はその適正使用にあたり地域の保健・医療・福祉に

貢献するという責務がある」ということを基本理念としている。この手引きには、「か

かりつけ薬局」「かかりつけ薬剤師」として、新しい医薬品の販売制度の下、その知 
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識と技術を駆使し、国民の健康な生活を確保するための留まることのない努力を行っ

てもらいたいという願いが込められている。 
ただし、本手引きは、画一的な販売マニュアルではないことに留意していただきた

い。現在、「調剤」に係る業務は、長年の実践を経て、標準的な手順に基づき全国の

薬剤師により行われている。本手引きを活用することで、「調剤」と同様に、一般用

医薬品についても標準的な販売手順を全国の薬局等に普及させ、消費者に一般用医薬

品を適正に供給し、かつ、セルフメディケーション（表 1-7）の安全性・有効性を確

保することが 大の目的である。 

各薬局等においては、本手引きを標準として、それぞれの地域性や施設環境を考慮

し、さらに綿密な販売手順や消費者の利益にかなう様々な工夫が生み出されることを

期待したい。調剤と同じように、日々の業務の中で、薬剤師として本手引きを活用し、

改良していくことで、より充実したものになるよう願っている。 

 

表1-6．一般用医薬品委員会（平成18年度～平成19年度） 

委 員 長 永野 康己（永野薬局） 

副委員長 森山 憲治（いちご薬局） 

委  員 大島 耐之（金城学院大学薬学部） 

武政 文彦（東和薬局） 

田中 英昭（田中薬局） 

七海 陽子（薬局セブンファーマシー） 

平岡 伸五（平岡回生堂薬局） 

南  修 （ミナミ薬局） 

臨時委員 保坂 昇克（ノリヨシエンタープライズ株式会社） 

室伏 義之（日本大衆薬工業協会） 

 

表1-7．セルフメディケーションの定義 

「セルフメディケーションとは、自己の健康管理のため、医薬品等を自分の意思で使用する

ことである。薬剤師は生活者に対し、医薬品等について情報を提供し、アドバイスする役

割を担う」（平成15年8月29日、日本薬剤師会・一般用医薬品委員会） 
 

「セルフメディケーションとは、自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調（minor 

ailments）は自分で手当てすること」（WHO, Geneva 2000） 
 

「セルフメディケーションとは、自分の意志で非処方箋薬を使用することである。薬剤師は、

セルフメディケーションに利用可能な医薬品について支援、アドバイスおよび情報を人々

に提供するのに、重要な役割を担っている」（FIP&WSMI, Berlin 1999） 

 

WHO ：世界保健機構 

FIP ：国際薬剤師連盟 

WSMI：世界大衆薬協会 
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第２章 標準的な販売手順とリスクの程度に応じた販売方法 

 

１．販売者責任の明確化 

 

今回の改正薬事法により、一般用医薬品を販売する際、専門家が情報提供を行うこ

とが義務化あるいは努力義務化され、さらに、すべての専門家は消費者からの相談を

受けることが義務付けられた。これに伴い、「誰が一般用医薬品を販売したか」を明

らかにすること、すなわち、販売者責任の明確化注1が、一般用医薬品の販売において

重要な事項となった。 

第1類医薬品は、薬剤師だけが販売に携ることができるものであり、特に販売者と

しての責任を果たすことが重要である。販売者責任とは、一般用医薬品を販売する上

で、法的要件とプロフェッショナルな要件注２を満たすことにより、消費者の安全とセ

ルフメディケーションの質の向上を図ることである（表2-1）。 

この責務を履行したことを証明するため、一般用医薬品の販売者は、販売の都度、

薬剤師の氏名、薬局名、連絡先、販売日を記したものを販売した製品に添付もしくは

貼付する必要がある（図 2-1）。また、必要に応じて販売の経過や得られた情報を販

売記録簿（仮称）等（保険調剤の際の薬歴を含む）に記載・保存する注３。大切なのは

記録を活用することである。 

 

表2-1．法的要件、プロフェッショナルな要件      図2-1．販売者責任の明確化 

（シールを用いた場合の一例）                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注1）「販売者責任」という用語は、本手引きにおける造語である。これに似た用語に製造物

責任（PL）があるが、これは、製品に欠陥があった場合、製造者に過失がない場合でも消

費者が製造者に責任を問えるという法律用語である。一般用医薬品にも製造物責任は適用

される。手引きでは、これと区別するために販売者責任という用語を使用し、薬剤師等の

販売者が負うべき責任と役割の重さを喚起することとした。 

 

【法的要件】 

① 分類ごとの陳列管理 

② リスクの程度に応じた消費者への情報提供 

③ 副作用等の報告 

④ 消費者からの相談応需 
 

【プロフェッショナルな要件】 

① 個人情報の守秘 

② 生涯学習により得られた適正かつ公正な 新情報

の活用 

③ 不適切な購入への販売自粛 

④ 消費者への適切な受診勧奨 

⑤ 夜間、休日における販売応需 

⑥ 非薬剤師スタッフへの適切な指導・監督 

⑦ リコール製品に関する速やかな対応 

 
【販売日】H19 .○ .○ 

【薬局名】○ ○ ○ ○ 

【薬剤師】日薬 太郎 

【連絡先】xx－ xxxx－ xxxx 
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注2）一般用医薬品販売の従事者として、薬剤師以外に登録販売者という「専門家」が登場す

る。薬剤師と登録販売者に求められる社会的役割および薬学的知識は同列ではないため、

その違いを国民に明確に示し行動する指標として「プロフェッショナルな要件」をあえて

掲げることにした。 

注3）医薬品販売制度改正検討部会（厚生科学審議会）の報告書では、「相談応需については、

販売時のみならず、販売後にも適切な対応が求められる。このため、購入者に店舗等の連

絡先を伝えることも重要である」と指摘している。薬剤師は連絡先を伝えるだけでなく、

更に販売を証明するシール等の貼付などを行うことで消費者の信頼を得るよう努める。 

また、従来、一般用医薬品の販売時には、必ずしも販売記録は必要とされていなかった

が、第１類医薬品を中心として、消費者の安全性及び有効性を確保するためには、積極的

な活用が求められる。販売記録の形式は調剤で用いる薬歴のほか、普段使用している顧客

カード等でも差し支えない。記録の内容は、各自の創意工夫が求められるが、保険調剤時

の薬歴記録を参考にするのが適切であろう。 
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２．標準的な販売の手順 

 

一般用医薬品の販売については、調剤業務と違い、必ずしも一定の手順が定められ

ていなかった。販売は「商行為」であるとして、薬学的な視線が向けられてこなかっ

たこともその一因かもしれない。 

しかし、リスクの程度に応じた情報提供等が義務付けられるなど、消費者に対して

必要かつ適切な対応が求められるようになった今、法的および職能的に、その標準的

な業務手順を定めて販売にあたる必要がある。 

以下に、薬剤師が一般用医薬品を扱う際に用いることができる標準的な販売手順を

示すので、参考にしていただきたい（図2-2）。 

また、各項では、それぞれの過程について説明する。多忙であるなどの理由から、

過程の一部を修正あるいは省略したいと考える薬剤師もいるかもしれないが、適切な

販売業務のためには、ここに記述されている主な要素を全てカバーする必要がある。 

 

図2-2．標準的な販売手順 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者の来局 

・ 得られた情報から、消費者の状況を評価する。 

・ 緊急性、重篤性を考慮しつつ、①一般用医薬品の使用、

②受診勧奨、③サプリメント等の使用も含む生活指導－

のいずれかを選択し、消費者に提案する。 

受診勧奨

・ 適切な製品を選択する。 

・ あるいは同じ製品の継続使用の可否を判断する。 

・ リスクの程度に応じた情報提供を行う。 

・ （第一類医薬品は薬剤師が書面によって）医薬品の適正

使用に必要な指導・助言を行う

・ 販売後モニタリングと事後対応 

・ 相談があった場合の情報提供 

・ 相談者が本人かどうか、来局理由、既往歴、併用薬があ

るかどうかなど基本的な情報を収集し、薬剤師または登

録販売者がチェックする。

該当項 

→ （１）、（２）

→ （３）、（４）

→ （５） 

→ （６）、（７）

→ （８） 
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（１） 相談の受付 

消費者が一般用医薬品の購入もしくは相談のために薬局を訪れた場合、様々な内容

の相談が予想されるため、薬剤師が直接対応することが望ましい。 

重要なことは、消費者に対する姿勢である。すなわち、来局した消費者と一般用医

薬品の購入を 初から結びつけるのではなく、「抱えている問題を解決するために支

援する」という姿勢で臨むことである。 

一般用医薬品の販売は、相談の結果であり、状況によっては医療機関への受診を勧

めるケースのほか、不適切な連用が疑われる場合には販売を自粛するケースや、相談

応需や情報提供のみで終わるケースもあり得る。 

消費者から相談を受けるにあたっては、個人のプライバシーを守る工夫が必要であ

る。 

 

（２） 基本的な情報収集と状況チェック 

一般用医薬品の販売にあたり、消費者に確認しなければならない基本的項目（表

2-2）と、これらをさらに具体化させた標準的な質問（表2-3）をまとめたので確認し

ていただきたい。 

標準的な質問については、これらをどう組み合わせるか、どの項目を選択するのか

を、「対面話法例示集」（「資料」の項〈関連資料〉24頁にURLを掲載）を参考とし

て、薬剤師があらかじめ検討して決めておく必要がある。製薬企業によるセルフチェ

ックシート等がある場合には、それらを活用することも有効な手段である。 

また、薬局には、一般用医薬品を求めて、実際に使用する消費者ではなく、その代

理人が来局することがある。しかし、使用する消費者の基本的な情報収集は欠かせな

い行為であることから、まず初めに、その相談者が消費者本人であるか否かを確認す

る必要がある。もし、代理人であるために情報収集が不十分な場合には、電話などに

より、消費者本人への補足的な質問が必要となるケースもあり得る。 

 

表2-2．消費者に確認する基本的項目 
 

１． 相談者の意図の確認 

２． 相談者の症状の確認 

３． 相談者の体質、疾病、使用薬等、生活状況等の確認 
 

※代理人である場合には、「相談者」とは消費者本人のことを意味する。 

 

表2-3．標準的な質問 

質問の分類 具体的な内容 

1. 症状の発生部位 どの部位に症状が感じられるか。その範囲は広がっているか。 

2. 重篤度 症状はどんどんひどくなっているか、それともおさまってきたか。

苦痛はがまんできる程度か。 

3. 既往歴 これまでも経験したことのある症状か。それとも初めて経験する

症状か。 

4. 原因推定 症状発生の原因は何であると相談者は思っているか。 

5. 外見 症状発生部位に腫れや発赤など外見上の特徴があるか。 
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6. 性質 どんな性質の症状か（痛みの例：ズキンズキン、刺すような、に

ぶい、重苦しい、しびれるような）。 

7. 時間 症状はずっと続くか。それとも特定の時間に発生するか。 

8. 随伴症状 主訴に伴っておこる症状があるか（頭痛が主訴の例：熱がある、

めまいがする、吐き気がする、ものの見え方がおかしいなど）。 

9. 現在までの治療 来局する前に薬を使用したり、何か治療したか。それはどんな薬

か。 

10. 過去の服薬 以前同じような症状が起こった時、どんな薬を使用したか。 

11. 服薬の効果 その薬は何回くらい使用したか。どの位服用したら回復したか。

あるいは回復しなかったか。 

12. アレルギー・副作用歴 以前使用した薬でアレルギーあるいは副作用を経験したことが

あるか。それは何か。 

13. 併用薬 他に何か継続して使用している薬があるか。それは何か。 

14. 既往歴 通院して治療中の病気はないか。たとえば高血圧症やぜんそく、

糖尿病など。 

15. 小児又は高齢者の年齢 年齢の他、場合によっては体重。 

16. 妊婦又は授乳婦の状態 出産予定はいつか。授乳婦は母乳か人工乳か。 

 

（３） 状況の評価 

薬剤師は、消費者から得られた情報を基に、いくつかの点について状況を評価する

必要がある（表2-4）。 

評価の基準については、「対面話法例示集」の中でチェックシートとして一部を例

示しているので参考にされたい。このプロセスは、安全かつ有効なセルフメディケー

ションを支援するための確認行為である。病名を告げるなど、医師の診察行為と混同

しないよう注意が求められる。 

また、この確認行為は、症状や状態の「重篤度」や「緊急度」の他に、服用に適し

た一般用医薬品が存在するか否かという側面からも行わなければならない。 

 

表2-4．状況の評価 

１． 一般用医薬品の使用が、消費者本人に適しているか否か。 

２． 医療機関への受診を勧める必要があるか否か。 

３． 生活指導は、どのような内容が必要か。 

 

（４） 受診勧奨 

薬剤師は、消費者からの相談を受けるにあたり、あらかじめ、医療機関への受診勧

奨を行う基準を整理しておく必要がある。そして、受診勧奨を行う場合には、消費者

に対して、「なぜ医療機関への受診が必要なのか」「なぜ一般用医薬品ではダメなの

か」ということを分かりやすく情報提供（説明）しなければならない。 

この際、原則として「かかりつけ医」への受診を勧めるが、もし、消費者から受診

先の医療機関の紹介を依頼された場合には、口頭または簡略なメモ程度の「紹介状」

を作成して渡すなどの方法により、場所、診療時間、連絡先などと併せて情報提供す

るとよい。 
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（５） 製品の選択、継続使用の可否 

製品の選択権を持っているのは消費者である。薬剤師の役割は、薬学的知識と専門

能力および倫理観を発揮して、消費者が適切な一般用医薬品を選択できるよう支援す

ることである。 

製品の選択にあたっては、消費者から得られた情報を基に、該当する製品を探し出

す。この際、該当する製品がないと判断される場合には、医療機関への受診勧奨か、

もしくは他の方法を提案する。 

以下、適切な一般用医薬品を選ぶ上で考慮すべき点を示す（表2-5）。 

 

表2-5．一般用医薬品を選ぶ上で考慮すべき点 

【相談者の体質や病状、生活習慣など】 

① 服用してはならない人（禁忌） 

② 服用に際して注意を要する人（服用により現在の病状が悪化するおそれがある） 

③ 本人又は家族がアレルギー体質の人、薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 

④ 過去に特定の医薬品で副作用を経験したことのある人 

⑤ 従事しないよう注意すべきこと（注意すべき職業内容、行為） 

⑥ 授乳中の人 

⑦ 妊婦又は妊娠していると思われる人 

⑧ 水痘もしくはインフルエンザにかかっている又はその疑いがある 15 歳以下の小児（小児に

服用制限がある医薬品） 

⑨ 高齢者（服用年齢に上限がある医薬品） 

⑩ 1 歳未満の乳児（医療機関の受診を優先させ、止むを得ない場合にのみ服用させる） 
 

【相談者に勧めようとしている製品と、現在服用中の医薬品との関係】 

① 服用中は併用すべきでない医薬品（併用禁忌） 

② 服用中は注意して併用すべき医薬品（併用注意） 

③ 授乳中の人は服用してはならない成分、あるいは服用するなら授乳を避ける成分 

 

（６） リスクの程度に応じた情報提供と適正使用のための指導・助言 

まず、一般用医薬品のリスクの程度（区分）にかかわらず、販売に際して共通して

指導が必要な項目を示すので確認していただきたい（表2-6）。 

そしてさらに、リスクの程度に応じた標準的な情報提供の仕方（販売方法）につい

てそれぞれ説明する。 

なお、今回の改正薬事法により、リスクの程度に応じた情報提供が義務付けられた

が、消費者に提供する情報の内容だけでなく、手順を踏んだ販売を行うことが大変重

要となる。処方せん調剤では、処方せん受付から薬剤交付まで、一連の手順を踏んだ

業務が行われているが、これは医薬品を間違いなく患者に交付し適正使用を確保する

ためのリスク管理手順とも言える。 

一般用医薬品の販売においても、処方せん調剤と同様に、リスク管理の視点に基づ

いた販売方法を業務に導入する必要がある。 
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表2-6．一般用医薬品の販売に際して指導が必要な項目（共通事項） 

１． 主な副作用の内容と、使用上の注意 

２． 重篤な副作用の内容と、発現時の対処法 

３． 定められた回数を服用しても症状が改善しない場合の対処法（長期連用に関する注意を含む） 

４． 小児の用法・用量がある場合の注意点 

５． 誤飲、誤用した場合の対処法 

６． 服用により疾病検査の値に影響を及ぼす可能性がある場合、その内容の説明 

７． 保管および取り扱い上の注意 

 

① 第1類医薬品 

第1類医薬品に分類されるものは、「『スイッチＯＴＣの市販後調査（PMS）

期間中又は PMS 終了後引き続き副作用等の発現に注意を要するもの』に相当す

る成分」（医薬品販売制度改正検討部会報告書より）である。 

以下、第1類医薬品に係る販売手順（初回、2回目以降）を示す。 

 

【初回の販売手順】（初めて当該製品を販売する場合の標準的な手順） 

第1手順 ＜相談者からの情報収集と確認行為＞ 
 

（ア）消費者からの要望があれば、該当医薬品の添付文書内容を事前に閲覧で

きるようにする。 

（イ）次に、厚生労働省令で定める事項を記載した書面を用いて、相談者に必

要な質問を行い、当該医薬品の服用が適しているか否かを確認する。 

（ウ）その際、販売記録簿等（保険調剤の際の薬歴を含む）あるいはお薬手帳

がある場合は、それらを適宜参照する。 

（エ）確認の結果、該当医薬品の使用が不適当と判断される場合は、他の一般

用医薬品に変更するか、状態によってはかかりつけ医等への受診を勧め

る。 

第2手順 ＜選択した製品に関する情報提供＞ 
 

（ア）第1手順と同じ書面を用いて、その適正な使用のために必要な情報を提

供する。特に以下の点を中心に情報提供を行う。 

1) 起こり得る重篤な副作用や、その発生を避けるために留意すべき事

項（服用してはいけない人、併用してはいけない薬剤等） 

2) 一定期間服用しても病状が改善しない、または、悪化した際には、

医療機関での診察を受けること（受診勧奨） 

第3手順 ＜販売証明と記録管理＞ 
 

（ア）販売者責任を証明するものを貼付または添付し、いつでも相談を受け付

ける旨を伝える。 

（イ）消費者がお薬手帳を持参した場合には、販売した製品名を記録する。ま

た、相談者の同意を得た上で販売経過を販売記録簿等（保険調剤の際の

薬歴を含む）に記録する。 
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【2回目以降の販売手順】（同一製品を再度購入するために来局した場合） 

第1手順 ＜相談者からの情報収集と確認行為＞ 
 

（ア）可能な限り、前回販売に従事した薬剤師が対応する。 

（イ）薬剤師は、前回販売時から何か変化があったか、また、継続して使用す

ることに問題がないかについて確認しなければならない。 

（ウ）確認にあたっては次のような質問を行う。 

「前回服用した際の薬の効果はいかがでしたか」 
「副作用など、気になる不快な症状は起こりませんでしたか」 
「前回購入以降、新しい薬を医師から処方されたり、薬局等で購入し

ましたか」 
第2手順 ＜選択した製品に関する情報提供＞ 
 

（ア）第1手順での質問に、1つでも解決を必要とする回答が返ってきた場合

には、改めて消費者の状態を評価し直す。 

（イ）もし問題がない場合であっても、継続使用の可否について評価する。 

（ウ）上記の何れについても問題がなければ、2回目以降の販売手続きを進め

る。 

（エ）その場合、相談者の同意を得た上で薬剤師は可能な限り販売記録簿等

（保険調剤の際の薬歴を含む）にその経過を記録する。 

（オ）また、消費者の日常生活が症状や疾病を生み出していると考えられる場

合には、生活習慣改善の指導を行うのが望ましい。 

第3手順 ＜販売証明と記録管理＞ 
 

（ア）初回の販売手順と同じ 

 

② 第2類医薬品 

第 2 類医薬品に分類されるものは、「『相互作用』、『副作用』及び『患者

背景』のいずれかの項目でリスクの高い成分」（医薬品販売制度改正検討部会

報告書より）である。基本的に、販売手順は第 1 類医薬品と同じだが、情報提

供については、薬事法上、1)厚生労働省令で定める事項を記載した書面による

情報提供は義務ではないこと、2)適正使用のための必要な情報提供は努力義務

であること－という点が異なる。 

しかし、薬剤師は、販売者責任のプロフェッショナルな要件を考慮し、消費

者の状況によっては第1類医薬品に準じた対応を行うのが望ましい。 

したがって、第 2 類医薬品の販売にあたっても、販売した薬剤師の裁量で販

売者責任を証明するものを貼付または添付するほか、消費者がお薬手帳を持参

した場合には、販売した製品名を記録する。また、相談者の同意を得た上で販

売経過を販売記録簿等（保険調剤の際の薬歴を含む）に記録する。 
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③ 第3類医薬品 

第 3 類医薬品に分類されるものは、第 1 類医薬品、第 2 類医薬品以外の成分

で、「日常生活に支障を来すほどではないが、副作用等により身体の変調・不

調が生じるおそれがある成分」（医薬品販売制度改正検討部会報告書より）で

ある。 

薬事法上、積極的な情報提供は課せられていないが、薬剤師が情報提供の必

要性を認めた場合には、その消費者に適切な情報提供を行うことが望ましい。 

また、不快な症状が発現した場合や、連用の可否に関する相談を寄せられた

場合には適切に対応する。 

したがって、第 3 類医薬品の販売にあたっても、第 2 類医薬品の場合と同じ

く、販売する薬剤師の裁量で販売者責任を証明するものを貼付または添付する

ほか、消費者がお薬手帳を持参した場合には、販売した製品名を記録する。ま

た、相談者の同意を得た上で販売経過を販売記録簿等（保険調剤の際の薬歴を

含む）に記録する。 

 

（７） 対面販売の実務と手法（「オーバー・ザ・カウンター」方式の標準的実務） 

一般用医薬品を区分ごとに陳列することが義務付けられたことにより（薬事法第57

条の 2）、第1類医薬品は対面販売が「必須」、第2類医薬品は対面販売が「努力義

務」となる。すなわち、第1類医薬品の陳列方法は、いわゆる「オーバー・ザ・カウ

ンター」方式であり、医薬品販売制度改正検討部会報告書でも明記されている（表2-7）。 

も重要なことは、リスクの程度に応じて区分された一般用医薬品の違いを、消費

者が明確に理解できるよう区分して陳列することである（図 2-3）。第 1 類医薬品は

第2類医薬品と異なる取り扱いをしなければならず、同様に、第2類医薬品は第3類

医薬品と異なるものという意識を、消費者に十分浸透させなければならない。 

具体的には、第1類医薬品の陳列場所は、販売者側のみが手に取れる位置とする。

この際、消費者が自ら手にとって確認したいという要望に応えるために、空き箱等を

その場所以外に陳列しておく方法は、消費者の利益にかなうと思われる。

購入前に添付文書の内容を閲覧できるように準備しておくことも必要であろう。 

また、第2類医薬品の中でも特定の医薬品注）に関しては、第1類医薬品の取り扱い

に準じた陳列方法とする。 

 

 図2-3．薬局における掲示例（一例） 
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表2-7．対面販売について 

オーバー・ザ・カウンター 

「専門家が関与した上で医薬品の選択・購入がなされるよう、販売側のみが医薬品を手に

とるような方法で陳列を行うこと」 

 

対面販売の原則（抜粋） 

「適切な情報提供」及び「適切な相談応需」が行われるためには、薬剤師等の専門家の関

与を前提として、 

・ 専門家において購入者側の状態を的確に把握できること 

・ 購入者と専門家の間で円滑な意思疎通が行われること 

が必要である。 

これらが確実に行われることを担保するには、購入者と専門家がその場で直接やりとりを

行うことができる「対面販売」が必要であり、これを医薬品販売に当たっての原則とすべきで

ある。 

※医薬品販売制度改正検討部会報告書より 

注）第2類医薬品のうち、「相互作用」又は「患者背景」において特に注意すべき「禁忌」

があり、その要件に該当する者が服用した場合に健康被害に至るリスクが高まるものや依

存性・習慣性がある成分等を含む医薬品 

 

（８） 販売後モニタリングと事後対応 

① 副作用への対応 

消費者が一般用医薬品を使用した後、副作用あるいは何らかの不快な症状が

認められた場合には、薬剤師は、購入者と共にその状態を確認し、適切な判断

が必要となる（表2-8）。 

「軽度で消失が期待できる」場合として、一過性の軽い副作用がある。たと

えば、抗コリン薬による「口の渇き」、ビタミン B 類による「下痢、軟便」な

どが該当する。このような場合、消費者は慎重に使用を続けて様子を見ること

で差し支えない。 

「症状が継続または増強する可能性がある」場合は、医薬品の使用を中止さ

せた上で、薬剤師あるいは医師に相談するよう指導する。 

そして、希ではあるが、「重篤」な副作用（アナフィラキシーショックやス

ティーブンス・ジョンソン症候群など）の場合は、直ちに医薬品の使用を中止

させ、かつ、その製品又は添付文書を持参してかかりつけ医等に受診させる。 

 

表2-8．副作用等に関する確認事項 

1） 軽度で消失が期待できるか。 

2） 軽度だが、症状が継続または増強する可能性があるか。 

3） 重篤か。 

 

＜副作用の機序別分類＞ 

副作用の発生機序を 1)薬理作用の過剰発現、2)薬物毒性、3)薬物過敏症の３つに

分類する考え方で、副作用の発見及びその対処について薬剤師が判断を行う上で参考

になるもの。 
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② 有害事象報告 

薬剤師には、医薬品の使用後に確認された副作用等（表2-9）の情報を、医薬

品との関連が明確でないものを含め、厚生労働省へ報告することが義務付けら

れている。その際には、医薬品安全性情報報告書を作成し、同医薬食品局安全

対策課宛に送付する（付録33頁参照）。なお、前項に示した一過性の軽い副作

用などよく知られている軽微なものを除く。 

そして、重篤な症例や新規の症例である場合には、報告を受けた厚生労働省

より医薬品医療機器総合機構を通じて当該製薬企業へ連絡されることになるの

で、後日、当該企業から詳細調査の協力を求められた際には、これに協力する。 

また、日本薬剤師会が実施しているDEM（ドラッグイベントモニタリング）に

おいて特定の一般用医薬品が調査対象となった場合などにも、積極的な協力が

期待される。 

消費者におきた症状が医薬品の副作用であることを証明するには、極めて困

難な問題が生じることが多い。そのため、個々の薬剤師が副作用を評価するの

ではなく、消費者とのコミュニケーションから得られた「有害事象」の中で、

問題となるものを厚生労働省へ報告し、症例数の拡大に寄与することを薬剤師

の役割とする。それが結果的に統計学的にその後の詳細な評価の進展につなが

り、ひいてはさらなる副作用の拡大回避に結びつくという考え方である。 

なお、現状では、薬局薬剤師から一般用医薬品に係る副作用等の報告が少な

い。その原因としては、①消費者が副作用を経験しても購入した薬局に相談す

る習慣があまりない、②相談を受けた薬剤師に副作用報告制度に対する認識と

理解が希薄である、③副作用経験の相談を受けた薬剤師に、使用した医薬品と

の因果関係を特定してから報告しようという気持ちが働き、報告制度運用にた

めらいがある－などが考えられる。 

今回（平成18年6月）の薬事法改正では、登録販売者にも副作用等の報告が

義務付けられ（第77条の4の2）、また、第1類医薬品の情報提供は薬剤師に

限定された。従って、消費者から副作用等の相談があった場合や能動的に副作

用情報を収集した際の薬剤師の役割は、以前にも増して重要となっている。ま

た、薬剤師には、医薬品との因果関係が不明な場合を含めた積極的な報告が求

められている。 

 

表2-9．副作用等の定義 

【副 作 用】 医薬品を使用する際、使用者が期待する作用が主作用で、期待しないもの

をすべて副作用とする。 

【有害反応】 「疾病の予防、診断、治療、または生理機能を正常にする目的で医薬品を投

与したとき、人体に通常使用される量によって発現する有害かつ予期しない反

応」（WHO；1970）であり、医薬品との因果関係が否定できないもの。 

【有害事象】 医薬品の投与中に発現した有害で意図しないあらゆる生体の反応。医薬品

との因果関係が明らかでないものも含む。 
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③ 事後対応 

「販売者責任の明確化」（第 1 章）で述べたとおり、薬剤師は、一般用医薬

品の販売後であっても、相談応需の義務やリコール製品への対応など、事後対

応の役割を担っている。事後対応とは、概ね2つに大別できる（表2-10）。 

 

表2-10．一般用医薬品の販売後の対応（事後対応） 

Ⅰ．受動的な事後対応 

消費者が購入した製品について相談をしてきた際に応需する。 

Ⅱ．能動的な事後対応 

1) 販売した一般用医薬品の効果、副作用の発現、使用上の不具合などのモニタリ

ング 

2) 販売した一般用医薬品との相互作用をもたらす薬剤が、将来その消費者に処方

されないかどうかの監視 

3) 製品リコールで厚生労働省より回収命令が出た場合の購入者への連絡等の対

応 

4) 回収命令は出ないが、消費者の安全性を考慮して該当する購入者への情報提

供 

このうち、特にⅡ．1)、2)については、何らかの処方薬を使用しながら生活

する割合の多い高齢者にとっても、将来の処方に対するチェックに役立つので、

重要な事後対応の業務である。 

また、Ⅱ．4)の具体例としては、学校の保健室に保管されている一般用医薬

品の中で、使用上の注意が改訂されたものに関する情報提供などが該当する（か

つての小児用バファリンなど。サリチル酸系製剤とライ症候群との関係から、

主成分がアスピリンからアセトアミノフェンに変更された）。 

販売記録簿等（保険調剤の際の薬歴を含む）を残すことは、一般用医薬品販

売の個別化に繋がるとともに、販売後モニタリングや事後対応を効率的、かつ、

科学的に行う上で不可欠であり、日常の業務で取り組むことが望ましい（表

2-11）。 

 

表2-11．一般用医薬品販売の個別化と薬歴 

これまでの一般用医薬品の目的は、症状の軽減にあり、対象者は特定の個人に限定さ

れていなかった。そのため、自宅に常備し、家族で分け合って服用することが珍しくなかっ

た。 

しかし、今後は第 1 類医薬品を中心に、その消費者個人に最も相応しいものを、薬剤師

が選択・提案することが主流になっていくであろう。たとえば、解熱鎮痛薬の場合、同じ家

族でも夫はピリン系、妻はイブプロフェン、子供はアセトアミノフェン－と使い分けることも

考えられる。すなわち、一般用医薬品販売の個別化である。個別化とは、個人への販売記

録（薬歴など）を残すことでもある。 

 

 



 

 - 19 -

第３章 販売時以外に求められる対応 

 

１．安全性評価に資するための情報の収集 

 

一般用医薬品は、消費者が自己責任で使用することを前提としているため、安全性

を も重視して承認されている。一方で、医療用医薬品と比較して、重篤な副作用情

報や緊急を要する情報が少ないという現状がある。 

しかし、今後、作用の強い製品あるいは比較的長期間服用することで効果を現す製

品が現れる可能性が高い。薬剤師としては、そのような場合も想定し、安全性に関す

る情報を積極的に収集するとともに、指導に活かすための手順を業務の中に確立して

おくことが望まれる。 

また、製薬企業から発信される副作用情報などは、そもそも患者・消費者に発現し

た有害事象などに端を発するものである。すなわち、薬剤師は、情報の受信者である

と同時に発信者であることを自覚し、消費者に発生した有害事象等の収集・報告に努

めなくてはならない。 

なお、薬剤師として収集が必要な「情報」には、受動的に入手が可能なものと、能

動的に入手が必要なものがある。これらの入手先は巻末に列挙しておくので、積極的

に活用されたい。 

 

２．情報の活用 

 

一般用医薬品は、医療用医薬品と比較して副作用等に関する情報量が少ない。その

ため、一般用医薬品に関する情報収集とその活用方法については、医療用医薬品とは

異なる対応が必要となる。 

薬剤師は、次のことに留意した上で、情報の活用に努めなければならない（表3-1）。 

 

表3-1．情報を活用する上での留意事項 

１． 一般用医薬品の添付文書は、医療用医薬品と比較して更新頻度が少ないため、当該製品

（成分）に関る重大な内容の変更が生じた場合には、製薬企業が対応するまでのタイム

ラグを穴埋めすること。 

２． 製薬企業から提供される情報は、商業的バイアス（偏り）がかかっている場合もあり得

るため、消費者への情報提供の際には薬剤師の視点にて見直すこと。 

３． インターネットを通じて得られる情報については、その情報源の信頼性を十分吟味して

活用すること（不正確、意図的あるいは恣意的な情報が混在している可能性もある）。

 

３．専門的知見に基づく相談応需 

 

消費者からの一般用医薬品に関する相談は、購入時だけでなく、購入後にもあり得

る。したがって、薬剤師としては、消費者がいつでも相談しやすい環境を整備してお

く必要がある（表3-2）。 
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薬剤師には、消費者からの相談に対し、的確かつ誠実な対応が求められている。現

状では、説明や指導の根拠となる薬剤師向けの情報不足は否めないため注）、消費者か

らの相談に対し、的確かつ適正な対応にあたっては、類似する医療用医薬品の情報や

市販の学術書籍などを活用することが必要になっている。 

そして、消費者からの相談内容については、適宜、販売記録簿等（保険調剤の際の

薬歴を含む）に残しておき、その後の対応をより円滑に進められるように努める。 

以下、薬剤師に期待されると考えられる相談内容を示しておく（表3-3）。 

 

表3-2．相談応需に必要な環境整備 

【購入時に係ること】 

・ 相談応需の時間、方法などの薬局内への掲示 

・ 相談しやすいコーナーやカウンターの設置 

・ 室温、照度などの物理的環境  ほか 
 

【購入後に係ること】 

・ 薬局名などを記したシールの貼付や添付（「販売者責任の明確化」を参照） 

・ 電話、ファクシミリ、電子メールなどを活用した相談窓口の設置  ほか 

 

表3-3．期待される消費者からの相談事項 

１． 添付文書を読んだが理解できなかった内容についての説明 

２． 添付文書に記載されていない情報の提供（誤飲、誤用の際の対応など） 

３． 添付文書に記載されているが、判断に困った際の助言（添付文書の「相談すること」に

書かれている状況に該当した場合） 

４． 症状が改善しない場合や悪化した場合の医療機関への受診の要否 

５． 一般用医薬品の使用と関連した健康増進や生活習慣改善の指導 

 

注）現在、専門的知見に基づいて的確に消費者の相談に対応する上で障壁となっているのは、

製薬企業から提供されるべき薬剤師等の専門家向け情報が不足していることである。特に、

以前から長期にわたり市販されている一般用医薬品の中には、相互作用や禁忌などの情報

が極めて少ない製品もあるため、的確な判断や指導を行うには困難が伴う。 

 

４．名札、着衣、掲示 

 

薬剤師であることを消費者や地域住民に分かりやすく示すため、薬局としては、名

札の着用や着衣を通じて識別性を高めるよう努める必要がある。そして、消費者にと

って必要な事項を薬局内にわかりやすく掲示する（表3-4）。 

 

表3-4．薬局内に掲示すべき事項 

１． 取り扱っている一般用医薬品の種類（リスクの程度に応じた区分による第 1 類、第 2

類、第3類の成分を含む医薬品の別） 

２． 開局時間、相談応需の時間帯 

３． 開設者の氏名 

４． 管理薬剤師の氏名 

５． 薬剤師の氏名 
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５．適正使用に関する啓発活動 

 

薬事法では、行政機関（国、都道府県、保健所を設置する市、特別区）に対し、関

係団体等と協力して「医薬品等の適正な使用に関する普及啓発」に努めることを求め

ている（第77条の3の2）。これにより、薬剤師が主体となって実施する医薬品の適

正使用のための啓発活動は、より重要な役割に位置付けられたことになる。 

具体的な普及啓発の活動としては、次のような取り組みが求められる（表3-5）。 

 

表3-5．医薬品等の適正使用のための主な普及啓発 

１． 児童・生徒を対象とする活動 

学校薬剤師活動の一環として、子どもたちの発達段階に応じた計画的な教育を、教師

やＰＴＡ等と協力して進める。 

２． 社会人を対象とする活動 

行政機関や地域自治組織等が主催する健康講座の講師を積極的に受けるなど、各種活

動に協力する。 

３． キャンペーン 

「薬と健康の週間」をはじめ、疾病予防等の記念日、キャンペーンイベントなどの活

動に積極的に参加する（薬局・薬剤師の「年間啓発カレンダー」の活用を推奨） 

 

６．リスク分類の見直し 

 

一般用医薬品は、薬事法上の承認が得られているとはいえ、安全性が完全に保証さ

れている訳ではない。 

いわゆるスイッチOTC薬（医療用としての使用経験から、有効性・安全性がある程

度確保されて一般用に転用された医薬品）についても、市販後に一定期間、副作用に

関する市販後調査の実施が義務付けられている。また、従来市販されている一般用医

薬品についても、再評価制度で有効性・安全性の洗い直しがなされる。これらにはい

くつかの理由がある（表3-6）。 

そのため、医薬品販売制度改正検討部会報告書では、一般用医薬品のリスク分類に

ついて「現在時点で承認されている医薬品の添付文書を基にした分類であることに留

意する必要がある。この成分の分類は変更があり得るものであり、その時点その時点

における新たな知見、使用に係る情報の集積により不断の見直しが行われることが必

要である｣と指摘している。そして、薬事法においても「厚生労働大臣は（略）医薬品

に関する情報の収集に努めるとともに、必要に応じてこれらの指定を変更しなければ

ならない」（第36条の3第2項）と規定されている。 

すなわち、薬剤師は、日々の一般用医薬品の販売業務を通じて得られた副作用や有

害事象等の情報のほか、不適正な使用実態（誤飲・誤用等などを含む）が認められた

場合はその問題点や内容を蓄積し、適宜、厚生労働省に報告しなければならない。ま

た、薬剤師会等が実施する調査事業にも協力する。これらを遂行することで、リスク

分類の見直しのための仕組みが健全に稼動することになる。 
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表3-6．市販後調査・再評価制度が必要とされる主な理由 

１． 医師の関与なしで使用され、安全性の確認が十分行われない可能性が高まる。 

２． 臨床試験では診断の明確な患者に限定して使用されるが、OTC薬の場合は適応外を含め

て広範囲の人々が使用する。 

３． 使用数が多くなるほど、それまで見逃されてきた重篤な副作用が発生する可能性が増大

する。 

 

７．その他 

 

本手引きにおいて説明している事項のほか、一般用医薬品を販売する上で、薬剤師

が考慮すべきことを列挙しておくので参考とされたい（表3-7）。 

 

表3-7．その他、考慮すべき関連事項 

１． 従業員スタッフの研修 

２． 店舗改装、あるいは、陳列設備の変更 

３． その他、法令上必要な届出（薬局構造設備の変更） 
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＜資 料＞ 関連書籍、ホームページ 
 

以下、一般用医薬品の販売に資する関連書籍や情報源などを紹介する（順不同）。

薬剤師は、日々の業務の中で積極的に活用されたい。 

 

１．関連書籍 

 

・ 大衆薬事典 

（日本大衆薬情報研究会／編集、日本大衆薬工業協会／編集協力、じほう／出版） 

・ OTCハンドブック 

（エス・アイ・シー／編集、学術情報流通センター／出版） 

・ JAPIC一般用医薬品集 

（日本医薬情報センター／編集・発行、丸善／発売元） 

・ 薬剤師・薬学生のための知っておきたい一般用医薬品 

（日本薬学会／編集、東京化学同人／出版） 

・ 健康食品のすべて －ナチュラルメディシンデータベース－ 

（田中平三／門脇 孝／篠塚和正／清水俊雄／山田和彦／監訳、同文書院／出版） 

・ 薬剤師のための『クスリの基礎講座』 

（どんぐり工房／編著、アドバンスクリエイト／発行） 

 

２．ホームページ（インターネット） 

 

関係団体 

・ 厚生労働省 

   http://www.mhlw.go.jp/ 

・ 日本薬剤師会 

   http://www.nichiyaku.or.jp/ 

・ 日本医薬情報センター 

   http://www.japic.or.jp/ 

・ 日本大衆薬工業協会（上手なセルフメディケーション） 

   http://www.jsmi.jp/ 

・ くすりの適正使用協議会 

   http://www.rad-ar.or.jp/ 

・ 国立健康・栄養研究所 

http://www.nih.go.jp/eiken/ 

・ 医薬品医療機器総合機構 

   http://www.info.pmda.go.jp/index.html 
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  関係資料 

・ 厚生科学審議会 医薬品販売制度改正検討部会報告書（平成17年12月15日） 

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/12/s1215-9a.html 

※今回の薬事法改正の背景などが理解できる。 

・ 薬事・食品衛生審議会 医薬品等安全対策部会（平成19年2月16日） 

国内副作用報告の状況（一般用医薬品） 
         http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/02/dl/s0216-7j.pdf 

※一般用医薬品による重篤な副作用などが確認できる（一例）。 

・ 対面話法例示集（日本薬剤師会） 

     http://nichiyaku.info/member/mkiseikanwa/default.html 

     ※一般用医薬品の販売における薬剤師対応（対話など）の流れが確認できる。 

・ 薬局・薬剤師の「年間啓発カレンダー」（日本薬剤師会） 

http://nichiyaku.info/member/calendar/default.html 

※一般用医薬品の適正使用キャンペーンに活用できる。（他にも日本薬剤師  

会ホームページにおいて、一般用医薬品に関する情報を適宜更新している 

ので参考とされたい） 

・ iyakuSearch（日本医薬情報センター） 

http://database.japic.or.jp/ 

※一般用医薬品の添付文書閲覧ができる。 

・ 「健康食品」の安全性・有効性情報（国立健康・栄養研究所） 

http://hfnet.nih.go.jp/ 

※いわゆる健康食品のエビデンスに基づいた効果や有害事象を検索できる。 

 

 












































