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薬 局
★ 訪問薬剤管理指導を

実施している薬局

★ 基準調剤加算を

取得している薬局

原則

土日祝日でも
責任を持って対応

薬局間の連携と
輪番制の確立

小規模薬局等の負担軽減
緊急時の対応補佐



参 加 要 件

○ 休日当番薬局制度をベースに土日祝日で
１０時～２０時までの対応を行う。

○ 訪問薬剤管理指導届を出す（原則）

○ 麻薬の基本在庫を用意する



運用方法
① 対応は 土日祝日 年末年始 （月～金は除く）

② 薬のお届けについては必ずしも届ける必要はないが、
患者・家族とよく話し合い合意を得ることとする。

③ 休日当番薬局の規定開局時間
９：００～１７：００ ⇒ ２０：００まで対応。

但し、１７時以降は店舗を空けなくても可
（待機：２時間以内の対応が条件）

④ 休日当番薬局が会員以外の場合
⇒ 協力薬局が輪番で対応 ＝ １０：００～２０：００

⇒ 店舗をあける必要は必ずしもない（待機可）
・・・医療機関・ HPへは報告

当番表は通常輪番制を考慮し、委員会（事務局）で割振りを行う。



運用方法

⑤ 麻薬小売間譲渡の届出を行う
（デットストック軽減策のひとつ）

⇒ 松戸市薬剤師会で届出を行う
（実質運営は参加薬局の状況を踏まえ行う）

（例）
松戸市を３グループに分け原則グループ内での運用を
行い、対応ができないときに後方支援できる薬局が
（２～３件）支援する。



麻薬の基本在庫（案）
－最小在庫品目－

麻薬在庫 予定表(2012.Apr.現在）

薬品名 規格 薬価 包装単位 包装価格 有効期限

オキシコンチン錠 5mg/錠 149.60/錠 バラ 50錠 7,480 有

オプソ内服液 5mg/2.5ml/包 120.00/包 20包 2,400 無

オキノーム散 2.5mg/包/0.5g 65.20/包 30包 1,956 無

デュロテップMTパッチ 2.1mg/枚 1,926.20/枚 5枚 9,631 有

フェントステープ 1mg/枚 570.60/枚 7枚 3,994 有

25,461



麻薬の基本在庫（案）
－補充在庫品目－

薬品名 規格 薬価 包装単位 包装価格 有効期限

MSコンチン錠 10mg/錠 242.10/錠 バラ 50錠 12,105 無

オキシコンチン錠 10mg/錠 279.20/錠 バラ 50錠 13,960 無

オキノーム散 5mg/包/1g 130.40/包 30包 3,912 無

オプソ内服液 10mg/5ml/包 222.60/包 20包 4,452 無

デュロテップMTパッチ 4.2mg/枚 3,467.80/枚 5枚 17,339 有

アンペック坐薬 10mg/個 317.70/個 50個 15,885 無

67,653

薬品名 規格 薬価 包装単位 包装価格 有効期限

MSコンチン錠 30mg/錠 706.80/錠 100錠 70,680.0 無

モルヒネ塩酸塩錠10mg「DPS」 10mg/錠 124.70/錠 80錠 9,976.0 無

コデインリン酸塩散10%「シオノギ」 10%/g 144.50/g 50g 7,225.0 無

コデインリン散塩錠20mg「第一三共」 20mg/錠 77.00/錠 50錠 3,850.0 無

モルヒネ塩酸塩水和物 2186.70/g 5g 10,933.5 無

アヘンチンキ 10%/ml 191.10/ml 25ml 4,777.5 無

ピーガード錠２０ｍｇ 20mg/錠 514.80/錠 14錠 7,207.2 無

ピーガード錠３０ｍｇ 30mg/錠 751.00/錠 14錠 10,514.0 無

ピーガード錠６０ｍｇ 60mg/錠 1370.30/錠 14錠 19,184.2 無

ピーガード錠１２０ｍｇ 120mg/錠 2543.00/錠 14錠 35,602.0 無



関東信越厚生局管内で麻薬小売間譲渡許可申請

（平成２３年１１月４日改正箇所）

〈申請できる麻薬小売業者の数〉

新 同一市区町村内の麻薬小売業者で申請する場合に限り、

申請できる麻薬小売業者の数には原則制限を設けない。

旧 原則１０業者まで

〈申請できる麻薬小売業者間の移動時間〉

新 同一市区町村内の麻薬小売業者で申請する場合に限り、

麻薬小売業者間の移動時間については原則制限を設けない

旧 麻薬小売業者間の移動時間 原則３０分以内



１．提出書類及び必要添付書類について

(１) 麻薬小売業者間譲渡許可申請書の正本 １部

(２) 上記（１）の副本 申請する麻薬小売業者の数に１を加えた部数
(３) 全申請者の麻薬小売業者免許の写し１セットが必要となり、

さらに添付書類として
(４) 申請する麻薬小売業者所在地の位置関係がわかる地図 １部

２．提出書類の記載方法について

申請書等の提出書類は、このホームページからダウンロードしたもの

を使用されても構いませんし、様式にのっとり申請者自身がワープロ

等で作成されても構いません。

３．提出方法について

申請方法は、郵送による提出のみです。当面の間、窓口での受付は

行いません。また、電子申請には対応しておりません。



４．ご協力のお願い（重要）

関東信越厚生局管内は、東京都を含む１都９県を管轄しており、今回の省令
改正による本譲渡許可申請が殺到することが予想され、事務処理に相当の時
間を要することが予想されます。
そこで、申請者のみなさんには「１．提出書類及び必要添付書類について」
の（6）で示した電子データの提出を併せてお願いいたします。これは必須
ではありませんが、円滑な事務処理を行うための処置になります。
作成していただく電子データは、以下のリンクからダウンロードできるマ
イクロソフトエクセルファイルに必要な電子データを入力して頂くことにな
ります。
円滑な事務処理実施のため、このデータが入ったフロッピーディスクを申請
書に添えての提出に極力ご協力をお願いいたします

５．提出先

〒１０２-８３０９ 東京都千代田区九段南１-２-１ 九段第３合同庁舎１７階
関東信越厚生局麻薬取締部

許認可専用ダイアル：０３-３５１２-８６９１
（受付時間：ＡＭ ９：００〜１２：００，ＰＭ １：００〜 ５：００）



松戸市内薬局グループ化を検討





松戸市薬剤会連携イメージ
－当番薬局に麻薬在庫無しの場合－
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麻薬小売業者間麻薬小分けイメージ
－当番薬局に麻薬在庫無しの場合－
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麻薬小売間譲渡許可申請

松戸市薬剤師会

在宅医療連携委員会が

全面的にサポート致します。



広告方法等

○ 在宅医療受入可能薬局リストの作成

○ 医師会への輪番制の報告

○ 薬剤師会ホームページへの掲載



在宅医療の連携による

患者さん・ご家族への安心を！

松戸から


