薬局開設の手引き

秋田県
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Ⅰ

薬局開設許可の概要
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をいいます。
秋田県内（秋田市を除く）で、薬局を開設する場合は秋田県知事の許可が必要です。
許可の有効期限は６年です。（法第４条）

１ 新規許可申請が必要な場合
■新しく開設する場合
■開設者に関して
・開設者が変わる場合
・個人から法人、法人から個人に変わる場合
・法人の対等合併により新法人を設立する場合
・会社分割により、分割をする会社の営業を新しく設立する会社に承継させる場合
■許可業種が変わる場合
店舗販売業から薬局への変更など、その他業態変更をする場合
■店舗に関して
・店舗を全面改築する場合
・仮店舗を設置する場合
・他の場所に移転する場合（同一建物内の移転も含む。）
■その他
許可有効期間内に更新申請を行わなかった場合
２ 申請手続きの流れ
（１）申請から許可まで
事前相談・・・前もって構造設備や添付書類、許可の日程などをご相談ください。
↓

※事前相談の際は、薬局の図面を用意してください。

許可申請・・・必要書類を添えて開設予定日 3 週間前を目途に申請してください。。
↓

※事前相談の際は、薬局の図面を用意してください。

施設検査・・・保健所の薬事監視員が構造設備などについて検査します。
↓
許

（※検査は許可更新時及び許可取得後も不定期で随時実施します。）
可・・・薬局開設許可証の発行。許可後、医薬品を貯蔵・陳列できます。

（２）保険薬局の指定手続き
健康保険法に基づく保険薬局の指定を受けようとする場合は、東北厚生局秋田事務所
に指定を申請する必要があります。指定申請の際には薬局の開設許可証が必要となるほ
か、健康保険法に基づく審査がありますので、必ず事前に東北厚生局秋田事務所と打ち
合わせを行ってください。
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Ⅱ

申請・届出が必要な場合とその手続き（一覧）

【手続き一覧】
状況

手続き

備考

手引きの引用
ページ

1 新規に薬局の開設許可を申請する場合 許可申請

約１ヶ月前を目途に時間に余裕を持って申請してください。

P4

2 薬局開設許可の更新を申請する場合

有効期間満了の１ヶ月前まで

P5

変更後３０日以内の届出が必要

P7

更新申請

3 許可の内容に変更があった場合（４以外） 変更届

4

薬局の名称、相談時及び緊急時の電話
変更届
番号その他連絡先に変更があった場合

事前の届出が必要

P4

5

特定販売の実施の有無及びその内容に
変更届
変更がある場合

事前の届出が必要

P8

6

許可証の記載事項に変更が生じ、その
内容を書き換える場合

7

許可証を紛失、汚損して、許可証の再発 許可証再交付
行を申請する場合
申請書

随時

8 薬局を休止、廃止又は再開した場合

許可証書換え
交付申請

許可証は掲示義務があるので、速やかに手続きを行ってく
ださい。
随時
許可証は掲示義務があるので、速やかに手続きを行ってく
ださい。
事実発生後３０日以内

休止・廃止・再
開届

P8
P8
P9

翌年３月末まで
9

前年の総取り扱い処方箋数を届け出る
場合

取扱処方箋数
の届出

P9

【添付書類の省略について】
同一法人が県内に複数の薬局を開設する場合等の各申請又は届出時に添付する登記事項
証明書及び診断書については、次の条件により省略を認めます。
①登記簿謄本について
過去６ヶ月以内に県内いずれかの保健所に提出済の場合、原本の提出は省略可能です。
但し、この場合、各申請書又届出の備考欄に、登記簿謄本の原本については、平成○
○年○月○日△△保健所に提出済み」と記載して、写しを提出してください。
②診断書
過去３ヶ月以内に県内いずれかの保健所に提出済の場合、原本の提出は省略可能です。
但し、この場合、各申請書又届出の備考欄に、診断書の原本については、平成○○年
○月○日△△保健所に提出済み」と記載して、写しを提出してください。
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１

新規に薬局の開設許可を申請する場合

■提出期限

開設予定日の概ね１ヶ月前まで

■手数料

２９，０００円

■必要書類

提出書類

備考

① 薬局開設許可申請書【様式第１】
② 薬局等の管理者及びその他の薬剤師・登録販売者の一覧表（別紙１）
③ 薬局等の管理者及びその他の薬剤師・登録販売者の免許証又は販売従事登録証の写し

資格者確認のため、薬剤師免許証
及び販売従事登録証の原本の提
示とともに、その写しを添付してく
ださい。

④ 薬局の構造設備の概要（別紙２）

1枚版と２枚版があります。

⑤ 薬局・店舗販売業の業務を行う体制の概要（別紙３）
⑥ 付近の見取図

現地調査の際、店舗の位置がわ
かるような地図を添付してくださ
い。

⑦ フロアー全体の平面図

店舗の一部で許可を取っている場
合、テナント形式で入居している場
合等はフロア全体の配置がわかる
ものを提出してください。
・任意様式です。

⑧ 店舗の平面図

・法人の場合のみ
・発行後６ヶ月以内のものに限る。

⑨ 履歴事項全部証明書（登記簿謄本）

・発行後３ヶ月以内ものに限る。
・法人の場合、薬事に係る業務を
行う役員全員分
・法人においては、代表取締役以
外の役員については、疎明書代え
る事が可能です。

⑩ 申請者の診断書又は疎明書

・法人における「業務を行う役員」
の範囲を具体的に示す書類
・役員全員が「業務を行う役員」に
該当する場合は添付不要

⑪ 役員の業務分掌表又は組織図（法人の場合）

⑫ 雇用契約書の写し又は使用関係証明書

・勤務する薬剤師、登録販売者が
開設者に開設者に雇用されている
場合に提出してください。

⑬ 誓約書

・法人の場合、その役員が管理者
又はその他従事者として勤務する
場合に提出してください。

⑭ 販売・授与する医薬品の区分及び特定販売の方法（別紙４）

・特定販売を行う場合に限ります。

⑮

放射性医薬品を取扱う場合は、放射性医薬品の種類及び取り扱うために必要な設備の概要
を記載した書類

※管理医療機器の販売を合わせて行う場合は、薬局開設許可申請書（様式第１）の備考欄
に、管理医療機器を取り扱う旨の記載及び取り扱い品目について記載してください。
なお、薬局管理者と管理医療機器の営業所管理者が異なる場合は、営業所管理者の氏名
・住所・資格区分を記載し、資格を証する書類の写しを添付してください。
■許可申請における留意事項
許可の申請については、別紙の「秋田県薬局開設許可注意事項」を参照してください。
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２

薬局開設許可の更新を申請する場合
薬局を開設後、継続して営業するには、６年毎に許可の更新が必要です。

■提出期限

有効期間終了日の概ね１ヶ月前まで

■手数料

１１，０００円

■必要書類
提出書類

備

１

薬局開設許可更新申請書（様式第６）

２

現有する許可証

考

■改正法の経過措置について
平成２６年６月１１日までに薬局開設許可を受けている薬局が、平成２６年６月１２日
以降、最初に行う更新申請時には、薬局開設許可更新申請書（様式第５）の備考欄に、
「販
売・授与する医薬品の区分」及び「相談時・緊急時の連絡先」を記載してください。
また、特定販売を行う薬局は上記に加え、販売・授与する医薬品の区分及び特定販売の
方法（県規程別紙様式）が必要です。
３

開設許可の内容に変更があった場合

■手数料

なし

■留意事項
・変更事項によって、事前に届出が必要な場合と事後に届出が必要な場合があります。
（p ６～７参考）
・次のような場合には変更届ではなく、新規許可申請が必要ですので、ご注意ください。
・開設者が変わる場合（相続、譲渡、法人化、合併）
・全面改築の場合（既存店舗を取り壊して新築する場合等）
ただし、部分改装は変更として取扱う場合があります。改装前に予めご相談くださ
い。
・仮店舗を開設する場合（既存の店舗を全面改装する際など、仮店舗で業務を行う
場合）
・店舗を移転する場合（同一ビル内の平行・階層移転の場合を含む）
・許可証の記載事項に変更が生じる場合は、許可証書換え交付申請を行うことがで
きます。
提出書類

備

１

変更届（様式第６）

２

※添付書類は変更内容により異なります。
「変更届の添付書類一覧」参照
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考

【変更前にあらかじめ届出をするもの】
■提出期限

事前（変更前）

■留意事項
・変更年月日は変更しようとする日を記載してください。
変更届の添付書類一覧【変更前に届出が必要なもの】
変更内容

添付書類

１

薬局の名称

不要

２

相談時及び緊急連絡先の電話番号その他の連絡先

不要

３

特定販売実施の有無

【特定販売を新たに開始しよ
うとする場合】
・医薬品の区分及び特定販売
の方法（様式有り）
・業務体制概要

４
５

特定販売を行う際に使用する通信手段

・医薬品の区分及び特定販売

（注文を受ける手段、情報提供を受ける手段）

の方法（様式有り）

特定販売を行う医薬品の区分

・医薬品の区分及び特定販売
の方法（様式有り）

６

特定販売を行う時間及び営業時間のうち特定販売の ・業務体制概要
みを行う時間がある場合はその時間

７

特定販売を行うことについて広告に、正式名称と異 不要
なる名称を表示するときその名称

８

特定販売を行うことについてインターネットを利用 ・医薬品の区分及び特定販売
して広告するときの主たるホームページアドレス

９

の方法（様式有り）

特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うため ・医薬品の区分及び特定販売
に必要な設備

の方法（様式有り）

-6-

【変更後の届出をするもの】
■提出期限

変更後３０日以内

■留意事項
添付書類
■個人の場合
・変更の前後が確認できる戸籍謄本、戸籍
抄本、戸籍記載事項証明書（６ヶ月以内に
発行されたもの）
■法人の場合
・変更の前後が確認できる登記事項証明書
（履歴事項全部証明書）（６ヶ月以内に発
行されたもの
２ 開設者の住所変更
■個人の場合 添付書類不要
■法人の場合
変更の前後が確認できる登記事項証明書（履
歴事項全部証明書）（６ヶ月以内に発行さ
れたもの
３ 業務を行う役員の変更
・変更の前後が確認できる登記事項証明書
（法人の場合のみ）
（履歴事項全部証明書）（６ヶ月以内に発
行されたもの）
・新たに業務を行う役員になった役員の診
断書（発行後３ヶ月以内のもの）
・役員の業務分掌表又は組織図
４ 薬局管理者の「氏」
・戸籍抄本、戸籍記載事項証明書又は「氏」
変更後の資格を証明する書類（薬剤師免許
証又は販売従事登録証）の写し
５ 薬局管理者の住所
添付書類不要
６ 薬局管理者
・雇用契約書の写し又は使用関係証明書
（役員が管理者となる場合は誓約書）
・薬剤師免許証の写し
※原本を提示すること
・業務体制概要
７ 薬局管理者の週当たり勤務時間
・雇用契約書の写し又は使用関係証明書
（役員の場合は誓約書）
・業務体制概要
８ その他の薬剤師・登録販売者の「氏」 ・戸籍抄本、戸籍記載事項証明書又は「氏」
変更後の資格を証明する書類（薬剤師免許
証又は販売従事登録証）の写し
９ その他の薬剤師・登録販売者の週当 ・雇用契約書の写し又は使用関係証明書
たり勤務時間
（役員の場合は誓約書）
・業務体制概要
１０ その他の薬剤師・登録販売者の転入 ・雇用契約書の写し又は使用関係証明書
・資格を証明する書類（薬剤師免許証又は
販売従事登録証の写し）原本を提示するこ
と
・業務体制概要
１

変更内容
開設者の氏名変更
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１１ その他の薬剤師・登録販売者の転出
１２ 販売・授与する医薬品の区分
１３
１４
１５
１６

４

・業務体制概要
・医薬品の区分及び特定販売の方法（様式
有り）
構造設備の主要部分
・平面図・構造設備概要
当該店舗において併せ行う医薬品の 添付書類不要
販売業、その他の業務の種類
取り扱う放射性医薬品の種類
添付書類不要
通常の営業日又は営業時間
・業務体制概要

開設許可証について

許可証書換交付申請
■提出期限

随時

■手 数 料

２，０００円

■留意事項
・許可証の記載事項に変更が生じた場合に許可証書換交付申請を行うことができま
す。
・変更届が提出されている必要があります。（同時提出可）
提出書類
１

許可証書換交付申請書（様式第３）

２

現有する許可証

備

考

許可証再交付申請
■提出期限
■手数料

随時
２，９００円

■留意事項
・許可証を紛失したり、破り、汚した場合、許可証の再交付を申請することができま
す。
・許可証の再交付後に紛失した許可証が発見された場合は直ちに発見された許可証を
返納してください。
・許可証は法令の規定により掲示義務がありますので、速やかに手続きをしてください。
提出書類
１

許可証再交付申請書（様式第４）

２

現有する許可証

備

考

汚損又は破損の場合のみ
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５

休止・廃止・再開した場合

■提出期限

休止・廃止・再開後３０日以内

■手 数 料

なし

■留意事項

休止期間中の許可更新は認められません。
休止期間が無期限で再開の目処が無い場合は廃止してください。
提出書類

１

備

休止・廃止・再開届出 （様式第８）

考

休止・廃止・再開の該当する項目を囲
ってください。（２ヶ所有り）

２

６

現有する許可証

廃止の場合のみ

取扱処方箋数届

■提出期限

毎年３月３１日

■手 数 料

なし
提出書類

１

備

考

取扱処方せん数届（様式第７）

次の場合は、届出義務が免除されます。
①前年において業務を行った機関が３ヶ月未満である場合
②前年における総取扱処方せん数を前年において業務を行った日数で除して得た数（１
日平均処方せん枚数）が４０以下の場合
【前年の総取処方せん枚数の計算方法】
前年の総取扱処方せん数（※注１）
＝（眼科・歯科・耳鼻咽喉科の処方せん数×２／３）
＋その他診療科の処方せん数（※注２）
注１：小数点以下は切り上げること。
注２：科名が不明又は不確かな場合はその他診療科の処方せんとして計算すること。

【１日平均取扱処方せん数の計算方法】
１日平均取扱処方せん数＝前年の総取扱処方せん数÷前年に業務を行った日数（※注３）
注３：調剤の有無に関わらず、薬局として業務を行った日数（定休日等を差し引くこと。）
１時間でも開局していれば、１日としてカウントすること。
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