
医薬品医療機器等法薬剤師法関係法令集 令和３年版 正誤表
正誤表

① 医薬品医療機器等〔法律〕法第９条の２が欠落しておりました。これに伴い、法第９条の２が法第９
条の３となり、法第９条の３が法第９条の４となり、法第９条の４が法第９条の５となります。お詫び
して下記のとおり訂正させていただきます。

(傍線箇所)

(誤) (正)

15頁の上段

(調剤された薬剤の販売に従事する者)
第九条の二 薬局開設者は、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、医師又は歯科医師から交付された処方箋に
より調剤された薬剤につき、薬剤師に販売させ、又は
授与させなければならない。

(薬局開設者の法令遵守体制) (薬局開設者の法令遵守体制)
第九条の二 (略) 第九条の三 (略)

(調剤された薬剤に関する情報提供及び指導等) (調剤された薬剤に関する情報提供及び指導等)
第九条の三 (略) 第九条の四 (略)
２～６ (略) ２～６ (略)

(薬局における掲示) (薬局における掲示)
第九条の四 (略) 第九条の五 (略)

② 第二十三条の二の十四

(誤) (正)

33頁の中段

５ 医療機器の製造業者は、厚生労働省令で定めるところ 削除
により、医療機器の製造を実地に管理させるために、製
造所ごとに、責任技術者を置かなければならない。

４ 前項の責任技術者(以下「医療機器責任技術者」とい

う。)については、第八条第一項の規定を準用する。

③ 医薬品医療機器等施行規則第298条

(傍線箇所)

(誤) (正)

298頁の上段

(変更の届出) (変更の届出)
第百七十六条 法第四十条第二項において準用する法第十 第百七十六条 法第四十条第二項において準用する法第

条第一項の厚生労働省令で定める事項は、第百六十三条 十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとお
第一項(第二号における所在地を除く。)に規定する事項 りとする。
とする。

２ (略) ２ (略)



追 補

◎令和２年７月28日政令第228号「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
等の一部を改正する法律の施行に伴う関係整備に関する政令 第二条関係〔令和三年八月一日施行分〕」が、
本書〔医薬品医療機器等法 薬剤師法関係法令集 令和３(2021)年版〕に反映されていませんでした。
次の通り追補〔新旧対照表形式〕として作成しました。ご活用お願い申し上げます。
なお、同第228号第一次条関係、第三条関係については織込んでおります。

◎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施行令(抄)(第二条関係)
新旧対照表

(傍線部分は改正部分)

改 正 後 改 正 前

目次 目次
第一章 (略) 第一章 (略)

第二章 地方薬事審議会(第一条の三)

第三章 薬局(第二条―第二条の十四) 第二章 薬局(第一条の三―第二条の二)

第四章～第十五章 (略) 第三章～第十四章 (略)

附則 附則

第二章 地方薬事審議会 (新設)

第一条の三 法第三条第一項の政令で定める事務は、次の (新設)

とおりとする。
一 法第六条の二第一項の都道府県知事の認定に係る事
務

二 法第六条の三第一項の都道府県知事の認定に係る事

務

第三章 薬局 第二章 薬局

第二条 (略) 第一条の三 (略)

(薬局開設の許可証の交付) (薬局開設の許可証の交付)

第二条の二 都道府県知事(薬局の所在地が地域保健法(昭 第一条の四 都道府県知事(薬局の所在地が地域保健法(昭
和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める 和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める
市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の 市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の

区域にある場合においては、市長又は区長。次条から第 区域にある場合においては、市長又は区長。以下この章
二条の六まで及び第二条の十三において同じ。)は、薬 において同じ。)は、薬局開設の許可をしたときは、厚
局開設の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるとこ 生労働省令で定めるところにより、許可を申請した者に

ろにより、許可を申請した者に許可証を交付しなければ 許可証を交付しなければならない。薬局開設の許可を更
ならない。薬局開設の許可を更新したときも、同様とす 新したときも、同様とする。
る。

第二条の三～第二条の六 (略) 第一条の五～第一条の八 (略)

(地域連携薬局等の認定証の交付) (新設)

第二条の七 都道府県知事は、法第六条の二第一項又は第
六条の三第一項の認定(以下この章において単に「認
定」という。)をしたときは、厚生労働省令で定めると

ころにより、当該認定を申請した者に認定証を交付しな
ければならない。法第六条の二第四項又は第六条の三第
五項の認定の更新(第二条の十二において単に「認定の

更新」という。)をしたときも、同様とする。

(地域連携薬局等の認定証の書換え交付) (新設)

第二条の八 認定を受けた薬局開設者(以下この章におい
て「認定薬局開設者」という。)は、前条の認定証(以下



この章において単に「認定証」という。)の記載事項に

変更を生じたときは、その書換え交付を申請することが
できる。

２ 前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、申請書に認定証を添え、当該認定証を交付し
た都道府県知事に対して行わなければならない。

(地域連携薬局等の認定証の再交付) (新設)

第二条の九 認定薬局開設者は、認定証を破り、汚し、又
は失つたときは、その再交付を申請することができる。

２ 前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、当該認定証を交付した都道府県知事に対して
行わなければならない。この場合において、認定証を破
り、又は汚した認定薬局開設者は、申請書にその認定証

を添えなければならない。
３ 認定薬局開設者は、認定証の再交付を受けた後、失つ
た認定証を発見したときは、直ちに、当該認定証を交付

した都道府県知事に発見した認定証を返納しなければな
らない。

(地域連携薬局等の認定証の返納) (新設)
第二条の十 認定薬局開設者は、法第七十五条第四項若し
くは第五項の規定による認定の取消処分を受けたとき、

又は地域連携薬局若しくは専門医療機関連携薬局と称す
ることをやめたときは、直ちに、厚生労働省令で定める
ところにより、認定証を交付した都道府県知事に認定証
を返納しなければならない。

(地域連携薬局等の認定台帳) (新設)
第二条の十一 都道府県知事は、認定に関する台帳を備

え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を
記載するものとする。

２ 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の保健所を設

置する市の市長又は特別区の区長から、前項の台帳の閲
覧を求められたときは、正当な理由がなければこれを拒
むことができない。

(情報の提供の求め) (新設)
第二条の十二 都道府県知事は、認定又は認定の更新を行

うために必要があると認めるときは、当該都道府県の区
域内の保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に対
し、当該市又は特別区の区域内に所在する薬局に関し必
要な情報の提供を求めることができる。

第二条の十三・第二条の十四 (略) 第二条・第二条の二 (略)

第四章・第五章 (略) 第三章・第四章 (略)

(法第二十三条の七第二項第一号の政令で定める法令) (法第二十三条の七第二項第一号の政令で定める法令)
第四十一条の二 法第二十三条の七第二項第一号の政令で 第四十一条の二 法第二十三条の七第二項第一号の政令で

定める法令は、次のとおりとする。 定める法令は、次のとおりとする。
一・二 (略) 一・二 (略)
三 第二条各号に掲げる法令 三 第一条の三各号に掲げる法令

第六章～第十三章 (略) 第五章～第十二章 (略)

(法第七十三条等の政令で定める法令) (法第七十三条等の政令で定める法令)

第六十六条の二 法第七十三条、第七十五条第一項、第七 第六十六条の二 法第七十三条、第七十五条第一項、第七
十五条の二第一項及び第七十五条の二の二第一項第五号 十五条の二第一項及び第七十五条の二の二第一項第五号
の政令で定める法令は、次のとおりとする。 の政令で定める法令は、次のとおりとする。
一・二 (略) 一・二 (略)

三 第二条各号に掲げる法令 三 第一条の三各号に掲げる法令

(法第七十五条の四第一項第四号等の政令で定める法令) (法第七十五条の四第一項第四号等の政令で定める法令)

第六十七条の二 法第七十五条の四第一項第四号及び第 第六十七条の二 法第七十五条の四第一項第四号及び第七
七十五条の五第一項第五号の政令で定める法令は、次の 十五条の五第一項第五号の政令で定める法令は、次のと



とおりとする。 おりとする。

一・二 (略) 一・二 (略)
三 第二条各号に掲げる法令 三 第一条の三各号に掲げる法令

第十四章 希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機 第十三章 希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機
器及び希少疾病用再生医療等製品の指定等 器及び希少疾病用再生医療等製品の指定等

第七十条 法第七十七条の六第二項第四号の政令で定める 第七十条 法第七十七条の六第二項第四号の政令で定める
法令は、次のとおりとする。 法令は、次のとおりとする。
一・二 (略) 一・二 (略)

三 第二条各号に掲げる法令 三 第一条の三各号に掲げる法令

第十五章 雑則 第十四章 雑則

(法第八十条の九第一項第三号の政令で定める法令) (法第八十条の九第一項第三号の政令で定める法令)
第七十九条の二 法第八十条の九第一項第三号の政令で定 第七十九条の二 法第八十条の九第一項第三号の政令で定
める法令は、次のとおりとする。 める法令は、次のとおりとする。

一・二 (略) 一・二 (略)
三 第二条各号に掲げる法令 三 第一条の三各号に掲げる法令

(動物用医薬品等) (動物用医薬品等)
第八十三条 医薬品、医薬部外品、医療機器又は再生医療 第八十三条 医薬品、医薬部外品、医療機器又は再生医療
等製品であつて、専ら動物のために使用されることが目 等製品であつて、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に関しては、この政令(第二条の 的とされているものに関しては、この政令(前条を除

七、第二条の八第二項、第二条の九第二項、第二条の く。)中「厚生労働省令」とあるのは「農林水産省令」
十、第二条の十一第一項及び前条を除く。)中「厚生労 と、「厚生労働大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、
働省令」とあるのは「農林水産省令」と、「厚生労働大 第一条の三中「次のとおり」とあるのは「第一号から第

臣」とあるのは「農林水産大臣」と、第二条中「次のと 三号まで、第五号から第八号まで及び第十号に掲げる法
おり」とあるのは「第一号から第三号まで、第五号から 令」と、第一条の四中「都道府県知事(薬局の所在地が
第八号まで及び第十号に掲げる法令」と、第二条の二中 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の

「都道府県知事(薬局の所在地が地域保健法(昭和二十二 政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)
年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下 又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区
「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域に 長。以下この章において同じ。)」とあり、第四条第二

ある場合においては、市長又は区長。次条から第二条の 項中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売を
六まで及び第二条の十三において同じ。)」とあり、第 する薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区
四条第二項中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製 域にある場合においては、市長又は区長。次条第四項、

造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特 第六条第五項、第七条第二項、第八条第二項及び第十九
別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次条 条第二項において同じ。)」とあり、及び「都道府県知
第四項、第六条第五項、第七条第二項、第八条第二項及 事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地

び第十九条第二項において同じ。)」とあり、及び「都 が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にお
道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局 いては、市長又は区長)」とあり、第五条第四項、第六
の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある 条第五項、第十二条第四項及び第十三条第五項中「都道
場合においては、市長又は区長)」とあり、第五条第四 府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区

項、第六条第五項、第十二条第四項及び第十三条第五項 の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあ
中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又 り、第七条第二項中「都道府県知事(薬局製造販売医薬
は特別区の区域にある場合においては、市長又は区 品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市

長)」とあり、第七条第二項中「都道府県知事(薬局製造 又は特別区の区域にある場合においては、当該許可を受
販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設 けた市長又は区長)」とあり、第八条第二項及び第十九
置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該 条第二項中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品第の製

許可を受けた市長又は区長)」とあり、第八条第二項及 造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特
び十九条第二項中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品 別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」と
の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又 あり、第十一条第二項中「都道府県知事(薬局製造販売

は特別区の区域にある場合においては、市長又は区 医薬品を製造する薬局の所在地が保健所を設置する市又
長)」とあり、第十一条第二項中「都道府県知事(薬局製 は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。
造販売医薬品を製造する薬局の所在地が保健所を設置す 次条第四項、第十三条第五項、第十四条第二項及び第十

る市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は 五条第二項において同じ。)」とあり、及び「都道府県
区長。次条第四項、第十三条第五項、第十四条第二項及 知事(薬局製造販売医薬品を製造する薬局の所在地が保
び第十五条第二項において同じ。)」とあり、及び「都 健所を設置する市又は特別区の区域にある場合において
道府県知事(薬局製造販売医薬品を製造する薬局の所在 は、市長又は区長)」とあり、第十四条第二項中「都道

地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合に 府県知事(薬局製造販売医薬品を製造する薬局の所在地
おいては、市長又は区長)」とあり、第十四条第二項中 が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にお
「都道府県知事(薬局製造販売医薬品を製造する薬局の いては、当該許可を受けた市長又は区長)」とあり、並

所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場 びに第十五条第二項中「都道府県知事(薬局製造販売医
合においては、当該許可を受けた市長又は区長)」とあ 薬品を製造する薬局の所在地が保健所を設置する市又は
り、並びに第十五条第二項中「都道府県知事(薬局製造 特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」

販売医薬品を製造する薬局の所在地が保健所を設置する とあるのは「都道府県知事」と、第四十一条の二第三



市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区 号、第六十六条の二第三号、第六十七条の二第三号、第

長)」とあるのは「都道府県知事」と、第四十一条の二 七十条第三号及び第七十九条の二第三号中「第一条の三
第三号、第六十六条の二第三号、第六十七条の二第三 各号」とあるのは「第一条の三第一号から第三号まで、
号、第七十条第三号及び第七十九条の二第三号中「第二 第五号から第八号まで及び第十号」と、第四十四条中

条各号」とあるのは「第二条第一号から第三号まで、第 「都道府県知事(店舗販売業にあつてはその店舗の所在
五号から第八号まで及び第十号」と、第四十四条中「都 地が、高度管理医療機器等(法第三十九条第一項に規定
道府県知事(店舗販売業にあつてはその店舗の所在地 する高度管器等をいう。以下同じ。)の販売業又は貸与
が、高度管理医療機理医療機器等(法第三十九条第一項 業にあつてはその営業所の所在地が、それぞれ保健所を

に規定する高度管理医療機器等をいう。以下同じ。)の 設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市
販売業又は貸与業にあつてはその営業所の所在地が、そ 長又は区長。次条から第四十八条までにおいて同じ。)
れぞれ保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合 は、医薬品の販売業、高度管理医療機器等」とあるのは

においては、市長又は区長。次条から第四十八条までに 「都道府県知事は、医薬品の販売業、高度管理医療機器
おいて同じ。)は、医薬品の販売業、高度管理医療機器 等(法第三十九条第一項に規定する高度管理医療機器等
等」とあるのは「都道府県知事は、医薬品の販売業、高 をいう。以下同じ。)」と、第四十八条中「及び第四十

度管理医療機器等(法第三十九条第一項に規定する高度 条の五第一項」とあるのは「、第四十条の五第一項及び
管理医療機器等をいう。以下同じ。)」と、第四十八条 第八十三条の二の三第一項」と、第七十四条の四第六項
中「及び第四十条の五第一項」とあるのは「、第四十条 中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をす

の五第一項及び第八十三条の二の三第一項」と、第七十 る薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域
四条の四第六項中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品 にある場合においては、市長又は区長)」とあり、及び
の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又 「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は

は特別区の区域にある場合においては、市長又は区 特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」
長)」とあり、及び「都道府県知事(その所在地が保健所 とあり、第八十条第一項中「都道府県知事(薬局製造販
を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、 売医薬品の製造販売をし、又は薬局製造販売医薬品を製

市長又は区長)」とあり、第八十条第一項中「都道府県 造する薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の
知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をし、又は薬局製 区域にある場合においては、市長又は区長)」とあり、
造販売医薬品を製造する薬局の所在地が保健所を設置す 並びに同条第八項中「都道府県知事、保健所を設置する
る市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は 市の市長又は特別区の区長(以下この項において「都道

区長)」とあり、並びに同条第八項中「都道府県知事、 府県知事等」という。)」とあり、及び「都道府県知事
保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下この 等」とあるのは「都道府県知事」とする。
項において「都道府県知事等」という。)」とあり、及

び「都道府県知事等」とあるのは「都道府県知事」とす
る。


