
福岡市薬剤師会 常務理事 原口恵子



事業背景
 厚生労働省より発表された「薬局のあるべき姿」に注射針等の
受け入れ、回収を行い、それらを適切に廃棄していることが謳
われている。

 使用者数の増加に伴い、針の廃棄に関する問題が生じている。

 近年では、オフィスビル、ホテル、空港などでの清掃作業員の
針刺し事故や、ごみ回収業者の針刺し事故など全国ビルメンテ
ナンス協会の報告にもあるように、公共の場での廃棄が問題に
なっている。



薬剤師会として
 使用者に安全に廃棄してもらうための手段として、薬剤
師会会員薬局での福岡市使用済み自己注射針回収モ
デル事業として立ち上げる。

 薬剤や注射針を払い出す際に、薬局が使用済み針回収
を行う事を周知することで、安易に針を廃棄することが危
険であることも併せて啓発することができる。



医療機関で使用済み針の自主回収を行っている。
→強制力がない

医療機関で回収した針は感染性医療廃棄物として
他の廃棄物（チューブ・点滴針・血液の付いたガー
ゼ）と一緒に廃棄されている。

福岡市の現状



会員薬局 福岡市薬剤師会

処理の流れ 手順１

②会員が持ち込む

特別管理産業廃棄物処理業者

③回収

①個別に事務手続きの委任
・保管場所の賃貸契約

排出責任所

④回収処理終了確
認書（マニフェスト）

回収処理確認書
（マニフェスト）添付⑤マニフェスト確認保管

患者

運搬カード携帯



手順１ マニュアル1～２

 ①会員が薬剤師会に事務手続き等を委任します

各店舗ごとに委任が必要です

 ②一時保管に関して会員薬局と薬剤師会と保管場所の
賃貸契約が必要になります（無償）

 処分業者との個々の契約は不要になります

 薬剤師会が委任状を基に業者と一括契約をします

 薬剤師会は契約書の写しを会員薬局へ返しますので各
薬局で写しを保管してください



①市薬に事務手続きを委任する委任状
②市薬に保管場所を借りる賃貸契約

 

平成  年  月  日  

委 任 状 

私は、私の薬局から排出する特別管理産業廃棄物（使用済み自己注射針）の適正処理に関する事務手続き等について、

下記の通り委任いたします。 

（委任者） 

     住所：                      氏名（名称及び代表者の氏名） 

 

                                                 印 

（受任者） 

     住所：福岡市中央区今泉 1丁目１－１        氏名： （名称及び代表者の氏名） 

一般社団法人 福岡市薬剤師会 

                                 会  長  瀬 尾   隆   印 

（委任内容） 

１．委任者が排出した使用済み自己注射針の処理に関する産業廃棄物処理業者と委託契約を結ぶ権限。 

２．委任者が排出した使用済み自己注射針の処理に関する産業廃棄物管理票（マニフェスト）の交付事務。 

３．処理委託料の支払いに関する事務。 

（委任条件） 

１．使用済み自己注射針の排出事業者責任は、委任者に在る。 

２．運用については別途、マニュアルにより定める。 

３．処理委託料は、委任者が納める福岡市薬剤師会会費より支払う。  

 

賃貸契約書
賃貸人 一般社団法人福岡市薬剤師会（以下「甲」）と賃借人一般社団法人福
岡市薬剤師会会員薬（以下「乙」）は、
使用済み自己注射針集積場保管庫に関し次のとおり契約を締結した。
（賃借の目的）

１条 甲は、乙に対し次条以下の条件により、次に表示する保管庫を賃貸する。
名称 使用済み自己注射針集積場

保管庫
住所 福岡市薬剤師会館 福

岡市中央区今泉1丁目１－１ ３階
（使用目的）

２条 使用済み自己注射針の保管
（契約期間）

３条 本契約の期間は、「福岡市使用済み自己注
射針回収モデル事業」期間とする。
（賃 料）

４条 賃料は、無償とする。
平成 年 月 日

賃貸人（甲） 

住所：福岡市中央区今泉 1丁目１－１ 

氏名（名称及び代表者の氏名）： 

一般社団法人 福岡市薬剤師会 

会  長  瀬 尾   隆    印  

賃借人（乙） 

住所： 

氏名（名称及び代表者の氏名）： 

  

   

１ ２

※①・②は一枚の用紙で作成しております



会員薬局 福岡市薬剤師会

処理の流れ 手順2

②会員が持ち込む

特別管理産業廃棄物処理業者

③回収

①個別に事務手続きの委任
・保管場所の賃貸契約

排出責任所

④回収処理終了確
認書（マニフェスト）

回収処理確認書
（マニフェスト）添付⑤マニフェスト確認保管
運搬カード携帯



手順２ マニュアル３～９
 患者から受け取ったペットボトルにラベルを貼ります

ラベルには薬局名、患者から受け取った回収年月日を

記載します

 封が密閉されていること破損がないことを確認してください

 回収した針を薬剤師会へ搬入します

※必ず薬局職員での搬入をお願いいたします

宅配便や問屋さんへの依頼搬入はできません

※搬入時間は事務局の開いている時間帯でお願いいたし

ます

 回収した針と一緒に必要事項を記入したマニフェスト添付してく
ださい。

 運搬カードを必ず携帯して運搬してください

 市薬事務局は会員が提出したマニフェストをコピーし、会員薬局
へ控えとして渡します。



ペットボトルに貼るステッカー

薬局名記載（店判でOK）

患者から受け取った日付

１０枚ひと綴りです



マニフェスト

７枚つづりの伝票になりますA票 B1票 B2票 C1票 C2票 D票 E票



マニフェスト記入箇所

薬局名 住所 電話番号を記載

搬入数量記載
ml（ﾐﾘﾘｯﾄﾙ）表記になります

市薬に搬入した日付

年 月 日

ml



運搬カード （見本）

福岡市使用済み自己注射針回収にかかわる 

運搬カード 

 

■氏名又は名称及び住所 

   福岡市薬剤師会薬局 

   福岡市中央区地行浜１－７－１０ 

 

■産業廃棄物の種類・数量 

   マニフェストに記載 

 

■積載日 

   マニフェストに記載 

 

■積載した事業場 

   福岡市薬剤師会薬局 

   福岡市中央区地行浜１－７－１０ 

   ☎０９２－７３１－４１９３ 

 

■運搬先の事業場 

   一般社団法人 福岡市薬剤師会 

   福岡市中央区今泉１－１－１ 

   ☎０９２－７１４－４４１６ 

 
 

市薬へ搬入の際はこ
の運搬カードを必ず
携帯してください

薬局名
住所を記載

薬局名
住所
電話番号を記載



会員薬局 福岡市薬剤師会

処理の流れ 手順３

②会員が持ち込む

特別管理産業廃棄物処理業者

③回収

①個別に事務手続きの委任
・保管場所の賃貸契約

排出責任所

④回収処理終了確
認書（マニフェスト）

回収処理確認書
（マニフェスト）添付⑤マニフェスト確認保管
運搬カード携帯



手順３ マニュアル１０～１９

 市薬事務局で行う仕事になります。

（会員薬局の仕事ではありません）

 市薬事務局は収集運搬が引き取りに来た時点で、A表

（一番上の伝票）を業者より受け取り、会員薬局へ渡しま
す。

 会員薬局はA表が市薬事務局より来るまでは、コピーを

控えとして保存しておいてください。（原本と照合できた
時点でA票のコピーは廃棄されて構いません）



会員薬局 福岡市薬剤師会

処理の流れ 手順４

②会員が持ち込む

特別管理産業廃棄物処理業者

③回収

①個別に事務手続きの委任
・保管場所の賃貸契約

排出責任所

④回収処理終了確
認書（マニフェスト）

回収処理確認書
（マニフェスト）添付⑤マニフェスト確認保管
運搬カード携帯



手順４ マニュアル２０

 マニフェストは１枚１００円薬局負担となります。（現在は試
薬で負担しております）

 マニフェストは処理が終わった段階で薬局に送り返されま
す

 マニフェストは複写式 ７枚 になっていますが、送り返し
てくる伝票は B2票 D票 E票 になります。

 送られてきた伝票（B2・D・E票）とA票を必ず照合して処
理が行われたことを確認してください

 マニフェストは５年間保存義務があります

 B2・D・E票が３カ月以上たっても送ってこない場合は市薬
に連絡してください



会員薬局 福岡市薬剤師会

処理の流れ 手順５

②会員が持ち込む

特別管理産業廃棄物処理業者

③回収

①個別に事務手続きの委任
・保管場所の賃貸契約

排出責任所

④回収処理終了確
認書（マニフェスト）

回収処理確認書
（マニフェスト）添付⑤マニフェスト確認保管
運搬カード携帯



手順５ マニュアル２１～２２

 薬局は「廃棄物管理台帳」を作成します

※台帳には廃棄物の種類、量、排出日および送られてきた

マニフェスト照合確認の月日を台帳に記載し、管理します

 処分量を福岡市環境局へ報告義務があります

※年度ごとに報告しますので、４月から翌年３月までを集計し

6月末日までに環境局へ報告します


