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⑺ 外来服薬支援料 ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀118
⑻ 服用薬剤調整支援料 ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀118
⑼ 在宅患者訪問薬剤管理指導料 ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀119
⑽ 在宅患者緊急時等共同指導料等 ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀120
⑾ 服薬情報等提供料 ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀121
⑿ 経管投薬支援料 ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀121
⒀ 保険調剤等に係る一部負担金の支払い
におけるポイント提供 ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀121

⒁ 衛生材料等の支給 ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀122
⒂ その他 ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀123

2 評価療養 ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀123
3 他医療機関の受診 ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀124
4 保険薬局の指定等 ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀125
<参考>医科診療報酬点数表等 ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀126

薬剤使用に関する保険診療上の取扱い ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀137
附 ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱い ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀264

薬剤使用に関する点数表の解釈編（医科，歯科)
医科点数表（抄） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀269 歯科点数表（抄） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀489

関係法規・通知編
1 療養担当規則
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（省令） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀587
保険医療機関及び保険医療養担当規則（省令） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀589
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の
給付等の取扱い及び担当に関する基準（告示） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀597

保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正等に
伴う実施上の留意事項について〈平8〉（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀606
保険薬局の指定について ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀607
保険薬局の保険医療機関からの独立性に関する取扱い
の明確化について ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀608

保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正等に
伴う実施上の留意事項について〈平20〉（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀608

保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に
伴う実施上の留意事項について〈平22〉（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀609
保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に
伴う実施上の留意事項について〈平24〉（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀610
保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に
伴う実施上の留意事項について〈平26〉（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀610
処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更に
ついて（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀611

処方せんの「変更不可」欄の取扱い等について ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀612
｢診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬
品｣等について（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀613

医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算
定項目の分かる明細書の交付について（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀616

内服薬及び外用薬の投与量について（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀626
2 使用医薬品・保険外併用療養費等
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労
働大臣が定める掲示事項等（告示） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀627

厚生労働大臣の定める評価療養，患者申出療養及び選
定療養（告示） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀630

保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品
等（告示） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀631

保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算
定方法（告示） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀633

｢療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生
労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療
養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施
上の留意事項について（通知) ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀634

｢診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事
項について」等の一部改正について〈平18〉（通知）
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀646

評価療養に係る費用の消費税の取扱いについて ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀646
療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについ
て（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀647

3 施設基準
⑴保険薬局に係る施設基準
特掲診療料の施設基準等〈通則及び調剤報酬点数表
届出関連部分〉（告示） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀649
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続
きの取扱いについて〈同上〉（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀653

⑵薬剤に関連する保険医療機関の施設基準
基本診療料の施設基準等〈通則及び薬剤関連部分〉
（告示） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀679
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続
きの取扱いについて〈同上〉（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀683

特掲診療料の施設基準等〈⑴以外の薬剤関連部分〉
（告示） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀700
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続
きの取扱いについて〈同上〉（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀705

4 記載要領等
診療報酬請求書等の記載要領等について（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀723
処方せんへの保険薬剤師の記名の取扱いについて ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀753
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の
技術の利用に関する法律等の施行等について
（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀753
診療録に貼付等する書面の電磁的記録による保存につ
いて ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀755
診療録等の保存を行う場所について（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀755
｢診療録等の保存を行う場所について」の一部改正に
ついて〈平22〉（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀757
｢診療録等の保存を行う場所について」の一部改正に
ついて〈平25〉（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀757
｢レセプトのオンライン請求に係るセキュリティに関
するガイドライン」等の改定について（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀758
療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関
する省令（省令） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀764
療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関
する省令第1条第2項及び第3項並びに第7条第2
項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるもの
（告示） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀767
療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関
する省令の一部を改正する省令の施行等について
（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀768
電子情報処理組織の使用による費用の請求に関して厚
生労働大臣が定める事項及び方式並びに光ディスク
等を用いた費用の請求に関して厚生労働大臣が定
める事項，方式及び規格について（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀774
保険医療機関又は保険薬局に係る電子情報処理組織等
を用いた費用の請求等に関する取扱いについて
（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀774
調剤報酬請求に対する審査の実施について（通知） ㌀㌀㌀㌀782
健康保険組合における調剤報酬の審査及び支払に関す
る事務の取扱いについて（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀782
保険者へ請求する診療（調剤）報酬明細書情報等の仕
様について ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀784
5 処方箋・調剤録等
新医薬制度の実施について（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀785
処方せんに関する取扱い等について（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀786
保険薬局の調剤録の取扱い（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀787
小包装の薬価基準収載医薬品の供給確保について〈昭59〉
（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀787
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小包装医薬品の円滑な供給について〈昭59〉（通知） ㌀㌀㌀787
小包装の薬価基準収載医薬品の供給確保について〈平4〉
（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀787
小包装医薬品の円滑な供給について〈平4〉（通知） ㌀㌀㌀788
処方せん受入れ準備体制の整備のためのファクシミリ
の利用について（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀789

薬事法の一部を改正する法律等の施行等について
（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀789
内服薬処方せんの記載方法の在り方に関する検討会報
告書の公表について（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀794

電子メール等による処方内容の電送等について
（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀801
お薬手帳（電子版）の運用上の留意事項について
（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀801
(参考）処方箋及び調剤録の取扱いについて ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀804
6 薬局機能等
調剤薬局の取扱いについて（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀808
薬局業務運営ガイドラインについて（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀809
薬事法施行規則の一部を改正する省令の施行について
〈平19〉（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀813
薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留
意点について（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀815

薬剤師法施行規則の一部を改正する省令の施行につい
て〈平19〉（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀819

薬事法施行規則の一部を改正する省令の施行等につい
て〈平24〉（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀820

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規則の一部を改正する省令等の
施行等について（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀822

｢薬局の求められる機能とあるべき姿」の公表に
ついて（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀824

患者のための薬局ビジョン ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀827
薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律等の施行等
について（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀831

薬局医薬品の取扱いについて（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀847
薬剤の使用方法に関する実技指導の取扱いについて
（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀849
医療用医薬品購入の取引がある医薬品卸売販売業者に
関する相談窓口の設置等について（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀849

医療機器の分割販売について（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀851
調剤業務のあり方について（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀852
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一部の施
行について（オンライン服薬指導関係）（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀852

7 麻薬等の取扱い
麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省
令の制定について（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀857

麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省
令の制定について（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀858

塩酸メチルフェニデート（リタリン）その他向精神薬
の適正使用，処方せんに係る
疑義照会の徹底等について（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀860

塩酸メチルフェニデート製剤の使用にあたっての留意
事項について（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀861

向精神薬等の処方せん確認の徹底等について
（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀862
向精神薬等の過量服薬を背景とする自殺について
（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀862
在宅医療のために処方されるバルーン式ディスポーザ
ブルタイプの連続注入器に入った
麻薬注射薬の取扱いについて（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀863

在宅医療の推進のための麻薬の取扱いの弾力化につい
て（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀863

8 介護保険との調整
薬局等勤務薬剤師の介護支援専門員等との兼務につい
て（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀864

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基
準（告示） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀865

指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関
する基準（省令） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀866

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基
準（訪問通所サービス，居宅療養管理指導及び福祉
用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要す
る費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上
の留意事項について（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀869

指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関す
る基準（告示） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀872

医療保険と介護保険の給付調整（健保法・高齢者医
療確保法） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀873

要介護被保険者等である患者について療養に要する費
用の額を算定できる場合（告示） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀873

医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び
医療保険と介護保険の相互に関連する事項等につい
て（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀875

特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いに
ついて（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀879

参考資料
薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する
業務ガイドライン（第2版）（日本薬剤師会） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀880

索 引 ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀885

診療報酬の算定方法

◉厚生労働省告示第59号
健康保険法（大正11年法律第70号）第76条第2項（同法第149条において準用する場合を含む。）及び高齢者の医
療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第71条第1項の規定に基づき，診療報酬の算定方法を次のように定
め，平成20年4月1日から適用し，診療報酬の算定方法（平成18年厚生労働省告示第92号）は，平成20年3月31日
限り廃止する。ただし，この告示の別表第一区分番号Ａ100の注1ただし書，区分番号Ａ102の注1ただし書及び区
分番号Ａ105の注1ただし書に係る規定は，平成20年7月1日から適用し，同年3月31日において現にこの告示に
よる廃止前の診療報酬の算定方法（平成18年厚生労働省告示第92号）の別表第一区分番号Ａ308に係る届出を行っ
ている病棟であって，この告示の別表第一区分番号Ａ308に係る届出を行っていないものにおける回復期リハビリ
テーション病棟入院料の算定については，同年9月30日までの間は，なお従前の例による。

平成20年3月5日 厚生労働大臣 舛 添 要 一
一部改正：

平成20年6月30日 厚生労働省告示第349号（平成20年7月1日から適用）
平成20年9月30日 厚生労働省告示第468号（平成20年10月1日から適用）
平成22年3月5日 厚生労働省告示第 69号（平成22年4月1日から適用）
平成24年3月5日 厚生労働省告示第 76号（平成24年4月1日から適用）
平成25年1月18日 厚生労働省告示第 6号（平成25年4月1日から適用）
平成26年3月5日 厚生労働省告示第 57号（平成26年4月1日から適用）
平成26年11月21日 厚生労働省告示第439号（平成26年11月25日から適用）
平成28年3月4日 厚生労働省告示第 52号（平成28年4月1日から適用）
平成30年3月5日 厚生労働省告示第 43号（平成30年4月1日から適用）
平成30年12月28日 厚生労働省告示第432号（平成30年1月1日から適用）
令和元年8月19日 厚生労働省告示第 85号（令和元年10月1日から適用）
令和2年3月5日 厚生労働省告示第 57号（令和2年4月1日から適用）

8 目 次 9



診療報酬の算定方法

1 健康保険法第63条第3項第一号に規定する保険医療機関に係る療養（高齢者の医療の確保に関する法律（以下
「高齢者医療確保法」という。）の規定による療養を含む。以下同じ。）に要する費用の額は，歯科診療以外の診
療にあっては別表第一医科診療報酬点数表により，歯科診療にあっては別表第二歯科診療報酬点数表により算定
するものとする。ただし，別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養（健康保険法第63条第1項第五
号に掲げる療養（同条第2項に規定する食事療養，生活療養，評価療養，患者申出療養及び選定療養を除く。）
及びその療養に伴う同条第1項第一号から第三号までに掲げる療養並びに高齢者医療確保法第64条第1項第五号
に掲げる療養（同条第2項に規定する食事療養，生活療養，評価療養，患者申出療養及び選定療養を除く。）及
びその療養に伴う同条第1項第一号から第三号までに掲げる療養に限る。）に要する費用の額は，当該療養を提
供する病院の病棟ごとに別に厚生労働大臣が定めるところにより算定するものとする。

2 保険医療機関に係る療養に要する費用の額は，1点の単価を10円とし，別表第一又は別表第二に定める点数を
乗じて算定するものとする。

3 健康保険法第63条第3項第一号に規定する保険薬局に係る療養に要する費用の額は，別表第三調剤報酬点数表
により，1点の単価を10円とし，同表に定める点数を乗じて算定するものとする。

4 前3号の規定により保険医療機関又は保険薬局が毎月分につき保険者（高齢者医療確保法第7条第2項に規定
する保険者をいう。）又は後期高齢者医療広域連合（同法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。）ご
とに請求すべき療養に要する費用の額を算定した場合において，その額に1円未満の端数があるときは，その端
数金額は切り捨てて計算するものとする。

5 特別の事由がある場合において，都道府県知事が厚生労働大臣の承認を得て別に療養担当手当を定めた場合に
おける療養に要する費用の額は，前各号により算定した額に当該療養担当手当の額を加算して算定するものとす
る。

6 前各号の規定により保険医療機関又は保険薬局において算定する療養に要する費用の額は，別に厚生労働大臣
が定める場合を除き，介護保険法（平成9年法律第123号）第62条に規定する要介護被保険者等については，算
定しないものとする。

7 別表第一から別表第三までにおける届出については，届出を行う保険医療機関又は保険薬局の所在地を管轄す
る地方厚生局長又は地方厚生支局長（以下「地方厚生局長等」という。）に対して行うものとする。ただし，当
該所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合には，当該分室を経由して行うものとする。

調剤報酬点数表編
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調剤報酬点数表
通 則
1 投薬の費用は，第1節から第3節まで
の各区分の所定点数を合算した点数によ
り算定する。

2 第1節の各区分の所定単位を超えて調
剤した場合の調剤料は，特段の定めのあ
る場合を除き，当該所定単位又はその端
数を増すごとに同節の各区分の所定点数
を加算する。

3 投薬に当たって，別に厚生労働大臣が
定める保険医療材料（以下この表におい
て「特定保険医療材料」という。）を支
給した場合は，前2号により算定した所
定点数及び第4節の所定点数を合算した
点数により算定する。

（根拠法令）
◇ 調剤報酬は，健康保険法第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法
律第71条第1項の規定に基づく告示「診療報酬の算定方法」の別表第三に，
「調剤報酬点数表」として定められている。この点数表は，健康保険法・高
齢者医療確保法のほか国民健康保険法及び感染症法等に基づく各種公費負担
医療においても，これによることとされている。ただし，「公害健康被害補
償法」に基づく公害医療における調剤報酬算定表は，別に定められている。

（調剤報酬の算定方法）
◇ 調剤報酬は次によって算定する。
請求点数＝調剤技術料＋薬学管理料＋薬剤料＋特定保険医療材料料

⑴ 調剤技術料
調剤技術料は調剤基本料，調剤料及び加算料からなっている。
ア 調剤基本料は，処方箋の受付1回につき，施設基準に係る区分に従
い，それぞれの所定点数を算定する。施設基準を満たすとして届け出た
以外の保険薬局は，特別調剤基本料を算定する。なお，同一患者から異
なる医療機関の処方箋を同時にまとめて複数枚受け付けた場合，2回目
以上の受付分については所定点数の100分の80を算定する。
調剤基本料の施設基準は，①処方箋の受付回数，②特定の保険医療機
関に係る処方箋による調剤の割合，③特定の保険医療機関との間での不
動産の賃貸借取引の有無，④当該保険薬局における医療用医薬品の取引
価格の妥結率等に応じて区分されている（詳細は後述の「調剤基本料の
施設基準」を参照）。また，取引価格の妥結率が5割以下である又はか
かりつけ薬局の基本的な機能に係る業務を行っていない等の保険薬局
は，所定点数の100分の50を算定する。
なお，長期投与に係る処方箋のうち，長期保存が困難等の理由により
分割調剤を行った場合は，2回目以降の調剤について，1分割調剤につ
き5点を算定する。また，初めて後発医薬品を服用等する患者に分割調
剤を行った場合は，2回目の調剤に限り5点を算定する。
それ以外の場合で，患者の服薬管理が困難である等の理由により，医
師が処方時に指示した場合には，薬局で分割調剤を実施する（処方医
は，処方箋の備考欄に分割日数及び分割回数を記載する）。2回目以降
の調剤時は，患者の服薬状況等を確認し，処方医に対して情報提供を行
う。この場合，調剤基本料，調剤料及び薬学管理料（服薬情報等提供料
を除く。）については，所定点数を分割回数で除した点数を1分割調剤
につき算定する。
イ 調剤料は内服薬（浸煎薬及び湯薬を除く。），屯服薬，浸煎薬，湯薬，
注射薬，外用薬の6区分に分かれている。
内服薬の調剤料は1剤を1単位とし，3剤までを限度として，投薬日
数に応じた5段階の定額制がとられている（7日分以下1剤28点，8日
分以上14日分以下1剤55点，15日分以上21日分以下1剤64点，22日分以
上30日分以下1剤77点，31日分以上1剤86点）。ただし，内服用滴剤を
調剤した場合は，投薬日数にかかわらず1調剤につき10点を算定する。
屯服薬については，剤数にかかわらず21点を算定する。浸煎薬につい
ては，3調剤までを限度として，1調剤につき190点を算定する。湯薬
については，3調剤までを限度として，7日分以下190点，8日分以上
28日分以下は7日目以下190点で8日目以上は1日分につき10点，29日
分以上400点を算定する。注射薬については，調剤数にかかわらず26点
を算定する。外用薬については，3調剤までを限度として，1調剤につ
き10点とされている。そして，実際の調剤数量に応じて，所定単位数倍
することになる。ただし，内服薬の場合は4剤分以上の部分について，
屯服薬の場合は2剤分以上の部分について，浸煎薬および湯薬の場合は
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4調剤以上の部分について，注射薬の場合は2調剤以上の部分につい
て，外用薬の場合は4調剤以上の部分について，算定しない。なお，内
服薬，浸煎薬，湯薬のいずれかを同時に調剤した場合には，算定の限度
に注意が必要であるので，それぞれ後述の項目を参照されたい。
ウ 加算料には，調剤基本料の加算として，地域支援体制加算，後発医薬
品調剤体制加算がある。また，調剤料の加算として，麻薬加算，向精神
薬・覚醒剤原料・毒薬加算，時間外・休日・深夜加算，夜間・休日等加
算，自家製剤加算，計量混合調剤加算，在宅患者調剤加算がある。この
他に，内服薬における嚥下困難者用製剤加算，一包化加算と，注射薬に
おける無菌製剤処理加算が設けられている。

⑵ 薬学管理料
薬学管理料には，以下のものが定められている。
•薬剤服用歴管理指導料（麻薬管理指導加算，重複投薬・相互作用等防
止加算，特定薬剤管理指導加算，乳幼児服薬指導加算，吸入薬指導加
算，調剤後薬剤管理指導加算）
•かかりつけ薬剤師指導料（麻薬管理指導加算，重複投薬・相互作用等
防止加算，特定薬剤管理指導加算，乳幼児服薬指導加算）
•かかりつけ薬剤師包括管理料
•外来服薬支援料
•服用薬剤調整支援料
•在宅患者訪問薬剤管理指導料（麻薬管理指導加算，乳幼児加算）
•在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料（麻薬管理指導加算，乳幼児加算）
•在宅患者緊急時等共同指導料（麻薬管理指導加算，乳幼児加算）
•退院時共同指導料
•服薬情報等提供料
•在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
•経管投薬支援料

⑶ 薬剤料
薬剤料は，調剤料の所定単位につき使用薬剤の薬価が15円以下である場
合は1点とし，15円を超える場合は10円又はその端数を増すごとに1点を
加算する。

⑷ 特定保険医療材料
処方箋により支給が認められている自己注射用ディスポーザブル注射器
等を支給した場合は，材料価格を10円で除して得た点数により算定する。

（医薬品の品質確保） ◇ 保険薬局は，当該保険薬局において調剤される医薬品の品質確保について
万全を期さなければならない。 留

（保険薬局の分割調剤について） ⑴ 保険薬剤師は，医師の分割指示に係る処方箋又は投与日数が長期間にわた
る処方箋によって調剤を行う場合であって，処方薬の長期保存の困難その他
の理由によって分割して調剤する必要がある場合には，分割調剤を行う。
また，分割調剤を行う場合（上記の場合のほか，後発医薬品（ジェネリッ
ク医薬品）への変更が不可の場合の署名欄に処方医の署名又は記名・押印が
ない，又は署名欄に処方医の署名又は記名・押印があるものの「変更不可」
欄に「✓」又は「×」が記載されていない先発医薬品がある処方箋（以下
「後発医薬品への変更が可能な処方箋」という。）を提出した患者の同意に基
づき，処方箋に記載された先発医薬品を初めて後発医薬品に変更して調剤を
行う場合であって，当該患者の希望により，分割調剤を行う場合を含む。）
は，その総量は，当然処方箋に記載された用量を超えてはならず，また，第
2回以後の調剤においては使用期間の日数（ただし，処方箋交付の日を含め
て4日を超える場合は4日とする。）と用量（日分）に示された日数との和
から第1回調剤日から起算して当該調剤日までの日数を差し引いた日分を超
えては交付できない。例えば，4月3日交付，使用期間4日間，用量10日分
の処方箋で4月4日に5日分の調剤を受け，次に10日に調剤を受けに来た場
合は（10＋4）－7＝7であるから，残りの5日分を全部交付して差し支え

ないが，もし第2回の調剤を4月13日に受けに来た場合，（10＋4）－10＝
4となるので4日分しか交付できない。 留

⑵ 保険薬局において分割調剤を行い，当該薬局において調剤済みとならない
場合は，処方箋に薬剤師法第26条に規定する事項及び分割理由等の必要な事
項を記入し，調剤録等を作成した後，処方箋を患者に返却する。 留

（減数調剤） ◇ 処方箋において，残薬分を差し引いた減数調剤（薬剤服用歴の記録又は調
剤録及び残薬の外形状態・保管状況その他の残薬の状況を確認した上で，処
方箋に記載された医薬品の数量を減らして調剤する業務をいう。）を行った
後に，残薬に係る状況を情報提供することで差し支えない旨の指示があり，
当該指示に基づき調剤を行った場合は，保険薬剤師は，患者に対して次回受
診時に処方医へ残薬の状況を報告することを促すとともに，患者の残薬の状
況，その理由及び実際に患者へ交付した薬剤の数量，患者への説明内容等に
ついて，遅滞なく当該調剤に係る処方箋を発行した保険医療機関に情報提供
する。 留

（加算等の対象となる後発医薬品） ◇ 調剤基本料の「注6」の後発医薬品調剤体制加算及び「注7」に係る後発
医薬品については，「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬
品」等について」（令和2年3月5日保医発0305第7号）〔編注；関係法規・
通知編の「1 療養担当規則」参照〕を参照する。 留

（調剤報酬点数表の掲示） ◇ 保険薬局は，患者が薬局における業務内容及びその費用を理解できるよ
う，調剤報酬点数表の一覧等について，薬剤を交付する窓口等，患者が指導
等を受ける際に分かりやすい場所に掲示するとともに，患者の求めに応じ
て，その内容を説明する。 留

（期間計算の原則） ◇ 算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては，特に
定めのない限り，それぞれ日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から
月の末日までの1か月を単位として算定する。 留

（署名又は記名・押印） ◇ 署名又は記名・押印を要する文書については，自筆の署名（電子的な署名
を含む。）がある場合には印は不要である。 留

（処方箋の取扱い） （処方箋の確認）
◇ 保険薬剤師は，その処方せんの交付された日から起算して使用期間に記入
された日数の間（すなわち，有効期間内）に提出された処方せんについて保
険医または保険者の指定する者（行政庁の指定する者を含む。）より交付さ
れたものであることを確認の上調剤を行うものとし，この使用期間を超えた
処方せんについては，調剤してはならない。 （昭31. 3.31 保 発41）

（約束処方箋）
◇ 処方せんによる薬剤の支給は，健康保険法第43条第3項〔編注；現行の第
63条第3項〕の定めるところにより，被保険者に保険薬局を自由に選択でき
る権利が認められているが，この約束処方による場合は特定の薬局以外には
適用しないので，その意味において被保険者の権利を拘束するものであるこ
と，また，保険医療機関及び保険医療養担当規則第23条に規定された処方せ
んの様式を具備しているものの，約束処方の記載は本条にいう「必要な事項
の記載」とは認め難いことから，約束処方による処方せんの交付は不適当で
ある。 （昭35. 9.19 保文発8178）

（処方箋への記入）
◇ 薬剤師は，調剤したときは，その処方箋に以下の事項を記載する。
⑴ 「調剤済年月日」欄について
処方箋が調剤済となった場合の年月日を記載する。その調剤によって，
当該処方箋が調剤済とならなかった場合は，調剤年月日及び調剤量を処方
箋に記載する。
⑵ 「保険薬局の所在地及び名称」欄について
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保険薬局指定申請の際等に地方厚生（支）局長に届け出た所在地及び名
称を記載する。
⑶ 「保険薬剤師氏名 ㊞」欄について
調剤を行った保険薬剤師が署名するか又は保険薬剤師の姓名を記載し，
押印する。
⑷ その他次の事項を「備考」欄又は「処方」欄に記入する。
ア 処方箋を交付した医師又は歯科医師の同意を得て処方箋に記載された
医薬品を変更して調剤した場合には，その変更内容
イ 医師又は歯科医師に照会を行った場合は，その回答の内容
⑸ 分割指示に係る処方箋に基づき調剤した場合は，別紙の「受付保険薬局
情報」欄に保険薬局の所在地，名称，保険薬剤師氏名及び調剤年月日を記
入する。別紙の余白を用いて調剤量等の必要な情報を記載するのは差し支
えない。 （昭51. 8. 7 保険発82）

（最終改正；令 2. 3.27 保医発0327 1）
（参考・薬剤師法施行規則）
第15条 薬剤師法第26条の規定により処方せんに記入しなければならな
い事項は，調剤済みの旨又は調剤量及び調剤年月日のほか，次のとお
りとする。
1 調剤した薬局又は病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設
の名称及び所在地
2 薬剤師法第23条第2項の規定により医師，歯科医師又は獣医師の
同意を得て処方箋に記載された医薬品を変更して調剤した場合に
は，その変更の内容
3 薬剤師法第24条の規定により医師，歯科医師又は獣医師に疑わし
い点を確かめた場合には，その回答の内容

◇ 処方箋については，医科診療報酬点数表の第2章第5部「投薬」で取扱い
が定められているので十分留意すること〔薬剤使用に関する点数表の解釈編
「医科点数表（抄）」区分番号Ｆ400「処方箋料」を参照〕。

（調剤録） （調剤録の記入）
◇ 保険薬局は，第10条の規定による調剤録に，療養の給付の担当に関し必要
な事項を記載し，これを他の調剤録と区別して整備しなければならない。

（保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第5条）

◇ 保険薬剤師は，患者の調剤を行った場合には，遅滞なく，調剤録に当該調
剤に関する必要な事項を記載しなければならない。

（保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第10条）

◇ 保険薬局において作成する保険調剤録は，次に該当する事項を記入する。
なお，この調剤録は，調剤済となった処方せんに調剤録と同様の事項を記
入したものをもってかえることができる。
⑴ 薬剤師法施行規則第16条に規定する事項
⑵ 患者の被保険者証記号番号，保険者名，生年月日及び被保険者，被扶養
者の別
⑶ 当該薬局で調剤した薬剤について処方せんに記載してある用量，既調剤
量及び使用期間
⑷ 当該薬局で調剤した薬剤についての薬剤点数，調剤手数料，請求点数及
び患者負担金額 （昭36. 6.14 保険発57）

（平 2. 3.19 保険発22）
※薬剤師法施行規則
第16条 薬剤師法第28条第2項の規定により調剤録に記入しなければな
らない事項は，次のとおりとする。
1 患者の氏名及び年齢
2 薬名及び分量
3 調剤年月日
4 調剤量
5 調剤した薬剤師の氏名

6 処方せんの発行年月日
7 処方せんを交付した医師，歯科医師又は獣医師の氏名
8 前号の者の住所又は勤務する病院若しくは診療所若しくは飼育動
物診療施設の名称及び所在地
9 前条第2号及び第3号に掲げる事項

16 通 則

通

則

通 則 17

通

則



18 通 則

通

則

通 則 19

通

則

1 「患者」欄について
⑴ 氏名
投薬を受ける者の姓名を記載する。

⑵ 生年月日
投薬を受ける者の生年月日を記載する。

⑶ 男・女
投薬を受ける者の性別について該当するものを○で囲
む。
⑷ 区分
該当するものを○で囲む。

2 「保険医療機関の所在地及び名称」欄について
保険医療機関指定申請の際等に地方厚生（支）局長に届け
出た所在地及び名称を記載する。

3 「電話番号」欄について
保険医療機関の電話番号を記載することを原則とするが，
必要のない場合は記載を省略しても差し支えない。

4 「保険医氏名㊞」欄について
処方箋を発行した保険医（以下「処方医」という。）が署

名するか，又は処方医の姓名を記載し，押印する。

4の2 「都道府県番号」，「点数表番号」及び「医療機関コー
ド」欄について
「都道府県番号」欄には，保険医療機関の所在する都道府
県番号2桁（診療報酬明細書に記載する都道府県番号と同様
の番号）を記載する。「点数表番号」欄には，医科は1を，

（参考）処方箋の記載上の注意事項（記載要領通知） 歯科は3を記載する。「医療機関コード」欄には，それぞれ
の医療機関について定められた医療機関コード7桁（診療報
酬明細書に記載する医療機関コードと同様の番号）を記載す
る。また，健康保険法第63条第3項第2号及び第3号に規定
する医療機関については，「医療機関コード」欄に
「9999999」の7桁を記載する。

5 「交付年月日」欄について
患者に処方箋を交付した年月日を記載する。

6 「処方箋の使用期間」欄について
⑴ 交付の日を含めて4日以内の場合は，記載する必要がな
い。
⑵ 患者の長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合
に，交付の日を含めて3日以内又は交付の日を含めて4日
を超えた日より調剤を受ける必要がある場合には，年月日
を記載する。この場合において，当該処方箋は当該年月日
の当日まで有効である。
⑶ 様式第二号の二に基づく処方箋（以下「分割指示に係る
処方箋」という。）の場合は，分割の1回目に係る使用期
限を記載することとし，当該使用期限が交付の日を含めて
4日以内の場合は，記載する必要がない。

7 「処方」欄について
投薬すべき医薬品名，分量，用法及び用量を記載し，余白
がある場合には，斜線等により余白である旨を表示する。
⑴ 医薬品名は，一般的名称に剤形及び含量を付加した記載
（以下「一般名処方」という。）又は薬価基準に記載されて
いる名称による記載とする。なお，可能な限り一般名処方
を考慮することとし，一般名処方の場合には，会社名（屋
号）を付加しない。
なお，薬価基準に記載されている名称を用いる場合，当
該医薬品が，薬価基準上，2以上の規格単位がある場合に
は，当該規格単位を併せて記載する。
また，保険医療機関と保険薬局との間で約束されたいわ
ゆる約束処方による医薬品名の省略，記号等による記載は
認められないものである。
⑵ 分量は，内服薬については1日分量，内服用滴剤，注射
薬及び外用薬については投与総量，屯服薬については1回
分量を記載する。
⑶ 用法及び用量は，1回当たりの服用（使用）量，1日当
たり服用（使用）回数及び服用（使用）時点（毎食後，毎
食前，就寝前，疼痛時，○○時間毎等），投与日数（回数）
並びに服用（使用）に際しての留意事項等を記載する。特
に湿布薬については，1回当たりの使用量及び1日当たり
の使用回数，又は投与日数を必ず記載する。
なお，分割指示に係る処方箋を交付する場合は，分割し
た回数ごとにそれぞれ調剤すべき投与日数（回数）を記載
し，当該分割指示に係る処方箋における総投与日数（回
数）を付記する。
⑷ 特定保険医療材料（自己注射に用いる自己注射用ディス
ポーザブル注射器（針を含む。），万年筆型注入器用注射針
又は「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基
準）」（平成20年3月厚生労働省告示第61号）の別表のⅠに
規定されている特定保険医療材料）を保険薬局より支給さ
せる場合は名称及びセット数等を記載する。
⑸ 処方医が処方箋に記載した医薬品の一部又はすべてにつ
いて後発医薬品への変更に差し支えがあると判断したとき

には，「備考」欄中の「保険医署名」欄に署名等を行うと
ともに，差し支えがあると判断した医薬品ごとに「変更不
可」欄に「✓」又は「×」を記載し，患者及び処方箋に基
づき調剤を行う保険薬局の保険薬剤師のいずれに対しても
変更不可であることが明確に分かるように記載する。な
お，一般名処方の趣旨からして，一般名処方に対して「変
更不可」欄に「✓」又は「×」が記載されることはあり得
ないものである。
⑹ 処方医が処方箋に記載した医薬品のうち⑸に基づいて
「変更不可」欄に「✓」又は「×」を記載していないもの
のうち，当該医薬品と含量規格が異なる後発医薬品又は類
似する別剤形（※）の後発医薬品への変更に差し支えがあ
ると判断したときには，「備考」欄中の「保険医署名」欄
に署名等を行うとともに，当該医薬品の銘柄名の近傍に
「含量規格変更不可」又は「剤形変更不可」と記載するな
ど，患者及び処方箋に基づき調剤を行う保険薬局の保険薬
剤師のいずれに対しても含量規格変更不可又は剤形変更不
可であることが明確に分かるように記載する。
※ 類似する別剤形の医薬品とは，内服薬であって，次の
各号に掲げる分類の範囲内の他の医薬品をいう。
ア 錠剤（普通錠），錠剤（口腔内崩壊錠），カプセル
剤，丸剤
イ 散剤，顆粒剤，細粒剤，末剤，ドライシロップ剤
（内服用固形剤として調剤する場合に限る。）
ウ 液剤，シロップ剤，ドライシロップ剤（内服用液剤
として調剤する場合に限る。）

⑺ なお，内服薬の処方箋への記載に当たっては，「内服薬
処方せんの記載方法の在り方に関する検討会報告書の公表
について」（平成22年1月29日付医政発0129第3号・薬食
発0129第5号）も参考にされたい。

8 「備考」欄について
⑴ 保険薬局が調剤を行うに当たって留意すべき事項等を記
載する。
⑵ 麻薬を処方する場合には，麻薬取締法第27条に規定する
事項のうち，患者の住所及び麻薬施用者の免許証の番号を
記載する。
⑶ 長期の旅行等特殊の事情がある場合において，必要があ
ると認め，必要最小限の範囲において，投薬量が1回14日
分を限度とされる内服薬及び外用薬であって14日を超えて
投与した場合は，その理由を記載する。
⑷ 未就学者である患者の場合は「6歳」と，高齢受給者又
は後期高齢者医療受給対象者であって一般・低所得者の患
者の場合は「高一」と，高齢受給者又は後期高齢者医療受
給対象者であって7割給付の患者の場合は「高7」と記載
する。
⑸ 処方医が，処方箋に記載した医薬品について後発医薬品
に変更することに差し支えがあると判断した場合は，差し
支えがあると判断した医薬品ごとに，「処方」欄中の「変
更不可」欄に「✓」又は「×」を記載するとともに，「保
険医署名」欄に署名又は記名・押印する。
なお，後発医薬品を処方する際に，「変更不可」欄に

「✓」又は「×」を記載する場合においては，その理由を
記載する。
⑹ 入院中の患者以外の患者に対する処方について，患者の
服薬管理が困難である等の理由により，保険薬局に分割調
剤を指示する場合には，分割の回数及び当該分割ごとの調
剤日数を記載する。



第1節 調剤技術料

区分
00 調剤基本料（処方箋の受付1回につき）
1 調剤基本料1 42点
2 調剤基本料2 26点
3 調剤基本料3
イ 同一グループの保険薬局（財務上又
は営業上若しくは事業上，緊密な関係
にある範囲の保険薬局をいう。以下こ
の表において同じ。）による処方箋受
付回数3万5千回を超え40万回以下の
場合 21点
ロ 同一グループの保険薬局による処方
箋受付回数40万回を超える場合 16点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険薬局において調剤
した場合には，処方箋の受付1回につ
き，当該基準に係る区分に従い，それ
ぞれ所定点数を算定する。ただし，別
に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等
に届け出たものについては，本文の規
定にかかわらず，調剤基本料1により
算定する。

（受付回数等）
⑴ 調剤基本料は，患者等が提出する処方箋の枚数に関係なく処方箋の受付1
回につき算定する。なお，分割調剤を行う場合は，「注8」〔33頁〕から「注
10」までにより算定する。 留

⑵ 同一患者から同一日に複数の処方箋を受け付けた場合，同一保険医療機関
の同一医師によって交付された処方箋又は同一の保険医療機関で一連の診療
行為に基づいて交付された処方箋については一括して受付1回と数える。
ただし，同一の保険医療機関から交付された場合であっても，歯科の処方
箋については歯科以外の処方箋と歯科の処方箋を別受付として算定できる。

留

⑶ 複数の保険医療機関が交付した同一患者の処方箋を同時にまとめて受け付
けた場合においては，受付回数はそれぞれ数え2回以上とする。また，この
場合において，当該受付のうち，1回目は調剤基本料の所定点数を算定し，
2回目以降は「注3」により調剤基本料の所定点数を100分の80にし，小数
点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。なお，当該注3の規定は，注
8から注10までの分割調剤に係る処方箋には適用しない。 留

（調剤基本料に関する施設基準）
⑴ 調剤基本料1
調剤基本料2，調剤基本料3及び特別調剤基本料のいずれにも該当しない
保険薬局である。なお，調剤基本料の「注1」のただし書の施設基準に該当
する保険薬局（「医療を提供しているが，医療資源の少ない地域」に所在す
る保険薬局）は，以下の⑵から⑸の基準にかかわらず調剤基本料1となる。
⑵ 調剤基本料2
次のいずれかに該当する保険薬局である（調剤基本料3及び特別調剤基本
料に該当するものを除く。）。
ア 処方箋集中率等に基づく基準
イ 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合（以下「処方箋集
中率」という。）が70％を超え，処方箋の受付回数が1月に4,000回を超
えるもの
ロ 処方箋集中率が85％を超え，処方箋の受付回数が1月に2,000回を超
えるもの
ハ 処方箋集中率が95％を超え，処方箋の受付回数が1月に1,800回を超
えるもの

イ 特定の保険医療機関からの処方箋受付回数に基づく基準（アに該当する
ものを除く。）
イ 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数（同一の建物内に複数の
保険医療機関が所在するいわゆる医療モールの場合にあっては，当該建
物内の全ての保険医療機関に係る処方箋の受付回数を合算したものとす
る。）が1月に4,000回を超える。
ロ 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数（同一グループの保険薬
局（財務上又は営業上若しくは事業上，緊密な関係にある範囲の保険薬
局をいう。以下同じ。）のうち，これに属する他の保険薬局において，
処方箋集中率が最も高い保険医療機関が同一の場合は，処方箋の受付回
数は当該他の保険薬局の処方箋の受付回数を含む。）が，1月に4,000回
を超える。

⑶ 調剤基本料3 イ
次のいずれかに該当する保険薬局である（特別調剤基本料に該当するもの
を除く。）。
ア 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に3万
5千回を超え，4万回以下の場合
イ 処方箋集中率が95％を超えるもの
ロ 特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があるもの
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なお，この場合において，保険薬局に指示しておくベき
事項等があれば具体的に記載する。

⑺ 1処方につき70枚を超えて湿布薬を投与する場合は，当
該湿布薬の投与が必要であると判断した趣旨を記載する。

⑻ 保険薬局が調剤時に患者の残薬を確認した際に，当該保
険薬局に対して，「保険医療機関へ疑義照会をした上で調
剤」すること又は「保険医療機関へ情報提供」することを
指示する場合には，該当するチェック欄に「✓」又は
「×」を記載する。
⑼ 地域包括診療加算若しくは認知症地域包括診療加算又は
地域包括診療料若しくは認知症地域包括診療料を算定して
いる患者について，保険薬局に対してその旨を情報提供す
るに当たって，処方箋への書面の添付によらない場合に
は，当該加算を算定している旨を本欄に記載する。

⑽ オンライン診療料に規定する情報通信機器を用いた診療
の実施に伴う処方箋の場合には，「オン診」と記載する。

9 「分割指示に係る処方箋」について
⑴ 分割指示に係る処方箋を発行する場合は，分割の回数及
び何回目に相当するかを右上の所要欄に記載する。

⑵ 別紙の発行保険医療機関情報には，保険医療機関の保険
薬局からの連絡先を記載する。その他の連絡先として，必
要に応じ，担当部署の電子メールのアドレスなどを記載す
る。

10 その他
薬剤師は，調剤したときは，その処方箋に以下の事項を記
載する。

⑴ 「調剤済年月日」欄について
処方箋が調剤済となった場合の年月日を記載する。その

調剤によって，当該処方箋が調剤済とならなかった場合
は，調剤年月日及び調剤量を処方箋に記載する。

⑵ 「保険薬局の所在地及び名称」欄について
保険薬局指定申請の際等に地方厚生（支）局長に届け出

た所在地及び名称を記載する。
⑶ 「保険薬剤師氏名 ㊞」欄について
調剤を行った保険薬剤師が署名するか又は保険薬剤師の

姓名を記載し，押印する。
⑷ その他次の事項を「備考」欄又は「処方」欄に記入す
る。
ア 処方箋を交付した医師又は歯科医師の同意を得て処方
箋に記載された医薬品を変更して調剤した場合には，そ
の変更内容

イ 医師又は歯科医師に照会を行った場合は，その回答の
内容

⑸ 分割指示に係る処方箋に基づき調剤した場合は，別紙の
「受付保険薬局情報」欄に保険薬局の所在地，名称，保険
薬剤師氏名及び調剤年月日を記入する。別紙の余白を用い
て調剤量等の必要な情報を記載するのは差し支えない。

（昭51. 8. 7 保険発82）
（最終改正；令 2. 5.29 保医発0529 1）

（参考）公害医療における調剤報酬算定表

公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額
の算定方法 （平 4. 5.29 環境庁告示第40号）

（最終改正；平20. 3.21 環境省告示第24号）

二 公害医療機関（薬局に限る。）に係る診療報酬の額は，診
療報酬の算定方法（平成20年3月厚生労働省告示第59号）別
表第三調剤報酬点数表の例により算定した点数に1点当たり
15円を乗ずることにより算定するものとする。ただし，使用
薬剤の購入価格は，診療報酬の算定方法の規定により別に厚
生労働大臣が定める購入価格により算定した点数に1点当た
り10円を乗ずることにより算定するものとする。



イ 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に4万
回を超え，40万回以下の場合
イ 処方箋集中率が85％を超えるもの
ロ 特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があるもの

⑷ 調剤基本料3 ロ
同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に40万回
を超える場合であって以下のいずれかに該当するものである（特別調剤基本
料に該当するものを除く。）。
ア 処方箋集中率が85％を超えるもの
イ 特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があるもの
⑸ 特別調剤基本料
次のいずれかに該当する保険薬局である。
ア 保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局
であって，処方箋集中率が70％を超えるもの。ただし，当該保険薬局の所
在する建物内に診療所が所在している場合を除く。
イ 調剤基本料の施設基準に係る届出を行っていないもの 特

（調剤基本料の施設基準に関する留意点）
⑴ 処方箋の受付回数
処方箋の受付回数の計算に当たり，受付回数に数えない処方箋は以下のと
おりとする。
ア 調剤料の時間外加算，休日加算，深夜加算又は夜間・休日等加算を算定
した処方箋
イ 在宅患者訪問薬剤管理指導料，在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料又は在
宅患者緊急時等共同指導料の基となる調剤に係る処方箋。ただし，在宅患
者訪問薬剤管理指導料（在宅患者オンライン服薬指導料を除く。）の処方
箋については，単一建物診療患者が1人の場合は受付回数の計算に含め
る。
ウ 介護保険法に基づく指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する
基準（平成12年厚生省告示第19号）別表の「4」の居宅療養管理指導費の
ハの⑵又は指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準
（平成18年厚生労働省告示第127号）別表の「5」の介護予防居宅療養管理
指導費のハの⑵の基となる調剤に係る処方箋。ただし，単一建物居住者が
1人の場合の処方箋については受付回数の計算に含める。

⑵ 処方箋の受付回数及び特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数が，調
剤基本料の施設基準に該当するか否かの取扱いについては，処方箋受付回数
の合計が，調剤基本料の施設基準で定められている回数に，受付回数を計算
した月数を乗じて得た回数を超えるか否かで判定する。
⑶ 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合は，特定の保険医療機
関に係る処方箋の受付回数（同一保険医療機関から，歯科と歯科以外の処方
箋を受け付けた場合は，それらを合計した回数とする。）を，当該期間に受
け付けた全ての処方箋の受付回数で除して得た値とする。
⑷ ⑶の計算に当たり，同一グループの保険薬局の勤務者（常勤及び非常勤を
含めた全ての職員をいう。）及びその家族（同一グループの保険薬局の勤務
者と同居又は生計を一にする者をいう。）の処方箋は，特定の保険医療機関
に係る処方箋の受付回数及び当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数
のいずれからも除いて計算する。
⑸ 「当該保険薬局の所在する建物内に複数保険医療機関が所在している場
合」とは，保険薬局と複数の保険医療機関が一つの建築物に所在している場
合のことをいう。外観上分離されておらず，また構造上も外壁，床，天井又
は屋根といった建築物の主要な構造部分が一体として連結し，あるいは密接
な関連をもって接続しているものは一つの建築物とみなす。
⑹ 同一グループは次の基準により判断する。
ア 同一グループの保険薬局とは，次に掲げる者の全ての保険薬局とする。
① 保険薬局の事業者の最終親会社等
② 保険薬局の事業者の最終親会社等の子会社等
③ 保険薬局の事業者の最終親会社等の関連会社等
④ ①から③までに掲げる者と保険薬局の運営に関するフランチャイズ契

約を締結している者
イ アの保険薬局の事業者の最終親会社等は，保険薬局の事業者を子会社等
とする者のうち，親会社等がない法人又は個人（以下「法人等」という。）
をいう（カにおいて同じ。）。
ウ イの親会社等は，次に掲げる者とする。
① 他の法人（株式会社その他これに準じる形態の法人に限る。）の議決
権の過半数を自己の計算において所有している法人等
② 他の法人（持分会社（会社法（平成17年法律第86号）第575条第1項
に規定する持分会社をいう。以下同じ。）その他これに準じる形態の法
人に限る。）の資本金の過半数を出資している法人等
③ 他の法人の事業の方針の決定に関して，①及び②に掲げる者と同等以
上の支配力を有すると認められる法人等

エ ア②及びイの子会社等は，次に掲げる者とする。この場合において，法
人等の子会社等が次に掲げる者を有する場合における当該者は，当該法人
等の子会社等とみなす。（法人等及びその子会社等が共同で次に掲げる者
を有する場合における当該者を含む。）
① 法人等が議決権の過半数を所有している他の法人（株式会社その他こ
れに準じる形態の法人に限る。）
② 法人等が資本金の過半数を出資している他の法人（持分会社その他こ
れに準じる形態の法人に限る。）
③ 法人等が，他の法人の事業の方針の決定に関して，①及び②に規定す
る法人等と同等以上の支配力を有すると認められる場合における当該他
の法人

オ ア③の関連会社等とは，法人等及びその子会社等が，出資，人事，資
金，技術，取引等の関係を通じて，子会社等以外の他の法人の財務及び営
業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合
（財務諸表等の用語，様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令
第59号）第8条第6項に規定する場合をいう。）における当該子会社等以
外の他の法人をいう。
カ 保険薬局の事業者の最終親会社等が連結財務諸表提出会社（連結財務諸
表の用語，様式及び作成方法に関する規則（昭和51年大蔵省令第28号）第
2条第1号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。）である場合には，
当該最終親会社の連結子会社（同条第4号に規定する連結子会社をいう。）
をア②に掲げる者とみなし，当該最終親会社等の関連会社（同条第7号に
規定する関連会社をいう。）をア③に掲げる者とみなす。

⑺ ⑹ウ③及びエ③における「同等以上の支配力を有すると認められる」と
は，例えば，財務諸表等の用語，様式及び作成方法に関する規則第8条第4
項第2号及び第3号に規定する要件に該当する場合等，他の法人の意思決定
機関を支配している場合等が該当するものである。ただし，財務上又は営業
上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配していな
いことが明らかであると認められる場合は，この限りでない。
⑻ 同一グループ内の処方箋受付回数が1月に3万5千回，4万回又は40万回
を超えるか否かの取扱いは，当年2月末日時点で⑹に規定する同一グループ
内の保険薬局について，保険薬局ごとの1月当たりの処方箋受付回数を合計
した値が3万5千回，4万回又は40万回を超えるか否かで判定する。保険薬
局ごとの1月当たりの処方箋の受付回数は以下のとおりとする。
ア 前年2月末日以降継続して保険薬局に指定されている薬局の場合は，前
年3月1日から当年2月末日までに受け付けた処方箋受付回数を12で除し
た値とする。
イ 前年3月1日から当年1月末日までに新規指定された保険薬局の場合
は，指定された日の属する月の翌月から，当年2月末日までに受け付けた
処方箋受付回数を月数で除した値とする。
ウ 開設者の変更（親から子へ，個人形態から法人形態へ，有限会社から株
式会社へ等）又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器等法上の薬局
の開設許可を取得し直し，保険薬局の指定について薬局の当該許可の日ま
での遡及指定が認められる場合は，イの記載にかかわらず，当該遡及指定
前の実績に基づいて取り扱う。

⑼ 特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局に関して，
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調剤報酬点数表の取扱い
※改定等により，出典の原文と異なる場合がある

1 調剤報酬点数表

通則

⑴ 一般名処方及び後発医薬品への変更調剤

(問1) 先発医薬品と後発医薬品に承認効能の相違がある場
合（後発医薬品の一部効能の欠如），効能の違いを無
視して調剤することは可能か。

(答) 効能の違いを無視して調剤することはできない。
（平14. 4.11 医療課事務連絡1第2節⑺問2）
（平16. 3.30 医療課事務連絡1第2節⑹問2）

(問2) 一般名で記載された場合，錠剤ではなくカプセル
剤，又は細粒剤ではなく顆粒剤を患者の同意が得られ
れば，調剤してもよいか。

(答) 一般名処方は，通常「一般名」＋「剤形」＋「含量」
で標記されるので，剤形の記入漏れ，及び徐放性製剤な
ど一般名処方では判断できない場合などは，医師に照会
すること。

（平14. 4.11 医療課事務連絡1第2節⑺問5）
（平16. 3.30 医療課事務連絡1第2節⑹問4）

(問3) 類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤に関し
て，変更調剤後の薬剤料が変更前のものと比較して同
額以下であり，かつ，患者の同意が得られた場合，以
下の例についても，処方医に事前に確認することなく
変更調剤することが可能と考えてよいか。

（注：「↓」の上側が処方箋の記載内容，下側が調剤す
る内容を示す。）

先発医薬品（10mg錠剤） 1錠
（「錠剤を粉砕すること」との指示あり）
1日1回 朝食後

↓
後発医薬品（散剤） 10mg
1日1回 朝食後

(答) 差し支えない。
（平22. 4.30 医療課事務連絡「調剤」問1）

(問4) 処方箋の交付にあたり，後発医薬品のある医薬品を
一般名処方で行った場合，保険医療機関では「該当す
る医薬品の薬価のうち最も低いものの薬価とみなす」
とされているが，保険薬局において当該処方箋を調剤
する際にも，最も低い薬価の後発医薬品を調剤しなけ
ればならないのか。

(答) 患者と相談の上，当該薬局で備蓄している後発医薬品
の中から選択することで差し支えない。
（平24. 3.30 医療課事務連絡「調剤」その他問2）

(問5) 一般名処方による処方箋を受け付け，先発医薬品も
しくは後発医薬品のいずれを調剤した場合であって

も，実際に調剤した医薬品の名称等に関する処方箋発
行医療機関への情報提供は必要か。

(答) 必要となる。ただし，当該医療機関との間であらかじ
め合意が得られている場合には，当該合意に基づく方法
で情報提供することで差し支えない。
（平24. 3.30 医療課事務連絡「調剤」その他問3）

(問6) 一般名処方の場合，当該調剤に係る処方箋を発行し
た保険医療機関に，情報提供することとされている
が，すべてのケースで実施される必要はなく，例えば
医療機関との合意に基づき，保険薬局で調剤した薬剤
が前回の来局時に調剤した薬剤と同一である場合に
は，保険薬局から保険医療機関へ改めて情報提供する
必要はないものとしてよいか。

(答) よい。
（平24. 4.20 医療課事務連絡「調剤」その他問1）

(問7) 後発医薬品への変更調剤において，処方医から含量
規格や剤形に関する変更不可の指示がなく，かつ，変
更調剤後の薬剤料が変更前と同額以下である場合に限
り，含量規格が異なる後発医薬品または類似する別剤
形の後発医薬品に変更できるが，一般名で記載された
処方箋により，先発医薬品を調剤する場合にも，含量
規格や剤形の変更は可能か。

(答) 含量規格が異なる医薬品または類似する別剤形の医薬
品への変更については，後発医薬品へ変更調剤する場合
に限り認められる。変更調剤は，後発医薬品の使用促進
のための一環として導入されている措置であることか
ら，一般名処方に基づき，先発医薬品を調剤する場合は
対象とされていない。

（平24. 4.20 医療課事務連絡「調剤」
後発医薬品の変更調剤問1）

(問8) 処方箋に含量規格や剤形に関する変更不可の指示が
なく，変更調剤後の薬剤料が変更前と同額以下であれ
ば「含量規格が異なる後発医薬品又は類似する別剤形
の後発医薬品」に変更できるが，一般名処方に基づい
て後発医薬品を調剤する際に，該当する先発医薬品が
複数存在し，それぞれ薬価が異なる場合には，変更前
の薬剤料についてどのように考えるべきか。

(答) 一般名で記載された先発医薬品に該当していれば，い
ずれの先発医薬品の薬剤料と比較するものであっても差
し支えない。ただし，患者が当該一般名に該当する先発
医薬品を既に使用している場合は，当該医薬品の薬剤料
と比較すること。

（平24. 4.20 医療課事務連絡「調剤」
後発医薬品の変更調剤問2）

(問9) 処方箋において変更不可とされていない処方薬につ
いては，後発医薬品への変更調剤は認められている
が，基礎的医薬品への変更調剤は行うことができる
か。

(答) 基礎的医薬品であって，それらが基礎的医薬品に指定
される以前に変更調剤が認められていたもの（「診療報
酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等）に
ついては，従来と同様に変更調剤を行うことができる。
なお，その際にも「処方せんに記載された医薬品の後発
医薬品への変更について」（平成24年3月5日付け保医
発0305第12号）に引き続き留意すること。

（平30. 5.25 医療課事務連絡「調剤」
後発医薬品の変更調剤問1）

第1節 調剤技術料

⑴ 調剤基本料

(問1) 妥結率に規定する「当該保険医療機関又は保険薬局
において購入された使用薬剤の薬価（薬価基準）（平
成20年厚生労働省告示第495号）に収載されている医
療用医薬品の薬価総額」の購入元の対象については，
そもそも妥結率の報告が，薬価調査において障害とな
る妥結率が低い保険医療機関や保険薬局の評価の適正
化を目的としたものであり，薬価調査において対象と
していない，卸売販売業者（薬事法（昭和35年法律第
145号）第34条第3項に規定する卸売販売業者をい
う。）以外との取引価格の妥結状況の報告を求めるこ
とは想定されていないことから，卸売販売業者のみと
理解してよいか。

(答) 貴見のとおり。
なお，医薬品メーカー等から直接医薬品を購入する場
合も想定されるが，その場合においても，当該メーカー
等が卸売販売業の許可を取得している場合は購入元の対
象となることに留意されたい。

（平26. 9. 5 医療課事務連絡「調剤」問1）

(問2) 同一グループ内の処方箋受付回数の合計が1月に4
万回を超えるグループが新規に開設した保険薬局につ
いては，新規指定時における調剤基本料の施設基準の
届出時には同一グループ内の処方箋受付回数が1月に
4万回を超えるグループに属しているものとして取り
扱うことでよいか。

(答) 貴見のとおり。
（平28. 3.31 医療課事務連絡「調剤」問1）

(問3) 新規に指定された保険薬局（遡及指定が認められる
場合を除く。）が，新規指定時に調剤基本料の施設基
準を届出後，一定期間を経て，処方箋受付回数の実績
の判定をした際に，算定している調剤基本料の区分が
変わらない場合は，施設基準を改めて届け出る必要は
ないと考えてよいか。

(答) 貴見のとおり。
なお，新規指定時に届け出た調剤基本料の区分から変
更になった場合は速やかに届け出ること。

（平28. 3.31 医療課事務連絡「調剤」問2）

(問4) 既に指定を受けている保険薬局がある薬局グループ
に新たに属することになり，その結果，調剤基本料3
の施設基準の要件に該当することになった場合は，年
度の途中であっても調剤基本料の区分を変更するため
の施設基準を改めて届け出る必要があるか。

(答) 既に指定を受けている保険薬局としては，調剤基本料

は4月1日から翌年3月末日まで適用されているので，
同一グループに新たに所属したことをもって改めて届け
出ることは不要であり，所属する前の調剤基本料が算定
可能である。なお，次年度の調剤基本料の区分は，当年
3月1日から翌年2月末日までの実績に基づき判断し，
現在の区分を変更する必要がある場合は翌年3月中に調
剤基本料の区分変更の届出を行うこと。

（平28. 3.31 医療課事務連絡「調剤」問3）

(問5) 同一グループ内の処方箋受付回数を計算する際，2
月末時点に所属する保険薬局のうち，前年3月1日以
降に所属することになった保険薬局については，処方
箋受付回数を計算する際に同一グループに所属する以
前の期間も含めて計算することでよいか。

(答) 貴見のとおり。前年3月1日から当年2月末の処方箋
受付回数をもとに計算すること。

（平28. 3.31 医療課事務連絡「調剤」問4）

(問6) 不動産の賃貸借取引関係について，同一グループの
範囲の法人が所有する不動産を保険医療機関に対して
賃貸している場合は対象となるという理解でよいか。

(答) 貴見のとおり。
（平28. 3.31 医療課事務連絡「調剤」問5）

(問7) 同一グループの確認はどのようにするのか。
(答) 同一グループの範囲については，保険薬局の最終親会
社等に確認を行い判断すること。また，当該最終親会社
等にあっては，保険薬局が同一グループに属しているこ
とを確認できるよう，グループ内の各保険薬局に各グ
ループに含まれる保険薬局の親会社，子会社等のグルー
プ内の関係性がわかる資料を共有し，各保険薬局は当該
資料を保管しておくこと。

（平28. 3.31 医療課事務連絡「調剤」問6）

(問8) 不動産の賃貸借の取引を確認する際，名義人として
対象となる開設者の近親者とはどの範囲を指すのか。

(答) 直系2親等，傍系2親等を指す。
（平28. 3.31 医療課事務連絡「調剤」問7）

(問9) 不動産の賃貸借取引関係を確認する範囲は「保険医
療機関及び保険薬局の事業の用に供されるもの」とさ
れているが，薬局の建物のほか，来局者のための駐車
場（医療機関の駐車場と共有している場合も含む。）
も含まれるのか。

(答) 含まれる。
（平28. 3.31 医療課事務連絡「調剤」問8）

(問10) 調剤基本料の注3におけるかかりつけ薬局の基本的
な機能に係る業務の算定回数について，処方箋受付1
回につき複数項目を算定した場合は，算定項目ごとに
回数をカウントしてよいか。

(答) 貴見のとおり。
（平28. 3.31 医療課事務連絡「調剤」問10）

(問11) 特定の保険医療機関に係る処方箋受付回数及び特定
の医療機関に係る処方箋による調剤の割合（集中率）
の計算について，調剤基本料の施設基準に規定されて
いる処方箋の受付回数に従い，受付回数に数えない処
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方箋を除いた受付回数を用いることでよいか。
(答) 貴見のとおり。

（平28. 3.31 医療課事務連絡「調剤」問13）

(問12) 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合
を算出する際に除くこととしている，同一グループの
保険薬局の勤務者には，保険薬局に勤務する役員も含
まれるか。また，例えば本社の間接部門の勤務者等に
ついても，含まれるか。

(答) 同一グループの保険薬局の勤務者には役員を含める。
また，間接部門の勤務者等でも，保険薬局業務に関与す
る部門の勤務者であれば含める。

（平30. 3.30 医療課事務連絡「調剤」問1）

(問13) 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合
（処方箋集中率）について，「特定の保険医療機関に係
る処方箋の受付回数（同一保険医療機関から，歯科と
歯科以外の処方箋を受け付けた場合は，それらを合計
した回数とする。）を，当該期間に受け付けた全ての
処方箋の受付回数で除して得た値」とされたが，以下
の場合の当該保険薬局の処方箋受付回数と集中率はど
のように算出することになるか。
保険薬局の1年間の処方箋受付回数
Ａ医療機関（歯科以外） 2,000回
Ａ医療機関（歯科） 100回
Ａ医療機関以外 20,000回
※Ａ医療機関が最も処方箋受付回数が多い

(答) 処方箋受付回数について
2,000＋100＋20,000＝22,100回となる。
処方箋集中率について
（（2,000＋100)/22,100)×100＝9.5％となる。

（平30. 3.30 医療課事務連絡「調剤」問2）

(問14) 注1のただし書きの施設基準（医療を提供している
が，医療資源の少ない地域に所在する保険薬局）及び
注2の施設基準（保険医療機関と不動産取引等その他
特別な関係を有している保険薬局）のいずれにも該当
する場合，調剤基本料1と特別調剤基本料のどちらを
算定するのか。

(答) 必要な届出を行えば，注1のただし書きに基づき調剤
基本料1を算定することができる。

（令 2. 3.31 医療課事務連絡「調剤」問1）

(問15) 複数の保険医療機関が交付した処方箋を同時にまと
めて受け付けた場合，注3の規定により2回目以降の
受付分の調剤基本料は100分の80となるが，「同時にま
とめて」とは同日中の別のタイミングで受け付けた場
合も含むのか。

(答) 含まない。同時に受け付けたもののみが対象となる。
（令 2. 3.31 医療課事務連絡「調剤」問2）

(問16) 特別調剤基本料への該当性の判断には，保険薬局の
開局年月日が含まれている。保険薬局の開設者の変更
等の理由により，新たに保険薬局に指定された場合で
あっても遡及指定を受けることが可能な程度に薬局や
患者の同等性が保持されているときには，当該薬局が
最初に指定された年月日により特別調剤基本料への該
当性を判断することで良いか。

(答) 最初に保険薬局として指定された年月日により判断す
る。 （令 2. 4.16 医療課事務連絡別添2問1）

⑵ 地域支援体制加算

(問1) 基準調剤加算〔現：地域支援体制加算〕の要件であ
る調剤従事者等の資質の向上を図るための研修とは，
地域薬剤師会による研修会でもよいか。

(答) 良い。職員等に対する研修実施計画を作成し，当該計
画書に基づき資質向上のための研修を行うことであり，
地域の薬剤師会による研修以外に，研修認定薬剤師制度
の対象学会，セミナー等の参加もあり得る。また特に，
研修時間，講師などについても制約はない。なお，研修
で用いた資料は必要に応じて参照できるよう保存・管理
を行うこと。

（平14. 4.11 医療課事務連絡1第1節⑴問2）
（平16. 3.30 医療課事務連絡1第1節⑴問1）

(問2) 基準調剤加算〔現：地域支援体制加算〕は，時間外
加算の対象となるのか。

(答) 対象となる。時間外加算，休日加算及び深夜加算を算
定する場合の基礎額（調剤基本料＋調剤料）には，基準
調剤加算〔現：地域支援体制加算〕及び後発医薬品調剤
加算〔現：後発医薬品調剤体制加算〕が含まれる。

（平14. 4.11 医療課事務連絡1第1節⑴問6）
（平16. 3.30 医療課事務連絡1第1節⑴問5）

(問3) 患者連絡により調剤対応がとれる体制の場合でも，
24時間対応と見なされるのか。

(答) 地方社会保険事務局長〔現：地方厚生（支）局長〕に
届出の際に添付した患者等に交付する文書（所在地，連
絡先などを記載したもの）が，適切に患者等に交付され
ており，24時間調剤に対応できる体制が整備されていれ
ば問題ない。

（平14. 4.11 医療課事務連絡1第1節⑴問7）
（平16. 3.30 医療課事務連絡1第1節⑴問6）

(問4) 近隣の複数薬局で連携体制を構築して基準調剤加算
1〔現：地域支援体制加算〕を算定している場合にお
いて，連携体制にある薬局のうちある特定の薬局が主
として夜間休日等の対応を行うことは認められるか。

(答) 当該加算の趣旨としては，自局のみで24時間体制を構
築することが難しい場合において，近隣の複数薬局の連
携を行うことを評価するものであり，当該例は適切でな
い。 （平26. 3.31 医療課事務連絡「調剤」問5）

(問5) 連携する保険薬局の要件である「近隣」の定義はあ
るか。

(答) 地域における患者の需要に対応できること等が必要で
ある。 （平26. 3.31 医療課事務連絡「調剤」問6）

(問6) 基準調剤加算〔現：地域支援体制加算〕の算定要件
に「当該保険薬局の開局時間は，平日は1日8時間以
上，土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間
以上開局し，かつ，週45時間以上開局していること」
とあるが，祝日を含む週（日曜始まり）については，
「週45時間以上開局」の規定はどのように取り扱うの
か。

(答) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）第

3条に規定する休日並びに1月2日，3日，12月29日，
12月30日及び31日が含まれる週以外の週の開局時間で要
件を満たすか否か判断すること。

（平28. 3.31 医療課事務連絡「調剤」問18）

(問7) 基準調剤加算〔現：地域支援体制加算〕の算定要件
について，「土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には
一定時間以上開局」とあるが，「一定時間以上」は具
体的に何時間必要か。

(答) 基準調剤加算〔現：地域支援体制加算〕の開局時間の
要件は，特定の医療機関の診療時間にあわせるのではな
く，地域住民のため，必要なときに調剤応需や相談等に
応じられる体制を評価するために定めたものである。平
日は毎日1日8時間以上の開局が必要であるが，土曜日
又は日曜日の開局時間に関しては，具体的な時間数は規
定しない。ただし，算定要件を満たすためだけに開局す
るのではなく，地域の保険医療機関や患者の需要に対応
できる開局時間を確保することが必要である。

（平28. 3.31 医療課事務連絡「調剤」問19）

(問8) 基準調剤加算〔現：地域支援体制加算〕の算定要件
について「患者のプライバシーに配慮していること」
とされているが，具体的にはどのような対応が必要と
なるのか。

(答) 患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないよう
に配慮する必要がある。具体的には，複数のカウンター
がある保険薬局はその両サイドをパーテーションで区切
ることが考えられる。また，カウンターと待合室との距
離が短い場合は十分な距離を確保することや，会話が他
の患者に聞こえないような対策をとるなど，やりとりが
漏れ聞こえないような対応が必要となる。

（平28. 3.31 医療課事務連絡「調剤」問21）

(問9) 地域支援体制加算が新設され，基準調剤加算が廃止
されたが，両加算で共通する施設基準については，そ
の取り扱いに変更はないと解してよいか。
また，平成30年3月31日において現に基準調剤加算
を算定している保険薬局が，4月以降に地域支援体制
加算を算定するため4月16日までに施設基準の届出を
行う場合，基準調剤加算の施設基準と同一の要件であ
っても改めて関係書類を添付する必要があるか。

(答) 変更ないものとして取り扱ってよい。また，改定前の
基準調剤加算届出時の添付書類と内容に変更を生じてい
ないものについては，改めて同じ書類を添付しなくても
差し支えない。

（平30. 3.30 医療課事務連絡「調剤」問10）

(問10) 地域支援体制加算の地域医療に貢献する体制を有す
ることを示す相当の実績のうち，トの在宅患者訪問薬
剤管理指導料等の単一建物診療患者が1人の場合の算
定回数について，改定前の在宅患者訪問薬剤管理指導
料等の同一建物居住者以外の場合の算定回数を含めて
よいか。

(答) 届出前の直近1年間に実施したものは含めて差し支え
ない。 （平30. 3.30 医療課事務連絡「調剤」問11）

(問11) 地域支援体制加算の施設基準の要件の一つである副
作用報告に係る手順書を作成するにあたり参考とすべ

き資料はあるか。
(答) 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（昭和35年法律第145号）第68条の10第
2項に基づく副作用報告について日本薬剤師会が作成し
た「薬局における医薬品・医療機器等安全性情報報告制
度への取組みについて（実施手順等の作成のための手引
き）」を参考にされたい。

（平30. 7.20 医療課事務連絡「調剤」問1）

(問12) 平成31年4月以降，｢地域支援体制加算の施設基準
に係る届出書添付書類｣（様式87の3）には，医薬品
医療機器等法の薬局機能情報提供制度における「プレ
アボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」に係
る掲載内容の写しを添付することとされている。一
方，当該情報提供制度においては，都道府県の体制整
備等に要する期間として，平成31年12月31日までの間
は経過措置が設けられている。都道府県の体制が整備
されていない場合，「プレアボイド事例の報告・収集
に関する取組の有無」の掲載内容の写しは提出する必
要はあるのか。

(答) 各都道府県において必要な体制が整備されるまでの間
は，「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有
無」の掲載内容の写しの提出は不要である。一方，様式
87の3に記載されているプレアボイド事例の取組実績が
あることを確認できる資料の写しについては提出が必要
であり，プレアボイド事例の取組実績の確認は当該資料
により行われることとなる。

（平30.11.19 医療課事務連絡「調剤」問1）

(問13) ｢地域支援体制加算の施設基準に係る届出書添付書
類｣（様式87の3）の「19 プレアボイド事例の把
握・収集に関する取組の有無」を「あり」とするため
に，薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への事例
報告（公益財団法人日本医療機能評価機構（以下「機
構」という。）が実施）を行おうとする場合，事前に
機構に参加薬局として登録（本登録）する必要がある
が，今年度（平成30年度）は，登録しようとする薬局
数が多く，仮登録から本登録までに数ヶ月を要してい
る。既に参加登録の申請をしたにも関わらず本登録ま
でに時間を要し，平成30年12月末までに機構に事例報
告を行うことが困難な場合，どうすれば良いか。

(答) 様式87の3の添付資料として以下の⑴から⑷が厚生局
に提出される場合は，同様式中の「プレアボイド事例の
把握・収集に関する取組の有無」を「あり」として差し
支えない。
⑴ 薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への参加登
録の申請が平成30年12月末までに行われたことがわか
る資料（機構の薬局ヒヤリ・ハット事例収集システム
における仮登録完了時に機構から送付される電子メー
ルの写し（「仮登録のお知らせ」の電子メールの写し）
等）
⑵ 平成31年3月末までにプレアボイド事例（平成30年
1月1日から同年12月末までのものに限る。）を機構
に報告したことがわかる資料（機構の薬局ヒヤリ・ハ
ット事例収集システムにログイン後のトップメニュー
にある「事例管理」の検索結果の写し等）
⑶ プレアボイド事例（平成30年1月1日から同年12月
末までのものに限る。）の取組実績があることを確認
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し，外用抗真菌剤で治療可能な患者には使用しないこと」とされていること
から，本製剤の内服が適切と判断される患者であって，かつ外用抗真菌剤で
治療困難な患者に使用した場合に限り算定できる。

（令元. 6.13 保医発0613 1）

（サイラムザ点滴静注液100mg及び同点滴
静注液500mg）

◇ 本製剤をがん化学療法後に増悪した血清AFP値が400ng/mL以上の切除不
能な肝細胞癌に用いる場合は，効能・効果に関連する使用上の注意におい
て，「本剤の使用にあたっては，初回投与時の血清AFP値に基づき，適応患
者の選択を行うこと。」とされているので，本製剤の投与開始に当たっては，
AFPの検査値及び当該検査の実施年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記入
する。 （令元. 6.18 保医発0618 6）

（シムツーザ配合錠） ◇ 本製剤の特殊性に鑑み，本製剤を使用した患者に係る診療報酬明細書等の
取扱いにおいては，当該患者の秘密の保護に十分配慮する。

（令元. 7. 2 保医発0702 1）

（ミニリンメルトＯＤ錠25μg及び同ＯＤ錠
50μg）

◇ 本製剤の効能又は効果は「男性における夜間多尿による夜間頻尿」であ
り，効能又は効果に関連する使用上の注意において，「夜間多尿指数が33％
以上，且つ夜間排尿回数が2回以上の場合にのみ考慮すること」とされてい
るので，使用にあたっては十分留意する。 （令元. 9. 3 保医発0903 1）

（ヴァンフリタ錠17.7mg及び同錠26.5mg） ◇ 本製剤の効能又は効果に関連する使用上の注意において，「十分な経験を
有する病理医又は検査施設における検査により，FLT3-ITD変異陽性が確認
された患者に投与すること。」とされているので，FLT3-ITD変異陽性を確
認した検査の実施年月日を診療報酬明細書に記載する。
なお，当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載する。ただし，本剤の
初回投与に当たっては，必ず実施年月日を記載する。

（令元. 9. 3 保医発0903 1）

（ロズリートレクカプセル100mg及び同カ
プセル200mg）

1 NTRK融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌
本製剤の効能又は効果に関連する注意において，「十分な経験を有する病
理医又は検査施設により，NTRK融合遺伝子陽性が確認された患者に投与
すること。」とされているので，NTRK融合遺伝子陽性を確認した検査の実
施年月日を診療報酬明細書に記載する。
なお，当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載する。ただし，本剤の
初回投与に当たっては，必ず実施年月日を記載する。
2 ROS1融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌
本製剤の効能又は効果に関連する注意において，「十分な経験を有する病
理医又は検査施設により，ROS1融合遺伝子陽性が確認された患者に投与す
ること。」とされているので，ROS1融合遺伝子陽性を確認した検査の実施
年月日を診療報酬明細書に記載する。
なお，当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載する。ただし，本剤の
初回投与に当たっては，必ず実施年月日を記載する。

（令元. 9. 3 保医発0903 1）
（令 2. 2.21 保医発0221 1）

（オンパットロ点滴静注2mg/mL） ◇ 本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において「本剤の適用にあた
っては，最新のガイドラインを参照し，トランスサイレチン型家族性アミロ
イドポリニューロパチーの診断が確定していることを確認すること。」とさ
れていることから，トランスサイレチン型家族性アミロイドポリニューロパ
チーの診断及び治療に精通した医師のもとで，本剤の投与が適切と判断され
る症例に使用する。 （令元. 9. 3 保医発0903 1）

（ゾルトファイ配合注フレックスタッチ） 1 本製剤はインスリン及びグルカゴン様ペプチド－1受容体アゴニストの配
合製剤であり，本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行っ
た場合は，「診療報酬の算定方法」（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第
一医科診療報酬点数表（以下「医科点数表」という。）区分番号「Ｃ101」在
宅自己注射指導管理料を算定できる。

2 本製剤は注入器一体型のキットであるため，医科点数表区分番号「Ｃ101」
在宅自己注射指導管理料を算定する患者に対して処方した場合には，医科点
数表区分番号「Ｃ151」注入器加算は算定できない。
3 本製剤の自己注射を行っている者に対して，血糖自己測定値に基づく指導
を行うために血糖自己測定器を使用した場合には，インスリン製剤の自己注
射を行っている者に準じて，医科点数表区分番号「Ｃ150」血糖自己測定器
加算を算定する。

（令元. 9. 3 保医発0903 1）

（ユルトミリス点滴静注300mg） ◇ 本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において「本剤は，フローサ
イトメトリー法等により，発作性夜間ヘモグロビン尿症と確定診断された患
者に使用すること。」とされているので，発作性夜間ヘモグロビン尿症の確
定診断が行われた場合にのみ投与する。 （令元. 9. 3 保医発0903 1）

（イナビル吸入懸濁用160mgセット） 1 本製剤については，抗ウイルス薬の投与が全てのＡ型又はＢ型インフルエ
ンザウイルス感染症の治療に必須ではないことを踏まえ，本剤の使用の必要
性を慎重に検討して，Ａ型又はＢ型インフルエンザウイルス感染症の発症後
の治療を目的として使用した場合に限り算定できる。
2 本製剤の使用上の注意に，「本剤はＣ型インフルエンザウイルス感染症に
は効果がない。」及び「症状発現後，可能な限り速やかに投与を開始するこ
とが望ましい。症状発現から48時間を経過後に投与を開始した患者における
有効性を裏付けるデータは得られていない。」と記載されているので，使用
に当たっては十分留意する。

（令元. 9. 3 保医発0903 1）

（コラテジェン筋注用4mg） 1 本品の効能，効果又は性能において，「標準的な薬物治療の効果が不十分
で血行再建術の施行が困難な慢性動脈閉塞症」とされていることから，本品
の投与が適切と判断される患者であって，かつ閉塞性動脈硬化症の患者は以
下のすべての要件を満たした場合，バージャー病の患者は以下の①～③の要
件を満たした場合に限り算定できる。なお，病態によって④の指標の測定が
困難な閉塞性動脈硬化症患者においては，虚血に基づく潰瘍であると判断し
た血行動態指標（足趾血圧，足趾上腕血圧比（TBI）等）の測定値を診療報
酬明細書の摘要欄に記載する。
① 血管造影，コンピュータ断層血管造影（CTA）又は磁気共鳴血管撮影
（MRA）により投与対象肢の浅大腿動脈，膝窩動脈又は膝窩下の動脈に閉
塞又は狭窄部位が認められ，かつ潰瘍を有している。
② 投与対象肢の血行再建術（血管内治療を含む）の適応が困難である。
③ 既存の内科的治療や処置による対象肢の症状の改善が認められない。
④ 対象肢の血行動態の指標が，以下の条件をいずれも満たす。
ア 安静時上腕・足関節血圧比（ABPI）が0.6以下である
イ 足関節血圧が70mmHg未満である

2 本品は以下の①～④のすべての要件を満たす施設で使用する。
① 以下の3つの診療科を標榜している。
ア 循環器内科
イ 血管外科又は心臓血管外科
ウ 形成外科又は皮膚科
② 循環器内科の経験を6年以上有する常勤医師，血管外科の経験を8年以
上有する常勤医師，形成外科の経験を6年以上有する常勤医師，皮膚科の
経験を5年以上有する常勤医師のいずれか1名以上が責任医師として配置
されている。
③ 血行再建術に関する十分な臨床経験（計50件以上）を有する医師が，本
品を用いた治療の医師として配置されている。
④ 定期的に循環器内科の医師，血管外科の医師，及び形成外科又は皮膚科
の医師が参加する，慢性動脈閉塞症の治療方針を決定するカンファレンス
が開催されている。

3 糖尿病を合併している患者に本品を投与する場合は，糖尿病合併症管理料
の施設基準を届け出ている保険医療機関で糖尿病の治療が行われている。
4 バージャー病で喫煙を継続している患者に本品を投与する場合は，ニコチ
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ン依存症管理料の施設基準を届け出ている保険医療機関で禁煙指導が行われ
ている。

（令元. 9. 3 保医発0903 1）

（トリンテリックス錠10mg及び同錠20mg） ◇ 本製剤の用法・用量に関連する使用上の注意において，「CYP2D6の阻害
作用を有する薬剤を投与中の患者又は遺伝的にCYP2D6の活性が欠損してい
ることが判明している患者（Poor Metabolizer）では，本剤の血中濃度が
上昇するおそれがあるため，10mgを上限とすることが望ましい。投与に際
しては，患者の状態を注意深く観察し，慎重に投与すること。」と記載され
ているので，使用に当たっては十分留意する。

（令元.11.18 保医発1118 1）

（コララン錠2.5mg，同錠5mg及び同錠
7.5mg）

◇ 本製剤の効能又は効果に関連する使用上の注意において，「β遮断薬の最
大忍容量が投与されても安静時心拍数が75回/分以上の患者に投与するこ
と。」と記載されているので，使用に当たっては十分留意する。

（令元.11.18 保医発1118 1）

（ラスビック錠75mg） ◇ 本製剤の用法・用量に関連する使用上の注意において，「本剤の使用にあ
たっては，耐性菌の発現等を防ぐため，原則として感受性を確認し，疾病の
治療上必要な最小限の期間の投与にとどめること。」と記載されているので，
使用に当たっては十分留意する。 （令元.11.18 保医発1118 1）

（フィアスプ注フレックスタッチ，同注ペン
フィル及び同注100単位/mL）

1 本製剤はインスリン製剤であり，本製剤の自己注射を行っている患者に対
して指導管理を行った場合は，診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告
示第59号）別表第一医科診療報酬点数表（以下「医科点数表」という。）区
分番号「Ｃ101」在宅自己注射指導管理料を算定できる。
2 フィアスプ注フレックスタッチについては注入器一体型のキットであるた
め，医科点数表区分番号「Ｃ101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合，
医科点数表区分番号「Ｃ151」注入器加算は算定できない。

（令元.11.18 保医発1118 1）

（クリースビータ皮下注10mg，同皮下注
20mg及び同皮下注30mg）

◇ 本剤の効能又は効果は「FGF23関連低リン血症性くる病・骨軟化症」で
あり，FGF23の過剰産生により血清リン濃度が低下している患者が対象で
あることから，FGF23の過剰を確認した検査の実施年月日を診療報酬明細
書の摘要欄に記載する。
なお，当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載する。ただし，本剤の
初回投与に当たっては必ず実施年月日を記載する。

（令元.11.18 保医発1118 1）

（イスパロクト静注用500，同静注用1000，
同静注用1500，同静注用2000及び同静注用
3000）

1 本製剤は遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤であり，本製剤の自己注射
を行っている患者に対して指導管理を行った場合は，医科点数表区分番号
「Ｃ101」在宅自己注射指導管理料を算定できる。
2 本製剤は針及び注入器付の製品であるため，医科点数表区分番号「Ｃ101」
在宅自己注射指導管理料を算定する場合，医科点数表区分番号「Ｃ151」注
入器加算及び「Ｃ153」注入器用注射針加算は算定できない。

（令元.11.18 保医発1118 1）

（リティンパ耳科用250μgセット） 1 本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において，「鼓膜の穿孔期間，
穿孔状態等から，穿孔した鼓膜の自然閉鎖が見込まれない患者を本剤の投与
対象とすること。」「熱傷，放射線治療等により鼓膜が障害されている患者
で，障害部位から鼓膜の再生が期待されない場合は，有効性が期待できない
ため，投与しないこと。」「外耳道及び中耳内に活動性の炎症，感染症又は耳
漏を有する患者には，有効性が期待できないため，投与しないこと。」と記
載されているので，使用に当たっては十分留意する。
2 本製剤を患者に使用した場合は，医科点数表区分番号「Ｋ311」鼓膜穿孔
閉鎖術（一連につき）を算定できる。

（令元.11.18 保医発1118 1）

（ルセンティス硝子体内注射液10mg/mL） ◇ 本製剤の用法及び用量に関連する使用上の注意に，未熟児網膜症の場合
「自然治癒が期待できる軽症例及び外科的手術の適応となる重症例における
本剤の投与意義が明確ではないことから，本剤による治療を開始するに際
し，患者の状態や病変の位置，病期，病型による重症度等を考慮し，本剤投
与の要否を判断すること。」及び「本剤投与後早期に治療反応が得られない
場合は，他の治療への切替えを考慮すること。」と記載されているので，使
用に当たっては十分留意する。 （令元.11.22 保医発1122 1）

（サムスカＯＤ錠7.5mg，同ＯＤ錠15mg及
び同ＯＤ錠30mg）

◇ 本製剤の警告において，心不全及び肝硬変における体液貯留については，
「本剤投与により，急激な水利尿から脱水症状や高ナトリウム血症を来し，
意識障害に至った症例が報告されており，また，急激な血清ナトリウム濃度
の上昇による橋中心髄鞘崩壊症を来すおそれがあることから，入院下で投与
を開始又は再開すること。また，特に投与開始日又は再開日には血清ナトリ
ウム濃度を頻回に測定すること。」と記載されている。また，常染色体優性
多発性のう胞腎については，「投与開始時又は漸増期において，過剰な水利
尿に伴う脱水症状，高ナトリウム血症などの副作用があらわれるおそれがあ
るので，少なくとも本剤の投与開始は入院下で行い，適切な水分補給の必要
性について指導する。また，本剤投与中は少なくとも月1回は血清ナトリウ
ム濃度を測定すること。」と記載されているので，使用に当たっては十分留
意する。 （令元.11.26 保医発1126 2）

（ジカディア錠150mg） ◇ 本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において，「十分な経験を有
する病理医又は検査施設における検査により，ALK融合遺伝子陽性が確認
された患者に投与すること。」とされているので，ALK融合遺伝子陽性を確
認した検査の実施年月日を診療報酬明細書に記載する。

（令元.11.26 保医発1126 2）

（テリボン皮下注28.2μgオートインジェク
ター）

1 本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意に，「本剤の適用にあたって
は，低骨密度，既存骨折，加齢，大腿骨頸部骨折の家族歴等の骨折の危険因
子を有する患者を対象とすること。」と記載されているので，使用に当たっ
ては十分留意する。
2 本製剤の用法・用量に「本剤の投与は24ヵ月間までとすること」とされ，
これに関連する使用上の注意に，「本剤の投与をやむを得ず一時中断したの
ちに再投与する場合であっても，投与の合計が24ヵ月（208回）を超えない
こと。また，24ヵ月（208回）の投与終了後，再度24ヵ月（208回）の投与を
繰り返さないこと。」と記載されているので，使用に当たっては十分留意す
る。
3 本製剤はテリパラチド製剤であり，本製剤を投与した場合は，診療報酬の
算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第一医科診療報酬点数表
（以下「医科点数表」という。）区分番号「Ｃ101」在宅自己注射指導管理料
を算定できる。
4 本製剤は針付注入器一体型キットであるため，医科点数表区分番号「Ｃ
101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合，医科点数表区分番号「Ｃ
151」注入器加算及び「Ｃ153」注入器用注射針加算は算定できない。

（令元.11.26 保医発1126 2）

（テリパラチドBS皮下注キット600μg「モ
チダ」）

1 本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意に，「本剤の適用にあたって
は，低骨密度，既存骨折，加齢，大腿骨頸部骨折の家族歴等の骨折の危険因
子を有する患者を対象とすること。」と記載されているので，使用に当たっ
ては十分留意する。
2 本製剤の用法・用量に「本剤の投与は24ヵ月間までとすること」とされ，
これに関連する使用上の注意に，「本剤の投与をやむを得ず一時中断したの
ちに再投与する場合であっても，投与日数の合計が24ヵ月を超えないこと。
また，24ヵ月の投与終了後，再度24ヵ月の投与を繰り返さないこと。」と記
載されているので，使用に当たっては十分留意する。
3 本製剤はテリパラチド製剤であり，本製剤を投与した場合は，医科点数表
区分番号「Ｃ101」在宅自己注射指導管理料を算定できる。
4 本製剤は注入器一体型キットであるため，医科点数表区分番号「Ｃ101」
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調剤業務のあり方について

（平31. 4. 2 薬生総発0402第1号）

日頃から薬事行政に対して御協力を賜り，厚く御礼申し上
げます。
薬剤師法（昭和35年法律第146号）第19条においては，医

師，歯科医師又は獣医師が自己の処方箋により自ら調剤する
ときを除き，薬剤師以外の者が，販売又は授与の目的で調剤
してはならないことを規定しています。
調剤業務のあり方については，平成28年度厚生労働科学特

別研究事業「かかりつけ薬剤師の本質的業務と機能強化のた
めの調査研究」において，「機械の使用や薬剤師の指示によ
り他の従業者に行わせること」について検討が行われていた
ところであり，当該研究結果も踏まえ，厚生科学審議会医薬
品医療機器制度部会「薬機法等制度改正に関するとりまと
め」（平成30年12月25日）において，薬剤師の行う対人業務
を充実させる観点から，医薬品の品質の確保を前提として対
物業務の効率化を図る必要があり，「調剤機器や情報技術の
活用等も含めた業務効率化のために有効な取組の検討を進め
るべき」とされたところです。
このため，調剤業務のあり方について，薬剤師が調剤に最

終的な責任を有するということを前提として，薬剤師以外の
者に実施させることが可能な業務の基本的な考え方につい
て，下記のとおり整理しましたので，業務の参考としていた
だくようお願いします。
なお，今後，下記2に示す業務を含む具体的な業務に関し

ては，薬局における対物業務の効率化に向けた取組の推進に
資するよう，情報通信技術を活用するものも含め，有識者の
意見を聴きつつ更に整理を行い，別途通知することとしてい
ることを申し添えます。

記

1 調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示に基づき，以
下のいずれも満たす業務を薬剤師以外の者が実施すること
は，差し支えないこと。なお，この場合であっても，調剤
した薬剤の最終的な確認は，当該薬剤師が自ら行う必要が
あること。
・当該薬剤師の目が現実に届く限度の場所で実施されるこ
と

・薬剤師の薬学的知見も踏まえ，処方箋に基づいて調剤し

た薬剤の品質等に影響がなく，結果として調剤した薬剤
を服用する患者に危害の及ぶことがないこと
・当該業務を行う者が，判断を加える余地に乏しい機械的
な作業であること

2 具体的には，調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示
に基づき，当該薬剤師の目が届く場所で薬剤師以外の者が
行う処方箋に記載された医薬品（PTPシート又はこれに
準ずるものにより包装されたままの医薬品）の必要量を取
り揃える行為，及び当該薬剤師以外の者が薬剤師による監
査の前に行う一包化した薬剤の数量の確認行為について
は，上記1に該当するものであること。
3 「薬剤師以外の者による調剤行為事案の発生について」
（平成27年6月25日付薬食総発0625第1号厚生労働省医薬
食品局総務課長通知）に基づき，薬剤師以外の者が軟膏
剤，水剤，散剤等の医薬品を直接計量，混合する行為は，
たとえ薬剤師による途中の確認行為があったとしても，引
き続き，薬剤師法第19条に違反すること。ただし，このこ
とは，調剤機器を積極的に活用した業務の実施を妨げる趣
旨ではない。
4 なお，以下の行為を薬局等における適切な管理体制の下
に実施することは，調剤に該当しない行為として取り扱っ
て差し支えないこと。
・納品された医薬品を調剤室内の棚に納める行為
・調剤済みの薬剤を患者のお薬カレンダーや院内の配薬
カート等へ入れる行為，電子画像を用いてお薬カレン
ダーを確認する行為
・薬局において調剤に必要な医薬品の在庫がなく，卸売販
売業者等から取り寄せた場合等に，先に服薬指導等を薬
剤師が行った上で，患者の居宅等に調剤した薬剤を郵送
等する行為

5 薬局開設者は，薬局において，上記の考え方を踏まえ薬
剤師以外の者に業務を実施させる場合にあっては，保健衛
生上支障を生ずるおそれのないよう，組織内統制を確保し
法令遵守体制を整備する観点から，当該業務の実施に係る
手順書の整備，当該業務を実施する薬剤師以外の者に対す
る薬事衛生上必要な研修の実施その他の必要な措置を講じ
ること。

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
改正する法律の一部の施行について（オンライン服薬指導関係）

（令 2. 3.31 薬生発0331第36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（令和元年法律第63号。
以下「改正法」という。）については，令和元年12月4日に
公布されましたが，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
期日を定める政令（令和2年政令第39号）が令和2年3月11
日に公布され，改正法のうち，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（昭和35年法律第
145号。以下「薬機法」という。）第9条の3に係る改正内容
については，令和2年9月1日から施行することとされたと

ころです。
また，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規則等の一部を改正する省令（令和2
年厚生労働省令第52号。以下「改正省令」という。）が令和
2年3月27日に公布され，同年9月1日から施行することと
されたところです。
これらの改正の趣旨，内容等については下記のとおりです
ので，御了知の上，貴管下市町村，関係団体，関係機関等に
周知徹底を図るとともに，適切な指導を行い，その実施に遺
漏なきよう，お願いいたします。

記

第1 改正の趣旨
これまで，改正法第1条の規定による改正前の薬機法第9
条の3第1項の規定に基づき，薬剤を販売又は授与する場合
には，その適正な使用を確保するため，薬局開設者が，その
薬局で販売又は授与に従事する薬剤師に，対面により，服薬
指導（薬剤の適正な使用のための情報の提供及び必要な薬学
的知見に基づく指導をいう。以下同じ。）を行わせなければ
ならないこととされていた。
他方で，情報通信技術を活用した診療については，平成30
年3月に，「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
（「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の策定につい
て（平成30年3月30日付け医政発0330第46号厚生労働省医政
局長通知）別紙。以下「オンライン診療指針」という。）が
発出され，安全で適切な普及を目指す施策が始まっている。
また，服薬指導についても，平成28年9月より，国家戦略特
別区域法（平成25年法律第107号）第20条の5の規定に基づ
き，薬剤交付時のテレビ電話装置等を用いた服薬指導につい
て，特例措置に基づく実証事業（国家戦略特別区域処方箋薬
剤遠隔指導事業）が行われている。
このような状況について検討した厚生科学審議会医薬品医
療機器制度部会の「薬機法等制度改正に関するとりまとめ」
（平成30年12月25日）を踏まえ，改正法第1条の規定による
改正後の薬機法（以下「改正薬機法」という。）第9条の3
第1項において，オンライン服薬指導（改正省令第1条の規
定による改正後の医薬品，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規則（昭和36年厚生省令第1
号。以下「改正薬機則」という。）第15条の13第2項第2号
に規定するオンライン服薬指導をいう。以下同じ。）につい
て新たに規定され，その具体的な要件については改正省令に
より示したところである。
本通知は，オンライン服薬指導の具体的な運用について，
オンライン診療（オンライン診療指針に定めるオンライン診
療をいう。以下同じ。）の運用と整合性を確保する観点から，
その解釈を明確化するものである。また，今後のオンライン
診療及びオンライン服薬指導の普及や技術革新等の状況を踏
まえ，オンライン服薬指導の運用について定期的に見直すこ
とを予定している。
なお，調剤時以外の電話やオンラインによる服薬状況の把
握，相談又は指導は，今回，新たに規定するオンライン服薬
指導とは異なり，現行法においても実施可能で，必要に応じ
て実施すべきものである。

第2 改正の内容
⑴ オンライン服薬指導の実施（改正薬機法第9条の3第1
項及び改正薬機則第15条の13第2項柱書関係）
服薬指導について，オンライン服薬指導として，映像及
び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通
話をすることが可能な方法であって，⑵から⑷までに掲げ
る内容を満たすものについて実施することを可能とするこ
と。
⑵ 基本的な考え方
① 薬剤師と患者との信頼関係
オンライン服薬指導を行う薬剤師は，対象とする患者
に対して日頃から継続して対面による服薬指導を行うな
ど，当該患者の服薬状況等を一元的・継続的に把握し，
当該薬剤師と当該患者との信頼関係が築かれているべき

こと。
原則として，同一の薬剤師が対面による服薬指導を適
切に組み合わせて行うこと。ただし，やむを得ない場合
には，当該患者に対面による服薬指導を行ったことのあ
る当該薬局の薬剤師が当該薬剤師と連携して行うことは
妨げられないこと。
② 薬剤師と医師又は歯科医師との連携確保
薬剤師は，処方箋を交付する医師又は歯科医師（以下

「処方医等」という。）と⑶③のオンライン服薬指導に関
する服薬指導計画を共有し，服薬状況のフィードバック
等を行うなど，当該処方医等と適切に連携すること。
③ 患者の安全性確保のための体制確保
患者の急変などの緊急時等においても患者の安全を確
保するため，薬剤師・薬局は，処方医等との連絡体制な
ど必要な体制を確保しなければならないこと。また，オ
ンライン服薬指導を中止した場合に，速やかに適切な対
面による服薬指導に切り替えられるよう，適切な体制整
備が求められること。
④ 患者の希望に基づく実施と患者の理解
薬剤師は，オンライン服薬指導の実施に際して，あら
かじめ，その実施に関する患者側の希望を確認しなけれ
ばならないこと。また，対面による服薬指導に比較して
患者の心身等の状態に関する情報が限定されること等，
オンライン服薬指導の利益・不利益について，十分に説
明し，その理解を得なければならないこと。

⑶ オンライン服薬指導の実施要件（改正薬機法第9条の3
第1項及び改正薬機則第15条の13第2項第1号から第3号
まで関係）
① 対面指導との関係
薬局開設者は，当該薬局の薬剤師に，同一内容又はこ
れに準じる内容の処方箋により調剤された薬剤につい
て，あらかじめ，当該患者本人に対して対面による服薬
指導を行ったことがある場合に，オンライン服薬指導を
行わせること。準じる内容については，例えば，同一成
分・同一効能の先発品と後発品の変更であること。
② 薬剤師・患者関係
⑵①のとおり，日頃から継続して対面による服薬指導
を行うなど，オンライン服薬指導を行う薬剤師と当該患
者との信頼関係が築かれているべきであること。
薬局開設者は，オンライン服薬指導の実施に際して，
その都度，当該薬局の薬剤師に薬学的知見に基づき実施
の可否を判断させ，適切でない場合にはオンライン服薬
指導を行わせてはならないこと。
③ 服薬指導計画の策定
薬局開設者が，当該薬局の薬剤師に，患者ごとにその
同意を得て服薬指導計画を策定させ，当該服薬指導計画
に基づきオンライン服薬指導を実施させること。服薬指
導計画には，次のアからオまでに掲げる事項を規定する
こと。
ア オンライン服薬指導で取り扱う薬剤の種類及びその
授受の方法に関する事項
イ オンライン服薬指導及び対面による服薬指導の組合
せに関する事項
患者ごとの状況に応じ，オンライン服薬指導と対面
による服薬指導の組合せ（頻度やタイミング等）につ
いて具体的な計画を記載すること。訪問診療において
交付された処方箋により調剤された薬剤についてオン
ライン服薬指導を行う場合においては，④イⅲに留意
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