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まえがき

本報告は、神奈川県薬剤師会が平成21年度及び平成22年度に、神奈川県の補助対象事業と
して実施した「薬局在宅医療参加促進事業」に基づいて纏められた調査研究報告書である。

在宅医療の必要性、重要性については、次項に記されたとおり、「在宅医療における薬局
薬剤師業務」の位置づけは極めて高い。
また、本調査研究で明らかにされた様に、薬局薬剤師の在宅医療への積極的参加について

は、薬剤管理、医療従事者との連携、地域薬剤師会の対応等において今後解決すべき問題は
多い。
しかもこれらの問題は、神奈川県内だけの薬局事象でなく、全国的な現状であることを国

は本年2月16日の中医協の審議の中で明らかにされた。

特に、この中医協審議における今後の論点において取り上げられた「常勤3人以下薬局」
の在宅医療受入実態の問題を、本報告（在宅医療受入可能薬局リスト）で明らかにし、多職
種関係者の薬局利用の便に寄与したことは評価されよう。

また、今般、本報告の中でまとめられた「薬局在宅医療支援業務指針」が、県内薬局の在
宅医療への参加促進に役立ち、加えて、神奈川県の「在宅医療」の向上、とりわけ、多職種
医療関係者の連携に役立つことを強く期待する。

更に、今後の課題として、薬局における在宅医療参加の基盤となる「在宅認定薬剤師制
度」の充実が望まれる。

終わりに、本事業の重要性を認識し、神奈川県の補助事業の対象として配意下された神奈
川県当局、並びに、2年間に亘り、度重なる「在宅医療支援薬局検討部会」の審議と、各種
のアンケート調査・分析等に多大の協力を頂いた関係諸氏並びに本委員会各委員に対し、深
く感謝の意を表する次第である。

平成23年3月

薬局在宅医療参加促進事業検討委員会 委員長 中村 健





1．事業の目的と方法
（1）事業実施の背景と必要性
神奈川県では、すべての県民が健やかに安心して暮らせる社会の実現に向けて、保健医療

施策の総合的な基本指針である「神奈川県保健医療計画」を策定している。

高齢化の進行や医療技術の進歩、医療に関する意識の変化など、医療を取り巻く環境が大

きく変わる中、国においては医療提供体制をはじめ、後期高齢者医療制度の創設や療養病床

の再編成など制度全般にわたる医療制度改革が行われ、平成18年6月に「良質な医療を提供

する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」等が成立した。

この法律では、医療情報の提供による適切な選択の支援、医療機能の分化・推進による切

れ目のない医療の提供、医師の偏在によるへき地や小児科等の医師不足問題への対応及び在

宅医療の充実による患者の生活の質の向上など、患者の視点に立った、安全・安心で質の高

い医療が受けられる体制の構築を求めている。

こうした中、神奈川県においても今後急速な高齢化の進行が見込まれるなど、将来を見据

えて、地域ケアを充実するなど地域で支え合う社会づくりとともに、患者の視点及び疾病予

防、介護予防の視点からの保健医療提供体制の整備が求められている。

このため神奈川県は、実情に即した、質の高い、かつ、効率的な保健医療提供体制を整備

するため、次の事項を主要施策とした第5次医療計画が平成19年4月に策定した。

①施策1：患者の視点に立った安全・安心で質の高い医療提供体制の整備・充実

②施策2：保健・医療・福祉を繋ぐ仕組み作りの推進

③施策3：生涯を通じた健康づくり運動等の推進

これらの施策を実現するためには、次の3点を基本とした医療に関する情報提供の推進や、

主要な事業ごとの医療連携体制の構築など、患者の視点に立った安全・安心で質の高い医療

連携体制の整備・充実に取り組むことが何よりも重要となる。

ⅰ 県民・患者が医療情報を十分に得られること

ⅱ 安全で質の高い医療を安心して受けられること

ⅲ 早期の在宅生活への復帰

（2）神奈川県薬剤師会の事業参画
前項で掲げた施策を整備、充実するためには、保健・医療・福祉サービスをそれぞれ繋ぐ

仕組み作りを推進する必要がある。
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これらの制度は、保健・医療・福祉サービスが、それぞれ別々の法律制度に基づいて実施

されているが、サービスの供給を受ける県民にとっては、分けて考えることができない一体

のサービスとして捉えられている。

しかも、高齢化の進行、疾病の重症化傾向により、今後、保健・医療・福祉の連携の重要

性は一層増大すると懸念される。

このため、療養や介護の支援を必要とする高齢者、障害者、母子等がコミュニティで安心

して暮らせるよう、保健・医療・福祉を繋ぐ「仕組みづくり」を推進する必要が強く求めら

れている。当然のことながら、この中には、医薬品や衛生材料の供給は重要な使命であり、

薬局・薬剤師の業務もその中において他の職種との連携を積極的に進める必要がある。

このような状況をふまえ、今般、神奈川県薬剤師会は、神奈川県の補助対象事業として「薬

局在宅医療参加促進事業」に取り組み、当該事業の一環として「薬局在宅医療支援業務指針」

を作成した。

本指針の活用により、今後、薬局と多職種との連携がより高められ、薬局の機能が地域に

活用され、県民が求める医薬品の供給体制の推進を図って参りたい。

（3）事業の内容と方法
1）事業の内容

事業は、平成21年度及び22年度の2か年で実施し、次の内容の事業を行った。

【21年度に行った事業】

①薬局薬剤師に対し、在宅医療に係る取組み状況、在宅における医療連携状況等の現状

を調査し、課題等の明確化を図った。

②神奈川県薬剤師会が主体となり、神奈川県医師会、神奈川県看護協会、訪問介護事業

者、学識経験者等の協力を得て「薬局在宅医療参加促進事業検討委員会」（以下、「委

員会」という。）〈次項参照〉を設置し、薬局薬剤師等による調査で明らかになった現

状分析を元に、地域医療連携のあり方、薬局の参加促進の具体的な進め方等について、

審議検討を行った。

③「薬局在宅医療支援業務指針（仮称）」を策定するための試案を作成し、当該指針（試

案）について、関係職種従事者及び会員からの意見を聴取した。

④薬局薬剤師が実施する「居宅療養管理指導」等在宅医療の要望に対応できる「在宅医

療受入可能薬局リスト」を作成し、医療及び介護に従事される関係者に配布した。
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【22年度に行った事業】

①医科診療所、歯科診療所、訪問看護ステーションなどとの連携を図る研修会等（シン

ポジウム等）を個別に開催し、薬剤師による在宅医療参加への機運を醸成した。

②医師、歯科医師、訪問看護師、ケアマネジャー、介護支援専門員など在宅医療に関わ

る関係職種との合同研修会を開催し、在宅協働支援体制の確立を図った。

③「薬局在宅医療支援業務指針」を策定し、業務の普及を図った。

④神奈川県薬剤師会ホームページの在宅医療に関する情報の充実を図った。

⑤21年度作成した「在宅医療受入可能薬局リスト」について、関係者の意見を踏まえ、

一定条件に適合する薬局のみのリストへの改訂を実施した。

2）委員会の構成

「委員会」の構成は次の（1）のとおりであり、さらに委員会で定められた業務の具体的

な実施を検討するために、次の（2）で構成する「在宅医療支援薬局検討部会」を設け、

前号に掲げる事業を実施し、「委員会」審議の資料を作成した。

（1）薬局在宅医療参加促進事業検討委員会

神奈川県医師会（1名）

神奈川県歯科医師会（1名）

神奈川県看護協会（1名）

神奈川県介護支援専門員協会（1名）

神奈川県地域婦人団体連絡協議会（1名）

学識経験者（1名）

神奈川県病院薬剤師会（1名）

神奈川県薬剤師会（2名）

（2）在宅医療支援薬局検討部会

神奈川県看護協会（1名）

神奈川県介護支援専門員協会（1名）

神奈川県病院薬剤師会（1名）

神奈川県薬剤師会（3名）

2．在宅医療の現状と課題
（1）高齢社会の現況
平成17年12月の県政モニターアンケート調査によると、入院後、自宅で治療が出来る程度
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に回復した場合、治療を受けたい場所として、「自宅で生活しながら治療を受けたい」は76．2％

であった。

このような県民の意識を背景に、神奈川県第5次医療計画では、県民が在宅における療養

を選択でき安心して在宅医療が受けられるように、コミュニティにおける保健、医療、福祉

職の連携による在宅医療支援体制の整備を在宅医療の推進を目指している。

参考図に示されるように、神奈川県においても、今後、高齢社会の進展は予測され、長期

にわたる療養や介護を必要とする患者の増加が見込まれる。

※2025年より先は参考値

参考図：年齢3区分別人口（県の人口推計） 出典 神奈川県企画部

（2）多職種との協働状況
在宅医療では、長期にわたる療養や介護を必要とする患者やその家族のために、医療の提

供者や介護サービスの提供などのための多様な機関や施設と、これらに関わる医師、歯科医

師、看護師、薬剤師を始め、ケアマネジャーなど福祉職も含めた多様な職種の担い手が必要

となる。

たとえば、在宅及び施設における高齢者や障害者のあらゆる疾患において、口腔ケア及び

摂食・嚥下リハビリテーションは必要とされ、在宅医療においてはこれを支える医療機関、

薬局と歯科医療との連携も大切となる。
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また、退院後の患者の療養の継続のため、在宅療養を支える質の高い訪問看護人材の育成

が重要であり、県民の多様なニーズに対応した訪問看護を支援する体制も必要となる。

この訪問看護人材育成には、医療機関だけでなく薬局を始めとした在宅医療の現場に係わ

る多職種の支援も不可欠である。

このような体制を推進するため、薬局・薬剤師業務については、薬剤師法が改正され、患

者宅において一部調剤行為が容認され、薬局の在宅医療への積極的な参加が求められつつあ

る。

（3）薬局の在宅医療の参画状況
前項で述べたように、薬局の在宅医療への参画は重要であるにも拘わらず、薬局における

在宅医療は余り進んでいない。そこで本事業では、県内でも在宅医療が比較的に進展されて

いる2箇所（小田原、横浜市南区）において保険薬局、病院、訪問看護ステーション、介護

事業所においてアンケート調査した結果、次項に掲げる関連職種からみた問題点とともに、

薬局が直面する今後の課題が明らかとなった。

3．関連職種からみた薬局関連業務への提言等
神奈川県内2箇所（小田原、横浜市南区）における関連職種に対するアンケート調査の結

果より次の知見を得た。

（1）ケアマネジャーからみた問題点と実態の指摘
ケアマネジャーに対して医薬品に対する問題点などを調査したところ、多くのケアマネ

ジャーから医薬品使用者の医薬品に係わる問題点が挙げられた。

また、薬剤師に対する業務の期待としては、残薬の確認から整理、一包化、薬の配送、他

科受診による医薬品の整理、服薬カレンダーなどによる服用時点ごとのセット、医師への医

薬品情報の提供と還元、副作用チェックなどが挙げられた。

多くの場合、ケアマネジャーは医薬品に対する知識を持ち合わせていないため、生活と医

薬品を結びつけて考えることが難しいケースが多いことがわかった。

例えば、胃粘膜保護剤は胃にしか効果がない医薬品ではないか、あるいは薬袋に「食後」

との記載があれば食事をしないと服用させることができない等の考え違いである。

また、服用している医薬品によっては、運動機能を低下させる可能性があることなど、ケ

アマネジャーとの連携が取れていれば、あらかじめ情報を提供することにより、より良い介

護が果たせることがわかった。
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このようにケアマネジャーに対しても、医薬品に関する情報は、介護支援上、必要な場合

が多い事も理解できた。

以上の実態をまとめると次の3点に集約することができる。

①ケアマネジャーからみて、医薬品使用者に、医薬品による副作用だと想定される場合も

直面したとき、それらについてはほとんど医師又は看護師に相談している。

②薬剤の管理に関し、困惑するケースは多々あり、その内容も多岐に亘る。

③薬剤師に期待する業務としては、残薬の確認、整理、一包化、薬の配送、多科受診によ

る医薬品の整理、医薬品の服用時点ごとのセット、医師への情報のパイプ役、副作用

チェックがある。

（2）訪問看護ステーションからみた問題点と実態の指摘
同様に訪問看護ステーションにおける医薬品に係わる問題点としては、看護師自身が多く

直面する「医薬品による副作用だと想定できるケース」がある。

看護師も医薬品に対する情報収集は、日頃から努めているものの、収集できる医薬品情報

には限界もあり、困ったときに、その対応や即時性の高い医薬品情報を薬剤師に対して求め

たいとする声も多かった。

また、副作用に対する対処の方法は、様々であること、特に、高齢者に対して医薬品管理

がし易い方法の提案または実施、一包化などの業務を薬剤師に対して求められていることも

理解できた。

同時に、医薬品使用者及び関連職種に対し、臨機応変な説明、指導を行ってくれる薬剤師

の存在が強く熱望されており、そのような要望に応じてくれる薬局の所在がわかるマップの

必要性の高いことを知らされた。

特に在宅で療養している場合、このような問題点が解消されれば、患者の不安感は緩和さ

れ、在宅療養を諦めることなく継続することができる大きな要素であることを実感した。

以上の実情をまとめると次の4点がに要約することができる。

①訪問看護でも、医薬品による副作用だと想定するケースがあり、多くの場合医師と相談

して対処されている。

②看護師も医薬品の情報収集には努めているが、直面する副作用の対処は様々なケースに

遭遇する。

③薬剤師以外の多職種の同僚との連携は、カンファレンスや電話などを通じて積極的に

行っているが、薬剤師との連携は行われていないことを知った。

④看護師から見ても医薬品管理で困っていることが多々直面される。特に高齢者に対し、

医薬品の管理方法の提案・実施、薬剤の一包化等を実施できる薬局であって、医薬品使
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用者に対し、臨機応変な説明・指導ができる在宅医療応需薬局のマップが必要なこと。

（3）医療機関からみた実際
医療機関側の問題として、病院において退院時カンファレンスの開催を行っていても、そ

こに保険薬局の薬剤師が参加していない実態から、医療機関側が、どこの保険薬局が在宅に

係わってもらえるのか不知である。つまり、薬局の顔が見えていない実態が明らかとなった。

さらに、薬剤師の職能の存在性が病院内の関連職種の関係者（看護師や医療ソーシャルワー

カー等）すら理解されていないことも挙げられた。

これには院内の薬剤師との連携はもとより、院内薬剤師を通じて保険薬局の薬剤師に対し、

在宅医療へのかかわりへの理解を働きかける必要性がある。

（4）薬局の実態と今後の期待
以上のように多職種から医薬品に係わる問題点や、薬剤師に対する期待感が挙げられては

いるが、肝心の薬局薬剤師から、多くの薬局が薬剤師の勤務員数が2名前後であるため、在

宅に出向くことが困難だとの現状や、在宅医療を行っている医療機関がまだ少ないことから、

依頼してくる医療機関には偏りがあることなど在宅医療に対し消極的立場の薬局事情が伺わ

れた。また、お薬手帳などのツールの使い方を患者やその家族に対してうまく啓発できてい

ない薬局があることも問題点として取り上げられた。

とはいえ、薬剤師の在宅医療への参加意欲は、研修会への参加などを通じて徐々に、高ま

りつつある。とりわけ麻薬の使用には、薬剤師がもっとも必要とされる場面であり、この分

野の技能の向上と、実践が求められている。

このような観点にたって、神奈川県薬剤師会介護保険委員会が認定している「在宅認定薬

剤師バッジ制度」は、多職種や県民に対して、薬局・薬剤師が在宅医療の推進の一翼を担う

ものであり、かつ、研修結果を目に見える形で周知してもらえる「バッジ制度」であり、こ

の認定制度は、今後とも継続して、広く普及・認知させる必要があると考える。

4．薬局・薬剤師の役割
地域における医療提供体制の中で、調剤を中心とした医薬品や医療・衛生材料等の提供拠

点として薬局の役割が期待されている。

患者の診断・治療は医師・歯科医師が行い、処方せんに基づく調剤は薬剤師が行い、それ

ぞれの職能の連携を図りながら、その専門性を活かし、より適切な医療サービスを提供する

ものが医薬分業の意義である。
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神奈川県においては、全国でも最高位に医薬分業が進展し、薬局の質的な向上が図られて

いる。県民が処方せん調剤において、「かかりつけ薬局」を持つことのメリットの取得は、

在宅医療においても同様であり、薬局における在宅医療のメリットを広く甘受することが期

待される。

統計によれば、入院後、自宅で療養が出来る程度に回復した場合、療養を受けたい場所と

して、県民の76．2％が「自宅で生活しながら治療を受けたい」と報告されている。これらの

在宅患者に対し、薬学的に支援する姿勢は、今後、薬局においても強く求められるものと確

信する。

そのために、地域で活躍する薬局薬剤師は、地域社会や県民の薬局に対するニーズを積極

的に情報収集し、病院、診療所、歯科診療所、訪問看護ステーションなどとの医療連携者だ

けでなく、ケアマネジャー及びヘルパー等福祉職との連携も密にし、地域の社会資源をより

活用する薬局業務のあり方について、医薬品を通した視点にたって検討する必要がある。

しかしながら、現状では、保険上の契約が行われた保険患者等に対してのみ情報提供が行

われることになっている。しかし、一つのコミュニティには、様々な訪問看護ステーション

や介護事業所などが活動しており、保険患者等以外にも、医薬品を専門とする薬剤師に「相

談したい」とする要望が多いのが実情である。

本来、コミュニティに存在する薬局は、顔なじみの患者の居宅においても、また、他の職

種に対してもより情報の共有を図りやすい立場にある。

したがって、薬局では、広く多職種に対して医薬品の相談に応じること、また、ヘルパー

などに対しては適正な医薬品管理がなされているかの確認を求めることが必要となる。それ

が薬局薬剤師の在宅医療にとって必要な業務であると考える。

また、在宅医療では、医薬品の知識が乏しい人が介護業務に当たっていることがほとんど

である。そのため、患者は僅かな症状の変化においても不安感を抱き、その結果、在宅療養

をあきらめ入院となるケースも見受けられる。これを是正するには、医薬品を安心・安全に

使用してもらえるよう薬局の体制整備が求められる。

地域にある薬局の全てが、高度な機能をもつことは難しい。しかし、在宅医療においては、

地域ごとの特性に応じつつ、積極的に在宅医療に取り組むことができる機能をもった薬局が

一定数存在し、薬局機能を県民に還元することの努力が必要である。
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5．薬局在宅医療支援業務指針の策定
以上に述べた2年間に亘る関連多職種とのアンケート調査、研修会及び「在宅医療支援薬

局検討部会」の調査活動、並びに本委員会の審議をもとに「薬局在宅医療支援業務指針」を

策定した。（別紙1）

本指針が、今後薬局の在宅医療の推進に広く活用されることを期待して止まない。

6．在宅医療受入可能薬局リストの作成
薬局が多職種連携による在宅医療に参画を容易にするため、平成21年度事業において、関

連多職種より要望の強かった「在宅医療受入可能薬局リスト」の作成は、居宅療養管理指導

の算定に必要な届出を行っている神奈川県薬剤師会開設者会員薬局のうち、本リストの掲載

を希望した薬局（612薬局）をすべてリスト化した。そのため、実際に関連多職種からの薬

局在宅医療応需可能かの問い合わせに対し、対応薬剤師の不足等の理由により、対応拒否を

する薬局が出現した。よって、平成22年度事業においては、前年度作成した「在宅医療受入

可能薬局リスト」をもとに、2人薬剤師以上の薬剤師が在籍する薬局など一定の条件にかな

う利便性の高い「在宅医療受入可能薬局リスト」（344薬局）（別添）を作成し、関連多職種

との地域連携がより促進されるよう心がけた。

この在宅医療受入可能薬局リストの掲載要件等については、別添リストを参照されたい。
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別紙Ⅰ

【薬局在宅医療支援業務指針】

1．在宅医療における薬局薬剤師業務のあるべき姿について

在宅医療は、地域で支えるケアであり、薬局薬剤師には、そのケアを薬学的に支える視

点が求められる。

医薬品を使う人、すなわち、係わる人々に対し、次に掲げる安心・安全、タイムリーで

適切な医薬品情報等を提供することが求められる。

（1）薬剤師の支援体制の見直し（平日、休日を含めて）
1）在宅医療において薬剤師が担う業務の一つは、服薬状況の改善にある。

2）薬剤師は残薬の管理についても把握する必要がある。

3）在宅医療における医薬品提供体制の中で、薬剤師は薬物治療のイベントモニタリングだ

けでなく、薬物治療の適切な評価を行う必要がある。

4）在宅患者、家族、看護師、ヘルパーなどに対して、医薬品使用によるイベントの事前予

測などの情報を提供する必要性がある。

5）医薬品使用による様々な事象を含めた服薬指導は、医師と十分に情報交換した上で行う

ことで、患者や家族、また関連職に対しても安心感を高めることが出来る服薬支援の方

法といえる。

6）上記の業務内容は必ずしも患者宅でなくても可能な業務がある。薬局の薬剤師体制は常

時が複数に在籍制が薦められているものの、実態は少人数のところが多く、在宅業務に

出向くことが困難だと思われるケースが多い。しかし、薬局の在宅医療への支援には、

薬局を拠点とした患者に合わせた医薬品情報を関連する多職種に提供することが求めら

れている。

（2）麻薬小売業の免許の取得を始めとした麻薬の備蓄と製剤知識の習得
1）患者の麻薬使用時は、より薬剤師の関与が必要になる。夜間に麻薬が必要になる場合も

少ないが、そのような場合にも対応可能な体制を整備する必要がある。

2）在宅では麻薬の使用時にとくに薬剤師の知識が必要になる。そのためにもトレーニング

を積んだ薬剤師を明確にする必要がある。

3）使用しなくなった麻薬は、薬剤師が適正に廃棄する。
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（3）一般用医薬品、健康食品、医療材料、衛生材料などの知識と備蓄
1）在宅医療を支援するために必要な医療・介護保険制度の知識が不足している。

2）「退院時ケアカンファレンスには、参加した薬局はない」とあるが、院内の看護師、医

療ソーシャルワーカー（MSW）などは、どこの薬局が在宅に対応してくれるのか、薬

剤師にどのような業務が出来るのか、など未だ理解されていない。さらに基幹になる薬

局のリストが必要である。

（4）患者背景を理解した医薬品管理（薬歴、お薬手帳、医療従事者ノートなど）
1）お薬手帳などについて、使い方がうまく利用者に啓発できていない。薬剤師は利用者の

在宅における医薬品使用状況を十分に把握したうえで、医薬品の管理について指導する

必要がある。

2）処方せん調剤した薬剤の適正な管理指導を行う

3）訪問服薬指導管理・情報の共有を図る

4）在宅医療に係わる医療機器、医療材料、衛生材料の供給を行う

5）患者宅における薬剤の保管・管理を行う

6）患者の住環境を保つための指導・助言を行う

7）必要な場合、薬剤などの患者宅への配送を行う

8）高度在宅医療に必要な特殊製剤などの調剤・使用指導を行う

9）その他

2．在宅医療を進めるための多職種連携の方法について（業務の可視化）

在宅医療における多職種との連携にかかる業務は、次の事項が挙げられる。しかし、地

域ごとの特性から、その業務内容や連携の方法は、地域の実情に応じ更なる対応が求めら

れる場合もある。

（1）医療従事者との連携
1）医師との連携

①使用されている医薬品によるイベントモニタリングチェック。

②薬物効果の評価。

③分割調剤などを活用して、長期処方等による飲み残し改善。

④ジェネリック医薬品の使用が促進されていることから、その製剤的特性や情報などを共

有する。
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⑤医療材料、衛生材料の情報提供と物品供給。

⑥食事や栄養状況と薬剤についての情報提供。

⑦疼痛緩和で使用される麻薬の安定かつ迅速な提供体制の構築。

⑧症例カンファレンスの実施。

2）歯科医師との連携

①義歯を使用しているかどうかを確認することで、薬剤の剤形や口腔内残薬など服薬状況

の確認。

②再燃する感染、嚥下に関する問題点などに対して、薬剤師は薬剤使用との関連がないか

どうかの連携。

③薬剤と歯肉、下顎などのイベントモニタリングとその情報提供。

④薬剤と嚥下についての情報提供。

⑤内分泌系薬剤、ビスホスフォネート製剤と口腔関連事象との確認。

3）訪問看護師との連携

①ジェネリック医薬品の使用が増加しているが、訪問看護師に対する使用されるジェネ

リック医薬品の効能と先発医薬品の効能との関係の情報の提供。

②褥瘡などで使用される外用薬などの情報の提供。

③疼痛緩和で使用される麻薬の安定かつ迅速な提供体制の構築。

④使用される薬剤全般に対する患者個々に応じた医薬品情報の提供。

⑤その製剤的特性を情報提供することで、より、患者にあった医薬品適正使用の推進。

⑥使用される医薬品で生じるイベントと、看護上関連する内容について情報の提供。

⑦在宅患者が使用している薬剤について、看護師から情報の取得。

4）栄養士との連携との連携

①使用している医薬品の目的が、栄養状態の問題点などから起きている可能性について、

情報の共有。

②嚥下が困難な状態、また経口摂取に問題があるような場合には、とろみ剤などについて

情報の共有。
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（2）福祉職との連携
1）ケアマネジャーとの連携

①利用者が医薬品を使用している場合、医薬品をどのように使用しているのかを薬剤師に

情報を伝達する必要がある。

②利用者の日常生活において、使用される医薬品がその生活にマッチしているものなのか

の情報を薬剤師と共有する。

③利用者に現れている様々な事象と、医薬品との関連を薬剤師と共に注意深く観察する必

要がある。

④利用者が医薬品を使用している場合、ケアマネジャーはその薬物治療の必要性及び副作

用症状等を理解していないことが多いため、その観察に当たって薬剤師の関与が必要で

あることをケアマネジャーに理解を求める。

⑤医薬品を使用している利用者が、健康食品や一般用医薬品などをあわせて使用している

場合、その併用の必要性などについて情報提供を行う必要がある。

⑥医薬品による問題点を解決するために、ケアプランに服薬指導を盛り込む提案を行う。

2）ヘルパーとの連携

①ジェネリック医薬品の使用が増大されていることから、その製剤的特性や起こりえるイ

ベント情報などを共有。

②患者（利用者）に現れている様々な事象と、医薬品との関連に関する情報を提供する。

③利用者の食事と使用されている医薬品について、情報の収集を図り、必要ならば対応す

べき情報の提供を行う。

④デイケアやショートステイを行っている利用者の中で、介護事業所で医薬品管理などを

担わねばならない場合、薬剤師が関与することで解決するものがないか情報の共有を図

る。

（3）MSW（医療ソーシャルワーカー）との連携
①入院時の患者情報などが必要なことが多い。院内でも互いに情報を共有出来るように「医

療従事者手帳（仮称）」の活用を提案したい。

②退院時の患者情報、医療材料や機種のコード番号、処置に必要な情報など記載した「在

宅患者用医療従事者手帳（仮称）」の活用を図り、関係する家族、多職種との情報の共

有化を提案したい。
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3．地域薬剤師会で対応すべき内容

（1）地域全体で支える体制の構築
休日・夜間の輪番体制の構築など

（2）在宅医療受入可能薬局リストの作成
（3）医療材料の取扱いについてメーカー側と情報交換

医療材料については、病院特注品などもあるため、購入ルートなどの情報の共有を組織

として対応することも必要。

（4）行政（社協、国保なども含めた）との連携
（5）薬剤師の研修を第三者に見えるようにする（例：在宅認定薬剤師バッジ制度の推進）
（6）多職種との研修会
（7）無菌製剤室などを設置した薬局を多数作るのではなく、エリア毎に必要な薬局を紹

介するシステムの構築
1）無菌製剤でなくても、対応が可能な製剤も多く出ていることから、このような製剤の知

識啓発も組織として図る必要。

2）退院時に処方された医薬品から、次の代替医薬品を提案できる知識が薬剤師には求めら

れている。このような知識を組織として支援する必要。

（8）在宅医療積極的参加薬局のマップの作成（別添 在宅医療受入可能薬局リスト参照）
（9）他の職種と在宅医療に関われる薬局の窓口になる業務の実施。

4．日本薬剤師会の活動

日本薬剤師会は、在宅医療のニーズが今後益々高まることを認識し、近年、次の薬局在

宅医療の環境整備の向上を図っている。

（1）高齢者介護における薬剤師向けツール「薬剤師による食事・排泄・睡眠・運動
を通じた体調チェック・フローチャート」の作成
日本薬剤師会の高齢者・介護保険等検討会（職能対策委員会）では、平成17年1月に薬

剤師が高齢者介護の現場（薬局窓口・在宅・施設等）において活用するためのツールとして、

「薬剤師による食事・排泄・睡眠を通した体調チェック・フローチャート」を作成した。

本ツールは、薬剤師が日常業務の中で役立てることができるよう、患者の日常生活の変

化や身体に関する訴えなどから、薬物の生活機能等への影響を紐解くためのヒントとなる

よう構成し、薬剤師が他の職種との連携や協働にも視野を広げられるよう作成されている。
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したがって本チャートは、薬局在宅医療に携わる者にとって極めて有用性が高いので、

本報告書ではこのチャートを「別紙Ⅱ」として後掲する。

（2）新・薬剤師行動計画の策定
この行動計画は、新たな医療制度への対応として「会員薬局の薬剤師」、「支部薬剤師会」

「都道府県薬剤師会」「日本薬剤師会」ごとに、取り組むべき事項を簡潔にまとめたもので

ある。この「新・薬剤師行動計画」の中の「居宅における医療（在宅医療）への参加」は

特に、薬局薬剤師の在宅医療の業務関連が深い。よって本報告書では、この「新・薬剤師

行動計画」の中で在宅医療に関連する部分を抜粋し、「別紙Ⅲ」として掲載した。

（3）在宅医療推進アクションプランの策定
日本薬剤師会は、地域単位で在宅医療を推進するための環境を整備し、より多くの地域

薬局が在宅医療チームの一因として活動することを目的とした次図に示す「在宅医療推進

アクションプラン」を策定した。平成23年度は、都道府県薬剤師会を通じて支部薬剤師会

が本プランを展開していることを期待している。
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別紙Ⅱ

薬剤師による食事・排泄・睡眠・運動を通した体調チェック・フローチャート
（生活機能、QOL の維持・向上、患者へのアドバイス、SE＝副作用チェック、�介＝介護相談）
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別紙Ⅲ

新・薬剤師行動計画（抜粋）

～ 医療制度・医薬品販売制度改正に当たっての新たな取り組み ～

一 はじめに（略）

二 新・薬剤師行動計画

Ⅰ 新たな医療制度への対応

1 医療計画を通じた医療連携体制への積極的な参画

今回の医療法改正の一つの柱が“医療計画制度の拡充・強化等を通じた医療提供体制の

確保の推進”である。新たに第5章（医療提供体制の確保）を起こし、厚生労働大臣が医

療提供体制の確保を図るための基本方針を定め、都道府県は基本方針に即して、かつ地域

の実情に応じて医療計画を定めることが規定された。今後国は基本方針を示すことになり、

都道府県はこれまでの医療計画を全面的に見直し、新しい医療計画を作成することになる。

医療計画制度の見直しにより、がん等の疾病や救急医療、災害医療等の事業別に地域の医

療連携体制を構築することで、適切な医療サービスが切れ目なく提供されることになる。

薬局も医療提供施設として、地域における医療連携体制の中で、調剤を中心とした医薬品

や医療・衛生材料等の提供拠点としての役割を担う必要がある。

ついては、医療提供施設である薬局及びそこに従事する薬剤師は医療計画を通じた医療

連携体制に積極的に参画することとし、次に示す取り組みを行うこととする。

① 休日・夜間における調剤による医薬品等の供給

会員薬局・薬剤師：支部薬剤師会に協力し、輪番制等の方法による休日・夜間に

おける医薬品等の供給を行う。
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支部薬剤師会 ：都道府県薬剤師会の協力及び地方公共団体（医務及び薬務主

管部局）の理解を得ながら、地域における救急医療の対応状

況にあわせて、当該地域の休日・夜間の医薬品等の供給体制

を構築する。

都道府県薬剤師会：地方公共団体（医務及び薬務主管部局）の理解を得ながら、

支部薬剤師会の取り組みを支援する。

日本薬剤師会 ：地域における休日・夜間の医薬品等の供給体制構築のための

取り組みを支援する。

② 居宅等における医療（在宅医療）への参加

会員薬局・薬剤師：在宅医療を行う診療所や訪問看護ステーション等との連携の

もと、訪問薬剤管理指導業務を通じて在宅医療に積極的に取

り組む。

支部薬剤師会 ：都道府県薬剤師会の協力を得ながら、地域医師会等との連携

のもと、会員薬局・薬剤師が在宅医療に取り組み易い環境整

備（駐車禁止除外規定車許可の取得等）を行う。

都道府県薬剤師会：支部薬剤師会と連携しつつ、都道府県医師会等との連携のも

と、会員薬局・薬剤師が在宅医療に取り組み易い環境整備（駐

車禁止除外規定車許可の取得等）を行う。

日本薬剤師会 ：会員薬局・薬剤師による取り組みを支援するため、①訪問薬

剤管理指導に関する啓発資材（地域住民向け）の作成と提供、

②在宅医療への参加のためのマニュアルの作成と提供、③「食

事・排泄・睡眠・運動からみた体調チェックフローチャート

（BOOK 版）」の作成と提供を行う。また、駐車禁止除外指

定車許可について、厚生労働省等の理解を得ながら、都道府

県薬剤師会等の取り組みを支援する。

③ 終末期医療への貢献

会員薬局・薬剤師：麻薬小売業の許可を取得し、医療用麻薬の供給を行う。

支部薬剤師会 ：会員薬局・薬剤師が医療用麻薬を供給し易い環境整備を行う。

都道府県薬剤師会：会員薬局・薬剤師が医療用麻薬を供給し易い環境整備を行う。

日本薬剤師会 ：厚生労働省や医薬品関係企業の理解を得ながら、都道府県薬

剤師会等の取り組みを支援する。
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④ 災害時における医薬品、医療・衛生材料等の供給体制の整備

会員薬局・薬剤師：支部薬剤師会・都道府県薬剤師会が地方公共団体と連携して

行う災害時における医薬品及び医療・衛生材料等の供給体制

の整備事業に協力する。

支部薬剤師会 ：都道府県薬剤師会とともに地方公共団体と連携し、災害時に

おける医薬品及び医療・衛生材料等の供給体制の整備事業に

取り組む。

都道府県薬剤師会：支部薬剤師会とともに地方公共団体と連携し、災害時におけ

る医薬品及び医療・衛生材料等の供給体制の整備事業に取り

組む。

日本薬剤師会 ：「薬局・薬剤師の防災マニュアル」を見直すなど都道府県薬

剤師会等の取り組みを支援する。

2 薬局機能に関する情報の開示

今回の医療法等の改正の柱として“都道府県を通じた医療機関に関する情報の公表制度

の導入等医療に関する選択に資する情報の提供の推進”が掲げられている。このため、医

療提供施設である薬局についても、医療機関と同様に、患者による薬局の適切な選択を支

援するため、薬局機能に関する一定の情報について薬局から都道府県へ報告し、薬局内で

はこれらの情報を閲覧に供することが義務付けられるとともに、都道府県はそれらの情報

を集約して公表する制度を、薬事法の改正により新たに創設することとしている。

ついては、薬局・薬剤師は薬局機能に関する情報を積極的に開示することとし、次に示

す取り組みを行うこととする。開示情報としては、以下の例示以外にも例えば麻薬小売業

の許可、あるいは今後の薬学6年制への対応としての実務実習受け入れの実績等も考えら

れる。なお、改正薬事法の施行（平成19年4月）に伴って都道府県に報告する「一定の情

報」の範囲については、今後省令で定められる。
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会員薬局・薬剤師：薬局機能評価制度導入整備事業（平成18年度で終了）で作成

された「薬局機能評価マニュアル」を参考に、自らの薬局に

ついて、①開設者氏名、②管理薬剤師氏名、③薬剤師氏名、

④開局日・時間、⑤訪問薬剤管理指導業務の実施等、患者の

選択に資する薬局機能情報を閲覧に供する。

支部薬剤師会 ：会員薬局・薬剤師による薬局機能情報の提供を支援する。

都道府県薬剤師会：会員薬局・薬剤師による薬局機能情報の提供を支援する。

日本薬剤師会 ：薬局機能評価制度導入整備事業を進め、会員薬局・薬剤師に

よる薬局機能情報の提供を支援する。

3 薬局における安全管理体制等の整備

今回の医療法等の改正の柱として“医療の安全を確保するための体制の整備”が掲げら

れている。これまでも病院や有床診療所の管理者に対して安全管理体制の整備が義務付け

られていたが、今回の改正により、安全管理体制（医療の安全を確保するための指針の策

定、研修の実施等）や医薬品・医療機器の安全確保体制の整備をすべての病院、診療所、

助産所等に義務付けることとしている。薬局についても同様の安全管理体制の整備を義務

付けることとしており、具体的な実施事項については、薬事法第9条（薬局開設者の遵守

事項）に基づいて、厚生労働省令で示されることになっている。

ついては、薬局・薬剤師は、薬局における安全管理体制等を整備することとし、医療機

関に求められる事項等を参考として、次に示す取り組みを行うこととする。

会員薬局・薬剤師：薬局業務における安全管理のため、次の取り組みを行う。

①薬局における安全管理指針の整備

②薬局における安全管理のための職員研修

③薬局内での管理者への調剤事故報告の徹底

④医薬品の安全使用・管理のための業務手順書の作成

支部薬剤師会 ：会員薬局における安全管理体制等の整備を支援するとともに、

保健所設置市又は特別区に設置される医療安全支援センター

との連携を図る。
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都道府県薬剤師会：会員薬局における安全管理体制等の整備を支援するとともに、

都道府県に設置される医療安全支援センターとの連携を図る。

日本薬剤師会 ：会員薬局における安全管理体制等の整備を支援するため、①

「薬局・薬剤師のための調剤事故防止マニュアル」の作成と

提供、②薬局における安全管理指針作成のためのマニュアル

の作成と提供、③医薬品の安全使用・管理業務手順書の作成

のためのマニュアルの提供を行う。

4 調剤に当たっての情報提供・相談体制の整備

一般用医薬品の販売制度に関する薬事法改正においては、第一類医薬品の販売に当たっ

ては、薬剤師による文書及び口頭での情報提供が義務付けられるとともに、すべての一般

用医薬品について相談応需が義務付けられることとなった。そのような流れの中で、医療

用医薬品についても薬事法の中で同様に規定されることとなった。

また、今回の診療報酬改定において処方せんの様式が変更され、後発医薬品への変更可

とされた処方せんについては、患者の求めに応じて後発医薬品の調剤を行うこととなって

おり、薬局は患者の選択に資するよう、後発医薬品に関する情報等を提供することが求め

られる。

ついては、薬局・薬剤師は改めて調剤に当たっての情報提供・相談体制を整備すること

とし、次に示す取り組みを行うこととする。

会員薬局・薬剤師：調剤に当たっては薬剤情報提供文書を提供し、相談に応じる。

あわせて患者の選択に資するよう、必要な後発医薬品等の情

報も提供する。

支部薬剤師会 ：会員薬局・薬剤師による情報提供を支援する。

都道府県薬剤師会：都道府県薬剤師会薬事情報センター、医薬品試験検査セン

ターを活用し、会員薬局・薬剤師による情報提供を支援する。

日本薬剤師会 ：会員薬局・薬剤師による情報提供を支援するため、先発医薬

品・後発医薬品に係る医薬品データシートを整備し、提供する。
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Ⅱ （以下全部略）
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1．診療報酬の算定方法の一部を改正する件（告示）〔一部略〕

平成22年3月5日
平成22年厚生労働省告示第69号

別表第3 調剤報酬点数表

区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料
1 同一建物居住者以外の場合 500点
2 同一建物居住者 350点
注1 あらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を地方社会保険事務局長に届け出た保険
薬局において、1については、在宅で療養を行っている患者（当該患者と同一の建物に居
住する他の患者に対して当該保険薬局が同一日に訪問薬剤管理指導を行う場合の当該患者
（以下「同一建物居住者」という。）を除く。）であって通院が困難なものに対して、2に
ついては、在宅で療養を行っている患者（同一建物居住者に限る。）居住系施設入居者等
である患者であって通院が困難なものに対して、医師の指示に基づき、保険薬剤師が薬学
的管理指導計画を策定し、患家を訪問して、薬学的管理及び指導を行った場合に、1と2
合わせて月4回（がん末期患者及び中心静脈栄養法の対象患者については、週2回かつ月
8回。）に限り算定する。
2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、
副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、1回
につき所定点数に100点を加算する。
3 在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする。

15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 500点
注1 訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行っている
患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医
療機関の保険医の求めにより、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、緊急
に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った場合に、月4回に限り算定する。
2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に際し、その服用及び保管の状況、
副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、1回
につき所定点数に100点を加算する。
3 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする。

15の3 在宅患者緊急時等共同指導料 700点
注1 訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行っている
患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医
療機関の保険医の求めにより、当該保険医療機関の保険医等、歯科訪問診療を実施してい
る保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問看護ステーションの看護師等又は居宅介
護支援事業者の介護支援専門員と共同で患家に赴き、カンファレンスに参加し、それらの
者と共同で療養上必要な指導を行った場合に、月2回に限り算定する。
2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、
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副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、1回
につき所定点数に100点を加算する。
3 区分15の2に掲げる在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、別に算定できない。

15の4 退院時共同指導料 600点
注 保険医療機関に入院中の患者について、当該患者の退院後の訪問薬剤管理指導を担う保険
薬局として当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、当該患者が入院している保険医療
機関に赴いて、患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な薬剤に関する説明及び指
導を、入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等と共同して行った上で、文書により情報
提供した場合に、当該入院中1回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病
等の患者については、当該入院中2回に限り算定できる。
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2．診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について（通知）〔一部略〕

平成22年3月5日
厚生労働省保険局医療課長通知

保医発0305第1号

別添3 調剤報酬点数表に関する事項
区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料
（1） 在宅患者訪問薬剤管理指導料は、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難な

ものに対して、あらかじめ名称、所在地、開設者の氏名及び在宅患者訪問薬剤管理指導（以
下「訪問薬剤管理指導」という。）を行う旨を地方厚生（支）局長に届け出た保険薬局の
薬剤師が、医師の指示に基づき、薬学的管理指導計画を策定し、患家を訪問して、薬歴管
理、服薬指導、服薬支援、薬剤服用状況及び薬剤保管状況の確認等の薬学的管理指導を行
い、当該指示を行った医師に対して訪問結果について必要な情報提供を文書で行った場合
に算定する。

（2） 在宅患者訪問薬剤管理指導料の「1」は、在宅での療養を行っている患者（同一建物居
住者であるものを除く。）に対して、「2」は、在宅での療養を行っている患者であって同
一建物居住者であるものに対して、必要な薬学的管理指導を行った場合に算定する。

（3） 在宅での療養を行っている患者とは、保険医療機関又は介護老人保健施設で療養を行っ
ている患者以外の患者をいう。ただし、「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」（平成20年厚生労働省告示第128号）、「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」（平成18年3月31日保医発第0331002号）等に
規定する場合を除き、患者が医師若しくは薬剤師の配置が義務付けられている病院、診療
所、施設等に入院若しくは入所している場合又は現に他の保険医療機関若しくは保険薬局
の薬剤師が訪問薬剤管理指導を行っている場合には、在宅患者訪問薬剤管理指導料は算定
できない。

（4） 同一建物居住者とは、基本的には、建築基準法（昭和25年法律第201号）第2条第1号
に掲げる建築物に居住する複数の者のことをいうが、具体的には、例えば以下のような患
者のことをいう。
ア 老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の4に規定する養護老人ホーム、老人福
祉法第20条の6に規定する軽費老人ホーム、老人福祉法第29条第1項に規定する有料老
人ホーム、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、マンションなどの集
合住宅等の施設に入居又は入所している複数の患者
イ 介護保険法第8条第9項に規定する短期入所生活介護、介護保険法第8条第17項に規
定する小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営
に関する基準第63条第5項に規定する宿泊サービスに限る。）、介護保険法第8条第18項
に規定する認知症対応型共同生活介護、介護保険法第8条の2第9項に規定する介護予
防短期入所生活介護、介護保険法第8条の2第16項に規定する介護予防小規模多機能型
居宅介護（指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地
域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

31



（平成18年厚生労働省令第36号）第44条第5項に規定する宿泊サービスに限る。）、介護
保険法第8条の2第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護などのサービス
を受けている複数の患者

（5）「薬学的管理指導計画」は、処方医から提供された診療状況を示す文書等に基づき、又
は必要に応じ、処方医と相談するとともに、他の医療関係職種（歯科訪問診療を実施して
いる保険医療機関の保険医である歯科医師等及び訪問看護ステーションの看護師等）との
間で情報を共有しながら、患者の心身の特性及び処方薬剤を踏まえ策定されるものであり、
薬剤の管理方法、処方薬剤の副作用、相互作用等を確認した上、実施すべき指導の内容、
患家への訪問回数、訪問間隔等を記載する。

（6） 策定した薬学的管理指導計画書は、薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により保存す
ること。

（7） 薬学的管理指導計画は、原則として、患家を訪問する前に策定する。
（8） 訪問後、必要に応じ新たに得られた患者の情報を踏まえ計画の見直しを行うこと。
（9） 薬学的管理指導計画は少なくとも1月に1回は見直しを行うほか、処方薬剤の変更が

あった場合及び他職種から情報提供を受けた場合にも適宜見直しを行うこと。
（10） 必要に応じて、処方医以外の医療関係職種に対しても、訪問薬剤管理指導の結果及び当

該医療関係職種による当該患者に対する療養上の指導に関する留意点について情報提供す
ること。

（11） 訪問薬剤管理指導は、当該保険薬局の調剤した薬剤の服用期間内に、患者の同意を得て
実施する。なお、調剤を行っていない月に訪問薬剤管理指導を実施した場合は、当該調剤
年月日及び投薬日数を調剤報酬明細書の摘要欄に記入する。

（12） 在宅患者訪問薬剤管理指導料を月2回以上算定する場合（がん末期患者及び中心静脈栄
養法の対象患者に対するものを除く。）は、算定する日の間隔は6日以上とする。がん末
期患者及び中心静脈栄養法の対象患者については、週2回かつ月8回に限り算定できる。

（13） 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定するためには、薬剤服用歴の記録に「区分番号10」
の（3）の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならな
い。
ア 訪問の実施日、訪問した薬剤師の氏名
イ 処方医から提供された情報の要点
ウ 訪問に際して実施した薬学的管理指導の内容（薬剤の保管状況、服薬状況、残薬の状
況、投薬後の併用薬剤、投薬後の併診、副作用、重複服用、相互作用等に関する確認、
実施した服薬支援措置等）
エ 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点
オ 処方医以外の医療関係職種との間で情報を共有している場合にあっては、当該医療関
係職種から提供された情報の要点及び当該医療関係職種に提供した訪問結果に関する情
報の要点

（14）在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した月においては、「区分番号10」の薬剤服用歴管理
指導料（当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の処方
せんによって調剤を行った場合を除く。）、「区分番号11」の薬剤情報提供料、「区分番号13」
の長期投薬情報提供料、「区分番号14」の後発医薬品情報提供料、「区分番号14の2」の外

32



来服薬支援料、「区分番号16」の調剤情報提供料又は「区分番号17」の服薬情報提供料（当
該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の処方せんによっ
て調剤を行った場合を除く。）は算定できない。

（15） 麻薬管理指導加算
ア 麻薬管理指導加算は、麻薬の投薬が行われている患者に対して、定期的に、投与され
る麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法も
含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛効果や
副作用の有無の確認を行い、処方せん発行医に対して必要な情報提供を行った場合に算
定する。
イ 「注2」の麻薬管理指導加算は、在宅患者訪問薬剤管理指導料が算定されていない場
合は算定できない。
ウ 麻薬管理指導加算を算定するためには、薬剤服用歴の記録に「区分番号10」の（3）
及び「区分番号15」の（13）の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載さ
れていなければならない。
（イ） 訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容（麻薬の保管管理状況、

服薬状況、残薬の状況、麻薬注射剤等の併用薬剤、疼痛緩和の状況、麻薬の継続又
は増量投与による副作用の有無などの確認等）

（ロ） 訪問に際して行った患者・家族への指導の要点（麻薬に係る服薬指導、残薬の適
切な取扱方法も含めた保管管理の指導等）

（ハ） 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報（麻薬の服薬状況、疼痛緩和及び
副作用の状況、服薬指導の要点等に関する事項を含む。）の要点

（ニ）患者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項（都道府県知事に届け出た
麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴の記録に添付することで差し支えない。）

（16）「注3」に規定する交通費は実費とする。
区分15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
（1） 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険

薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴
い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより、当該患者に係る計画
的な訪問薬剤管理指導とは別に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理指導を行い、当
該保険医に対して訪問結果について必要な情報提供を文書で行った場合に、月4回に限り
算定する。

（2） 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定するためには、薬剤服用歴の記録に「区分番号
10」の（3）の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければな
らない。
ア 訪問の実施日、訪問した薬剤師の氏名
イ 当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医から緊急の要請があった日付及び当
該要請の内容並びに当該要請に基づき訪問薬剤管理指導を実施した旨
ウ 訪問に際して実施した薬学的管理指導の内容（服薬状況、副作用、相互作用等に関す
る確認等を含む。）
エ 当該保険医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点

33



（3） 麻薬管理指導加算
ア 麻薬管理指導加算は、麻薬の投薬が行われている患者に対して、投与される麻薬の服
用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法も含めた保管
取扱い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛効果や副作用の有
無の確認を行い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医に対して必要な情報
提供を行った場合に算定する。
イ 「注2」の麻薬管理指導加算は、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料が算定されていな
い場合は算定できない。
ウ 麻薬管理指導加算を算定するためには、薬剤服用歴の記録に「区分番号10」の（3）
及び「区分番号15の2」の（2）の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記
載されていなければならない。
（イ） 訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容（麻薬の保管管理状況、

服薬状況、残薬の状況、麻薬注射剤等の併用薬剤、疼痛緩和の状況、麻薬の継続又
は増量投与による副作用の有無などの確認等）

（ロ） 訪問に際して行った患者・家族への指導の要点（麻薬に係る服薬指導、残薬の適
切な取扱方法も含めた保管管理の指導等）

（ハ） 当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医に対して提供した訪問結果に関
する情報（麻薬の服薬状況、疼痛緩和及び副作用の状況、服薬指導の要点等に関す
る事項を含む。）の要点

（ニ） 患者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項（都道府県知事に届け出た
麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴の記録に添付することで差し支えない。）

（4）「注3」に規定する交通費は実費とする。
区分15の3 在宅患者緊急時等共同指導料
（1） 在宅患者緊急時等共同指導料は、在宅での療養を行っている患者の状態の急変や診療方

針の変更等の際、当該患者に対する診療等を行う医療関係職種等（居宅介護支援事業者の
介護支援専門員を含む。以下同じ。）が一堂に会しカンファレンスを行うことで、より適
切な治療方針を立てることが可能となるとともに、カンファレンスの参加者の間で診療方
針の変更等の情報を的確に共有することができ、患者及び家族が安心して療養生活を送る
ことに資することから、そのような取組を評価するものである。

（2） 在宅患者緊急時等共同指導料は、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤
師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの病状の急変や、診療方
針の大幅な変更等の必要が生じたことに伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の
保険医の求めにより、患家を訪問し、関係する医療関係職種等と共同でカンファレンスを
行うとともに、共有した当該患者の診療情報及び当該カンファレンスの結果を踏まえ、計
画的な訪問薬剤管理指導の内容に加えて患者に対し療養上必要な薬学的管理指導を行った
場合に、月2回に限り算定する。なお、当該カンファレンスを行った日と異なる日に当該
薬学的管理指導を行った場合でも算定できるが、当該カンファレンスを行った日以降速や
かに薬学的管理指導を行うものであること。また、カンファレンス及びそれに基づく薬学
的管理指導1回につき1回に限り算定するものであること。

（3） 当該カンファレンスは、原則として、患家で行うこととするが、患者又は家族が患家以

34



外の場所でのカンファレンスを希望する場合はこの限りでない。
（4） 在宅患者緊急時等共同指導料を算定するためには、薬剤服用歴の記録に「区分番号10」

の（3）の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならな
い。
ア カンファレンス及び薬学的管理指導の実施日、薬学的管理指導を行った薬剤師の氏名
並びにカンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名
イ 当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医から要請があって患家を訪問し、他
の医療関係職種等と共同してカンファレンスを行い、その結果を踏まえて薬学的管理指
導を実施した旨及びその理由
ウ カンファレンスの要点及びカンファレンスの結果を踏まえて実施した薬学的管理指導
の内容（服薬状況、副作用、相互作用等に関する確認等を含む。）
エ 当該保険医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点

（5） 在宅患者緊急時等共同指導料を算定する場合は、「区分番号15」の在宅患者訪問薬剤管
理指導料は別に算定できない。

（6） 麻薬管理指導加算
ア 麻薬管理指導加算は、麻薬の投薬が行われている患者に対して、投与される麻薬の服
用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法も含めた保管
取扱い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛効果や副作用の有
無の確認を行い、必要な薬学的管理指導を行った場合に算定する。
イ 「注2」の麻薬管理指導加算は、在宅患者緊急時等共同指導料が算定されていない場
合は算定できない。
ウ 麻薬管理指導加算を算定するためには、薬剤服用歴の記録に「区分番号10」の（3）
及び「区分番号15の3」の（4）の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記
載されていなければならない。
（イ） 訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容（麻薬の保管管理状況、

服薬状況、残薬の状況、麻薬注射剤等の併用薬剤、疼痛緩和の状況、麻薬の継続又
は増量投与による副作用の有無などの確認等）

（ロ） 訪問に際して行った患者・家族への指導の要点（麻薬に係る服薬指導、残薬の適
切な取扱方法も含めた保管管理の指導等）

（ハ） 当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医に対して提供した訪問結果に関
する情報（麻薬の服薬状況、疼痛緩和及び副作用の状況、服薬指導の要点等に関す
る事項を含む。）の要点

（ニ） 患者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項（都道府県知事に届け出た
麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴の記録に添付することで差し支えない。）

区分15の4 退院時共同指導料
（1） 退院時共同指導料は、保険医療機関に入院中の患者について、当該患者の退院後の訪問

薬剤管理指導を担う保険薬局として当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、当該患
者が入院している保険医療機関（以下「入院保険医療機関」という。）に赴いて、患者の
同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な薬剤に関する説明及び指導を、入院保険医療
機関の保険医又は看護師等と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該
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入院中1回（別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については2回）に限り算定できる。
なお、ここでいう入院とは、第1章第2部通則5に定める入院期間が通算される入院のこ
とをいう。

（2） 退院時共同指導料は、患者の家族等、退院後に患者の看護を担当する者に対して指導を
行った場合にも算定できる。

（3） 退院時共同指導料を算定する場合は、当該患者の薬剤服用歴の記録に、入院保険医療機
関において当該患者に対して行った服薬指導等の要点を記載する。また、患者又はその家
族等に提供した文書の写しを薬剤服用歴の記録に添付すること。

（4） 退院時共同指導料は、退院後在宅での療養を行う患者が算定の対象となり、他の保険医
療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設、介護老人福祉施設に入院若しくは入所する患
者又は死亡退院した患者については、対象とはならない。
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3．薬局の薬剤師に設定された在宅点数等

◆居宅療養管理指導料（介護保険）
・自宅療養あるいはそれに準じる場合 500単位 4回／月まで
・居住系施設入所者 350単位 4回／月まで

◆介護予防居宅療養管理指導料（介護保険）
・自宅療養あるいはそれに準じる場合 500単位 4回／月まで
・居住系施設入所者 350単位 4回／月まで

※いずれも、原則として中6日以上の間隔が必要。
末期癌患者については週に2回まで。（8回／月まで）
特別の薬剤（麻薬）の指導では100単位加算。

◆在宅患者訪問薬剤管理指導料（医療保険）
介護保険未認定あるいは非該当の場合のみ

・一人の患者に対する訪問薬剤管理指導の場合 500点 4回／月まで
・同一建物に居住する複数の患者の場合 350点 4回／月まで

◆介護保険認定患者でも算定可能な点数
・在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 500点
居宅療養管理指導料（在宅患者訪問薬剤管理指導料）を実施している患者の状態が急変した
場合など、計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、主治医の急な求めに応じて、薬剤師が患者宅
を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った場合に、月4回に限り、在宅者緊急訪問薬剤管
理指導料として500点算定できる。

・在宅患者緊急時等共同指導料 700点
在宅での療養を行っている患者であって、通院が困難なものの状態の急変に伴い、当該患者
の在宅医療を担う保険医療機関の保険医の求めにより、関係する医療従事者と共同で患者宅に
行き、カンファレンスに参加し、それらのものと共同で療養上必要な指導を行った場合に、在
宅患者緊急時共同指導料として、月2回まで700点を算定できる。
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4．居住系施設の分類

老人保健施設（老健）
病状が安定期にあり、リハビリテーションを中心とする医療を必要としている高齢者のための
医療提供施設。老健施設。

特別養護老人ホーム（特養）
身体上または精神上に欠陥があり常時介護を心要とするが、自宅でこれを受けることの困難な
老人を養護するための施設。

養護老人ホーム
老人福祉法に基づき、心身・環境・経済上の理由により、家庭で養護を受けることが困難な高
齢者を入所させて、養護する施設。
入所は市町村の措置により決まります。

軽費老人ホーム
老人福祉法に基づき、無料または低額な料金で高齢者を入所させ、給食・入浴などのサービス
を提供する施設。利用の方法は、入所者と経営者との契約による。設置主体は地方公共団体お
よび社会福祉法人。低額な料金で高齢者（場合によっては高齢者夫婦）に住居を提供する老人
福祉施設で、すべて個室化されている。

有料老人ホーム
常時10人以上の高齢者が入居し、食事や日常生活の援助が受けられる老人ホームで老人福祉施
設でないもの。老人福祉法の規定により、都道府県知事が設置届の受理・調査・勧告を行う。

高齢者専用賃貸住宅
高齢者の入居を拒まない高齢者円滑入居住宅のうち、専ら高齢者を賃借人とする賃貸住宅をい
う。
バリアフリー化など高齢者に配慮した仕様になっています。

指定認知症対応型共同生活事業所（認知症グループホーム）
認知症の高齢者の方が、5人から9人を1ユニットとして。家庭的な環境の中で共同生活を送
りながら、入浴や食事等の日常生活上の介護サービスを受けることができる施設です。
平成12年に介護保険が施行され、急激に増えた施設です。
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5．指定居宅療養管理指導サービスに要する費用の額の算定に関する基準
（平成21年4月改定版）〔一部略〕

平成12年厚生省告示第19号

別表 指定居宅サービス介護給付費単位数表

5 居宅療養管理指導費

ロ 薬剤師が行う場合
（1）病院又は診療所の薬剤師が行う場合
（一）在宅の利用者に対して行う場合 550単位
（二）居住系施設入居者等に対して行う場合 385単位
（2）薬局の薬剤師が行う場合
（一）在宅の利用者に対して行う場合 500単位
（二）居住系施設入居者等に対して行う場合 350単位
注1（1）（一）及び（2）（一）については、在宅の利用者（老人福祉法（昭和38年法律第
133号）第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホー
ム若しくは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム若しくは高齢者の居住の安定確
保に関する法律施行規則（平成13年国土交通省令第115号）第3条第6号に規定する高
齢者専用賃貸住宅に入居若しくは入所している者又は法第8条第17項に規定する小規模
多機能型居宅介護（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
（平成18年厚生労働省令第34号）第63条第5項に規定する宿泊サービスに限る。）、法第
8条第18項に規定する認知症対応型共同生活介護を受けている者（以下「居住系施設入
居者等」という。）を除く。以下この号において同じ。）であって通院が困難なものに対
して、（1）（二）及び（2）（二）については、居住系施設入居者等であって通院が困
難なものに対して、指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、医師又は歯科医師の指示
（薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、当該薬剤師が策定した
薬学的管理指導計画）に基づき、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導を行い、関係
職種への必要な報告及び情報提供を行った場合につき、1月に2回（薬局の薬剤師にあっ
ては4回）を限度として算定する。ただし、薬局の薬剤師にあっては、別に厚生労働大
臣が定める者に対して、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導等を行った場合は、1
週に2回、かつ、1月に8回を限度として算定する。
2 疼痛緩和のために別に厚生労働大臣が定める特別な薬剤の投薬が行われている在宅の
利用者又は居住系施設入居者等に対して、当該薬剤の使用に関する必要な薬学的管理指
導を行った場合は、1回につき100単位を所定単位数に加算する。
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6．指定居宅療養管理指導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（抄）

（平12．3 老企36）
（改正；平21．3 老計発0306001・老振発0306001・老老発0306002）

第2の6（2） 薬剤師が行う居宅療養管理指導について
① 薬局薬剤師が行う居宅療養管理指導については、医師又は歯科医師の指示に基づき、薬剤
師が薬学的管理指導計画を策定し、また、医療機関の薬剤師が行う場合にあっては、医師又
は歯科医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問して、薬歴管理、服薬指導、薬剤服用状況
及び薬剤保管状況の確認等の薬学的管理指導を行い、提供した居宅療養管理指導の内容につ
いて、利用者又はその家族等に対して積極的に文書等にて提出するよう努め、速やかに記録
（薬局薬剤師にあっては、薬剤服用歴の記録、医療機関の薬剤師にあっては、薬剤管理指導
記録）を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告することとする。併せて、利用者の服
薬状況や薬剤の保管状況に問題がある場合等、その改善のため訪問介護員等の援助が必要と
判断される場合には、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員及び必要に応じて関連事業
者等に対して情報提供及び必要な助言を行うこととする。薬局薬剤師にあっては当該居宅療
養管理指導の指示を行った医師又は歯科医師に対し訪問結果について必要な情報提供を文書
で行うこととする。また、提供した文書等の写しがある場合は、記録に添付する等により保
存することとする。
なお、請求明細書の摘要欄に訪問日を記入することとする。

② 薬局薬剤師の策定する「薬学的管理指導計画」は、処方医から提供された医師・歯科医師
の居宅療養管理指導における情報提供等に基づき、又は必要に応じ処方医と相談するととも
に、他の医療関係職種（歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師
等及び訪問看護ステーションの看護師等）との間で情報を共有しながら、利用者の心身の特
性及び処方薬剤を踏まえ策定されるものであり、薬剤の管理方法、処方薬剤の副作用、相互
作用等を確認した上、実施すべき指導の内容、利用者宅への訪問回数、訪問間隔等を記載す
る。
策定した薬学的管理指導計画書は、薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により保存する。
薬学的管理指導計画は、原則として、利用者の居宅を訪問する前に策定する。
訪問後、必要に応じ新たに得られた利用者の情報を踏まえ計画の見直しを行う。また、必
要に応じ見直しを行うほか、処方薬剤の変更があった場合及び他職種から情報提供を受けた
場合にも適宜見直しを行う。
③ 薬局薬剤師にあっては、必要に応じて、処方医以外の医療関係職種に対しても、居宅療養
管理指導の結果及び当該医療関係職種による当該患者に対する療養上の指導に関する留意点
について情報提供することとする。
④ 薬局薬剤師が行う居宅療養管理指導費を月2回以上算定する場合（がん末期患者及び中心
静脈栄養を受けている者に対するものを除く。）にあっては、算定する日の間隔は6日以上
とする。がん末期患者及び中心静脈栄養を受けている者については、週2回かつ月8回に限
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り算定できる。医療機関の薬剤師が行う居宅療養管理指導を月2回算定する場合にあっては、
算定する日の間隔は6日以上とする。
⑤ 居宅療養管理指導を行った場合には、薬局薬剤師にあっては、薬局服用歴の記録に、少な
くとも以下のア～ツについて記載しなければならない。
ア 利用者の氏名、生年月日、性別、介護保険の被保険者証の番号、住所、必要に応じて緊
急時の連絡先等の利用者についての記録
イ 処方した医療機関名及び処方医氏名、処方日、処方内容等の処方についての記録
ウ 調剤日、処方内容に関する照会の要点等の調剤についての記録
エ 利用者の体質、アレルギー歴、副作用歴等の利用者についての情報の記録
オ 利用者又はその家族等からの相談事項の要点
カ 服薬状況
キ 利用者の服薬中の体調の変化
ク 併用薬等（一般用医薬品、医薬部外品及びいわゆる健康食品を含む。）の情報
ケ 合併症の情報
コ 他科受診の有無
サ 副作用が疑われる症状の有無
シ 飲食物（現に利用者が服用している薬剤との相互作用が認められているものに限る。）
の摂取状況等
ス 服薬指導の要点
セ 訪問の実施日、訪問した薬剤師の氏名
ソ 処方医から提供された情報の要点
タ 訪問に際して実施した薬学的管理の内容（薬剤の保管状況、服薬状況、残薬の状況、投
薬後の併用薬剤、投薬後の併診、副作用、重複服用、相互作用等に関する確認、実施した
服薬支援措置等）
チ 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点
ッ 処方医以外の医療関係職種との間で情報を共有している場合にあっては、当該医療関係
職種から提供された情報の要点及び当該医療関係職種に提供した訪問結果に関する情報の
要点

⑥ 居宅療養管理指導を行った場合には、医療機関の薬剤師にあっては薬剤管理指導記録に、
少なくとも以下のア～カについて記載しなければならないこととし、最後の記入の日から最
低3年間保存すること。
ア 利用者の氏名、生年月日、性別、住所、診療録の番号
イ 利用者の投薬歴、副作用歴、アレルギー歴
ウ 薬学的管理指導の内容（医薬品の保管状況、服薬状況、残薬の状況、重複投薬、配合禁
忌等に関する確認及び実施した服薬支援措置を含む。）
エ 利用者への指導及び利用者からの相談の要点
オ 訪問指導等の実施日、訪問指導を行った薬剤師の氏名
カ その他の事項
⑦ 居宅療養管理指導を算定している利用者に投薬された医薬品について、医療機関又は薬局
の薬剤師が以下の情報を知ったときは、原則として当該薬剤師は、速やかに当該利用者の主
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治医に対し、当該情報を文書により提供するとともに、当該主治医に相談の上、必要に応じ、
利用者に対する薬学的管理指導を行うものとする。
ア 医薬品緊急安全性情報
イ 医薬品・医療機器等安全性情報
⑧ 現に他の医療機関又は薬局の薬剤師が居宅療養管理指導を行っている場合は、居宅療養管
理指導費は、算定しない。
⑨ 居宅において疼痛緩和のために厚生労働大臣が別に定める特別な薬剤（以下「麻薬」とい
う。）は、「麻薬及び向精神薬取締法（昭和28年法律第14号）第2条第一号に規定する麻薬」
のうち、使用薬剤の購入価格（薬価基準）（平成14年厚生労働省告示第87号）に収載されて
いる医薬品であり、以降、改定がなされた際には、改定後の最新の薬価基準に収載されてい
るものを意味する。
⑩ 麻薬管理指導加算は、麻薬の投薬が行われている利用者に対して、定期的に、投与される
麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法も含めた
保管取扱い上の注意事項等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛効果や副作用
の有無の確認を行った場合に算定する。なお、薬局薬剤師にあっては、処方せん発行医に対
して必要な情報提供を行うことが必要である。
⑪ 麻薬管理指導加算を算定する場合にあっては、薬局薬剤師にあっては薬剤服用歴の記録に
⑤の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
ア 訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容（麻薬の保管管理状況、服薬状
況、残薬の状況、麻薬注射剤等の併用薬剤、疼痛緩和の状況、麻薬の継続又は増量投与に
よる副作用の有無などの確認等）
イ 訪問に際して行った患者及び家族への指導の要点（麻薬に係る服薬指導、残薬の適切な
取扱方法も含めた保管管理の指導等）
ウ 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報（麻薬の服薬状況、疼痛緩和及び副作用
の状況、服薬指導の内容等に関する事項を含む。）の要点
エ 利用者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項（都道府県知事に届け出た麻薬
廃棄届の写しを薬剤服用歴の記録に添付することで差し支えない。）

⑫ 麻薬管理指導加算を算定する場合にあっては、医療機関の薬剤師にあっては薬剤管理指導
記録に⑥の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
ア 麻薬に係る薬学的管理指導の内容（麻薬の保管管理状況、服薬状況、残薬の状況、疼痛
緩和の状況、副作用の有無の確認等）
イ 麻薬に係る利用者及び家族への指導・相談事項（麻薬に係る服薬指導、残薬の適切な取
扱方法も含めた保管管理の指導等）
ウ 利用者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項
エ その他の麻薬に係る事項
⑬ 医師又は歯科医師は、薬剤師への指示事項及び実施後の薬剤師からの報告による留意事項
を記載する。なお、当該記載については、医療保険の診療録に記載することとしてもよいが、
下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにすることとする。また、薬局薬剤
師による訪問結果についての必要な情報提供についての文書は、診療録に添付する等により
保存することする。
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7．診療報酬の算定方法の一部を改正する件（告示）〔一部略〕

平成22年3月5日
平成22年厚生労働省告示第69号

別表第1 医科診療報酬点数表

第2章 特掲診療料
第2部 在宅医療
通則
1 在宅医療の費用は、第1節又は第2節の各区分の所定点数により算定する。
2 在宅療養指導管理に当たって患者に対して薬剤を使用した場合は、前号により算定した点
数及び第3節の所定点数を合算した点数により算定する。
3 在宅療養指導管理に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料（以下この部にお
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。
4 第1節又は第2節に掲げられていない在宅医療であって特殊な在宅医療の在宅患者診療・
指導料又は在宅療養指導管理料は、第1節又は第2節に掲げられている在宅医療のうちで最
も近似する在宅医療の各区分の所定点数により算定する。

第1節 在宅患者診療・指導料
区分
Ｃ000 往診料 720点

注1 別に厚生労働大臣が定める時間において入院中の患者以外の患者に対して診
療に従事している場合に緊急に行う往診については325点を、夜間（深夜を除
く。）の往診については650点を、深夜の往診については1，300点を所定点数に
加算する。ただし、在宅療養支援診療所若しくはその連携保険医療機関又は在
宅療養支援病院（地域において在宅療養を提供する診療所がないことにより、
当該地域における退院後の患者に対する在宅療養の提供に主たる責任を有する
病院であって、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をいう。以下この表において同じ。）の保険医
が行う往診については、それぞれ、650点、1，300点、2，300点を所定点数に加
算する。
2 患家における診療時間が1時間を超えた場合は、30分又はその端数を増すご
とに、所定点数に100点を加算する。
3 患家において死亡診断を行った場合は、200点を加算する。
4 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場
合又は海路による往診を行った場合で、特殊の事情があったときの往診料は、
別に厚生労働大臣が定めるところによって算定する。
5 往診に要した交通費は、患家の負担とする。
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Ｃ001 在宅患者訪問診療料（1日につき）
1 同一建物居住者以外の場合 830点
2 同一建物居住者の場合 200点
注1 1については、在宅で療養を行っている患者（当該患者と同一の建物に居住
する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に訪問診療を行う場合の当該
患者（以下この区分番号において「同一建物居住者」という。）を除く。）であっ
て通院が困難なものに対して、2については、在宅で療養を行っている患者（同
一建物居住者に限る。）であって通院が困難なものに対して、その同意を得て、
計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行った場合（区分番号
Ａ000に掲げる初診料を算定する初診の日に訪問して診療を行った場合を除
く。）に、当該患者1人につき週3回（同一の患者について、1及び2を併せ
て算定する場合において同じ。）を限度（別に厚生労働大臣が定める疾病等の
患者に対する場合を除く。）として算定する。この場合において、区分番号
Ａ001に掲げる再診料、区分番号Ａ002に掲げる外来診療料又は区分番号
Ｃ000に掲げる往診料は、算定しない。
2 保険医療機関が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪
問診療を行う必要性を認め、計画的な医学的管理の下に、在宅での療養を行っ
ている患者であって通院が困難なものに対して訪問診療を行った場合は、注1
の規定にかかわらず、1月に1回に限り、当該診療の日から14日以内に行った
訪問診療については14日を限度として算定する。
3 3歳未満の乳幼児又は3歳以上6歳未満の幼児に対して訪問診療を行った場
合には、乳幼児加算又は幼児加算として、それぞれ所定点数に200点を加算す
る。
4 患家における診療時間が1時間を超えた場合は、30分又はその端数を増すご
とに、所定点数に100点を加算する。
5 在宅で死亡した患者（往診又は訪問診療を行った後、24時間以内に在宅以外
で死亡した患者を含む。）に対して死亡日前14日以内に2回以上の往診又は訪
問診療を実施した場合には、在宅ターミナルケア加算として、所定点数に2，000
点を加算する。ただし、在宅療養支援診療所若しくはその連携保険医療機関又
は在宅療養支援病院の保険医が、死亡日前14日以内に2回以上の往診又は訪問
診療を実施し、かつ、死亡前24時間以内に往診又は訪問診療を行い当該患者を
看取った場合（往診又は訪問診療を行った後、24時間以内に在宅以外で死亡し
た場合を含む。）には、所定点数に10，000点を加算する。
6 患家において死亡診断を行った場合には、200点を加算する。ただし、注5
のただし書の加算を算定する場合は、算定できない。
7 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場
合又は海路による訪問診療を行った場合で、特殊の事情があったときの在宅患
者訪問診療料は、別に厚生労働大臣が定めるところによって算定する。
8 往診料を算定する往診の日の翌日までに行った訪問診療（在宅療養支援診療
所若しくはその連携保険医療機関又は在宅療養支援病院の保険医が行ったもの
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を除く。）の費用は算定しない。
9 訪問診療に要した交通費は、患家の負担とする。

Ｃ002 在宅時医学総合管理料（月1回）
1 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の場合
イ 保険薬局において調剤を受けるために処方せんを交付する場合 4，200点
ロ 処方せんを交付しない場合 4，500点
2 1以外の場合
イ 保険薬局において調剤を受けるために処方せんを交付する場合 2，200点
ロ 処方せんを交付しない場合 2，500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
等に届け出た保険医療機関（診療所、在宅療養支援病院及び許可病床数が200
床未満の病院（在宅療養支援病院を除く。）に限る。）において、在宅での療養
を行っている患者（介護保険法第8条第11項に規定する特定施設、同条第19項
に規定する地域密着型特定施設又は特別養護老人ホームにおいて療養を行って
いる患者その他入居している施設において一定の医学的管理を受けている患者
（以下「特定施設入居者等」という。）を除く。）であって通院が困難なものに
対して、患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に月2回以上の定期的な訪
問診療を行っている場合に、月1回に限り算定する。
2 在宅時医学総合管理料を算定すべき医学管理を行った場合においては、別に
厚生労働大臣が定める診療に係る費用及び投薬の費用は、所定点数に含まれる
ものとする。
3 在宅医療に移行後、在宅時医学総合管理料を算定した日の属する月から起算
して3月以内の期間、月1回に限り、在宅移行早期加算として、所定点数に100
点を加算する。ただし、在宅医療に移行後、1年を経過した患者については算
定しない。
4 在宅時医学総合管理料を算定すべき医学管理に関し特別な管理を必要とする
患者（別に厚生労働大臣が定める状態等にあるものに限る。）に対して、1月
に4回以上の往診又は訪問診療を行った場合には、患者1人につき1回に限り、
重症者加算として、所定点数に1，000点を加算する。
5 区分番号Ｃ002－2に掲げる特定施設入居時等医学総合管理料を算定して
いる患者については算定しない。

Ｃ002－2 特定施設入居時等医学総合管理料（月1回）
1 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の場合
イ 保険薬局において調剤を受けるために処方せんを交付する場合 3，000点
ロ 処方せんを交付しない場合 3，300点
2 1以外の場合
イ 保険薬局において調剤を受けるために処方せんを交付する場合 1，500点
ロ 処方せんを交付しない場合 1，800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
等に届け出た保険医療機関（診療所、在宅療養支援病院及び許可病床数が200
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床未満の病院（在宅療養支援病院を除く。）に限る。）において、特定施設入居
者等であって通院が困難なものに対して、患者の同意を得て、計画的な医学管
理の下に月2回以上の定期的な訪問診療を行っている場合に、月1回に限り算
定する。
2 特定施設入居時等医学総合管理料を算定すべき医学管理を行った場合におい
ては、別に厚生労働大臣が定める診療に係る費用及び投薬の費用は、所定点数
に含まれるものとする。
3 在宅医療に移行後、当該点数を算定した日の属する月から起算して3月以内
の期間、月1回に限り、在宅移行早期加算として、所定点数に100点を加算す
る。ただし、在宅医療に移行後、1年を経過した患者については算定しない。
4 特定施設入居時等医学総合管理料を算定すべき医学管理に関し特別な管理を
必要とする患者（別に厚生労働大臣が定める状態等にあるものに限る。）に対
して、1月に4回以上の往診又は訪問診療を行った場合には、患者1人につき
1回に限り、重症者加算として、所定点数に1，000点を加算する。
5 区分番号Ｃ002に掲げる在宅時医学総合管理料を算定している患者につい
ては算定しない。

Ｃ003 在宅末期医療総合診療料（1日につき）
1 保険薬局において調剤を受けるために処方せんを交付する場合 1，495点
2 1以外の場合 1，685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
等に届け出た保険医療機関（在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限

しゅよう

る。）において、在宅での療養を行っている末期の悪性腫瘍の患者であって通
院が困難なものに対して、その同意を得て、計画的な医学管理の下に総合的な
医療を提供した場合に1週を単位として算定する。
2 患家において死亡診断を行った場合は、200点を加算する。
3 注2に規定する加算及び特に規定するものを除き、診療に係る費用は、在宅
末期医療総合診療料に含まれるものとする。
4 在宅末期医療総合診療に要した交通費は、患家の負担とする。

Ｃ004 救急搬送診療料 1，300点
注1 患者を救急用の自動車等で保険医療機関に搬送する際、診療上の必要から、
当該自動車等に同乗して診療を行った場合に算定する。
2 新生児又は6歳未満の乳幼児（新生児を除く。）に対して当該診療を行った
場合には、新生児加算又は乳幼児加算として、それぞれ所定点数に1，000点又
は500点を加算する。

Ｃ005 在宅患者訪問看護・指導料（1日につき）
1 保健師、助産師又は看護師による場合
イ 週3日目まで 555点
ロ 週4日目以降 655点
2 准看護師による場合
イ 週3日目まで 505点
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ロ 週4日目以降 605点
注1 保険医療機関が、在宅で療養を行っている患者（当該患者と同一の建物に居
住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に訪問看護・指導を行う場
合の当該患者（以下この区分番号及び区分番号Ｃ005－1－2において「同
一建物居住者」という。）を除く。以下注7及び注8において同じ。）であって
通院が困難なものに対して、診療に基づく訪問看護計画により、保健師、助産
師若しくは看護師又は准看護師を訪問させて看護又は療養上必要な指導を行っ
た場合に、当該患者1人について日単位で算定する。ただし、別に厚生労働大
臣が定める疾病等の患者以外の患者については、区分番号Ｃ005－1－2に
掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料を算定する日と合わせて週3日（保険
医療機関が、診療に基づき患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・
指導を行う必要を認めて、訪問看護・指導を行う場合にあっては、1月に1回
（別に厚生労働大臣が定める者については1月に2回）に限り、週7日（当該
診療の日から起算して14日以内の期間に行われる場合に限る。）を限度とする。
2 注1ただし書に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者又は同注た
だし書の規定に基づき週7日を限度として所定点数を算定する患者に対して、
当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が必要と認めて、1日に2
回又は3回以上訪問看護・指導を実施した場合は、所定点数にそれぞれ450点
又は800点を加算する。
3 患者又はその看護に当たっている者の求めを受けた在宅療養支援診療所又は
在宅療養支援病院の保険医の指示により、保険医療機関の看護師等が緊急に訪
問看護・指導を実施した場合には、緊急訪問看護加算として、1日につき所定
点数に265点を加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、保険医療機関の
看護師等が、長時間にわたる訪問看護・指導を実施した場合には、長時間訪問
看護・指導加算として、週1回に限り、所定点数に520点を加算する。
5 3歳未満の乳幼児又は3歳以上6歳未満の幼児に対し、保険医療機関の看護
師等が訪問看護・指導を実施した場合には、乳幼児加算又は幼児加算として、
1日につきそれぞれ所定点数に50点を加算する。
6 同時に複数の看護師等による訪問看護・指導が必要な者として別に厚生労働
大臣が定める者に対して、保険医療機関の複数の看護師等が同時に訪問看護・
指導を行うことについて患者又はその家族等の同意を得て、訪問看護・指導を
実施した場合には、複数名訪問看護加算として、週1回に限り、次に掲げる区
分に従い、いずれかを所定点数に加算する。
イ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行った看護師等が他の保健師、助産
師又は看護師と同時に訪問看護・指導を行った場合 430点
ロ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行った看護師等が他の准看護師と同
時に訪問看護・指導を行った場合 380点

7 訪問診療を実施している保険医療機関の保健師、助産師又は看護師が、在宅
での療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、患者の同意を

47



得て、訪問診療を実施している保険医療機関を含め、歯科訪問診療を実施して
いる保険医療機関又は訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局と文書等によ
り情報共有を行うとともに、共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を
行った場合に、在宅患者連携指導加算として、月1回に限り所定点数に300点
を加算する。
8 保険医療機関の保健師、助産師又は看護師が、在宅での療養を行っている患
者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担
う他の保険医療機関の保険医の求めにより、当該他の保険医療機関の保険医等、
歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問薬
剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師又は居宅介護支援事業者の介
護支援専門員と共同で患家に赴き、カンファレンスに参加し、それらの者と共
同で療養上必要な指導を行った場合には、在宅患者緊急時等カンファレンス加
算として、月2回に限り所定点数に200点を加算する。
9 在宅で死亡した患者（ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で
死亡した患者を含む。）に対して、保険医療機関の保険医の指示により、死亡
日前14日以内に2回以上訪問看護・指導を実施し、かつ、訪問看護におけるター
ミナルケアに係る支援体制について患者及び家族等に対して説明した上でター
ミナルケアを行った場合は、在宅ターミナルケア加算として、所定点数に2，000
点を加算する。

10 訪問看護・指導に関して特別な管理を必要とする患者（別に厚生労働大臣が
定める状態等にある者に限る。以下この注において同じ。）に対して、退院の
日から起算して1月以内の期間に4回以上の訪問看護・指導を行い、かつ、当
該患者に係る訪問看護・指導に関する計画的な管理を行った場合は、患者1人
につき1回に限り、在宅移行管理加算として、所定点数に250点を加算する。
ただし、特別な管理を必要とする患者のうち重症度等の高いものとして別に厚
生労働大臣が定める状態等にあるものについては、患者1人につき1回に限り、
所定点数に500点を加算する。

11 訪問看護・指導に要した交通費は、患家の負担とする。
Ｃ005－1－2 同一建物居住者訪問看護・指導料（1日につき）

1 保健師、助産師又は看護師による場合
イ 週3日目まで 430点
ロ 週4日目以降 530点
2 准看護師による場合
イ 週3日目まで 380点
ロ 週4日目以降 480点
注1 保険医療機関が、在宅で療養を行っている患者（同一建物居住者に限る。以
下注7及び注8において同じ。）であって通院が困難なものに対して、診療に
基づく訪問看護計画により、保健師、助産師若しくは看護師又は准看護師を訪
問させて看護又は療養上必要な指導を行った場合に、当該患者1人について日
単位で算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者以外の患者
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については、区分番号Ｃ005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料を算定する
日と合わせて週3日（保険医療機関が、診療に基づき患者の急性増悪等により
一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めて、訪問看護・指導を行う場
合にあっては、1月に1回（別に厚生労働大臣が定める者については1月に2
回）に限り、週7日（当該診療の日から起算して14日以内の期間に行われる場
合に限る。）を限度とする。
2 注1ただし書に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者又は同注た
だし書の規定に基づき週7日を限度として所定点数を算定する患者に対して、
当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が必要と認めて、1日に2
回又は3回以上訪問看護・指導を実施した場合は、所定点数にそれぞれ450点
又は800点を加算する。
3 患者又はその看護に当たっている者の求めを受けた在宅療養支援診療所又は
在宅療養支援病院の保険医の指示により、保険医療機関の看護師等が緊急に訪
問看護・指導を実施した場合には、緊急訪問看護加算として、1日につき所定
点数に265点を加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、保険医療機関の
看護師等が、長時間にわたる訪問看護・指導を実施した場合には、長時間訪問
看護・指導加算として、週1回に限り、所定点数に520点を加算する。
5 3歳未満の乳幼児又は3歳以上6歳未満の幼児に対し、保険医療機関の看護
師等が訪問看護・指導を実施した場合には、乳幼児加算又は幼児加算として、
1日につきそれぞれ所定点数に50点を加算する。
6 同時に複数の看護師等による訪問看護・指導が必要な者として別に厚生労働
大臣が定める者に対して、保険医療機関の複数の看護師等が同時に訪問看護・
指導を行うことについて患者又はその家族等の同意を得て、訪問看護・指導を
実施した場合には、複数名訪問看護加算として、週1日に限り、次に掲げる区
分に従い、いずれかを所定点数に加算する。
イ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行った看護師等が他の保健師、助産
師又は看護師と同時に訪問看護・指導を行った場合 430点
ロ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行った看護師等が他の准看護師と同
時に訪問看護・指導を行った場合 380点

7 訪問診療を実施している保険医療機関の保健師、助産師又は看護師が、在宅
で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、患者の同意を得
て、訪問診療を実施している保険医療機関を含め、歯科訪問診療を実施してい
る保険医療機関又は訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局と文書等により
情報共有を行うとともに、共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を行っ
た場合に、同一建物居住者連携指導加算として、月1回に限り所定点数に300
点を加算する。
8 保険医療機関の保健師、助産師又は看護師が、在宅で療養を行っている患者
であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う
他の保険医療機関の保険医の求めにより、当該他の保険医療機関の保険医等、
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歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問薬
剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師又は居宅介護支援事業者の介
護支援専門員と共同で患家に赴き、カンファレンスに参加し、それらの者と共
同で療養上必要な指導を行った場合には、同一建物居住者緊急時等カンファレ
ンス加算として、月2回に限り所定点数に200点を加算する。

9 在宅で死亡した患者（ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で
死亡した患者を含む。）に対して、保険医療機関の保険医の指示により、死亡
日前14日以内に2回以上訪問看護・指導を実施し、かつ、訪問看護におけるター
ミナルケアに係る支援体制について患者及び家族等に対して説明した上でター
ミナルケアを行った場合は、同一建物居住者ターミナルケア加算として、所定
点数に2，000点を加算する。

10 訪問看護・指導に関して特別な管理を必要とする患者（別に厚生労働大臣が
定める状態等にある者に限る。以下この注において同じ。）に対して、退院の
日から起算して1月以内の期間に4回以上の訪問看護・指導を行い、かつ、当
該患者に係る訪問看護・指導に関する計画的な管理を行った場合は、患者1人
につき1回に限り、在宅移行管理加算として、所定点数に250点を加算する。
ただし、特別な管理を必要とする患者のうち重症度等の高いものとして別に厚
生労働大臣が定める状態等にあるものについては、患者1人につき1回に限り、
所定点数に500点を加算する。

11 訪問看護・指導に要した交通費は、患家の負担とする。
Ｃ005－2 在宅患者訪問点滴注射管理指導料（1週につき） 60点

注 区分番号Ｃ005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料又は区分番号Ｃ005－
1－2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料を算定すべき訪問看護・指導
を受けている患者又は指定訪問看護事業者（健康保険法第88条第1項に規定す
る指定訪問看護事業者をいう。）から訪問看護を受けている患者であって、当
該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医の診療に基づき、週3日以上
の点滴注射を行う必要を認めたものについて、訪問を行う看護師等に対して、
点滴注射に際し留意すべき事項等を記載した文書を交付して、必要な管理指導
を行った場合に、患者1人につき週1回に限り算定する。

Ｃ006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料（1単位）
1 同一建物居住者以外の場合 300点
2 同一建物居住者の場合 255点
注1 1については、在宅で療養を行っている患者（当該患者と同一の建物に居住
する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に訪問リハビリテーション指
導管理を行う場合の当該患者（以下この区分番号において「同一建物居住者」
という。）を除く。）であって通院が困難なものに対して、2については、在宅
で療養を行っている患者（同一建物居住者に限る。）であって通院が困難なも
のに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、当該診療
を行った保険医療機関の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を訪問させて
基本的動作能力若しくは応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため
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の訓練等について必要な指導を行わせた場合に、患者1人につき、1と2を合
わせて週6単位（退院の日から起算して3月以内の患者にあっては、週12単位）
に限り算定する。
2 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理に要した交通費は、患家の負担と
する。

Ｃ007 訪問看護指示料 300点
注1 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき指定訪
問看護事業者（介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者若
しくは同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者（いずれも訪
問看護事業を行う者に限る。）又は健康保険法第88条第1項に規定する指定訪
問看護事業者をいう。）からの指定訪問看護の必要を認め、患者の同意を得て
当該患者の選定する訪問看護ステーションに対して、訪問看護指示書を交付し
た場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
2 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき、当該
患者の急性増悪等により一時的に頻回の指定訪問看護を行う必要を認め、患者
の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーションに対して、その旨を記
載した訪問看護指示書を交付した場合は、患者1人につき月1回（別に厚生労
働大臣が定める者については月2回）に限り、所定点数に100点を加算する。

Ｃ008 在宅患者訪問薬剤管理指導料
1 同一建物居住者以外の場合 550点
2 同一建物居住者の場合 385点
注1 1については、在宅で療養を行っている患者（当該患者と同一の建物に居住
する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に訪問薬剤管理指導を行う場
合の当該患者（以下この区分番号において「同一建物居住者」という。）を除
く。）であって通院が困難なものに対して、2については、在宅で療養を行っ
ている患者（同一建物居住者に限る。）であって通院が困難なものに対して、
診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、薬剤師が訪問して薬学
的管理指導を行った場合に、1と2を合わせて月2回に限り算定する。
2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び
保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理指導を
行った場合は、1回につき所定点数に100点を加算する。
3 在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする。

Ｃ009 在宅患者訪問栄養食事指導料
1 同一建物居住者以外の場合 530点
2 同一建物居住者の場合 450点
注1 1については、在宅で療養を行っており通院が困難な患者（当該患者と同一
の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に訪問栄養食事
指導を行う場合の当該患者（以下この区分番号において「同一建物居住者」と
いう。）を除く。）であって、別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とするも
のに対して、2については、在宅で療養を行っており通院が困難な患者（同一
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建物居住者に限る。）であって、別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とす
るものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、管理
栄養士が訪問して具体的な献立によって実技を伴う指導を行った場合に、1と
2を合わせて月2回に限り算定する。
2 在宅患者訪問栄養食事指導に要した交通費は、患家の負担とする。

Ｃ010 在宅患者連携指導料 900点
注1 訪問診療を実施している保険医療機関（診療所、在宅療養支援病院及び許可
病床数が200床未満の病院（在宅療養支援病院を除く。）に限る。）の保険医が、
在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、患者の同
意を得て、歯科訪問診療を実施している保険医療機関、訪問薬剤管理指導を実
施している保険薬局又は訪問看護ステーションと文書等により情報共有を行う
とともに、共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を行った場合に、月1
回に限り算定する。
2 区分番号Ａ000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該
初診の日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
3 当該保険医療機関を退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に
行った指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるもの
とする。
4 区分番号Ｂ001の1に掲げるウイルス疾患指導料、区分番号Ｂ001の6
に掲げるてんかん指導料、区分番号Ｂ001の7に掲げる難病外来指導管理料
又は区分番号Ｂ001の12に掲げる心臓ペースメーカー指導管理料を算定して
いる患者については算定しない。
5 在宅患者連携指導料を算定すべき指導を行った場合においては、区分番号Ｂ
000に掲げる特定疾患療養管理料及び区分番号Ｂ001の8に掲げる皮膚科
特定疾患指導管理料を算定すべき指導管理の費用は、所定点数に含まれるもの
とする。
6 区分番号Ｂ009に掲げる診療情報提供料Ⅰ、区分番号Ｃ002に掲げる在
宅時医学総合管理料、区分番号Ｃ002－2に掲げる特定施設入居時等医学総
合管理料又は区分番号Ｃ003に掲げる在宅末期医療総合診療料を算定してい
る患者については算定しない。

Ｃ011 在宅患者緊急時等カンファレンス料 200点
注 訪問診療を実施している保険医療機関の保険医が、在宅での療養を行っている
患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該保険医の求め又は当
該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより、歯科訪問診療を実
施している保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問薬剤管理指導を実施し
ている保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの看護師等又は居宅介護支
援事業者の介護支援専門員と共同で患家に赴きカンファレンスを行い又はカン
ファレンスに参加し、それらの者と共同で療養上必要な指導を行った場合に、月
2回に限り算定する。
第2節 在宅療養指導管理料
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通則
在宅療養指導管理料の費用は、第1款及び第2款の各区分の所定点数を合算した費用により
算定する。

第1款在宅療養指導管理料
通則
1 本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料は、特に規定する場合を除き、月1回に限り算定
し、同一の患者に対して1月以内に指導管理を2回以上行った場合においては、第1回の指
導管理を行ったときに算定する。
2 同一の患者に対して、本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料に規定する在宅療養指導管
理のうち2以上の指導管理を行っている場合は、主たる指導管理の所定点数のみにより算定
する。
3 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院から患者の紹介を受けた保険医療機関が、在宅
療養支援診療所又は在宅療養支援病院が行う在宅療養指導管理と異なる在宅療養指導管理を
行った場合（Ｃ102に規定する指導管理とＣ102－2に規定する指導管理、Ｃ103に
規定する指導管理とＣ107に規定する指導管理又はＣ107－2に規定する指導管理、Ｃ
104に規定する指導管理とＣ105に規定する指導管理、Ｃ107に規定する指導管理と
Ｃ1072に規定する指導管理、Ｃ108に規定する指導管理とＣ110に規定する指導管
理及びＣ109に規定する指導管理とＣ114に規定する指導管理の組合せを除く。）には、
紹介が行われた月に限り、それぞれの保険医療機関において、本款各区分に掲げる在宅療養
指導管理料を算定できるものとする。
4 入院中の患者に対して退院時に本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料を算定すべき指導
管理を行った場合においては、各区分の規定にかかわらず、当該退院の日に所定点数を算定
できる。この場合において、当該退院した患者に対して行った指導管理（当該退院した日の
属する月に行ったものに限る。）の費用は算定しない。

区分
Ｃ100 退院前在宅療養指導管理料 120点

注1 入院中の患者が在宅療養に備えて一時的に外泊するに当たり、当該在宅療養
に関する指導管理を行った場合に算定する。
2 6歳未満の乳幼児に対して在宅療養に関する指導管理を行った場合には、乳
幼児加算として、所定点数に200点を加算する。

Ｃ101 在宅自己注射指導管理料 820点
注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の
患者に対して、自己注射に関する指導管理を行った場合に算定する。

Ｃ101－2 在宅小児低血糖症患者指導管理料 820点
注 12歳未満の小児低血糖症であって入院中の患者以外の患者に対して、重篤な低
血糖の予防のために適切な指導管理を行った場合に算定する。

かん

Ｃ102 在宅自己腹膜灌流指導管理料 3，800点
かん

注1 在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、
かん

在宅自己連続携行式腹膜灌流に関する指導管理を行った場合に算定するものと
し、頻回に指導管理を行う必要がある場合は、同一月内の2回目以降1回につ
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き2，000点を月2回に限り算定する。
じん

2 当該指導管理を算定する同一月内に区分番号Ｊ038に掲げる人工腎臓又は
かん

Ｊ042に規定する腹膜灌流の1を算定する場合は、注1に規定する2回目以
降の費用は、算定しない。

Ｃ102―2 在宅血液透析指導管理料 8，000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
等に届け出た保険医療機関において、在宅血液透析を行っている入院中の患者
以外の患者に対して在宅血液透析に関する指導管理を行った場合に算定するも
のとし、頻回に指導管理を行う必要がある場合には、当該指導管理料を最初に
算定した日から起算して2月までの間は、同一月内の2回目以降1回につき
2，000点を月2回に限り算定する。

じん

2 当該指導管理を算定する同一月内に区分番号 J038に掲げる人工腎臓を算定
する場合は、注1に規定する2回目以降の費用は、算定しない。

Ｃ103 在宅酸素療法指導管理料
1 チアノーゼ型先天性心疾患の場合 1，300点
2 その他の場合 2，500点
注 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅酸素療法に
関する指導管理を行った場合に算定する。

Ｃ104 在宅中心静脈栄養法指導管理料 3，000点
注 在宅中心静脈栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅中心
静脈栄養法に関する指導管理を行った場合に算定する。

Ｃ105 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料 2，500点
注 在宅成分栄養経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅
成分栄養経管栄養法に関する指導管理を行った場合に算定する。

Ｃ106 在宅自己導尿指導管理料 1，800点
注1 在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅自己導尿
に関する指導管理を行った場合に算定する。
2 カテーテルの費用は、所定点数に含まれるものとする。

Ｃ107 在宅人工呼吸指導管理料 2，800点
注 在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅人工呼吸に
関する指導管理を行った場合に算定する。

Ｃ107―2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 250点
注 在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅持
続陽圧呼吸療法に関する指導管理を行った場合に算定する。

しゅよう

Ｃ108 在宅悪性腫瘍患者指導管理料 1，500点
しゅよう

注 在宅における悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法を行っている入院中の患者以外
しゅよう

の末期の悪性腫瘍の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算
定する。

Ｃ109 在宅寝たきり患者処置指導管理料 1，050点
注1 在宅における創傷処置等の処置を行っている入院中の患者以外の患者であっ
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て、現に寝たきりの状態にあるもの又はこれに準ずる状態にあるものに対して、
当該処置に関する指導管理を行った場合に算定する。
2 区分番号Ｂ001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定している患
者については、算定しない。

とう

Ｃ110 在宅自己疼痛管理指導管理料 1，300点
とう せき

注 疼痛除去のため埋込型脳・脊髄刺激装置を埋め込んだ後に、在宅において自己
とう とう

疼痛管理を行っている入院中の患者以外の難治性慢性疼痛の患者に対して、在宅
とう

自己疼痛管理に関する指導管理を行った場合に算定する。
Ｃ111 在宅肺高血圧症患者指導管理料 1，500点

注 肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外の患者に対して、プロスタグラン
ジン I2製剤の投与等に関する医学管理等を行った場合に算定する。

Ｃ112 在宅気管切開患者指導管理料 900点
注 気管切開を行っている患者であって入院中の患者以外の患者に対して、在宅に
おける気管切開に関する指導管理を行った場合に算定する。

Ｃ113 削除
Ｃ114 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料 500点

注1 皮膚科又は形成外科を担当する医師が、別に厚生労働大臣が定める疾患の患
者であって、在宅において皮膚処置を行っている入院中の患者以外のものに対
して、当該処置に関する指導管理を行った場合に算定する。
2 区分番号Ｂ001の7に掲げる難病外来指導管理料又は区分番号Ｂ001の
8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定している患者については、算定し
ない。
第2款 在宅療養指導管理材料加算

通則
1 本款各区分に掲げる在宅療養指導管理材料加算は、第1款各区分に掲げる在宅療養指導管
理料のいずれかの所定点数を算定する場合に、特に規定する場合を除き、月1回に限り算定
する。
2 前号にかかわらず本款各区分に掲げる在宅療養指導管理材料加算のうち、保険医療材料の
使用を算定要件とするものについては、当該保険医療材料が別表第三調剤報酬点数表第4節
の規定により調剤報酬として算定された場合には算定しない。

区分
Ｃ150 血糖自己測定器加算

1 月20回以上測定する場合 400点
2 月40回以上測定する場合 580点
3 月60回以上測定する場合 860点
4 月80回以上測定する場合 1，140点
5 月100回以上測定する場合 1，320点
6 月120回以上測定する場合 1，500点
注1 1から3までについては、入院中の患者以外の患者であって次に掲げるもの
に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため血糖自己測定器を使用した
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場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。
イ インスリン製剤又はヒトソマトメジンＣ製剤の自己注射を1日に1回以上
行っている患者（1型糖尿病の患者を除く。）

ロ インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者（1型糖尿病
の患者に限る。）
ハ 12歳未満の小児低血糖症の患者
2 4から6までについては、入院中の患者以外の患者であって次に掲げるもの
に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため、血糖自己測定器を使用し
た場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。
イ インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者（1型糖尿病
の患者に限る。）
ロ 12歳未満の小児低血糖症の患者

Ｃ151 注入器加算 300点
注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の
患者に対して、注入器を処方した場合に、第1款の所定点数に加算する。

けつ

Ｃ152 間歇注入シリンジポンプ加算 1，500点
注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の

けつ

患者に対して、間歇注入シリンジポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に
加算する。

Ｃ153 注入器用注射針加算
1 治療上の必要があって、1型糖尿病若しくは血友病の患者又はこれらの患者に
準ずる状態にある患者に対して処方した場合 200点

2 1以外の場合 130点
注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の
患者に対して、注入器用の注射針を処方した場合に、第1款の所定点数に加算す
る。

Ｃ154 紫外線殺菌器加算 360点
かん

注 在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、
紫外線殺菌器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

かん

Ｃ155 自動腹膜灌流装置加算 2，500点
かん

注 在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、
かん

自動腹膜灌流装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
Ｃ156 透析液供給装置加算 10，000点

注 在宅血液透析を行っている入院中の患者以外の患者に対して、透析液供給装置
を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

Ｃ157 酸素ボンベ加算
1 携帯用酸素ボンベ 880点
2 1以外の酸素ボンベ 3，950点
注 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者（チアノーゼ型先天性心疾
患の患者を除く。）に対して、酸素ボンベを使用した場合に、第1款の所定点数
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に加算する。
Ｃ158 酸素濃縮装置加算 4，000点

注 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者（チアノーゼ型先天性心疾
患の患者を除く。）に対して、酸素濃縮装置を使用した場合に、第1款の所定点
数に加算する。ただし、この場合において、区分番号Ｃ157に掲げる酸素ボン
ベ加算の2は算定できない。

Ｃ159 液化酸素装置加算
1 設置型液化酸素装置 3，970点
2 携帯型液化酸素装置 880点
注 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者（チアノーゼ型先天性心疾
患の患者を除く。）に対して、液化酸素装置を使用した場合に、第1款の所定点
数に加算する。

Ｃ159－2 呼吸同調式デマンドバルブ加算 300点
注 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者（チアノーゼ型先天性心疾
患の患者を除く。）に対して、呼吸同調式デマンドバルブを使用した場合に、第
1款の所定点数に加算する。

Ｃ160 在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算 2，000点
注 在宅中心静脈栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、輸液セッ
トを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

Ｃ161 注入ポンプ加算 1，250点
注 在宅中心静脈栄養法若しくは在宅成分栄養経管栄養法を行っている入院中の患

しゅよう

者以外の患者又は在宅における悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行ってい
しゅよう

る入院中の患者以外の末期の悪性腫瘍の患者に対して、注入ポンプを使用した場
合に、第1款の所定点数に加算する。

Ｃ162 在宅成分栄養経管栄養法用栄養管セット加算 2，000点
注 在宅成分栄養経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、栄養
管セットを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

けつ

Ｃ163 間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル加算 600点
けつ

注 在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、間歇導尿用ディ
スポーザブルカテーテルを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

Ｃ164 人工呼吸器加算
1 陽圧式人工呼吸器 7，000点
注 気管切開口を介した陽圧式人工呼吸器を使用した場合に算定する。
2 人工呼吸器 6，000点
注 鼻マスク又は顔マスクを介した人工呼吸器を使用した場合に算定する。
3 陰圧式人工呼吸器 7，000点
注 陰圧式人工呼吸器を使用した場合に算定する。
注 在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、人工呼吸器を使
用した場合に、いずれかを第1款の所定点数に加算する。
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Ｃ165 経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器加算 1，210点
注 在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、経鼻的
持続陽圧呼吸療法用治療器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

Ｃ166 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算 2，500点
しゅよう

注 在宅における悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法を行っている入院中の患者以外
しゅよう

の末期の悪性腫瘍の患者に対して、携帯型ディスポーザブル注入ポンプを使用し
た場合に、第1款の所定点数に加算する。

とう

Ｃ167 疼痛管理用送信器加算 600点
とう せき

注 疼痛除去のため埋込型脳・脊髄刺激装置を埋め込んだ後に、在宅において自己
とう とう とう

疼痛管理を行っている入院中の患者以外の難治性慢性疼痛の患者に対して、疼痛
管理用送信器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

Ｃ168 携帯型精密輸液ポンプ加算 10，000点
注 肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外のものに対して、携帯型精密輸液
ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

Ｃ169 気管切開患者用人工鼻加算 1，500点
注 気管切開を行っている患者であって入院中の患者以外のものに対して、人工鼻
を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

たん

Ｃ170 排痰補助装置加算 1，800点
たん

注 人工呼吸を行っている入院中の患者以外の神経筋疾患の患者に対して、排痰補
助装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
第3節 薬剤料

区分
Ｃ200 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た

点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数と
する。

注1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第4節 特定保険医療材料料

区分
Ｃ300 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数

注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
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8．診療報酬の算定方法の一部を改正する件（告示）〔一部略〕

平成22年3月5日
平成22年厚生労働省告示第69号

別表第2 歯科診療報酬点数表

第2章 特掲診療料
第2部 在宅医療
区分
Ｃ000 歯科訪問診療料（1日につき）

1 歯科訪問診療1 830点
2 歯科訪問診療2 380点
注1 1については、在宅等において療養を行っている患者（当該患者と同一の建
物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に歯科訪問診療を行
う場合の当該患者（以下この区分番号において「同一建物居住者」という。）
を除く。）であって通院が困難なものに対して、当該患者が居住する建物の屋
内において、次のいずれかに該当する歯科訪問診療（診療時間が20分以上の場
合に限る。）を行った場合に算定する。この場合において、区分番号Ａ000
に掲げる初診料又は区分番号Ａ002に掲げる再診料は、算定しない。
イ 患者の求めに応じた歯科訪問診療
ロ 歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する
当該患者の同意を得た歯科訪問診療

2 2については、在宅等において療養を行っている患者（同一建物居住者に限
る。）であって通院が困難なものに対して、当該患者が居住する建物の屋内に
おいて、次のいずれかに該当する歯科訪問診療（診療時間が20分以上の場合に
限る。）を行った場合に算定する。この場合において、区分番号 A000に掲
げる初診料又は区分番号 A002に掲げる再診料は、算定しない。
イ 患者の求めに応じた歯科訪問診療
ロ 歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する
当該患者の同意を得た歯科訪問診療

3 歯科訪問診療料を算定する患者について、当該患者に対する診療時間が1時
間を超えた場合は、30分又はその端数を増すごとに、所定点数に100点を加算
する。
4 著しく歯科診療が困難な障害者に対して歯科訪問診療を行った場合は、175
点（1回目の歯科訪問診療を行った場合であって、当該患者が歯科治療環境に
円滑に適応できるような技法を用いた場合は、250点）を所定点数に加算する。
5 別に厚生労働大臣が定める時間において、入院中の患者以外の患者に対して
診療に従事している場合に緊急に行う歯科訪問診療1又は歯科訪問診療2につ
いては、415点又は190点を、夜間（深夜を除く。）における歯科訪問診療1又
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は歯科訪問診療2については、830点又は380点を、深夜における歯科訪問診療
1又は歯科訪問診療2については、1，660点又は760点を加算する。
6 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
等に届け出た保険医療機関において、歯科訪問診療料を算定する患者について、
歯科訪問診療に基づき、当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休
日又は深夜における緊急時の診療体制を確保する必要を認め、当該患者に対し、
当該保険医療機関が連携する保険医療機関（以下「連携保険医療機関」という。）
に関する情報を文書により提供し、かつ、当該患者又はその家族等の同意を得
て、連携保険医療機関に対し診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る歯
科診療に必要な情報を提供した場合は、地域医療連携体制加算として、1回に
限り所定点数に300点を加算する。
7 保険医療機関の所在地と訪問先の所在地との距離が16キロメートルを超えた
場合又は海路による歯科訪問診療を行った場合で、特殊の事情があったときの
歯科訪問診療料は、別に厚生労働大臣が定めるところによって算定する。
8 歯科訪問診療に要した交通費は、患家の負担とする。
9 歯科訪問診療を行うに当たって、切削を伴う処置、手術、歯冠修復及び欠損
補綴が必要な場合に即応できるよう切削器具及びその周辺装置を常時訪問先に
携行している場合は、在宅患者等急性歯科疾患対応加算として、次に掲げる点
数を、1日につき所定点数に加算する。
イ 1回目 232点
ロ 2回目以降 90点

Ｃ001 訪問歯科衛生指導料
1 複雑なもの 360点
2 簡単なもの 120点
注1 歯科訪問診療を行った歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士、保健師、看護
師又は准看護師が訪問して療養上必要な指導として、患者又はその家族等に対

くう

して、当該患者の口腔内での清掃（機械的歯面清掃を含む。）又は有床義歯の
清掃に係る実地指導を行った場合は、患者1人につき、月4回（同一月内に1
及び2を行った場合は併せて月4回）に限り算定する。
2 1については、患者と1対1で20分以上療養上必要な歯科衛生指導を適切に
行った場合に算定し、2については、1人又は複数の患者に対して療養上必要
な歯科衛生指導を適切に行った場合に算定する。それぞれ当該歯科衛生指導で
実施した指導内容等について、患者に対し文書により提供した場合に算定する。
3 訪問歯科衛生指導に要した交通費は、患家の負担とする。
4 区分番号Ｂ001－2に掲げる歯科衛生実地指導料を算定している患者につ
いては算定しない。

Ｃ001－2 削除
Ｃ001－3 歯科疾患在宅療養管理料

1 在宅療養支援歯科診療所の場合 140点
2 1以外の場合 130点
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注1 当該保険医療機関に属する保険医である歯科医師が、区分番号Ｃ000に掲
げる歯科訪問診療料を算定した患者であって継続的な歯科疾患の管理が必要な
ものに対して、当該患者又はその家族の同意を得て、当該患者の歯科疾患の状
況等を踏まえて作成した管理計画書を提供した場合に、月1回に限り算定する。

くう

2 在宅療養支援歯科診療所に属する歯科医師が、当該患者の口腔機能の評価を
行い、当該評価結果を踏まえて管理計画書を作成し、当該患者又はその家族に

くう

対して文書により提供した場合には、口腔機能管理加算として、月1回に限り、
所定点数に50点を加算する。
3 区分番号Ｂ000－4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号Ｂ002に掲げる
歯科特定疾患療養管理料又は区分番号Ｎ002に掲げる歯科矯正管理料は、別
に算定できない。

り

4 主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、歯周疾患に罹患してい
る患者であって歯科疾患の管理を行っているもの（区分番号Ｃ001に掲げる
訪問歯科衛生指導料を算定している患者又は区分番号Ｎ002に掲げる歯科矯
正管理料を算定している患者を除く。）に対して機械的歯面清掃を行った場合
には、月1回に限り所定点数に60点を加算する。ただし、区分番号Ｉ011－
2に掲げる歯周病安定期治療を算定した日又は当該加算を算定した翌月におい
ては、算定しない。

Ｃ001－4 在宅患者歯科治療総合医療管理料 140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
等に届け出た保険医療機関において、区分番号Ｃ000に掲げる歯科訪問診療
料を算定した患者（別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に限る。）
であって別の保険医療機関（歯科診療を行うものを除く。）から歯科治療にお
ける総合的医療管理が必要であるとして文書により診療情報の提供を受けたも
のに対し、第8部処置（区分番号Ｉ009、区分番号Ｉ009－2、区分番号
Ｉ010及びＩ011－3に掲げるものを除く。）、第9部手術又は第12部歯冠
修復及び欠損補綴（区分番号Ｍ001から区分番号Ｍ002までに掲げるもの
に限り、全身麻酔下で行うものを除く。）を行うに当たって、必要な医療管理
を行った場合に、月1回に限り算定する。
2 同一の患者につき同一月に在宅患者歯科治療総合医療管理料を算定すべき医
療管理を2回以上行った場合においては、第1回目の医療管理を行ったときに
算定する。
3 鎮静及び医科点数表の区分番号Ｄ220に掲げる呼吸心拍監視に係る費用は、
所定点数に含まれるものとする。

Ｃ002 救急搬送診療料 1，300点
注 患者を救急用の自動車で保険医療機関に搬送する際、診療上の必要から当該自
動車に同乗して診療を行った場合に算定する。

Ｃ003 在宅患者訪問薬剤管理指導料
1 同一建物居住者以外の場合 550点
2 同一建物居住者の場合 385点
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注1 1については、在宅において療養を行っている患者（当該患者と同一の建物
に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に訪問薬剤管理指導を
行う場合の当該患者（以下この区分番号において「同一建物居住者」という。）
を除く。）であって通院が困難なものに対して、2については、在宅において
療養を行っている患者（同一建物居住者に限る。）であって通院が困難なもの
に対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、薬剤師が訪
問して薬学的管理指導を行った場合に、1と2を合わせて月2回に限り算定す
る。
2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び
保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理指導を
行った場合は、1回につき所定点数に100点を加算する。
3 在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする。

Ｃ004 退院前在宅療養指導管理料 120点
注1 入院中の患者が在宅療養に備えて一時的に外泊するに当たり、当該在宅療養
に関する指導管理を行った場合に月1回に限り算定する。
2 6歳未満の乳幼児に対して在宅療養に関する指導管理を行った場合には、乳
幼児加算として、所定点数に200点を加算する。

しゅよう

Ｃ005 在宅悪性腫瘍患者指導管理料 1，500点
しゅよう

注1 在宅における悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法を行っている入院中の患者以
しゅよう

外の末期の悪性腫瘍の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合
に月1回に限り算定する。
2 退院した患者に対して退院の日から1月以内に行った指導管理の費用は算定
しない。
3 入院中の患者に対して退院時に指導管理を行った場合においては、当該退院
の日に所定点数を算定できるものとし、退院の日の歯科医学的管理に要する費
用は、所定点数に含まれるものとする。

Ｃ006 削除
Ｃ007 在宅患者連携指導料 900点

注1 歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師が、在宅
での療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、患者又はその
家族等の同意を得て、訪問診療を実施している保険医療機関（診療所及び許可
病床数が200床未満の病院に限る。）、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬
局又は訪問看護ステーションと文書等により情報共有を行うとともに、共有さ
れた情報を踏まえて療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定でき
る。21回目の歯科訪問診療料を算定する日に行った指導又は当該歯科訪問診療
の日から1月以内に行った指導の費用は、1回目の歯科訪問診療料に含まれる
ものとする。
3 当該保険医療機関を退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に
行った指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるもの
とする。
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4 区分番号Ｂ009に掲げる診療情報提供料Ⅰを算定している患者については
算定しない。

Ｃ008 在宅患者緊急時等カンファレンス料 200点
注 歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師又はその指
示を受けた歯科衛生士が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難な
ものの状態の急変等に伴い、当該歯科医師の求め又は当該患者の在宅療養を担う
保険医療機関の保険医の求めにより、訪問診療を実施している保険医療機関の保
険医、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステー
ションの看護師等又は居宅介護支援事業者の介護支援専門員と共同で患家等に赴
きカンファレンスを行い又はカンファレンスに参加し、それらの者と共同で療養
上必要な指導を行った場合に、月2回に限り算定する。
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