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保険調剤を行う前提
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保険調剤の仕組みは健康保険法その他の医療保険各法に規定され
ており、保険調剤は「保険者と保険薬局との間で交わされた公法
上の契約に基づく“契約調剤”」と称される。

「保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、厚生労働省令
で定めるところにより健康保険の調剤に当たらなければならな
い。」とされている。〔健康保険法７２条〕

また、「保険薬局は、当該保険薬局において調剤に従事する保険
薬剤師に、厚生労働省令で定めるところにより、調剤に当たらせ
るほか、厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付を担当
しなければならない。」とされている。〔健康保険法７０条項〕

ここで言う厚生労働省令が「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規
則（薬担規則）」であり、保険調剤を行う上での基本的事項を定
めたものである。

「保険調剤の理解のために」厚生労働省保険局医療課医療指導監査室 より



保険調剤を行う前提
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薬学管理料を算定しないから聴き取りや指導は不要 →×

自費だから向精神薬の投与日数制限は関係ない →×
「保険調剤の理解のために」厚生労働省保険局医療課医療指導監査室 より

医療法、医薬品医療機器等法、薬剤師法、

麻薬及び向精神薬取締法 等



調剤報酬が支払われる条件

以下の条件を全て満たしていなければ調剤報酬の支払いは受けられない

・保険薬剤師が

・保険薬局において

・薬剤師法、医薬品医療機器等法、健康保険法等の各種関係法令の規定
を遵守し

・「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(薬担規則)」の規定を遵守し

・薬学的に妥当適切な調剤(患者指導を含む)を行い

・調剤報酬点数表に定められた算定要件を満たした上で請求を行ってい

ること

「保険調剤の理解のために」厚生労働省保険局医療課医療指導監査室 より 5神奈川県薬剤師会



なぜ、誤った請求をしてしまうのか

• 関連法規、算定要件に関する知識不足・誤解

• 単純なミス、忙しいから、事務員に任せてい
るから、など

• 正しい請求方法、請求書の記載要領を知らな
い

• 圧力（医療機関から、患者から、勤める会社
から・・・）
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正しい請求方法については「診療報酬請求書等の記載要領等について」内の
「調剤報酬明細書に関する事項」も参照



保険請求に必要な知識は膨大

医療・介護保険委員会が主に参考にする書籍

✔調剤報酬点数表の解釈 （社会保険研究所）

✔保険調剤Q&A （じほう）

委員会の委員が執筆しているもの

✔保険薬局ハンドブック

✔居宅療養管理指導マニュアル （じほう）

✔県薬雑誌「薬壺」保険薬局コーナー

よくある間違いを知っておくことも必要

✔平成○○年度に実施した個別指導において保険薬局に改善
を求めた主な指摘事項（関東信越厚生局ホームページ内）
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正確な情報を手元に置き、逐一確認しながら
間違いのない保険調剤、請求を行いましょう。



審査・指導の場で多く見られる
問題のある調剤・請求
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① 法規

② 算定要件
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患者氏名 県薬 太郎 78歳

Rp.1 【般】アムロジピン錠5ｍｇ １錠

朝食後服用 60日分

Rp.2 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5ｍｇ 2錠

就寝前服用 30日分



薬剤師法第２４条
（処方箋中の疑義）

薬剤師は、処方箋中に
疑わしい点があるときは、
その処方箋を交付した
医師、歯科医師、獣医師に
問い合わせて

その疑わしい点を
確かめた後でなければ
これによって調剤しては
ならない。

保険医療機関及び

保険医療養担当規則

第２３条２
（処方箋の交付）

保険医は、その交付した
処方箋に関し、
保険薬剤師から疑義照会が
あった場合には、これに
適切に対応しなければ
ならない。

疑義が解消しない限り調剤はできない
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患者氏名 県薬 太郎 78歳

Rp.1 【般】アムロジピン錠5ｍｇ １錠
朝食後服用 30日分

Rp.2 【般】フルニトラゼパム錠2ｍｇ 1錠
就寝前服用 30日分

Rp.3 【般】エチゾラム錠1ｍｇ 3錠
毎食後服用 30日分
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患者氏名 県薬 太郎 78歳

Rp.1 【般】ケトプロフェンテープ40ｍｇ 70枚
痛いところ

Rp.2 リンデロンVG軟膏 10ｇ
1日2回 体

Rp.3 ノボラピッド注フレックスタッチ 1本
医師の指示通り
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レセプトへの外用薬の用法記載

診療報酬請求書等の記載要領

Ⅳ調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項
第２調剤報酬明細書の記載要領（様式第５）
２調剤報酬明細書に関する事項

（２１）「処方」欄について
ア 所定単位（内服薬（浸煎薬及び湯薬を除く。以下同じ。）にあ
っては１剤１日分、湯薬にあっては内服薬に準じ１調剤ごとに１日
分、内服用滴剤、屯服薬、浸煎薬、注射薬及び外用薬にあっては
１調剤分）ごとに調剤した医薬品名、用量（内服薬及び湯薬につい
ては、１日用量、内服用滴剤、注射薬及び外用薬については、投
薬全量、屯服薬については１回用量及び投薬全量）、剤形及び用法
（注射薬及び外用薬については、省略して差し支えない。）を記載
し、次の行との間を線で区切ること。
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◎薬剤師法
１．第25条（調剤された薬剤の表示）

薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤した薬剤の容器又は被包に、処方箋に記載さ
れた患者の氏名、用法、用量その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければな
らない。

２．第25条の２（情報の提供）

薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当
たっている者に対し、調剤した薬剤の適正な使用のために必要な情報を提供しなけ
ればならない。

◎医師法施行規則
第21条（処方箋の記載事項）

医師は、患者に交付する処方箋に、患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、用量、
発行の年月日、使用期間及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は医師の住所
を記載し、記名押印又は署名しなければならない。

レセプトコンピューターに用法の入力がないということは、薬袋・
情報提供文書等にも記載がないと推測される

↓
薬剤師法抵触、薬学管理料の過算定の疑い
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審査・指導の場で多く見られる
問題のある調剤・請求
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① 法規

② 算定要件



レセプトのおおまかな内訳
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加算

・地域支援体制
加算

・後発医薬品調
剤体制加算

・夜間・休日等加
算

調剤基本料

加算

・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

など

加算

・嚥下困難者用製
剤加算

・一包化加算

・麻薬加算

・向精神薬加算

・自家製剤加算

・計量混合加算

・時間外加算

・休日加算

など

薬学管理料

薬剤服用歴管理
指導料、かかりつ
け薬剤師指導料、
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 など

調剤料

内服薬、内服用滴
剤、外用薬、注射

薬 など

薬剤料・特定保健
医療材料料

服薬指導が終わるまで薬学管理料とその加算は確定できない！



レセプトのおおまかな内訳
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加算

・地域支援体制
加算

・後発医薬品調
剤体制加算

・夜間・休日等加
算

調剤基本料

加算

・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

など

加算

・嚥下困難者用製
剤加算

・一包化加算

・麻薬加算

・向精神薬加算

・自家製剤加算

・計量混合加算

・時間外加算

・休日加算

など

薬学管理料

薬剤服用歴管理
指導料、かかりつ
け薬剤師指導料、
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 など

調剤料

内服薬、内服用滴
剤、外用薬、注射

薬 など

薬剤料・特定保健
医療材料料

服薬指導が終わるまで薬学管理料とその加算は確定できない！



調剤料（抜粋）
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服用時点が同一であるものについては、投与日数にかかわらず、１剤として算定

する。なお、４剤分以上の部分については、算定しない。（内服薬）

同一有効成分で同一剤形の内服（外用）薬が複数ある場合には、その数にかか
わらず、１調剤として取り扱う。（内服薬・外用薬）

（問２）内服薬と外用薬の調剤料の取扱いについて、同一の有効成分であって同一剤形の
薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらず１剤（１調剤）とされているが、「同一剤
形」の範囲はどのように考えたらよいか。

（答）下記の剤形については、それぞれ別剤形として取り扱う。

○内用薬

錠剤、口腔内崩壊錠、分散錠、粒状錠、カプセル剤、丸剤、散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、
液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤、経口ゼリー剤、チュアブル、バッカル、舌下錠

○外用薬

軟膏剤、クリーム剤、ローション剤、液剤、スプレー剤、ゼリー、パウダー剤、ゲル剤、
吸入粉末剤、吸入液剤、吸入エアゾール剤、点眼剤、眼軟膏、点鼻剤、点耳剤、耳鼻科用
吸入剤・噴霧剤、パップ剤、貼付剤、テープ剤、硬膏剤、坐剤、膣剤、注腸剤、口嗽剤、
トローチ剤
（参考：「薬価算定の基準について」（平成28年2月10日保発0210第1号）の別表１）

なお、本取扱いは、内服薬と外用薬に係る調剤料における考え方であり、例えば、調剤時の後発医薬
品への変更に関する剤形の範囲の取扱いとは異なることに留意すること。

（平成28年疑義解釈 その２）



何剤、何日分？
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患者氏名　県薬　花子 78歳

Rp.1 【般】アムロジピン錠5mg 1錠
朝食後服用 30日分

Rp.2 【般】ロスバスタチン錠2.5ｍｇ 1錠
隔日　朝食後服用 15日分

Rp.3 【般】レボフロキサシン錠250mg 1錠
朝食後服用 5日分

服用時点が同一であるものについては、投与日数にかかわらず、１剤として算定する。（内服薬）

同一有効成分で同一剤形の薬が複数ある場合には、その数にかかわらず、１調剤として取り扱う。（内服薬・外用
薬）


Sheet1

		患者氏名　県薬　花子 カンジャ シメイ ケン ヤク ハナコ				78歳 サイ

		Rp.1		【般】アムロジピン錠5mg ハン ジョウ		1錠 ジョウ

				朝食後服用 チョウショクゴ フクヨウ		30日分 ニチブン

		Rp.2		【般】ロスバスタチン錠2.5ｍｇ ハン ジョウ		1錠 ジョウ

				隔日　朝食後服用 カクジツ チョウショクゴ フクヨウ		15日分 ニチブン

		Rp.3		【般】レボフロキサシン錠250mg ハン ジョウ		1錠 ジョウ

				朝食後服用 チョウショクゴ フクヨウ		5日分 ニチブン







何剤、何日分？

患者氏名 県薬 太郎 78歳

Rp.1 【般】ファモチジン錠10mg 2錠
【般】エチゾラム錠0.25ｍｇ 2錠
朝夕食後服用 30日分

Rp.2 【般】トリアゾラム錠0.125ｍｇ 1錠
【般】エチゾラム錠0.5ｍｇ 1錠
就寝前服用 30日分
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服用時点が同一であるものについては、投与日数にかかわらず、１剤として算定する。（内服薬）

同一有効成分で同一剤形の薬が複数ある場合には、その数にかかわらず、１調剤として取り扱う。（内服薬・外用薬）



患者氏名 県薬 太郎 78歳

No.1 ファモチジン錠10mg 2錠
朝夕食後服用 30日分

No.2 トリアゾラム錠0.125ｍｇ 1錠
就寝前服用 30日分

No.3 エチゾラム錠0.25ｍｇ 2錠
（朝１ 夕１ 寝る前０錠）
エチゾラム錠0.5ｍｇ 1錠
（朝０ 夕０ 寝る前１錠）
分３ 朝夕食後就寝前 30日分
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解答

服用時点が同一であるものについては、投与日数にかかわらず、１剤として算定する。（内服薬）

同一有効成分で同一剤形の薬が複数ある場合には、その数にかかわらず、１調剤として取り扱う。（内服薬・外用薬）



何剤、何日分？
患者氏名 県薬 花子 78歳

Rp.1 プレドニゾロン錠5mg 4錠
毎食後（朝２、昼１、夕１錠） １日分

Rp.2 プレドニゾロン錠5mg 3錠
朝昼食後（朝２、昼１錠） 1日分

Rp.3 プレドニゾロン錠5mg 2錠
朝昼食後 1日分

Rp.4 プレドニゾロン錠5mg 1錠
朝食後服用 1日分
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服用時点が同一であるものについては、投与日数にかかわらず、１剤として算定する。（内服薬）

同一有効成分で同一剤形の薬が複数ある場合には、その数にかかわらず、１調剤として取り扱う。（内服薬・外用薬）



オテズラ錠添付文書
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患者氏名 県薬 太郎 43歳
調剤料

No.1 オテズラ錠10mg 1錠 30
朝食後服用 1日分

No.2 オテズラ錠10mg 2錠 0
朝夕食後服用 1日分

No.3 オテズラ錠10mg 1錠 0
（朝１、夕０錠）

オテズラ錠20ｍｇ 1錠
（朝０、夕１錠）

朝夕食後服用 1日分

No.4 オテズラ錠20mg 2錠 0
朝夕食後 1日分

No.5 オテズラ錠20mg 1錠 0
（朝１、夕０錠）

オテズラ錠30ｍｇ 1錠
（朝０、夕１錠）

朝夕食後服用 1日分

No.6 オテズラ錠30mg 2錠 0
朝夕食後 1日分

服用時点が同一であるものに
ついては、投与日数にかかわ
らず、１剤として算定する。
（内服薬）

同一有効成分で同一剤形の薬
が複数ある場合には、その数
にかかわらず、１調剤として
取り扱う。（内服薬・外用
薬）



何剤、何日分？
患者氏名 県薬 花子 78歳

Rp.1 リウマトレックスカプセル2mg 2ｃｐ
金曜日 朝夕食後服用 4日分

Rp.2 リウマトレックスカプセル2mg 1ｃｐ
土曜日 朝食後服用 4日分

Rp.3 フォリアミン錠5mg 1錠
月曜日 朝食後服用 4日分

Rp.4 【般】アムロジピン錠５ｍｇ 1錠
朝食後服用 28日分
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服用時点が同一であるものについては、投与日数にかかわらず、１剤として算定する。（内服薬）

同一有効成分で同一剤形の薬が複数ある場合には、その数にかかわらず、１調剤として取り扱う。（内服薬・外用薬）



例外中の例外！！
患者氏名 県薬 花子 78歳

Rp.1 リウマトレックスカプセル2mg 2ｃｐ
金曜日 朝夕食後服用 4日分

Rp.2 フォリアミン錠5mg 1錠
日曜日 朝食後服用 4日分

Rp.3 セレコキシブ錠200mg 2錠
朝夕食後服用 28日分

Rp.4 【般】アムロジピン錠５ｍｇ 1錠
朝食後服用 28日分

神奈川県薬剤師会 29

服用時点が同一であるものについては、投与日数にかかわらず、１剤として算定する。（内服薬）

同一有効成分で同一剤形の薬が複数ある場合には、その数にかかわらず、１調剤として取り扱う。（内服薬・外用薬）



外用調剤料 何剤算定しますか？
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患者氏名 県薬 太郎 78歳

Rp.1 ヒルドイドローション 50mL

1日２回 手

Rp.2 ヘパリン類似物質ローション「XX」 50mL

1日２回 頭皮



外用調剤料 何剤算定しますか？

神奈川県薬剤師会 31

患者氏名 県薬 太郎 78歳

Rp.1 【般】ロキソプロフェンテープ100ｍｇ非温
感

21枚

１日１回 右手首

Rp.2 【般】ロキソプロフェンパップ100ｍｇ 21枚
１日１回 右肘

Rp.3 【般】ロキソプロフェンテープ100mg温感 21枚
1日1回 腰



外用調剤料 何剤算定しますか？

神奈川県薬剤師会 32

患者氏名 県薬 太郎 78歳

Rp.1 MS冷シップ 500ｇ

1日２回 手

Rp.2 MＳ温シップ 500ｇ

1日２回 腰



外用調剤料 何剤算定しますか？
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患者氏名 県薬 太郎 78歳

Rp.1 リンデロンVG軟膏 5ｇ

１日２回 手

Rp.2 リンデロンVGクリーム 5g

1日２回 足



患者氏名 県薬 太郎 78歳
調剤料 薬剤料

No.1 ニフレック配合内用剤 1包 28 92
検査日 朝 1日分

No.2 センノシド錠 2錠 28 1
検査前日 就寝前 1日分

調剤基本料 42 薬学管理料 43

神奈川県薬剤師会 34



レセプトのおおまかな内訳
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加算

・地域支援体制
加算

・後発医薬品調
剤体制加算

・夜間・休日等加
算

調剤基本料

加算

・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

など

加算

・嚥下困難者用製
剤加算

・一包化加算

・麻薬加算

・向精神薬加算

・自家製剤加算

・計量混合加算

・時間外加算

・休日加算

など

薬学管理料

薬剤服用歴管理
指導料、かかりつ
け薬剤師指導料、
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 など

調剤料

内服薬、内服用滴
剤、外用薬、注射

薬 など

薬剤料・特定保健
医療材料料

服薬指導が終わるまで薬学管理料とその加算は確定できない！



一包化加算（抜粋）
・一包化とは、服用時点の異なる２種類以上の内服用固形剤又は１剤であっても３種類

以上の内服用固形剤が処方されているとき、その種類にかかわらず服用時点ごとに一

包として患者に投与することをいう。

・一包化は、多種類の薬剤が投与されている患者においてしばしばみられる薬剤の飲み

忘れ、飲み誤りを防止すること又は心身の特性により錠剤等を直接の被包から取り出

して服用することが困難な患者に配慮することを目的とし、治療上の必要性が認めら

れる場合に、医師の了解を得た上で行うものであること。

・薬剤師が一包化の必要を認め、医師の了解を得た後に一包化を行った場合は、その旨

及び一包化の理由を調剤録等に記載すること。

・一包化加算を算定した場合においては、自家製剤加算及び計量混合調剤加算は算定で

きないものであること。

一包化が必要な理由を薬歴の頭書き部分に

（開始年月日入りで）記載しましょう

36神奈川県薬剤師会



患者氏名 神奈薬 包子 78歳
加算

No.1 アムロジピン錠５ｍｇ 1錠 包

朝食後服用 30日分

No.2 ファモチジン錠10ｍｇ 2錠 包

朝食後、就寝前服用 30日分

No.3 芍薬甘草湯 5ｇ 包

朝夕食前服用

No.4 トリアゾラム錠0.125mg 0.5錠 自

就寝前服用 30日分

No.5 アレンドロン酸35mg錠 1錠 包

１週間に１回起床時服用 4日分
神奈川県薬剤師会 37



患者氏名 神奈薬 包子 78歳
加算

No.1 アムロジピン錠５ｍｇ 1錠 包
グリメピリド錠1ｍｇ 1錠

オルメサルタンOD１０ｍｇ 1錠

朝食後 ３０日分

患者氏名

No.1

加奈薬 包子

アムロジピン錠５ｍｇ
アムロジピン錠１０ｍｇ
グリメピリド錠１ｍｇ

朝食後

７８歳

１錠
１錠
１錠

３０日分

包

神奈川県薬剤師会 38



自家製剤加算（抜粋）
・個々の患者に対し市販されている医薬品の剤形では対応できない場合に、医師の指示に基づ

き、容易に服用できるよう調剤上の特殊な技術工夫（安定剤、溶解補助剤、懸濁剤等必要と
認められる添加剤の使用、ろ過、加温、滅菌等）を行った次のような場合であり、既製剤を
単に小分けする場合は該当しない。

(イ) 錠剤を粉砕して散剤とすること。

(ロ) 主薬を溶解して点眼剤を無菌に製すること。

(ハ) 主薬に基剤を加えて坐剤とすること。

・薬価基準に収載されている医薬品に溶媒、基剤等の賦形剤を加え、当該医薬品と異なる剤形
の医薬品を自家製剤の上調剤した場合に、次の場合を除き自家製剤加算を算定できる。

(イ) 調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合

(ロ) 液剤を調剤する場合であって、薬事法上の承認事項において用時溶解して使用することと

されている医薬品を交付時に溶解した場合。

• 割線のある錠剤を医師の指示に基づき分割した場合は、錠剤として算定する。ただし、分
割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できない
。

• 自家製剤は、医薬品の特性を十分理解し、薬学的に問題ないと判断される場合に限り行う
こと。

39神奈川県薬剤師会
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患者氏名　県薬　太郎 78歳

No.1 グリメピリド錠1mg 0.5錠 自
朝食後服用 30日分

No.2 エチゾラム錠1mg 0.3錠 自
朝食後服用 30日分

No.3 ブロチゾラム錠0.25ｍｇ 1錠 自
就寝前　半錠に割って 30日分

No.4 ニゾラールローション2% 10g 自
リンデロン-Vローション 10mL
1日１回　頭皮 混合


Sheet1

		患者氏名　県薬　太郎 カンジャ シメイ ケン ヤク タロウ				78歳 サイ

		No.1		グリメピリド錠1mg ジョウ		0.5錠 ジョウ		自 ジ

				朝食後服用 チョウショクゴ フクヨウ		30日分 ニチブン

		No.2		エチゾラム錠1mg ジョウ		0.3錠 ジョウ		自 ジ

				朝食後服用 チョウショクゴ フクヨウ		30日分 ニチブン

		No.3		ブロチゾラム錠0.25ｍｇ ジョウ		1錠 ジョウ		自 ジ

				就寝前　半錠に割って シュウシンマエ ハンジョウ ワ		30日分 ニチブン

		No.4		ニゾラールローション2%		10g		自 ジ

				リンデロン-Vローション		10mL

				1日１回　頭皮 ニチ カイ トウヒ		混合 コンゴウ







患者氏名 県薬 太郎 78歳
加算

No.1 テルミサルタン錠40mg 1錠 自
朝食後服用 30日分

神奈川県薬剤師会 41

錠剤が飲み込めないため医師の指示により錠剤を粉砕



嚥下困難者用製剤加算（抜粋）

・嚥下困難者用製剤加算は、嚥下障害等があって、市販されている剤形では薬剤の服
用が困難な患者に対し、医師の了解を得た上で錠剤を砕く等剤形を加工した後調剤
を行うことを評価するものである。

・剤形の加工は、薬剤の性質、製剤の特徴等についての薬学的な知識に基づいて行わ
なければならないこと。

・薬剤師が剤形の加工の必要を認め、医師の了解を得た後剤形の加工を行った場合は
、その旨調剤録等に記載すること。

・１剤として取り扱われる薬剤について、自家製剤加算は併算定できず、また、剤形
を加工したものを用いて他の薬剤と計量混合した場合には、計量混合調剤加算を併
算定することはできない。

・嚥下困難者用製剤加算を算定した場合においては、一包化加算は算定できない。

42神奈川県薬剤師会



患者氏名 県薬 太郎 78歳 加算

No.1 ノルバスクOD錠５ｍｇ（散剤なし） 1錠 困
朝食後服用 30日分

No.2 ガスターD錠10ｍｇ（散剤あり） 2錠
朝・夕食後服用 30日分

No.3 トリアゾラム錠0.125mg（散剤なし） 1錠 計
ベンザリン細粒1％ 0.5ｇ
就寝前服用 30日分

神奈川県薬剤師会 43

医師の指示により錠剤は全て粉砕



患者氏名 県薬 太郎 78歳
加算

No.1 アムロジピン錠５ｍｇ 1錠 時
朝食後服用 30日分

神奈川県薬剤師会 44

5月5日（祝）、近隣医療機関の休日当番に合わせ開局した

閉店時間を過ぎても患者が途切れず対応を続けた。

患者氏名 県薬 太郎 78歳
加算

No.1 アムロジピン錠５ｍｇ 1錠 休
朝食後服用 30日分

時間外加算等 ①



患者氏名 県薬 太郎 78歳
加算

No.1 アムロジピン錠５ｍｇ 1錠 休
朝食後服用 30日分

神奈川県薬剤師会 45

休日加算算定日：5月10日（木）木曜は定休日だが患者の求めにより対応

患者氏名 県薬 太郎 78歳
加算

No.1 アムロジピン錠５ｍｇ 1錠 時
朝食後服用 30日分

調剤日時：5月12日（土） 15時受付 開局時間は14時まで

時間外加算等 ②
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算定にあたっては
調剤報酬点数表、
留意事項通知を
必ずご確認ください。



レセプトのおおまかな内訳
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加算

・地域支援体制
加算

・後発医薬品調
剤体制加算

・夜間・休日等加
算

調剤基本料

加算

・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

など

加算

・嚥下困難者用製
剤加算

・一包化加算

・麻薬加算

・向精神薬加算

・自家製剤加算

・計量混合加算

・時間外加算

・休日加算

など

薬学管理料

薬剤服用歴管理
指導料、かかりつ
け薬剤師指導料、
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 など

調剤料

内服薬、内服用滴
剤、外用薬、注射

薬 など

薬剤料・特定保健
医療材料料

服薬指導が終わるまで薬学管理料とその加算は確定できない！



何を算定しますか？
✔居宅療養管理指導対象者

✔薬学的管理指導計画書に高血圧の記載あり

✔臨時処方で今までのアムロジピンに追加して
バルサルタン40mg錠を服用することになった

✔血圧150/90あり明日から服用してほしいとの
医師からの依頼があり、当日中に訪問した

居宅療養管理指導費？

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料１？

薬剤服用歴管理指導料？

神奈川県薬剤師会 48



緊急性はありますか

ドライアイでのヒアルロン酸ナトリウム点眼液

乾皮症でのヘパリン類似物質油性クリーム

白内障でピレノキシン点眼液

水虫の外用剤

神奈川県薬剤師会 49



レセプトのおおまかな内訳
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加算

・地域支援体制
加算

・後発医薬品調
剤体制加算

・夜間・休日等加
算

調剤基本料

加算

・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

など

加算

・嚥下困難者用製
剤加算

・一包化加算

・麻薬加算

・向精神薬加算

・自家製剤加算

・計量混合加算

・時間外加算

・休日加算

など

薬学管理料

薬剤服用歴管理
指導料、かかりつ
け薬剤師指導料、
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 など

調剤料

内服薬、内服用滴
剤、外用薬、注射

薬 など

薬剤料・特定保健
医療材料料

服薬指導が終わるまで薬学管理料とその加算は確定できない！



服薬指導が終わるまで薬学管理料
とその加算は確定できない！

• 対象年齢の患者すべてに「乳」を算定

• ハイリスク薬が出ている患者全てに「特管」
を算定

神奈川県薬剤師会 51



重複投薬相互作用等防止加算？

〇注射針が余っているので減らしてもらった

〇ロキソプロフェンテープ３０枚→１袋７枚入

なので３５枚に変更

〇アムロジピン５ｍｇ１日１００錠→１日１錠

算定の可否の判断ができないため、算定した際に
は摘要欄に算定した理由の記載をお願いいたしま
す。
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重複投薬相互作用等防止加算

算定の可否の判断ができないため
算定した際には摘要欄に算定した
理由の記載をお願いいたします。

神奈川県薬剤師会 53



その他、算定上ご注意頂きたい点

• レセコン内の麻薬小売業者免許番号が更新されてい
ない

• 生理食塩水を膀胱洗浄やネブライザーに使うケース
で注射剤として調剤料を算定

• 注射針だけでの請求

• 薬効の無いもの（乳糖、単シロップ、プラスチベー
スなど）の調剤料を請求

• 他に漢方薬がなく、ブシ末のみ調剤

• 低血糖時のためにブドウ糖を処方

• 抗生剤による症状ではないのに耐性乳酸菌製剤
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査定と返戻について

• 「査定」とは、審査において、請求された点数
・加算などが不適当と判断した場合、その部分
を削除することです。査定に不服がある場合、
再審査請求をすることができます。

• 「返戻」とは、請求内容に不備や誤りが疑われ
る場合に、レセプト自体を差し戻すことです。
「〇〇加算について再調」などと書かれた返戻
付箋が貼られます。詳細を記して再提出するこ
とができます。ただし、患者に交付したものを
書き換えて再提出することは不実記載となりま
すので絶対に行わないで下さい。

神奈川県薬剤師会 55



点数のために仕事をするのではない

仕事が点数を作る
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各種加算などが存在する由来、目的にも目を向けましょう。



まとめ
• 保険請求に関する正しい知識、情報を持ち、難しい
ケースに当たったら必ず調べてから請求しましょう
。

• 問題のある処方をそのまま調剤していると返戻や査
定の対象となります。薬剤師としての仕事ができて
いないのに報酬を得ることはできません。

• 保険請求上間違えやすいポイントを知っておきまし
ょう。

• 加算などが作られた背景、目的も考えましょう。ど
うしたら点数が沢山とれるか？という考え方は、こ
の背景や目的と多くの場合矛盾します。

神奈川県薬剤師会 57



今後、保険調剤はどうなっていくの？

2年に1回、診療（調剤）報酬は改定されます。

長期的に保険薬局/薬剤師として活躍していくためには、国の想い

描くこれからの社会保障や医療はどのようなものなのかを知る必要
があります。

・厚労省からの通知

・経済財政諮問会議「骨太方針」や中医協の動向

・診療報酬改定の概要に載る「答申書付帯意見」

・日本薬剤師会の政策提言

などに常に注意し、それらが今後どのような影響をもたらすのか？
を考える習慣をつけましょう。

報酬改定時の意見募集（パブリックコメント）や政党要望なども行
われています。自らの意見を国などに向けて発する機会も大切にし
ていきましょう。

神奈川県薬剤師会 58



ご清聴ありがとう

ございました。

神奈川県薬剤師会 59
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