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覚せい剤原料を服用中の患者が服用中止になった場合は、可能な限り
薬局で回収し、職員立会いのもと廃棄し、速やかに管轄の保健所に届
け出る（✕）。

Q1

患者やその家族等が、不用となった医薬品である覚せい剤原料を持参した場合

には、譲り受けることはできませんので、持参した者自らが廃棄するよう指導して
ください。その際に、患者又はその家族等が行う廃棄を補助することは差し支え
ありません。

覚せい剤原料の廃棄について

廃棄届（法第 30 条の 13）
(1) 病院若しくは診療所の開設者、往診医師等又は薬局開設者は、所有する医薬品である覚せ
い剤原料を廃棄しようとするときは「覚せい剤原料廃棄届出書」により当該医薬品である覚せい

剤原料の保管場所の所在地を管轄する保健所に届け出て、覚せい剤監視員の立会の下に行わ
なければなりません。
なお、この際、当該監視員の身分を示す証票の提示を求めて相手方を確認してください。



厚生労働省作成の「５版医療情報システムの安全管理に関するガイド

ライン」では電子薬歴の運用において、利用者等のパスワードは、英数
字記号を混在させた８文字以上が望ましく、有効期限は６カ月以内が推
奨されている。（✕）

Q2

パスワードは定期的に変更し（最長でも 2 ヶ月以内 ）、極端に短い文
字列を使用しないこと。英数字、記号を混在させた 8 文字以上の文
字列が望ましい。

（ ５版医療情報システムの安全管理に関するガイドライン）



「薬剤服用歴管理指導料に関する事項」は、調剤基本料の区分に関係
なく薬局の内側（患者の見えやすい位置）に掲示する必要がある。（〇）

Q3



土曜日の開局時間が午後１時までの保険薬局が午後１時過ぎに薬局を
閉めた。午後５時頃、処方箋調剤の依頼があり調剤を行った。この場合、
一度閉局したので時間外加算を算定した。（✕）

Q4

時間外加算は、薬局の開局時間以外の時間帯であって、かつ、休日加算及び深夜加算
の対象となる時間を除いた概ね午前8時前と午後6時以降が対象
土曜日の取り扱いは平成12年4月から平日と同じとされた。

この場合算定できるのは「夜間休日等加算」
夜間・休日等加算を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側及び外
側のわかりやすい場所に表示するとともに、夜間・休日等加算の対象となる日及び
受付時間帯を薬局内のわかりやすい場所に掲示する。

また、平日又は土曜日に夜間・休日等加算を算定する患者については、処方箋の
受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録又は調剤録に記載する。
平日：午前0時～午前8時、午後7時～午後0時
土曜日：午前0時～午前8時、午後1時～午前0時



「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 （所定の点数に
5/100の加算）」とは、居宅療養管理指導を算定時に通常の実施地域を

超えて、特別地域・中山間地域等に居住している利用者に対し、居宅
サービスを行う事を評価した加算である。なおこの加算を算定する場合
は別途交通費を請求することはできない。（〇）

Q5

平成30年4月～居宅療養管理指導において、「特別地域加算」「中山

間地域等における小規模事業所加算」「中山間地域等に居住する者
へのサービス提供加算」の算定が認められた。



【中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算】
「厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域に定められた中山間地域
等に居住する利用者」に対して、通常の事業の実施地域を越えてサービ
スを提供した場合は、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供
加算」（5％加算）の対象になります。

（注意事項）
• 「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」の算定にあたっては、届け出は不要です。
• 運営規程に定めている「通常の事業の実施地域」の範囲内であれば、「中山間地域等」に居住す
る利用者にサービスを提供した場合であっても、加算は算定できません

• この加算を算定する利用者については、交通費の支払いを受けることはできません。
• 対象となるサービスに（介護予防）居宅療養管理指導が追加されます。（平成30年4月1日以
降）



先発医薬品（薬価）
リバロOD錠２㎎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99.7円
後発医薬品（薬価）
ピタバスタチンCa錠2㎎「NP」・・・・・・・・35.9円
ピタバスタチンCa･OD錠2㎎「杏林」・・・27.7円

後発医薬品を希望している患者が次の処方箋を持参した。薬局にはピタバス
タチンCa口腔内崩壊錠の在庫がないため、患者の了解を得て疑義照会せず、
普通錠のピタバスタチンCa錠2㎎「NP」1錠で調剤をした。（今回の薬は初めて服用）
（〇）

Q6

Q.一般名で記載された処方せんについ

ては、処方医への確認なしに、①含量規
格が異なる後発医薬品または②類似す

る別剤形の後発医薬品－に変更調剤す
ることが可能か。

A.差支えない
（平成22年3月19日 日本薬剤師会作成Q&Aより）





Q7 次の処方箋で、残薬確認をおこなったところ、ペンニードルプラス
32G4mmが８４本余っていることが分かった。処方医に疑義照会し、ペン
ニードルプラス32G4mmが削除になったため「重複投薬・相互作用等防
止加算の残薬調整に係るものの場合（30点）」を算定した。（✕）

重複投薬・相互作用防止加算
は、併用薬との重複投薬及び
併用薬、飲食物等との相互作
用の防止を目的とするため、
医療材料は該当せず加算の
算定はできないと考える。
（埼玉県Q&A 抜粋）



薬剤服用歴に基づき、重複投薬、相互作用の防止の目的で、処方箋を交付
した保険医に対して照会を行った場合は、重複投薬・相互作用等防止加算と
して、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
•イ 残薬調整に係るもの以外の場合・・・40点
•ロ 残薬調整に係るものの場合・・・30点

イ 「イ 残薬調整に係るもの以外の場合」は、次に掲げる内容について、処方医
に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算定する。
•① 併用薬との重複投薬（薬理作用が類似する場合を含む。）
•② 併用薬、飲食物等との相互作用
•③ そのほか薬学的観点から必要と認める事項

「残薬調整に係るもの」の場合は追加等で算定できない！



Q8 次の処方箋の調剤料は１０１点である（✕）

調剤料（内服薬）１４日分以下
７日目以下の部分（１日分につき） ５点
８日目以上の部分（１日分につき） ４点
２２日分以上３０日分以下 ８１点

調剤料（内服薬）注１
服用時点が同一であるものについては、投
与日数に関わらず、１剤として算定する。な
お、４剤分以上につては算定しない

✕

81点



Q9 次の処方箋の調剤料は１６９点である（○）

調剤料（内服薬）１４日分以下
７日目以下の部分（１日分につき） ５点
８日目以上の部分（１日分につき） ４点

２２日分以上３０日分以下 ８１点

次の場合は、それぞれを別剤として算定できる。
①配合不適等調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合
②内服用固形剤（錠剤、カプセル剤、散剤等）と内服用液剤の場合

（ゼリー剤は内用液剤としてカウントする）
③内服錠とチュアブル錠又は舌下錠等のように服用方法が異なる場合

６３点

８１点

２５点

（Rp1）５点×７日＋４点×７日＝６３点
（Rp2）８１点
（Rp3）５点×５日＝２５点

６３点＋８１点＋２５点＝１６９点



Q10 次の処方箋の調剤料は１２１点である（✕）
調剤料（内服薬）１４日分以下
７日目以下の部分（１日分につき） ５点
８日目以上の部分（１日分につき） ４点
２２日分以上３０日分以下 ８１点

調剤料（内服薬）１４日分以下
７日目以下の部分（１日分につき） ５点
８日目以上の部分（１日分につき） ４点
２２日分以上３０日分以下 ８１点

３９点

２０点

８１点

リウマトレックス（8日分）+フォリアミン（4日分）+セレコックス（28日分）

39点 + 20点 + 81点
=140点



Q11 次の処方箋の薬剤料は２３８点である。（○）

薬価
ノルバスクOD錠5㎎・・・・１錠＝ 43.40円
タケプロンOD錠30㎎・・・１錠＝124.80円

43.4円+124.8円=168.2円⇒17点
17点×14日分=238点

薬剤料は薬価基準で算出した額により、次の通り薬
剤料を算定する。
• １使用薬剤の薬価が調剤料の所定単位につき1

5円以下の場合１点
• 使用薬剤の薬価が調剤料の所定単位につき15
円を超える場合の加算10円又はその端数を増す
ごとに１点（５捨５超入）
15円⇒1点 15.1円⇒2点
15.000001円⇒2点

「内服薬」
1剤毎：1日分薬価⇒点数×日数
「外用薬」、「頓服」、「注射」
1調剤毎：総量の薬価⇒点数



ノルバスクOD錠5㎎ １T
タケプロンOD錠30㎎ １T

［内服］

分1 朝食後

薬価
ノルバスクOD錠5㎎・・・・１錠＝ 43.40円
タケプロンOD錠30㎎・・・１錠＝124.80円

43.4円+124.8円=168.2円⇒17点

１７
１４

２３８６３



Q12かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に関して、同
一薬局内であれば同月中にかかりつけ薬剤師を変更することができるが、
新しいかかりつけ薬剤師の同意を再度書面で得る必要がある。（✕）

区分１３の２ かかりつけ薬剤師指導料
（３）同意取得は、当該薬局に複数回来局している

患者に行うこととし、患者の同意を得た後、次回の処方箋受付時以降
に算定できる。なお、１人の患者に対して、１か所の保険薬局における
１人の保険薬剤師のみについてかかりつけ薬剤師指導料を算定でき
るものであり、同一月内は同一の保険薬剤師について算定すること。



○ 当該指導料を算定しようとする薬剤師本人が次に掲げる全ての事項を説明した上で、患者の同意を得る。
ア かかりつけ薬剤師の業務内容
イ かかりつけ薬剤師を持つことの意義、役割等
ウ かかりつけ薬剤師指導料の費用
エ 当該指導料を算定しようとする薬剤師が、当該患者がかかりつけ薬剤師を必要とすると判断した理由
○ 患者に同意書へのかかりつけ薬剤師に希望する事項及び署名の記載を求める。
○ かかりつけ薬剤師に関する情報を文書により提供する。
○ 同意取得は、当該薬局に複数回来局している患者に行う。

かかりつけ薬剤師の推進①

かかりつけ薬剤師の適切な推進

○ かかりつけ薬剤師は、患者から血液検査などの結果の提供がある場合に、それを参考に薬学的管理・指導を行うことを明確化。
○ かかりつけ薬剤師指導料等の算定実績がある場合に調剤基本料の特例対象から除く取扱いを廃止する。

かかりつけ薬剤師指導料について

《かかりつけ薬剤師が実施すること》
１安心して薬を使用していただけるよう、使用している薬の情報を一元的・継続的に把握し
ます。

２お薬の飲み合わせの確認や説明などは、かかりつけ薬剤師が担当します。
３お薬手帳に、調剤した薬の情報を記入します。
４処方医や地域の医療に関わる他の医療者（看護師等）との連携を図ります。
５開局時間内／時間外を問わず、お問い合わせに応じます。
６血液検査などの結果を提供いただいた場合、それを参考に薬学的な確認を行います。
７調剤後も、必要に応じてご連絡することがあります。
８飲み残したお薬、余っているお薬の整理をお手伝いします。
９在宅での療養が必要となった場合でも、継続してお伺いすることができます。
10 次回から、かかりつけ薬剤師指導料を算定します。

《薬学的観点から必要と判断した理由》（薬剤師記入欄）

《かかりつけ薬剤師に希望すること》（患者記入欄）

かかりつけ薬剤師（＿＿＿＿）に関する情報

【経歴】

【認定薬剤師、専門薬剤師資格】

【修了した研修】

【論文、学会発表の実績】

【所属学会・団体、その他】

【連絡先】

同意書の様式（例）

□ 薬の一元的・継続的な把握
□ 薬の飲み合わせなどのチェック
□ 薬に関する丁寧な説明
□ 時間外の電話相談
□ その他（ ）

□ 他の医療関係者との連携
□ 飲み残した場合の薬の整理
□ 調剤後のフォロー
□ 在宅療養が必要になった場合の対応

18

平成30年度診療報酬改定



Q13 重複投薬・相互作用等防止加算は医療機関から処方されている医薬品
だけでなく、服用中の一般用医薬品との相互作用が認められる場合に
も処方薬が削除された場合は算定することができる。（〇）

医薬品を服用している医師に疑義照会して、処方された医薬品が中止もしくは変
更となった場合は算定できる。 （H16疑義解釈より抜粋）

「重複投薬・相互作用防止加算」算定時のレセプト記載について
連絡事項（支払基金より）
重複投薬・相互防止加算を算定する際、レセプト記載に関する通知では、特に処方変更の内容を記載するこ
とまでは求めていません。
ただし、削除した内容についてわかりにくいと判断される場合があるので「摘要」欄にコメントを記載願います。

防A：・□□病院（医院）が△△が処方されているので、○○の処方削除
・腎機能低下中のため○○錠５０㎎から○○錠25㎎に変更

防B：・残薬があるので○○の処方削除
・残薬があるので○○の処方日数短縮



時間外加算等を算定する場合の基礎額は、調剤基本料と調剤料のほ
か、地域支援体制加算、後発医薬品調剤体制加算、無菌製剤処理加
算及び在宅患者調剤加算は対象となるが、一包化加算及び自家製剤
加算は基礎額に含まれない。（〇）

Q14

時間外加算等を算定する場合の基礎額は、調剤基本料と調剤料の
ほか、地域支援体制加算、後発医薬品調剤体制加算、無菌製剤処
理加算及び在宅患者調剤加算の合計額とする。嚥下困難者用製剤
加算、一包化加算、麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算、自家製
剤加算及び計量混合調剤加算は基礎額に含まれない。

（調剤報酬点数表に関する事項）



次の処方箋で、医師よりレニベース錠粉砕の指示があった。後発医薬
品変更可能な処方箋だったため、疑義照会せずに、後発医薬品のエナ
ラート細粒１％に変更し、計量混合加算を算定した。（✕）

Q15

薬価
レニベース錠５㎎････１錠=３０.５０円
エナラート細粒1%･･･１ｇ=７７.２０円
ラシックス細粒4%・・・ １ｇ=１４.６０円



レニベース錠5㎎ ０．８T（粉砕）
ラシックス細粒４％ ０．５ｇ

計量混合✕

自家製剤加算✕ エナラート細粒1%が発売されているため

エナラート細粒１％ ０．４ｇ
ラシックス細粒４％ ０．５ｇ

計量混合○ 後発医薬品への変更調剤で可能
（平成22年 疑義解釈その３）





次の処方箋で、医師よりレニベース錠粉砕の指示があった。後発医薬
品変更可能な処方箋だったため、疑義照会せずに、後発医薬品のエナ
ラート細粒１％に変更し、計量混合加算を算定した。

Q15

レニベース5㎎ 0.8T=30.5×0.8=２４．４円
ラシックス細粒 0.5g=14.6×0.5=７．３円

２４．４＋７．３＝３１．７円＝３点

エナラート細粒1% 4mg（0.4g）=77.2×0.4=３０．８８円
ラシックス細粒 0.5g=14.6×0.5=７．３円

３０．８８＋７．３＝３８．１８円＝４点

薬価
レニベース錠５㎎････１錠=３０.５０円
エナラート細粒1%･･･１ｇ=７７.２０円
ラシックス細粒4%・・・ １ｇ=１４.６０円



同一服用時点（同一剤）の処方を別剤とした場合は、調剤報酬明細書（レ
セプト）の摘要欄に別剤とした理由とコードを記載するが、内服用固形剤と
内服用液剤の場合は理由が明確なため省略することができる。（✕）

Q16

【内服薬を別剤とした場合】
「調剤技術上の必要性」「内服用固形剤と内服用液剤」「服
用方法が異なる」または「その他」から最も当てはまる理由を一
つ記載する事、「その他」を選択した場合は、具体的な理由を
記載する事



記載事項 コード レセプト表示文言

「調剤技術上の必要性」「内服用固形剤と
内服用液剤」「服用方法が異なる」または
「その他」から最も当てはまる理由を一つ記
載する事、「その他」を選択した場合は、具
体的な理由を記載する事

820100367 調剤技術上の必要性

820100368 内服用固形剤と内服用液剤

820100369 服用方法が異なる

830100001 その他（具体的な理由を記載）

■コード ８２０１００３６７
「調剤技術上の必要性」
クラリスDS と ムコダインDS などが有名
■コード ８２０１００３６８
「内服用固形剤と内服用液剤」
ドライシロップ製剤を液剤として出したときも注意
■コード ８２０１００３６９
「服用方法が異なる」
チュアブル、バッカルなどはこのコード利用



Q17 次の処方の薬剤料は３３６点である（✕）

薬価
トラマールOD錠２５㎎・・・ 36.5円
トラマールOD錠５０㎎・・・ 64.2円
メチコバール錠５００μg・・・ 15.7円
ハルシオン錠0.25mg・・・・ 13.0円

メチコバール
15.7×3＝47.1円＝5点×14日分
ハルシオン

13.0×1＝13.0円＝1点×14日分
トラマール

36.5×3+64.2×1 ＝173.7円＝17点×14日分

同一剤形
同一有効成分
トラマールは
分４毎食後寝る前



同一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剤として算定する。

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

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。



［内服］

［内服］

［内服］

メチコバール錠500μg ３T
分3 毎食後

ハルシオン錠0.25mg １T
分1 寝る前

トラマールOD錠25㎎ ３T
（１－１－１－０）
トラマールOD錠50㎎ １T
（０－０－０－１）
分4 毎食後・寝る前

５

１

１７

１４

１４
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Q18 居宅療養管理指導料を算定している患者で、風邪など計画外の臨時処
方箋による訪問薬剤管理指導では、居宅療養管理指導ではなく、医療
保険の在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定する。（今回の訪問は、
前回居宅療養管理指導算定から6日間空いていないものとする）（✕）

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。

薬剤服用歴管理指導料
(26) 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、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箋によって調剤を行った場合に限り算定でき、それ以外
の場合には算定できない。



終末期の患者について、AクリニックのA医師からいつも在宅指示をもらい、
１週間に1回、居宅療養管理指導を算定している。薬学的管理指導
計画は医師、ケアマネから情報を提供してもらい作成している。

AクリニックのA医師から痛みが強くなり、麻薬を追加したいとの事。
昨日居宅療養管理指導を算定したばかりだが、追加の麻薬を持って
指導に行った。

✕居宅療養管理指導
○在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料（医療保険）



終末期の患者について、AクリニックのA医師からいつも在宅指示をもらい、
１週間に1回、居宅療養管理指導を算定している。薬学的管理指導
計画は医師、ケアマネから情報を提供してもらい作成している。

AクリニックのA医師から風邪をひいたので風邪薬が処方され、在宅訪
問の指示が出た。

✕居宅療養管理指導
✕在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
○薬剤服用歴管理指導料もしくはかかりつけ薬剤師指導料



終末期の患者について、AクリニックのA医師からいつも在宅指示をもらい、
１週間に1回、居宅療養管理指導を算定している。薬学的管理指導
計画は医師、ケアマネから情報を提供してもらい作成している。

B眼科のB医師から目薬が処方され、在宅訪問の指示が出た。

✕居宅療養管理指導
✕在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
○薬剤服用歴管理指導料もしくはかかりつけ薬剤師指導料



Q19 備考欄に「残薬調整後の報告可」のコメントがついた処方箋を受付たため、
患者に残薬を確認したところ、マーズレンが３０日分残っているとの事。マー
ズレン配合顆粒を９０日分から６０日分に変更し、「重複投薬・相互作用
防止加算（残薬）３０点」を算定し、医師にマーズレンを６０日分に変更
したことを事後報告した（✕）

残薬調整後の報告可

重複投薬・相互作用等防止加算は、
薬剤服用歴の記録又は患者及びその
家族等からの情報等に基づき、次の内
容について、処方医に対して連絡・確認
を行い、処方の変更が行われた場合に
算定

（調剤報酬点数表に関する事項 抜粋）



残薬調整に係る取扱い

残薬分を差し引いた減数調剤に係る取扱いについて以下のように明確化する

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。

処方箋

………

［備考欄］
残薬調整後の報告可

医師

患者

薬剤師

2錠余っている
旨を報告

2錠減数調剤

受診

処方箋を発行した医療機関へ情報提供

・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

処方箋において、残薬分を差し引
いた減数調剤後に、残薬に係る状
況を報告することで差し支えない旨
を指示する。

患者に対し、次回受診時の処方医
への残薬の状況報告を促す。

○残薬分を差し引いた減数調剤（例）

平成30年度診療報酬改定

条件を満たした場合服薬
情報提供料１を算定



入院中である事
青薬メンタル病院
療養病棟入院基本料

Q20 青薬メンタル病院に入院中の患者が、腹部の痛みを訴え、専門的な治
療が必要となったので、弘薬総合病院消化器内科を受診した。そこで交
付された処方箋（右図）に基づき保険薬局において調剤を行った。この
際保険請求の対象となるのは、調剤基本料、服薬情報提供料Ⅰの２項
目のみであり、調剤料や薬剤料は保険請求することはできない。（〇）

他の医療機関を受診した場合の取り扱い 抜粋

療養病院入院基本料、有床診療所療養病床入
院基本料、特定入院基本料を算定する病床に
入院している患者
【保険薬局】
・調剤技術料：調剤基本料（加算を含む）
・薬学管理料：服薬情報等提供料１

※調剤料、薬剤料、保健医療材料料は算定（保
険請求）できないため、保健医療機関との合議
による清算が必要。



入院患者の区分
他医療機関、保険薬局において算定できる点数項目

他医療機関 保険薬局

出来高入院料を算定する病床に
入院している患者

調剤料
薬剤料
処方料
処方箋料

調剤技術料 調剤基本料・調剤料（共に加算を含む）

薬学管理料 服薬情報等提供料１

薬剤料 薬剤料・特定保険医療材料

療養病棟入院基本料、有床
診療所療養病床入院基本料、
特定入院基本料を算定して
いる場合

-

調剤技術料 調剤基本料（加算を含む）

薬学管理料 服薬情報等提供料１

薬剤料 算定不可

※調剤料、薬剤料、保険医療材料料は算定（保険請求）できな
いため、保険医療機関との合議による精算が必要

DPC算定病棟に入院している患
者

-

調剤技術料 算定不可

薬学管理料 算定不可

薬剤料 算定不可

※調剤報酬に係る費用は一切算定（保険請求）できないため、
保険医療機関との合議による精算が必要



おすすめ書籍「Q&A」



おすすめ書籍「業務の確認用」



おすすめ書籍「関連法規」
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