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受験者 ７４名 最高点 １６点 平均点 １０．９点

解答 正答率 解答 正答率
Q1 ○ 46% Q11 ○ 32%
Q2 ✕ 63% Q12 ✕ 58%
Q3 ○ 55% Q13 ○ 45%
Q4 ✕ 25% Q14 ✕ 72%
Q5 ✕ 76% Q15 ✕ 71%
Q6 ○ 60% Q16 ○ 72%
Q7 ✕ 74% Q17 ✕ 60%
Q8 ○ 66% Q18 ✕ 53%
Q9 ○ 33% Q19 ✕ 28%
Q10 ✕ 45% Q20 ✕ 66%

社保スキルアップセミナー結果



調剤済みとなった処方箋の保存期間は原則３年と規定されているが、指定
難病の患者に対する特定医療「公費番号５４」に伴う処方箋は５年間保
存しなければならない。（○）

Q1

難病の患者に対する医療等に関する法律（難病医療）

指定医療機関は、 診療及び診療報酬の請求に関する帳
簿及びその他の物件をその完結の日から 5年間保存しなけ
ればならない。

（指定医療機関療養担当規程より抜粋）



【処方箋の保存】
薬剤師法第 27 条 薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなった処方せんを、
調剤済みとなった日 から三年間、保存しなければならない。

調剤録や調剤済み処方箋は3年間保存であるが、以下に示す公費医療制度に関する書

類は5年間保存である。

• 生活保護法による医療扶助
• 障害者総合支援法による自立支援医療 精神通院医療
• 障害者総合支援法による自立支援医療 更生医療育成医療
• 児童福祉法による 小児慢性特定疾病
• 難病の患者に対する医療等に関する法律 難病医療



薬歴は、現在も継続して来局している患者の分も含め、３年経過したものは
破棄できる。(✕)

Q2

最終の記入の日から起算して３年間保存すること
（調剤報酬点数表に関する事項）



最終の記入の日から起算して３年間保存すること

H23年 H24年 H25年 H26年 H27年 H28年 H29年 H3０年 H31年

記入 記入 記入 記入 記入 記入 記入 記入記入

記入 記入 記入 記入

記入 記入 記入記入 記入

全て残す

全て残す

残す廃棄可



後発医薬品体制加算を算定している薬局については、算定をしている旨を
薬局の内側に掲示しなければならないが、後発医薬品の調剤を積極的に
おこなっている旨については、薬局の内側だけでなく外側にも掲示が必要で
ある（○）

Q3

後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨を当該保険薬局の内側及
び外側の見えやすい場所に掲示するとともに、後発医薬品調剤体制加
算を算定している旨を当該保険薬局の内側の 見やすい場所に掲示して
いること。
保医発0305第3号
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





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



夜間休日等加算

薬局を閉めている場合とれる加算

基本的には薬局を開けている場合に算定する加算

土曜日は平日扱いのた
め時間外加算を算定出
来ない。そのため、午後
の時間は夜間休日等加
算を算定できるように配
慮された。



年末年始などの長期休暇の場合、ハルシオン等の３０日までの処方制限が
ある薬に関して、処方日数を３０日を超えて処方することができる。（✕）

Q5

長期の旅行等特殊の事情がある場合において、必要があると認められるときは、
1回14日分を限度とされている内服薬又は外用薬についても、従来どおり、旅
程その他 の事情を考慮し、必要最小限の範囲において、1回30日分を限度
として投与して差し支えないものとする。 平成14年4月4日

厚生労働省保険局医療課長
保医発0404001号

処方制限が解除できる期間

・（○）年末年始
・（○）ゴールデンウイーク
・（✕）お盆
・（✕）シルバーウイーク

処方制限の薬は上限30日までは延長
可能（それ以上は不可）



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。（○）

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、調剤前に残薬確認を行ったところノルバスク錠５㎎が１０日
分残っていることが分かった。処方医に疑義照会をおこなったところ、ブロプレス
錠８㎎が１０日分追加になったため、「重複投薬・相互作用防止加算の残
薬調整（３０点）」を算定した(✕)

平成28年3月までは、薬剤の追加や
投与期間の延長は処方箋内容の変
更として認められませんでしたが、現在
は薬学的観点に基づく処方変更であ
れば、追加や延長を問わず算定可能
です

（保険調剤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！



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。

「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



Q8 次の処方箋の調剤料は４７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

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

４７点

✕

５点×７日＋４点×３日＝４７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



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



Q10 次の処方箋の調剤料は１６２点である（✕）

調剤料（内服薬）
２２日分以上３０日分以下 ８１点

８１点

８１点

８１点

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

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。



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



Q12 次の処方箋の場合、Rp.1、Rp.2で各々調剤料を算定できる（✕）

同一有効成分で同一剤形の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。

下記の剤形については、それぞれ別剤形として取り扱う。

【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。



Q13 次の処方箋で、Rp.1、Rp.2共に混合を行った場合、それぞれ計量混合加
算及び調剤料を算定できる（○）

問）例のように濃度を変更するなどの目的で、２種類以上
の薬剤の比率を変えて混合した処方が複数ある場合は、そ
れぞれの処方を別調剤として取り扱った上で、計量混合調剤
加算を算定できるか。

例）
Rp.1 A剤10g、B剤20g（混合）
Rp.2 A剤20g、B剤20g（混合）

（答）２種類の薬剤を計量し、かつ、混合した処方が複数
ある場合は、それぞれについて計量混合調剤加算を算定で
きる。（例の場合は、Rp.1とRp.2のそれぞれについて、調剤
料と計量混合調剤加算を算定できる）

（平成28年4月25日 疑義解釈送付について（その２） ）



一包化されている薬の中から、1種類薬を外すように医師から薬局に指示が
あった場合、「外来服薬支援料」を算定することができる。（✕）

Q14

外来服薬支援料は「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」としています。したがって、一
包化した薬剤からある薬剤を取り除いたとしても、外来服薬支援料として評価されてい
る範囲外。 （保険調剤Q&A 抜粋）

外来服薬支援料・・・185点 （月1回）
【レセプト請求の注意点】
• 外来服薬支援料の調剤報酬明細書（レセプト）は、処方箋に基づく調剤分とは別に、それ単独のレセ
プトとして作成

• 「件数」としては１件、「受付回数」としては０件として計上
• 「保険医療機関の所在地及び名称」欄、「保険医氏名」欄、「都道府県番号」欄、「点数表番号」欄及
び「医療機関コード」欄は記載しないこと。

• 「摘要」欄について外来服薬支援料を算定する場合は、服薬管理を支援した日、服薬支援に係る薬剤
の処方医の氏名及び保険医療機関の名称を記載する



次の処方箋で、医師よりレニベース粉砕の指示があったため、粉砕してラシッ
クス細粒と混合し、計量混合加算を算定した（✕）

Q15

２種以上の薬剤（液剤、散剤若
しくは顆粒剤又は軟・硬膏剤に限
る。）を計量し、かつ、混合して、
内服薬若しくは屯服薬又は外用
薬を調剤した場合に算定。
そのため、錠剤の粉砕等と散剤
（1種類）の混合を行った場合は
算定の対象外となる。



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）



要介護認定を受けている患者へ居宅療養管理指導を行い、介護保険請求
を行ったのでレセプトの摘要欄に「介」とその実施した回数を記載した（○）

Q16

介護保険に相当するサービスを行った場合に、当該患者が要介護者ま
たは要支援者である場合には、［摘要］欄に「介」の記号を付して居
宅療養管理指導費及びかご予防居宅療養管理指導費の合計算定
回数を記載する事。

（調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書の記載要領抜粋）

指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示（薬局の薬剤師による指定居宅療
養管理指導にあっては、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、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。

薬学的管理指導計画に無い場合は算定不可！



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



Q17 次の処方の調剤料は７３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

６３点

✕

内服調剤料の多い間違い
• 毎日服用している薬剤と、週一回服用もし

くは隔日投与の薬剤が同一服用時点場合
に調剤料2剤請求

週一回でも、隔日でも、月一回でも
同じタイミングで服用するのであれ
ば同一剤

• A錠を14日間朝食後で服用後、B錠を14
日間朝食後で服用。

同じタイミングで服用していないので
別剤算定可

（レセプト摘要欄に別剤とした理由記載必要。）



Q18 次の異なるクリニックの処方箋２種類を同時に受付した。各々一包化の指
示はあるが、患者の理解度が低く、飲み間違えるリスクがあるため、両クリニッ
クの処方内容をまとめて一包化しても良いかという疑義照会を両処方医に対
して行った。その結果、まとめて一包化してもよいという指示をもらったため、一
包化し、一包化加算を算定した（✕）

【一包化加算】
２剤以上の内服薬又は１剤で３種類以上の内服薬を服用時点ごとに一包化を行っ
た場合、処方箋の受付１回につき１回に限り算定する。

この場合算定可能なものは
外来服薬支援料（月1回）



今の処方内容で、もし、同一医療機関の異なる診療科からの処方であっ
た場合は、受付回数が1回となるため、両処方医から許可をもらえば一包
化加算算定可能。

もし、他医療機関で、片方の処方内容で一包化加算算定を満たしてい
る場合は、その受付で一包化加算を算定するが、その場合は外来服薬支
援料は算定できない（外来服薬支援料を算定するのであれば、一包化
加算は算定しない！）。

考え方



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



Q20 青薬整形外科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、調剤料、薬剤料、薬剤服用歴管理指
導料の４項目である。（✕）

入院中である事
青薬整形外科病院
出来高入院料を算定

他の医療機関を受診した場合の取り扱い 抜粋

出来高入院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）

調剤料（加算を含む）
・薬学管理料：服薬情報等提供料１
・薬剤料等 ：薬剤料

特定保健医療材料料



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」


	スキルアップ結果.pdf
	H30年度スキルアップセミナーHP用解説資料.pdf



