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コアカリ重点ポイント集〔改訂第 6版〕vol.3‐1 

この度は，「コアカリ重点ポイント集〔改訂第 6版〕vol.3」をご購入いただき，誠に有難うございます。 

本書について，以下のとおり補足及び訂正させていただきます。 

ご迷惑をお掛け致しまして申し訳ございませんが，何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

薬学ゼミナール編集 コアカリ重点ポイント集〔改訂第 6版〕 vol.3 

補足及び訂正一覧表 

 

 訂正前 訂正後 

P12 ■2.6.4 ベイズ

の定理  

p（θ│y）：事後確率（事象θが起こった後に事

象 yが起こる確率） 

p（y│θ）：尤度（事象 yが起こった後に事象θ

が起こる確率） 

p（θ）：事前確率（事象θが起こる確率） 

p（θ│y）：事後確率（事象 yが起こったという条

件で事象θが起こる確率） 

p（y│θ）：事象θが起こったという条件で事象

yが起こる確率 

p（θ）：事前確率（事象 yが起きる前に事象θ

が起こる確率） 

P52 問 45 問題文 個人情報保護法の規定により、医療機関にお

いて、…… 

医療機関においては、…… 

P52 問 46 問題文 

差替え 

 個人情報取扱事業者は、個人情報の開示請求

に応じる義務はない。 

P53 問 54  削除 

P75 問 5～10  削除 

P88 問 34 誤 新生児マススクリーニングは、一次予防に

該当する。 

正 新生児マススクリーニングは、二次予防に

該当する。 

P93 問 54  削除 

P95 問 5  削除 

P96 問 6～10  削除 

P257表 一類感染症 

主な対応・措置 

原則入院 入院勧告 

P257表 二類感染症 

主な対応・措置 

状況に応じて入院 入院勧告 

P258表 新型インフル

エンザ等感染症 

主な対応・措置 

必要に応じて入院 入院勧告 

P387 4行目 ②代替フロン 7行目へ移動 

P387表 

フロン類のまとめ 
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P404 下から 5行目 N：①生物学的脱リン法（嫌気好気法） P：①生物学的脱リン法（嫌気好気法） 

P422問 8 代替フロンであるハイドロクロロフルオロカーボ

ン（HCFC）は・・・ 

ハイドロクロロフルオロカーボン（HCFC）は・・・ 

 

下表は、平成 30年 1月の薬剤師行動規範制定に伴う追補となります。 

 訂正前 訂正後 

P458 1行目 C. 薬剤師倫理規定…… C. 薬剤師行動規範…… 

P458 2行目 薬剤師倫理規定は…… 薬剤師行動規範は…… 

P458 薬剤師行動規

範 差替え 

 後述 

P459 18行目 ……その倫理は薬剤師倫理規定により…… ……その倫理は薬剤師行動規範により…… 

P459 下から 1行目 また、薬剤師倫理規定にも守秘義務…… また、薬剤師行動規範にも守秘義務…… 

P478 問 38 薬剤師は、医療及び保健、福祉の向上に努

め、患者の利益…… 

薬剤師は、保健・医療の向上及び福祉の増進

に努め、人々の利益…… 

P478 問 39 ……広範にわたる薬剤師職能間の……他の医

療職能をもつ人々と協力して…… 

……広範にわたる業務を担う薬剤師間の……

他の医療・介護関係者等と連携、協働して…… 

P651 問 37 解説 薬剤師倫理規定第 5条。 薬剤師行動規範 11.多職種間の連携と協働。 

P651 問 38 解説 薬剤師倫理規定第 5条。 薬剤師行動規範 2.最善努力義務。 

P651 問 39 解説 薬剤師倫理規定第 8条。 薬剤師行動規範 11.多職種間の連携と協働。 

P652 問 45 解説 薬剤師倫理規定に…… 薬剤師行動規範に…… 

 

下表は、平成 30年 4月の診療報酬・調剤報酬改定に伴う追補となります。 

 訂正前 訂正後 

P184 表 医学管理等 

退院時薬剤情報管理

指導料 

患者の入院時に当該患者が…… 患者の入院時に、必要に応じ保険薬局に照会

するなどして当該患者が…… 

P184 表 医学管理等 

特定薬剤治療管理料 

の行 差替え 

 後述 

P184 表 在宅医療 

差替え 

 後述 

P185 表 投薬 

処方料、処方せん料 

の行 差替え 

 後述 
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P187 調剤基本料の

特例 差替え 

 後述 

P188 表 差替え   後述 

P472 表 調剤基本料

に対する加算 

後発医薬品調剤体制加算 1 ……65％…… 

後発医薬品調剤体制加算 2 ……75％…… 

後発医薬品調剤体制加算 1 ……75％…… 

後発医薬品調剤体制加算 2 ……80％…… 

後発医薬品調剤体制加算3  調剤した後発医

薬品の置換率が 85％以上など（＋26点） 

P499 図 処方箋様式 

差替え 

 後述 

 

下表は、令和元年 10月の調剤報酬・介護報酬改定に伴う追補となります。 

P186  表  調剤基本料 

差替え 

 後述 

P187 memo 

下から 2行目 

……調剤基本料（15～41点）を算定する。 ……調剤基本料（11～42点）を算定する。 

P189 表 差替え  後述 

P190 表 調剤料加算 

一包化加算の行  

差替え 

 後述 

P191～193 表 薬学管

理料 差替え 

 後述 

P193 表 介護サービス

の一例及びその単位 

差替え 

 後述 

P472  表  調剤基本料 

差替え 

 後述 
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〈P458 薬剤師行動規範 差替え〉 

 薬剤師は、国民の信託により、憲法及び法令に基づき、医療の担い手として、人権の中で最も基本的な生命及び生存に関
する権利を守る責務を担っている。この責務の根底には生命への畏敬に基づく倫理が存在し、さらに、医薬品の創製から、供

給、適正な使用及びその使用状況の経過観察に至るまでの業務に関わる、確固たる薬（やく）の倫理が求められる。 

 薬剤師が人々の信頼に応え、保健・医療の向上及び福祉の増進を通じて社会に対する責任を全うするために、薬剤師と国

民、医療・介護関係者及び社会との関係を明示し、ここに薬剤師行動規範を制定する。 

1．任務 

 薬剤師は、個人の生命、尊厳及び権利を尊重し、医薬品の供給その他薬事衛生業務を適切につかさどることによって、公

衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって人々の健康な生活を確保するものとする。 

2．最善努力義務 

 薬剤師は、常に自らを律し、良心と他者及び社会への愛情をもって保健・医療の向上及び福祉の増進に努め、人々の利益

のため職能の最善を尽くす。 

3．法令等の遵守 

 薬剤師は、薬剤師法その他関連法令等を正しく理解するとともに、これらを遵守して職務を遂行する。 

4．品位及び信用の維持と向上 

薬剤師は、常に品位と信用を維持し、更に高めるように努め、その職務遂行にあたって、これを損なう行為及び信義にもとる

行為をしない。 

5．守秘義務 

 薬剤師は、職務上知り得た患者等の情報を適正に管理し、正当な理由なく漏洩し、又は利用してはならない。 

6．患者の自己決定権の尊重 

 薬剤師は、患者の尊厳と自主性に敬意を払うことによって、その知る権利及び自己決定の権利を尊重して、これを支援す

る。 

7．差別の排除 

 薬剤師は、人種、ジェンダー、職業、地位、思想・信条及び宗教等によって個人を差別せず、職能倫理と科学的根拠に基づ

き公正に対応する。 

8．生涯研鑽 

 薬剤師は、生涯にわたり知識と技能の水準を維持及び向上するよう研鑽するとともに、先人の業績に敬意を払い、また後進

の育成に努める。 

9．学術発展への寄与 

 薬剤師は、研究や職能の実践を通じて、専門的知識、技術及び社会知の創生と進歩に尽くし、薬学の発展に寄与する。 

10．職能の基準の継続的な実践と向上 

 薬剤師は、薬剤師が果たすべき業務の職能基準を科学的原則や社会制度に基づいて定め、実践、管理、教育及び研究等

を通じてその向上を図る。 

11．多職種間の連携と協働 

 薬剤師は、広範にわたる業務を担う薬剤師間の相互協調に努めるとともに、他の医療・介護関係者等と連携、協働して社会

に貢献する。 

12．医薬品の品質、有効性及び安全性等の確保 

 薬剤師は、医薬品の創製から、供給、適正な使用及びその使用状況の経過観察に至るまで常に医薬品の品質、有効性及

び安全性の確保に努め、また医薬品が適正に使用されるよう、患者等に正確かつ十分な情報提供及び指導を行う。 

13．医療及び介護提供体制への貢献 

 薬剤師は、予防、医療及び介護の各局面において、薬剤師の職能を十分に発揮し、地域や社会が求める医療及び介護提

供体制の適正な推進に貢献する。 

14．国民の主体的な健康管理への支援 

 薬剤師は、国民が自分自身の健康に責任を持ち、個人の意思又は判断のもとに健康を維持、管理するセルフケアを積極的

に支援する。 

15．医療資源の公正な配分 

 薬剤師は、利用可能な医療資源に限りがあることや公正性の原則を常に考慮し、個人及び社会に最良の医療を提供する。 
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〈P184 表 医学管理等 特定薬剤治療管理料の行 差替え〉 

特定薬剤治療管理料１ ジギタリス製剤、テオフィリン製剤等について、薬物血中濃度を測定し

て投与量を精密に管理した場合（月１回まで） 
470点 

特定薬剤治療管理料２ サリドマイド及びその誘導体を投与する患者に医師及び薬剤師が当該

薬剤の管理の状況について確認及び適正使用に係る必要な説明を行

い、製造販売業者に確認票等を用いて定期的に患者の服薬に係る安

全管理の遵守状況等を報告した場合（月 1回まで） 

100点 

 

〈P184 表 在宅医療 差替え〉 

在宅患者訪問薬剤管理指導 

（要届出） 

単一建物診療患者が 1人の場合 650点 

単一建物診療患者が 2～9人の場合 320点 

上記以外の場合（10人以上） 290点 

 麻薬管理指導料  ＋100点 

 乳幼児加算（6歳未満）  ＋100点 
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〈P185 表 投薬 処方料、処方せん料の行 差替え〉 

処方料（院内外来調剤の場合） 

（1処方につき） 

内服 6種類以下 42点 

内服 7 種類以上、1 年以上ベンゾジアゼピン系の抗不安薬・

睡眠薬を継続処方 
29点 

抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬又は抗精神病薬を多剤投与 18点 

 乳幼児加算（3歳未満） 1処方につき ＋3点 

 特定疾患処方管理加算 1月に 2回を限度 ＋18点 

 長期処方加算 処方期間が 28日以上（月 1回） ＋65点 

 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 月 1回限り ＋70点 

 向精神薬調整連携加算 直近の処方時に、向精神薬の処方の状態にあった患者又は

不安の症状又は不眠の症状に対し、ベンゾジアゼピン系を12

月以上、連続して同一の用法・用量で処方されていた患者で

あって減薬の上、薬剤師又は看護職員に症状の変化等の確

認を指示した場合 

＋12点 

処方せん料 

（院外処方せんを発行した場合） 

（1交付につき） 

内服 6種類以下 68点 

内服 7 種類以上、1 年以上ベンゾジアゼピン系の抗不安薬・

睡眠薬を継続処方 
40点 

抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬又は抗精神病薬を多剤投与 28点 

 一般名処方加算１ 処方せんに含まれる医薬品のうち、後発医薬品が存在する全

ての医薬品が一般名で記載（１交付につき） 
＋6点 

 一般名処方加算２ 処方せんに 1 品目でも一般名処方が含まれている（１交付に

つき） 
＋4点 

 乳幼児加算（3歳未満） 1処方につき ＋3点 

 特定疾患処方管理加算 1月に 2回を限度 ＋18点 

 長期処方加算 処方期間が 28日以上（月 1回） ＋65点 

 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 月 1回限り ＋70点 

 向精神薬調整連携加算 直近の処方時に、向精神薬の処方の状態にあった患者又は

不安の症状又は不眠の症状に対し、ベンゾジアゼピン系を12

月以上、連続して同一の用法・用量で処方されていた患者で

あって減薬の上、薬剤師に症状の変化等の確認を指示した

場合 

＋12点 
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〈P187 表 調剤基本料の特例 差替え〉 

 

 

〈P188 表 差替え〉 

後発医薬品調剤体制加算１ 
調剤した後発医薬品の割合が 75%以上 

（直近 3 ヶ月）等 
18点 

後発医薬品調剤体制加算２ 
調剤した後発医薬品の割合が 80%以上 

（直近 3 ヶ月）等 
22点 

後発医薬品調剤体制加算３ 
調剤した後発医薬品の割合が 85%以上 

（直近 3 ヶ月）等 
26点 

地域支援体制加算 

施設基準（一部抜粋） 

・24時間調剤、在宅患者対応体制が整備されていること（連携可） 

・在宅療養支援診療所・訪問看護ステーション・保健福祉サービスと

の連携体制が整備されていること 

・当該保険薬局以外の医療従事者等に対し、医薬品に係る医療安全

に資する情報の共有を行うにつき必要な体制が整備され、一定の

実績を有していること 

35点 
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〈P499 図 処方箋様式 差替え〉 
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〈P186 表 調剤基本料 差替え〉 

 
要件 

妥結率 

50％超 

妥結率

50％以下 

調剤基本料１ 調剤基本料２又は３以外 42点 21点 

調剤基本料２ 

処方せん受付回数及び集中率が以下のいずれかに該当 

イ） 月 4000回超 かつ 集中率 70%超 

ロ） 月 2000回超 かつ 集中率 85%超 

ハ） 特定の保険医療機関に係る処方せんが月 4000回超 

26点 13点 

調剤基本料３ 

・集中率 85%超 

・特定の保険医療機関と不動産の賃貸借関係あり 

イ） グループ受付回数：月 40,000回～400,000回 

ロ） グループ受付回数：月 400,000回超 

イ）21点 

ロ）16点 
 

※別に厚生労働大臣が定める保険薬局は、特別調剤基本料（11点）を算定する。 

 

 

 



http://www.yakuzemi.ac.jp 

コアカリ重点ポイント集〔改訂第 6版〕vol.3‐10 

〈P189 表 差替え〉※平成 30年 4月の改訂からの変更点を波線で表記 

内服薬 

（1 剤につき、た

だし 3剤まで） 

日分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1剤あたり点数 5 10 15 20 25 30 35 39 43 47 51 55 59 63 

15日分以上 21日分以下 67点 

22日分以上 30日分以下 78点 

31日分以上 86点 

内服用滴剤 1調剤につき 10点 

屯服薬 1回の処方せん受付につき 21点 

浸煎薬 1調剤につき（4調剤以上の部分は算定なし） 190点 

湯薬（1 調剤に

つき、ただし 3

剤まで） 

7日分まで 190点 

8～28日分 
7日目以下の部分 190点 

8日目以上の部分（1日につき） 10点/日 

29日分以上 400点 

外用薬 1調剤につき 10点 

注射薬 1回の処方せん受付につき 26点 

無菌製剤処

理加算＊（要

届出） 

中心静脈法用輸液について無菌製剤処理を行った場合（1 日につき、6 歳未

満を除く） 

69点 

抗悪性腫瘍剤について無菌製剤処理を行った場合（1日につき、6歳未満を除

く） 

79点 

麻薬について無菌製剤処理を行った場合（1日につき、6歳未満を除く） 69点 

＊2 名以上の保険薬剤師（常勤の保険薬剤師は 1 名以上）が在籍し、無菌室、クリーンベンチ、又は安全キャビネ

ットを備えていること 

 

 

〈P190 表 差替え〉 

一包化加算 

医師の指示に基づき、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して調剤した場合、投与日数 7 又はその端

数を増すごとに（42 日分以下） 

34 点 

43 日分以上 240 点 
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〈P191～193 表 差替え〉※平成 30年 4月の改訂からの変更点を波線で表記 

薬剤服用歴管理指

導料 

※在宅患者訪問薬

剤管理指導料、

かかりつけ薬剤

師指導料との重

複算定は不可 

薬剤服用歴を確認した上で、薬剤情報を薬剤情報提供文書（後発医薬品に関する情報

を含む）により提供し、残薬等の確認を行った場合（薬剤情報提供文書は、前回と同

様の処方内容であった場合には毎回交付する必要はない） 

① 6 ヶ月以内に再来局＆手帳への記載あり 41 点 

② 特別養護老人ホーム入所者 41 点 

③ ①又は②以外 53 点 

麻薬管理指導加

算 

麻薬の使用に関し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合 ＋22 点 

特定薬剤管理指

導加算 

特に安全管理が必要な医薬品が処方された際に、そのハイリスク薬の効

果や関連副作用の自覚症状の有無などを確認し、服用に際しての注意事

項等を詳細に説明・指導した場合 

＋10 点 

乳幼児服薬指導

加算 

乳幼児（6 歳未満）に係る調剤について必要な情報を患者又はその家族

等に確認し、服薬指導し、その内容を手帳等に記載した場合 

＋12 点 

重複投薬・相互

作用等防止加算 

薬剤服用歴に基づき、処方医に疑義照会後、処方に変更が行われた場合

は、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 

ロ） 残薬調整に係るものの場合 

イ）40 点 

ロ）30 点 

かかりつけ薬剤師

指導料 

※薬剤服用歴管理

指導料、在宅患

者訪問薬剤管理

指導料との重複

算定は不可 

患者の同意の上、かかりつけ薬剤師として服薬指導等（薬剤服用歴管理

指導料に係る業務を実施した上で患者の理解に応じた適切な服薬指導

等）の業務を実施した場合 

（1）患者の同意については、患者が選択した保険薬剤師をかかりつけ

薬剤師とすることの同意を得ることとし、当該患者の薬剤服用歴にそ

の旨を記載する。なお、患者 1 人に対して 1 人の保険薬剤師のみがか

かりつけ薬剤師として算定できる 

（2）当該指導料は、患者の同意を得た後の次の来局以降に算定可能と

する 

（3）当該指導料を算定する保険薬剤師は、以下の要件を満たしている

旨を地方厚生局長等に届け出ていること 

①保険薬剤師として 3 年以上の薬局勤務経験があり、同一の保険薬局

に原則として週 32 時間以上勤務しているとともに、当該保険薬局

に 12 ヶ月以上在籍していること 

②薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認

定を取得していること 

➂医療に係る地域活動の取組に参画していること 

73 点 

麻薬管理指導加

算 

麻薬の使用に関し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合 ＋22 点 

特定薬剤管理指 特に安全管理が必要な医薬品が処方された際に、そのハイリスク薬の効 ＋10 点 
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導加算 果や関連副作用の自覚症状の有無などを確認し、服用に際しての注意事

項等を詳細に説明・指導した場合 

乳幼児服薬指導

加算 

乳幼児（6 歳未満）に係る調剤について必要な情報を患者又はその家族

等に確認し、服薬指導し、その内容を手帳等に記載した場合 

＋12 点 

重複投薬・相互

作用等防止加算 

薬剤服用歴に基づき、処方医に疑義照会後、処方に変更が行われた場合

は、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 

ロ） 残薬調整に係るものの場合 

イ）40 点 

ロ）30 点 

かかりつけ薬剤師

包括管理料 

※薬剤服用歴管理

指導料、かかり

つけ薬剤師指導

料、在宅患者訪

問薬剤管理指導

料（臨時の投薬

が行われた場合

を除く。）との重

複算定は不可 

地域包括診療料、地域包括診療加算等の算定対象患者に対し、かかりつ

け薬剤師が業務を行った場合に算定。なお、患者の服薬状況等について

は、薬学的知見に基づき随時把握して、保険医に対して、その都度情報

提供するとともに、必要に応じて減薬等の処方提案を実施すること 

また、以下の点数については包括としない 

時間外等加算、夜間・休日等加算、在宅医療に係る点数、薬剤料、特定

保険医療材料料 

281 点 

服薬情報等提供料

1 

保険医療機関の求めがあった場合において、患者の同意を得た上で、薬

剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も当該患者の服用薬の情報等に

ついて把握し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合

（月 1 回） 

30 点 

服薬情報等提供料

2 

患者若しくはその家族等の求めがあった場合又は保険薬剤師がその必

要性を認めた場合において、当該患者の同意を得た上で、薬剤の使用が

適切に行われるよう、調剤後も当該患者の服用薬の情報等について把握

し、患者、その家族等又は保険医療機関に必要な情報提供、指導（保険

医療機関へは服薬状況等を示す情報を文書により提供）を行った場合

（月 1 回） 

20 点 

外来服薬支援料 ・自己による服薬管理が困難な患者・家族等又は保険医療機関の求めに

応じて、当該患者が服薬中の薬剤について、処方医に当該薬剤の治療上

の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性を確認した上で、一包化や服

薬カレンダー等により、患者の服薬管理を支援した場合（月 1 回） 

185 点 

在宅患者訪問薬剤

管理指導料（要届

出） 

月 4 回まで（癌患

単一建物診療患者が 1 人の場合 650 点 

単一建物診療患者が 2～9 人の場合 320 点 
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者、中心静脈栄養

法の対象患者は週

2 回かつ月 8 回ま

で） 

単一建物診療患者が 10 人以上の場合 290 点 

麻薬管理指導加

算 

麻薬の使用に関し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合、1 回につ

き 

＋100 点 

乳幼児加算 乳幼児（6 歳未満）に係る調剤について必要な情報を患者又はその家族

等に確認し、服薬指導し、その内容を手帳等に記載した場合 

＋100 点 

在宅患者緊急訪問

薬剤管理指導料

（月 4 回まで） 

在宅療養中の患者が急変し、医師の求めで、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、必要な薬学的管理及び指導を行った場

合 

500 点 

麻薬管理指導加

算 

麻薬の使用に関し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合、1 回につ

き 

＋100 点 

乳幼児加算 乳幼児（6 歳未満）に係る調剤について必要な情報を患者又はその家族

等に確認し、服薬指導し、その内容を手帳等に記載した場合 

＋100 点 

在宅患者緊急時等

共同指導料（月 2

回まで） 

在宅療養中の患者が急変し、医師の求めで、他職種の医療従事者と共同

で患家に赴き、カンファレンスに参加、共同で療養に必要な指導を行っ

た場合 

700 点 

麻薬管理指導加

算 

麻薬の使用に関し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合、1 回につ

き 

＋100 点 

乳幼児加算 乳幼児（6 歳未満）に係る調剤について必要な情報を患者又はその家族

等に確認し、服薬指導し、その内容を手帳等に記載した場合 

＋100 点 

在宅患者重複投

薬・相互作用等防

止管理料 

在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅

患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指

導を行っている患者に対して、薬剤服用歴に基づき、重複投薬又は相互

作用の防止の目的で、処方せんを交付した保険医に対して照会を行い、

処方内容が変更になった場合、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 

ロ） 残薬調整に係るものの場合 

イ）40 点 

ロ）30 点 

退院時共同指導料

（入院中原則とし

て 1 回限り） 

入院患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な薬剤に関する説

明・指導を入院中の医療従事者と共同で実施し、文書で情報提供した場

合 

600 点 
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〈P193 表 介護サービスの一例及びその単位 差替え〉 

サービス内容 単位 

身体介護中心の訪問介護費 

（患者の状況及びサービスの内容によって加算

がある） 

20 分未満 166 

20 分以上 30 分未満 249 

30 分以上 1 時間未満 395 

1 時間以上（30 分増すごとに＋83 単位） 577 

薬局薬剤師が行う居宅療養管理指導（月 4 回を

限度） 

※がん末期の患者及び中心静脈栄養患者は、週 2

回かつ月 8 回算定できる 

単一建物居住者 1 人に対して行う場合 509 

単一建物居住者 2～9 人に対して行う場合 377 

上記以外の場合 345 

病院薬剤師が行う居宅療養管理指導（月 2 回を

限度） 

単一建物居住者 1 人に対して行う場合 560 

単一建物居住者 2～9 人に対して行う場合 415 

上記以外の場合 379 

 

〈P472 表 調剤基本料 差替え〉 ※平成 30年 4月の改訂からの変更点を波線で表記 

調剤基本料 1 処方箋受付 1回につき 42点 

調剤基本料 2 
処方箋受付回数 4000回超/月かつ集中率 70％超、処方箋受付回数 2000回超/月かつ

集中率 85％超、特定の保険医療機関の処方箋受付回数 4000回超/月 
26点 

調剤基本料 3 

同一グループの保険薬局による処方箋受付回数 40000～400000回/月かつ次のいずれ

か。集中率 85％超、特定の保険医療機関と不動産の賃貸借関係 
21点 

同一グループの保険薬局による処方箋受付回数 400000回超/月かつ次のいずれか。集

中率 85％超、特定の保険医療機関と不動産の賃貸借関係 
16点 

特別調剤基本料 調剤基本料 1～3の届出を行わない場合 11点 

分割調剤 

長期保存の困難等による分割調剤（2回目以降、1分割調剤につき） 5点 

後発医薬品の初めての服用時の分割調剤（2回目に限る） 5点 

医師の分割指示の処方箋による分割調剤（調剤基本料及び加算、調剤料及び加算、薬

学管理料に関して、1分割調剤につき） 

分割回数

2 回では

1/2、3 回

では 1/3 

 

 


