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本日の内容

１．指導・監査等について

２．保険調剤の仕組み

３．医療法・薬剤師法・医薬品医療機器等法について

４．保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則について

５．調剤報酬点数表の解釈（主な留意点）

６．最後に
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指導とは
各種法令等に定める保険調剤の取扱い及び調剤報酬の請求等に関する
事項についての理解と保険調剤の質的向上及び適正化を図ることを目
的として実施。

指導の種類

集団指導 個別指導
集団的
個別指導

（健康保険法第７３条）

保険医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し、
保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し、
厚生労働大臣の指導を受けなければならない。
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指導の形態

 対象は
①新規指定の保険薬局（概ね１年以内）、②指定更新時、③保険薬剤
師等の新規登録時

 講習、講演等の方法にて実施

 対象は調剤報酬明細書の１件あたりの平均点数が高い保険薬局

 指導対象となったすべての保険薬局に対し、講習会方式（集団部分）
で指導を行い、集団部分終了後、引き続き個別に面接懇談方式にて実
施。

集団指導

集団的個別指導
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指導の形態

 対象は

① 保険者、被保険者等から調剤内容又は調剤報酬の請求に関する情報
提供があり、個別指導が必要と認められた保険薬局

② 個別指導の結果、「再指導」であった保険薬局又は「経過観察」で
あって、改善が認められない保険薬局

③ 監査の結果、戒告又は注意を受けた保険薬局

④ 集団的個別指導の結果、指導対象となった大部分の調剤報酬明細書
について、適正を欠くものが認められた保険薬局

⑤ 集団的個別指導を受けた保険薬局のうち、翌年度の実績においても、
なお高点数保険薬局に該当するもの
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個別指導



指導の形態

 対象は （前頁続き）

⑥ 正当な理由がなく集団的個別指導を欠席した保険薬局

⑦ その他特に個別指導が必要と認められる保険薬局

面接懇談方式にて実施

※このほか、新規指定から概ね６か月を経過した保険薬局を対象として、
「新規個別指導」を実施。指導形態は個別指導と同様。
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個別指導



指導のポイント

 保険調剤が薬学的に妥当適切に行われているか。

 保険調剤が「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」をはじめとする
基本的ルールに則り、適切に行われているか。

 調剤報酬請求の根拠となる事項が、その都度、調剤録等に記載されて
いるか。

 調剤報酬の請求が点数表に定められたとおり、適正に行われているか。
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指導後の措置

個別指導後の措置

概ね妥当

経過観察

再指導

要監査
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監査目的・監査後の措置

調剤内容又は調剤報酬の請求について、不正又は著しい不当が疑われ
る場合等において、事実関係を把握し、公正かつ適切な措置をとるこ
とを目的として実施。

行政上の措置

注意

戒告

指定・登録の取消
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取消処分となった場合原則として5年間は再指定・再登録を行わない。



監査後の措置

 返還対象期間は原則５年間。

 調剤内容又は調剤報酬の請求に関し不正の事実が認められた場合は、
調剤報酬のほか、その返還させる額の最大40％の加算金が加えられる
こともある。
（健康保険法第58条）

経済上の措置
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健康保険法上の処分の基準

故意でなくても、重大な過失が認められれば、処分の対象となりうる。

保険薬剤師登録・保険薬局指定取消処分の基準【監査要綱】

● 故意に不正又は不当な調剤（調剤報酬の請求）を行ったもの。

● 重大な過失により、不正又は不当な調剤（調剤報酬の請求）をしば
しば行ったもの。
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不正請求

•非薬剤師による調剤無資格者調剤

•調剤の事実がないものを調剤したとして請求架空請求

•実際に行った調剤内容に実際に行っていない調剤内容

を付増して請求
付増請求

•実際に行った調剤内容を点数の高い別の調剤内容に振

替えて請求
振替請求

•同一の調剤に対する請求を複数回にわたり請求二重請求
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詐欺や不法行為に当たるもの



不当請求

算定要件を満たさない等調剤報酬の請求の妥当性を欠くもの

【例】

● 薬剤服用歴の記録に、服薬指導の要点を記載していないにもかかわ
らず、調剤管理料を算定している。

● 薬剤服用歴の記録に、特に安全管理が必要な医薬品に関する指導の
要点を記載していないにもかかわらず、特定薬剤管理指導加算１を算
定している。
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令和２年度の指導及び監査
等の実施状況

監査を受けた保険医療機関・保険医等

４６施設 （医科・歯科・調剤を含む。）

１９施設 １８人 （医科・歯科・調剤を含む。）

登録・指定取消（取消相当含む）を受けた保険医療機関・保険医等

指導、適時調査、監査により返還を求めた金額

約６０億円 （医科・歯科・調剤を含む。）
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• 原則、すべての国民が何らかの公的医療制度に加入している。

国民皆保険制度

•医療行為（現物）が先に行われ、費用は保険者から医療機関

等へ事後に支払われる。

現物給付制度

• 自らの意思により、自由に医療機関等を選ぶことができる。

フリーアクセス

医療保険制度の特徴
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医療費の給付の仕組み

医療保険

健康保険

各共済組合

船員保険

生活保護法
障害者総合支援法
母子保健法、感染症法
精神保健福祉法 他

被用者保険

国民健康保険

後期高齢者医療

公費負担
医療

全国健康保険協会

健康保険組合

医療保障

自費診療

市町村

国民健康保険組合

（一般と退職者医療）
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18

社会保障給付費の推移



医療保険制度の体系
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療養の給付・
費用負担の流れ

療養の給付（調剤）

一部負担金

（例）３割

調剤報酬支払

（例）７割

保

険

者

調剤報酬請求

患 者
（被保険者）

保
険
薬
局

審
査
支
払
機
関

保険料

税
事業所

負担金

国・都道府県

・市町村

保険料

医療費の大部分は保険に基づく
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保険調剤として調剤報酬が
支払われるには

保険薬剤師が

保険薬局において

健康保険法、薬剤師法、医薬品医療機器等法、医療法等の関係法令

の規定を遵守し、

『保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則』の規定を遵守し

薬学的に妥当適切な調剤を行い

調剤報酬点数表に定められたとおりに請求を行っている。
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保険調剤とは

 健康保険法等の医療保険各法に基づく、保険者と保険薬局との間の

公法上の契約である。

 保険薬局の指定、保険薬剤師の登録は、医療保険各法等で規定され

ている保険調剤のルールを熟知していることが前提となっている。
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保険薬局・保険薬剤師に
関する主な関係法令
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（病院等） （薬剤師） （ 薬局 、 薬剤等 ）

医療法 医薬品医療機器等法 薬剤師法 等

健康保険法 薬担規則 等

保険薬局

保険薬剤師



薬剤師と保険薬剤師

薬剤師

保険薬剤師

薬剤師法で規定される、調剤を行うことができる資格
（薬剤師法第１９条）

健康保険法等で規定される、保険調剤を行える薬剤師
（健康保険法第６４条）
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保険薬剤師

 保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、保険薬剤師で
なければならない。（健康保険法第６４条）

 薬剤師の申請に基づき厚生労働大臣が登録。（健康保険法第７１条）
⇒自らの意思で保険薬剤師となる。

 『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。（健康保険法第７２条）
⇒保険薬剤師は保険上のルールを守る必要がある。

 保険薬剤師は、健康保険の調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けな
ければならない。（健康保険法第７３条）
⇒厚生労働大臣の指導を受ける義務がある。（個別指導・集団指導）
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薬局と保険薬局

薬局

保険薬局

医薬品医療機器等法で規定される
（医薬品医療機器等法第２条）

健康保険法等で規定される、保険調剤を実施できる薬局
（健康保険法第６３条）
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保険薬局

 薬局の開設者の申請により厚生労働大臣が指定する。
（健康保険法第６５条）

 『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。（健康保険法第７０条）

 療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が定めるところにより、
算定するものとする。（健康保険法第７６条）

保険薬局の指定

保険薬局の責務
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医療法

医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師、
薬剤師、看護師その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係
に基づき、及び医療を受ける者の心身の状況に応じて行われるととも
に、その内容は、単に治療のみならず、疾病の予防のための措置及び
リハビリテーションを含む良質かつ適切なものでなければならない。

医療の基本理念（第１条の２第１項）

薬剤師を医療の担い手として位置付け
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医療法

医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療
を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、
介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設（以下
「医療提供施設」という。）、医療を受ける者の居宅等（居宅その他
厚生労働省令で定める場所をいう。以下同じ。）において、医療提供
施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連する
サービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。

医療の基本理念（第１条の２第２項）

調剤を実施する薬局を医療提供施設として位置付け
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医療法

医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、第一条
の二に規定する理念に基づき、医療を受ける者に対し、良質かつ適切
な医療を行うよう努めなければならない。

医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を
提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得る
よう努めなければならない。

医師等の責務（第１条の４）
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薬剤師法

薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただ
し、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せん
により自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方箋により自ら調剤
するときは、この限りではない。

一 患者又は現にその看護に当たっている者が特にその医師又は歯科
医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合

二 医師法（昭和二十三年法律第二百一号）第二十二条各号の場合又
は歯科医師法（昭和二十三年法律第二百二号）第二十一条各号の場
合

調剤（第１９条）
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薬剤師法

調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあった場合には、正当な理由
がなければ、これを拒んではならない。

調剤の求めに応ずる義務（第２１条）

処方箋による調剤（第２３条）

薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、
販売又は授与の目的で調剤してはならない。

薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交
付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これ
を変更して調剤してはならない。
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薬剤師法

薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交
付した医師、歯科医師又は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。

処方せん中の疑義（第２４条）
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情報の提供及び指導（第２５条の２）

薬剤師法
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薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、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、
必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わな
ければならない。

薬剤師は、前項に定める場合のほか、調剤した薬剤の適正な使用の
ため必要があると認める場合には、患者の当該薬剤の使用の状況を
継続的かつ的確に把握するとともに、患者又は現にその看護に当
たっている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見
に基づく指導を行わなければならない。



薬剤師法

薬剤師は、調剤したときは、その処方せんに、調剤済みの旨（その調
剤によって、当該処方せんが調剤済みとならなかったときは、調剤
量）、調剤年月日その他厚生労働省令で定める事項を記入し、かつ、
記名押印し、又は署名しなければならない。

処方せんへの記入等（第２６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。
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処方せんの保存（第２７条）



薬剤師法

1. 薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。

2. 薬剤師は、薬局で調剤したときは、厚生労働省令で定めるところに
より、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならな
い。

3. 薬局開設者は、第一項の調剤録を、最終の記入の日から三年間、保
存しなければならない。

調剤録（第２８条）
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医薬関係者の責務（第１条の５第２項）

医薬品医療機器等法

薬局において調剤又は調剤された薬剤若しくは医薬品の販売若しくは
授与の業務に従事する薬剤師は、薬剤又は医薬品の適切かつ効率的な
提供に資するため、医療を受ける者の薬剤又は医薬品の使用に関する
情報を他の医療提供施設において診療又は調剤に従事する医師若しく
は歯科医師又は薬剤師に提供することにより、医療提供施設相互間の
業務の連携の推進に努めなければならない。
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医薬関係者の責務（第１条の５第３項）

医薬品医療機器等法

薬局開設者は、医療を受ける者に必要な薬剤及び医薬品の安定的な供
給を図るとともに、当該薬局において薬剤師による前項の情報の提供
が円滑になされるよう配慮しなければならない。
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地域連携薬局（第６条の２）

医薬品医療機器等法

薬局であって、その機能が、医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療
又は調剤に従事する他の医療提供施設と連携し、地域における薬剤及
び医薬品の適正な使用の推進及び効率的な提供に必要な情報の提供及
び薬学的知見に基づく指導を実施するために必要な機能に関する次に
掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の認定を受
けて地域連携薬局と称することができる。

40

診療所

介護施設

在宅訪問

医療機関

（入院施設）

他薬局

地域連携薬局

患者宅

他医療提供施設と
情報連携

入退院時における
患者の服薬状況等の

情報連携

地域連携薬局



専門医療機関連携薬局（第６条の３）

医薬品医療機器等法

薬局であって、その機能が、医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療
又は調剤に従事する他の医療提供施設と連携し、薬剤の適正な使用の
確保のために専門的な薬学的知見に基づく指導を実施するために必要
な機能に関する次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働省令で定
めるがんその他の傷病の区分ごとに、その所在地の都道府県知事の認
定を受けて専門医療機関連携薬局と称することができる。
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がん等の専門医療機関

専門医療機関
連携薬局

がん等の専門医療機関
と治療方針等の共有

診療所病院

情報連携

がん等の専門医療以外の医療の場

他薬局

専門医療機関連携薬局



医薬品医療機器等法

薬局の管理者は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬
事に関する実務に従事する者であってはならない。ただし、その薬局
の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。

薬局の管理（第７条第４項）

42

薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その
薬局の業務につき、薬局開設者に対し、必要な意見を書面により述べ
なければならない。

薬局の管理（第８条第２項）

（令和３年８月１日に、第７条第３項から第４項に移行）



医薬品医療機器等法

薬局開設者は、第七条第一項ただし書又は第二項の規定によりその薬
局の管理者を指定したときは、第八条第二項の規定により述べられた
薬局の管理者の意見を尊重するとともに、法令遵守のための措置を講
ずる必要があるときは、当該措置を講じ、かつ、講じた措置の内容
（措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由）を記録し、
これを適切に保存しなければならない。

薬局開設者の遵守事項（第９条第２項）
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医薬品医療機器等法

薬局開設者は、薬局の管理に関する業務その他の薬局開設者の業務を
適正に遂行することにより、薬事に関する法令の規定の遵守を確保す
るために、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる措
置を講じなければならない。

薬局開設者の法令遵守体制（第９条の２）

44

１ 薬局の管理に関する業務について、薬局の管理者が有する権限を明らかにすること。

２ 薬局の管理に関する業務その他薬局開設者の業務の遂行が法令に適合することを確
保するための体制、当該薬局開設者の薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業
者の業務の監督に係る体制その他の薬局開設者の業務の適正を確保するために必要な
ものとして厚生労働省令で定める体制を整備すること。

３（略）

２薬局開設者は、前項各号に掲げる措置の内容を記録し、これを適切
に保存しなければならない。



医薬品医療機器等法

薬局開設者は、医師又は歯科医師から交付された処方箋により調剤さ
れた薬剤の適正な使用のため、当該薬剤を販売し、又は授与する場合
には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において薬剤の
販売又は授与に従事する薬剤師に、対面（映像及び音声の送受信によ
り相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法その
他の方法により薬剤の適正な使用を確保することが可能であると認め
られる方法として厚生労働省令で定めるものを含む。）により、厚生
労働省令で定める事項を記載した書面を用いて必要な情報を提供させ、
及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。

調剤された薬剤に関する情報提供及び指導等（第９条の４第１項）
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医薬品医療機器等法

５薬局開設者は、医師又は歯科医師から交付された処方箋により調剤され
た薬剤の適正な使用のため、当該薬剤を販売し、又は授与する場合には厚
生労働省令で定めるところにより、その薬局において薬剤の販売又は授与
に従事する薬剤師に、その調剤した薬剤を購入し、又は譲り受けた者の当
該薬剤の使用の状況を継続的かつ的確に把握させるとともに、その調剤し
た薬剤を購入し、又は譲り受けた者に対して必要な情報を提供させ、又は
必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。

６薬局開設者は、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師
に第１項又は第２項に規定する情報の提供及び指導を行わせたときは、厚
生労働省令で定めるところにより、当該薬剤師にその内容を記録させなけ
ればならない。

調剤された薬剤に関する情報提供及び指導等
（第９条の４第５項／第６項）
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医薬品医療機器等法

医薬品の製造販売をしようとする者は、品目ごとにその製造販売につ
いての厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

添付文書の確認をお願いします。

（参考）

• 保険調剤では厚生労働大臣の定める医薬品以外は用いてはならない。
（保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第９条）

• 保険診療では厚生労働大臣の定める医薬品以外は用いてはならない。
（保険医療機関及び保険医療養担当規則第１９条）

医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売の承認（第１４条）

医薬品医療機器等法により承認された用法・用量、効能・効果等を遵
守することが有効性・安全性の前提となっている。
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１．指導・監査等について

２．保険調剤の仕組み

３．医療法・薬剤師法・医薬品医療機器等法について

４．保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則について

５．調剤報酬点数表の解釈（主な留意点）

６．最後に

本日の内容
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健康保険制度については、医療保険制度の基本をなすものである。
（略）医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化、
並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されな
ければならない。

保険調剤において、一部負担金は必ず全ての患者から徴収しなけれ
ばならない。

※当該保険薬局の開設者、管理者、親族及び職員についても必ず所定
の一部負担金を徴収しなければ、健康保険法違反となります。

疾病、負傷等に関して保険給付を行い、国民の生活の安定と福祉の
向上に寄与することを目的とする。

健康保険法

目的（第１条）

49

一部負担金（第７４条）

基本的理念（第２条）



保険薬局及び保険薬剤師療養
担当規則（薬担規則）

⇒保険薬局に係る内容

療養の給付の担当範囲、担当方針 等

⇒保険薬剤師に係る内容

調剤の一般的方針、調剤録の記載 等

第１条から第７条の２

第８条から第１０条の２

50

保険薬局や保険薬剤師が保険調剤を行う上で
守らなければならない基本的な規則



保険薬局及び保険薬剤師療養
担当規則（薬担規則）

保険薬局は、懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。

保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、厚生労働大臣又は地方
厚生（支）局長に対する申請、届出等に係る手続及び療養の給付に関
する費用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。

療養の給付の担当方針（第２条）

適正な手続の確保（第２条の２）
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保険薬局及び保険薬剤師療養
担当規則（薬担規則）

保険薬剤師は、その行った調剤に関する情報の提供等について、保険薬局
が行う療養の給付に関する費用の請求が適正なものとなるよう努めなけれ
ばならない。

保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、次の各号に掲げる行為を
行ってはならない。

一 保険医療機関と一体的な構造とし、又は保険医療機関と一体的な経営
を行うこと。

二 保険医療機関又は保険医に対し、患者に対して特定の保険薬局におい
て調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、金品その他の
財産上の利益を供与すること。

健康保険事業の健全な運営の確保（第２条の３）

適正な費用の請求の確保（第１０条の２）
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【参考】
保険医療機関及び保険医療養担当規則（抄）

処方箋の交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を
受けるべき旨の指示等を行ってはならない。

処方箋の交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を
受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、保険薬局から金品そ
の他の財産上の利益を収受してはならない。

特定の保険薬局への誘導の禁止（第２条の５、第１９条の３）
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保険薬局及び保険薬剤師療養
担当規則（薬担規則）

￥

保険薬局は、患者に対して、第四条の規定により受領する費用の額
に応じて当該保険薬局における商品の購入に係る対価の額の値引きを
することその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経
済上の利益を提供することにより、当該患者が自己の保険薬局におい
て調剤を受けるように誘引してはならない。

保険薬局は、事業者又はその従業員に対して、患者を紹介する対価
として金品を提供することその他の健康保険事業の健全な運営を損な
うおそれのある経済上の利益を提供することにより、患者が自己の保
険薬局において調剤を受けるように誘引してはならない。

経済上の利益の提供による誘引の禁止（第２条の３の２）
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保険薬局及び保険薬剤師療養
担当規則（薬担規則）

保険薬局は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等
に関する法律第十四条の四第一項各号に掲げる医薬品（以下「新医薬
品等」という。）とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果
が同一性を有する医薬品として、同法第十四条又は第十九条の二の規
定による製造販売の承認（以下「承認」という。）がなされたもの
（ただし、同法第十四条の四第一項第二号に掲げる医薬品並びに新医
薬品等に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成
分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であってその形状、有効
成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品
に係る承認を受けている場合における当該医薬品を除く。）（以下
「後発医薬品」という。）の備蓄に関する体制その他の後発医薬品の
調剤に必要な体制の確保に努めなければならない。

後発医薬品の調剤（第７条の２）
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保険薬局及び保険薬剤師療養
担当規則（薬担規則）

￥

保険薬局において健康保険の調剤に従事する保険薬剤師（以下「保
険薬剤師」という。）は、保険医等の交付した処方箋に基づいて、患
者の療養上妥当適切に調剤並びに薬学的管理及び指導を行わなければ
ならない。

保険薬剤師は、調剤を行う場合は、患者の服薬状況及び薬剤服用歴
を確認しなければならない。

保険薬剤師は、処方箋に記載された医薬品に係る後発医薬品が次条
に規定する厚生労働大臣の定める医薬品である場合であって、当該処
方箋を発行した保険医等が後発医薬品への変更を認めているときは、
患者に対して、後発医薬品に関する説明を適切に行わなければならな
い。この場合において、保険薬剤師は、後発医薬品を調剤するよう努
めなければならない。

調剤の一般的方針（第８条）
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【参考】
保険医療機関及び保険医療養担当規則（抄）

二 投薬

投薬を行うに当たっては、後発医薬品の使用を考慮するとと
もに、患者に後発医薬品を選択する機会を提供すること等患者
が後発医薬品を選択しやすくするための対応に努めなければな
らない。

診療、歯科診療の具体的方針（第２０条、２１条）
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１．指導・監査等について

２．保険調剤の仕組み

３．医療法・薬剤師法・医薬品医療機器等法について

４．保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則について

５．調剤報酬点数表の解釈（主な留意点）

６．最後に

本日の内容
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59

保険調剤の流れ

処方箋受付・確認

•薬剤服用歴の確認

•処方医への疑義照会

•患者からの情報収集

等（服薬中の体調の

変化、後発医薬品の

意向確認など）

調剤

•調剤した薬の鑑査

服薬指導

•薬剤情報提供文書に

よる説明

•お薬手帳の記載

薬剤・特定保険医療材

料の交付

•調剤報酬の算定

（一部負担金徴収）

•領収証の発行

•調剤録の作成

記録の保存管理

•調剤録の保存管理

•処方箋の保存管理

•薬剤服用歴の保存管

理

調剤報酬の請求



調剤に当たっては

 処方箋が適正か

 不備はないか

 処方されている医薬品が薬価基準収載品目か

 医薬品医療機器等法承認事項の範囲内で処方されているか

等の確認が必要である。

 疑義が生じた場合には、必ず処方医に疑義照会を行うこと。

 調剤済となった処方箋には、必要事項を適切に記入すること。
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処方箋について



（具体的な確認ポイント）

 処方医の署名又は記名・押印があるか

 処方箋の使用期間は適切か

 投与期間の上限が設けられている医薬品の処方日数がその上限を超
えていないか

 医薬品医療機器等法の承認事項と異なる処方となっていないか

➢ 用法外・用量外投与、適応外投与、禁忌投与

 使用上の注意が守られているか

➢ 徐放性製剤の半錠・粉砕 等

 FAXにより処方箋を受信したものについては原本との突合 など
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処方箋について



（不適切な処方の具体例）

 不備な処方箋（用法・用量の未記載）

インスリン注射液の使用単位数の記載がない

医薬品医療機器等法の承認内容と異なる適応症への投与

抗菌薬、化学療法剤を投与していない患者に対する耐性乳酸菌製剤の
投与

ゾルピデム錠を統合失調症、躁うつ病に伴う不眠症の患者に投与

62

処方箋について



（不適切な処方の具体例）

 医薬品医療機器等法の承認内容と異なる用法・用量の処方

アムロジピン錠、ドキサゾシン錠の１日２回投与（用法外）

テラムロ配合錠BPの１回２錠投与（用量外）

 薬剤の処方内容より禁忌例への使用が疑われる処方

緑内障が疑われる患者に対するPL配合顆粒、オキシブチニン錠等

気管支喘息が疑われる患者に対するカルベジロール錠等

過量投与が疑われる医薬品の処方

トリアゾラム錠0.25mg（高齢者に対し、１回２錠）

等
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処方箋について



（不適切な処方の具体例）

 重複投与が疑われる処方

異なる医師による湿布の処方（同一使用部位）

漫然と長期にわたり投与されている医薬品の処方

モサプリドクエン酸塩錠の２週間を超える投与

ビタミンB₂錠、ビタミンB₆錠、ビタミンB₁₂錠、ビタミンC錠、混合
ビタミン剤等の月余に渡る処方

等
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処方箋について



薬剤師は、調剤したときは、その処方箋に次の事項を記載する。

 調剤済年月日

調剤済とならなかった場合は、調剤年月日及び調剤量

 保険薬局の所在地及び名称

 保険薬剤師の氏名・印

調剤した保険薬剤師の署名又は姓名を記載し、押印（日付入りネーム
スタンプは記名扱いのため押印が必要）

 必要に応じて備考欄又は処方欄に次の事項を記載する

処方箋を交付した医師又は歯科医師の同意を得て処方箋に記載された
医薬品を変更して調剤した場合には、その変更内容

医師又は歯科医師に照会を行った場合には、その回答内容
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調剤済の処方箋の処理



 調剤録は調剤報酬請求の根拠である。

 保険薬局は、薬担規則第１０条の規定による調剤録に、療養の給付の
担当に関し必要な事項を記載し、これを他の調剤録と区別して整備しな
ければならない。

 保険薬剤師は、患者の調剤を行った場合には、遅滞なく、調剤録に当
該調剤に関する必要な事項を記載しなければならない。

調剤録の保存期間は完結の日から３年間。なお、生活保護法に基づく
指定医療機関医療担当規定等に係る場合は、完結の日から５年間保存。
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調剤録について



 薬剤師法施行規則に規定する事項

・患者氏名及び年齢 ・薬名及び分量

・調剤並びに情報の提供及び指導を行った年月日 ・調剤量

・調剤並びに情報の提供及び指導を行った薬剤師の氏名

・情報の提供及び指導の内容の要点

・処方箋の発行年月日

・処方箋を交付した医師等の氏名

・処方箋を交付した医師等の住所又は勤務する医療機関の名称及び所在地

・処方箋に記載された医薬品を変更して調剤した場合の変更の内容及び医 師等に疑わ
しい点を確かめた場合の回答の内容

患者の被保険者証記号番号、保険者名、生年月日及び被保険者、被扶養者の別

当該薬局で調剤した薬剤について処方箋に記載してある用量、既調剤量及び使用期間

当該薬局で調剤した薬剤及び当該調剤等についての請求項目、請求点数及び患者負担金
額
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調剤録の記載事項
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調剤報酬点数表の分類

 通則

第１節 調剤技術料

第２節 薬学管理料

第３節 薬剤料

第４節 特定保険医療材料料

第５節 経過措置
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第１節 調剤技術料
 調剤基本料

• 調剤基本料１・２・３イ・３ロ・３ハ、注１ただし書、特別調剤基
本料

•（加算料）地域支援体制加算１・２・３・４、連携強化加算、後発医
薬品調剤体制加算１・２・３

•（減算）調剤基本料の注３にかかるもの（処方箋の同時受付関連）、
調剤基本料の注４にかかるもの（妥結率・かかりつけ機能関連）、調
剤基本料の注８にかかるもの（後発医薬品関連）

薬剤調製料

• 内服薬、屯服薬、浸煎薬、湯薬、注射薬、外用薬

•（加算料）嚥下困難者用製剤加算、無菌製剤処理加算、麻薬加算、向
精神薬加算、覚醒剤原料加算、毒薬加算、調剤技術料の時間外加算等
（時間外加算、休日加算、深夜加算）、調剤料の夜間・休日等加算、
自家製剤加算、計量混合調剤加算、在宅患者調剤加算



（例）嚥下困難者用製剤加算

 薬剤師が加工の必要を認め、医師の了解を得た後に加工を
行った場合は、その旨を調剤録等に記載すること。

自家製剤加算

 製剤工程を調剤録等に記載すること。
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薬剤調製料の加算

 具体的にどんな場合に算定が可能なのか（算定要件）を十分に理解す
るとともに、算定が可能であると判断して算定する場合には、その根
拠となる事項について調剤録、薬剤服用歴の記録に記載することが必
要である。
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調剤管理料

•調剤管理料1イ・１ロ・１ハ・１ニ・2

• （加算料）重複投薬・相互作用等防止加算イ・ロ、調剤管理加算イ・
ロ、電子的保健医療情報活用加算

服薬管理指導料１・２・３・４イ・４ロ

• （加算料）麻薬管理指導加算、 特定薬剤管理指導加算１・２ 、乳幼児
服薬指導加算、小児特定加算、吸入薬指導加算、調剤後薬剤管理指導
加算

 かかりつけ薬剤師指導料

• （加算料）麻薬管理指導加算、特定薬剤管理指導加算１・２ 、乳幼児
服薬指導加算、小児特定加算

 かかりつけ薬剤師包括管理料

 外来服薬支援料１・２

第２節 薬学管理料
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第２節 薬学管理料

 服用薬剤調整支援料

• 服用薬剤調整支援料１・２イ・２ロ

 在宅患者訪問薬剤管理指導料

• 在宅患者訪問薬剤管理指導料1・2・3、在宅患者オンライン薬剤管
理指導料

•（加算料）麻薬管理指導加算、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加
算、乳幼児加算、小児特定加算、在宅中心静脈栄養法加算

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

• 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1・2

•（加算料）麻薬管理指導加算、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加
算、乳幼児加算、小児特定加算、在宅中心静脈栄養法加算
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第２節 薬学管理料

 在宅患者緊急時等共同指導料

• （加算料）麻薬管理指導加算、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加
算、乳幼児加算、小児特定加算、在宅中心静脈栄養法加算

 退院時共同指導料

服薬情報等提供料

• 服薬情報等提供料1・2・３

在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料

• 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料１・２

経管投薬支援料



「薬学管理料」には、目に見えない「技術」に対する評価が含まれて
いる。

 項目ごとに、具体的な算定要件が定められている。

 保険薬剤師自身が個々の患者の算定可否を判断すること。

 機械的に、一律に請求を行わないこと。

 患者等のプライバシーに十分配慮した上で実施しなければならない。

 薬学管理料における各種指導や情報提供は、その時点における患者
の状態等を考慮して、患者にとって何が必要なのか、どのような情報
を提供したらよいのかを、その都度判断することが必要。
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薬学管理料①



 薬剤服用歴の記録は患者情報を集積したものであり、適切な服薬指
導を行うためには必要不可欠なものである。

 処方箋の受付の都度、患者情報を確認し、新たに収集した患者の情
報を踏まえ、過去の薬歴を参照した上で、必要な服薬指導を行う。

 薬剤服用歴の記録は、調剤報酬請求（薬学管理料）の根拠となる記
録である。

 薬剤服用歴の記録への記載について、指導後速やかに完了させると
ともに、同一患者についての全ての記録が必要に応じ直ちに参照でき
るよう患者ごとに保存・管理する。
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薬学管理料②

薬剤服用歴の記録



ア 患者の基礎情報（氏名、生年月日、性別、被保険者証の記号番号、住所、必要に応じて緊急連絡先）

イ 処方及び調剤内容等（処方した保険医療機関名、処方医氏名、処方日、調剤日、調剤した薬剤、処方内容に関す
る照会の要点等）

ウ 患者の体質（アレルギー歴、副作用歴等を含む）、薬学的管理に必要な患者の生活像及び後発医薬品の使用に関
する患者の意向

エ 疾患に関する情報（既往歴、合併症及び他科受診において加療中の疾患に関するものを含む。）

オ 併用薬（要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及び健康食品を含む。）等の状況及び服用薬と相互作用が認
められる飲食物の摂取状況

カ 服薬状況（残薬の状況を含む。）

キ 患者の服薬中の体調の変化（副作用が疑われる症状など）及び患者又はその家族等からの相談事項の要点

ク 服薬指導の要点

ケ 手帳活用の有無（手帳を活用しなかった場合はその理由と患者への指導の有無）

コ 今後の継続的な薬学的管理及び指導の留意点

サ 指導した保険薬剤師の氏名
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薬学管理料③

薬剤服用歴の記録への記載事項

ウからキまでの事項について
は、処方箋受付後、薬を取り
そろえる前に、保険薬剤師が
患者等へ確認すること。



 残薬調整している場合に、「残薬の状況」が「なし」となってい
たり、「服薬状況」が「良い」となっている。

 副作用や病状の悪化に関する記録が記載されているにもかかわら
ず、「体調の変化」が「なし」や「不変」となっている。

 「服薬指導の要点」の記載がない。

 薬剤服用歴の記載が、次回来局日にまとめて行われている。
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薬剤服用歴の記録でよくある指摘事項

薬学管理料④



 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、投薬に係る薬剤の名
称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情
報を患者に文書又はこれに準ずるものにより提供する。

 効能、効果、副作用及び相互作用に関する記載は、患者等が理解
しやすい表現にする。
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薬剤情報提供文書

薬学管理料⑤

薬剤情報提供文書の記載事項

ア 当該薬剤の名称（現に調剤した薬剤の名称）、
形状（色、剤形等）

イ 用法、用量、効能、効果
ウ 副作用及び相互作用
エ 服用及び保管取扱い上の注意事項

オ 保険薬局の名称、情報提供を行った保険薬剤
師の氏名

カ 保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等
キ 調剤した薬剤に対する後発医薬品に関する情
報（後発医薬品の有無及び価格に関する情報を
含む。）



 調剤を行った薬剤について、調剤日、当該薬剤の名称、用法、用
量その他必要に応じて服用に際して注意すべき事項を患者の手帳に
経時的に記載する。

「手帳」とは、経時的に薬剤の記録が記入でき、かつ次の①から④
までに掲げる事項を記録する欄がある薬剤の記録用の手帳をいう。

① 患者の氏名、生年月日、連絡先等患者に関する記録

② 患者のアレルギー歴、副作用歴等薬物療法の基礎となる記録

③ 患者の主な既往歴等疾患に関する記録

④ 患者が日常的に利用する保険薬局の名称、保険薬局又は保険薬剤
師の連絡先等
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お薬手帳

薬学管理料⑥



 手帳の①～③欄については、保険薬局において適切に記載されてい
ることを確認するとともに、記載されていない場合には、患者に聴取
の上記入するか、患者本人による記入を指導するなどして、手帳が有
効に活用されるよう努める。

④欄については、当該保険薬局と他の保険薬局又は保険医療機関等の
間で円滑に連携が行えるよう、患者が日常的に利用する保険薬局があ
れば、その名称及び保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等を手帳に記載
するよう患者に促す。

 複数の医療機関を受診する際及び薬局にて調剤を行う際に、利用者
がそれぞれの医療機関の医師及び薬局の薬剤師等に手帳を提示するこ
とにより、相互作用や重複投薬を防ぎ、医薬品のより安全で有効な薬
物療法につなげること。

 患者に対して、手帳を活用することの意義、役割及び利用方法等に
ついて十分な説明を行い、患者の理解を得た上で提供する。 80

お薬手帳

薬学管理料⑦



薬学管理料⑧ｰ１
（令和４年度改定新設）

81

外来服薬支援料２
イ ４２日分以下 投与日数が７又はその端数を増すごとに３４点

を加算して得た点数
ロ ４３日分以上 ２４０点

＜主な算定要件＞

 多種類の薬剤を投与されている患者・被包を開いて服用するのが困難な患者
が対象

 一包化を行うことに治療上の必要性がある

 一包化を行うことについて医師の了解を得る

 一包化後は、必要な服薬指導を行う

 調剤後も服薬状況等を情報収集し、必要に応じて処方医に情報提供する

外来服薬支援料



薬学管理料⑧ｰ２
（令和４年度改定新設）
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服薬管理指導料の加算 小児特定加算 ３５０点

＜主な算定要件＞

 児童福祉法に規定する障害児が対象

 患者・家族から服薬情報・服薬管理の希望等を確認

 服用上の注意点や適切な服用方法等について服薬指導を行う

 確認内容・指導の要点を薬剤服用歴・手帳に記載

 服用中に患者・家族から照会があった場合、対応・指導等を行う

小児特定加算

在宅患者訪問薬剤管理指導料の加算 小児特定加算 ４５０点



薬学管理料⑧ｰ３
（令和４年度改定新設）
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服薬情報提供料３ ５０点（３月に１回）

＜主な算定要件＞

 入院を予定している患者が対象

 保険医療機関からの求めがある

 患者が服薬中の薬剤を一元的に管理

 必要に応じて患者が持参した服用薬を整理

 入院予定の保険医療機関に服薬状況等を文書で情報提供

服薬情報等提供料



薬学管理料⑧ｰ４
（令和４年度改定新設）
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服薬管理指導料の特例 ５９点

＜主な算定要件＞

 直近の調剤でかかりつけ薬剤師指導料・かかりつけ薬剤師包括管理料を算定
した患者が対象

 かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が服薬指導を行うことについて患者
の同意がある

 他の薬剤師はかかりつけ薬剤師と情報共有する

 服薬指導の要点を薬歴に記載する

 他の薬剤師は、３年以上の薬局経験、継続して１年以上当該薬局に在籍して
いること

服薬管理指導料の特例
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１．指導・監査等について

２．保険調剤の仕組み

３．医療法・薬剤師法・医薬品医療機器等法について

４．保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則について

５．調剤報酬点数表の解釈（主な留意点）

６．最後に

本日の内容
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最後に

 保険薬剤師と保険薬局は、調剤報酬のルールをよく理解し、勝

手な解釈に基づいて請求しない。

 分からない場合は調剤報酬点数表等を確認する。それでも分か

らなければ厚生局にFAXで照会する。

 厚生局が実施する説明会や指導に出席する。

今後とも保険調剤の適正な運用に

ご協力いただきますようお願いいたします。
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