
実務
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青本 p.81　表  
●求められるかか
りつけ薬剤師・か
かりつけ薬局の機
能のメモ欄　追加
（公布後 2年以内
施行）

▶医薬品医療機器等法
の改正（2019年 12月
4日公布）により、地
域連携薬局と専門医療
機関連携薬局が規定さ
れた（公布後 2年以内
施行）。
・地域連携薬局：入退
院時や在宅医療に他
医療提供施設と連携
して対応できる薬局。
「かかりつけ薬剤師・
薬局の機能」に相当
する機能を有する。
・専門医療機関連携薬
局：がん等の専門的
な薬学管理に他医療
提供施設と連携して
対応できる薬局。
「高度薬学管理機能」
に相当する機能を有
する。

青本 p.124　図  
●調剤業務の基本
的な流れのメモ欄　
追加（公布後 1年
以内施行）

▶対面による服薬指導
が原則であるが、医薬
品医療機器等法の改正
（2019年12月4日公
布）により、遠隔診療
の状況をふまえて、例
外的にテレビ電話等に
よる服薬指導が認めら
れた。（公布後 1年以
内施行）

青本 p.153　表 ●薬剤師法　変更（公布後 1年以内施行）

青本 p.154　3行目　変更

　薬剤師法施行規則第 16条に、調剤済みにならなかったときの調剤録への記載事項が
定められている。

追補

医薬品医療機器法改正（2019 年 12 月 4 日公布）に伴う追補

薬剤師法改正（2019 年 12 月 4 日公布）に伴う追補

●薬剤師法

第 28条　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。ただし、その調剤により当該処方
せんが調剤済みとなったときは、この限りでない。

3 　薬局開設者は、第 1項の調剤録を、最終の記入の日から 3年間、保存しなければなら
ない。
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青本 p.154　下から 8行目　変更

　健康保険法に基づく保険調剤を行った場合、調剤済みになった際にも調剤録を作成し、
調剤録に定められた事項を記載する必要がある。（保険薬局及び保険薬剤師療養担当規
則第 5条及び第 10条）

青本 p.157　図 ●処方箋から調剤録への流れ　削除

青本 p.320　表 ●薬剤師法　変更（公布後 1年以内施行）

青問 p.119　問題 22　解説　変更（公布後 1年以内施行）

青問 p.119　問題 25　解説　変更（公布後 1年以内施行）

●薬剤師法

第  25条の 2　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。

2 　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。

　薬剤師法において、薬局で調剤した時は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が、そ
の調剤により当該処方箋が調剤済みとなった時は、この限りではないとされている。
　ただし、健康保険法に基づく保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則では、調剤済みか否かにかかわらず保険薬
剤師は調剤録への記載が義務づけられている。また、調剤録には患者の調剤を行った場合、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。そのため、保険調剤の調剤録を作成するタイミングと
しては、調剤済みとなった時に作成するのが適切である。

　調剤録については、薬剤師法と健康保険法において規定があり、薬剤師法における調剤録は調剤済みとならな
かった際に記載を行う。健康保険法の調剤録は調剤した際には必ず記載を行う必要がある。調剤録の記入事項は、
患者の氏名及び年齢、薬名及び分量、調剤年月日、調剤量、調剤した薬剤師の氏名、処方箋の発行年月日、処方
箋を交付した医師・歯科医師又は獣医師の氏名、処方箋を交付した者の住所又は勤務する病院もしくは診療所も
しくは飼育動物診療施設の名称及び所在地、医師などの同意に基づく変更事項、医師などに疑義確認をした回答
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、その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、その薬局で調剤した薬剤についての薬剤料・調剤
手数料・請求点数及び患者負担金額である。
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青本 p.547　表 ●覚せい剤原料の主な取扱い「廃棄」　変更（公布後 1年以内施行）

覚醒剤取締法改正（2019 年 12 月 4 日公布）に伴う追補

廃棄

覚せい剤原料を廃棄する場合は、あらかじめ都道府県知事に届け出て、当
該職員の立会いのもとで行う。ただし、調剤した覚せい剤原料を廃棄した
ときは、30日以内に、品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を
都道府県知事に届け出なければならない
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青本 p.77　（3） 退
院時共同指導 2行
目のメモ欄　追加

▶退院時薬剤情報管理
指導料
　90点〔退院時 1回。
保険医療機関が患者の
入院時の服薬医薬品等
を確認し、退院時に手
帳に、入院中に使用し
た主な医薬品名（副作
用発現等を含む）を記
載し、患者・家族等に
退院後の服薬等に関す
る必要な指導を行った
場合に算定〕
▶退院時薬剤情報連携
加算
　60点（保険医療機関
が保険薬局に、患者・
家族等の同意を得て、
入院前の内服薬の変
更・中止理由や変更後
の患者の状況等を、文
書で提供した場合に算
定）

青本 p.82　表  
●かかりつけ薬剤
師指導料の算定の
ための基準のメモ
欄　追加

▶かかりつけ薬剤師指
導料

　76点
▶かかりつけ薬剤師包
括指導料

　291点
▶施設基準として、
「患者との会話のやり
とりが他の患者に聞こ
えないようパーテー
ション等で区切られた
独立したカウンターを
有するなど、患者のプ
ライバシーに配慮して
いること」が必要であ
る。

 

診療報酬・調剤報酬改定（2020 年 4 月）に伴う追補

青本 p.119　表 ●薬剤管理指導料、病棟薬剤業務実施加算の算定のための基準と業務内容「病院の施設
基準」　変更

●薬剤管理指導料、病棟薬剤業務実施加算の算定のための基準と業務内容
薬剤管理指導料 病棟薬剤業務実施加算

病
院
の
施
設
基
準

・ 常勤薬剤師を 2人以上配置（うち 1人
は週 3日以上かつ週 22時間以上勤務
の非常勤薬剤師 2人を常勤換算し算
入可）
・ 医薬品情報管理室を有し、院内からの
相談に対応できる体制

・ 常勤薬剤師を 2人以上配置（うち 1人は
週 3日以上かつ週 22時間以上勤務の非
常勤薬剤師 2人を常勤換算し算入可）
・ 医薬品情報管理室を有し、院内からの相
談に対応できる体制

・ 薬剤管理指導料に係る届出
・ 病棟ごとに専任の薬剤師を配置
・ 病棟薬剤業務実施に必要な体制の確保
・ 病院勤務医の負担軽減及び処遇の改善に
資する体制

・ 病棟専任の薬剤師の氏名を病棟内に掲示

▶薬剤管理指導料
・380 点（1特に安全管
理が必要な医薬品が投
薬又は注射されている
患者）
・325 点（1以外の患者）
▶病棟薬剤業務実施加算
・120 点（週 1回。病棟
薬剤業務実施加算 1）
・100 点（1日につき。
病棟薬剤業務実施加算
2。特定集中治療室等に
おける病棟薬剤業務）
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青本 p.129　問 7　解説　変更

薬剤管理指導料算定の施設基準としては、医薬品情報管理室を有している必要がある。なお、医薬品情報管理室に常勤薬剤
師を 1 人以上配置することが定められていたが、2020 年の診療報酬改定で医薬品情報管理室の常勤薬剤師数の規定は廃止
された。

青本 p.129　問 8　解説　変更

薬剤管理指導料算定には、病院の施設基準として医療機関に常勤薬剤師が 2 人以上（うち 1 人は週 3 日以上かつ週 22 時間以
上勤務の非常勤薬剤師 2 人を常勤換算し算入可）配置され、かつ医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設を有し、院
内からの相談に対応できる体制を整える必要がある。

青本 p.139　表  
●薬剤服用歴の記
載事項のメモ欄　  
追加

▶患者に残薬が一定程
度認められると判断さ
れる場合には、患者の
意向を確認した上で、
患者の残薬の状況及び
その理由を患者の手帳
に簡潔に記載し、処方
医に対して情報提供す
るよう努めることが必
要である。

青本 p.146　メモ
欄　変更

▶服用薬剤調整支援料
・服用薬剤調整支援料1
　125点（月 1回。処
方医に文書で提案し、
6種類以上の服薬を行
っている患者の処方薬
剤数が2種類以上減少
した場合に算定）。
・服用薬剤調整支援料2
　100点（3月 に 1回。
患者・家族等の求めに
応じて、複数の医療機
関から６種類以上の服
薬を行っている患者の
薬剤を一元的に把握し、
処方医に文書で重複投
薬解消の提案を行った
場合に算定）

▶�薬剤総合評価調整加
算

・100 点（退院時 1回。
入院前に6種類以上
の服薬を行っていた
患者又は入院直前又
は退院1年前に抗精
神病薬を4種類以上
服薬していた精神病
棟入院中の患者の処
方内容が変更され、
療養上必要な指導等
を行った場合に算
定）

・150 点（上記に加え
処方薬剤数が2種類
以上減少した場合に
さらに加算）

青本 p.183　2  簡
易懸濁法のメモ欄　
追加

▶経管投薬支援料
　100点（初回限り。
経管投薬の患者が簡易
懸濁法を開始する場合
に、医師の求めなどに
応じて薬局が必要な支
援を行った場合に算
定）

青本 p.323　表  
●お薬手帳の記載
項目のメモ欄　  
追加

▶保険薬局や医療機関
等の円滑な連携を行え
るよう、患者が普段利
用する薬局の名称をお
薬手帳に記載するよう
患者に促すようにする。

青本 p.339　メモ
欄「喘息治療管理
料 2 」の下　追加

▶�薬剤服用歴管理指導
料　吸入薬指導加算

　30点（3月に1回。
ぜん息等の患者に、医
師の求めなどにより、
吸入薬の使用方法につ
いて、文書説明と練習
用吸入器を用いた実技
指導を行い、指導内容
を医療機関に提供した
場合に算定）

青本 p.391　6行
目のメモ欄　追加

▶連携充実加算
　150点〔月 1回。患
者にレジメン（治療内
容）を提供し、患者の
状態をふまえた必要な
指導を行い、地域薬局
薬剤師等を対象とした
研修会の実施等の連携
体制を整備している場
合に算定〕

▶�薬剤服用歴管理指導
料��特定薬剤管理指
導加算 2
　100点〔月１回。患
者のレジメン（治療内
容）情報をもとに、副
作用対策・支持療法の
服薬指導等を行い、調
剤後に電話等により服
薬状況、抗悪性腫瘍薬
の副作用の有無を確認
し、文書等による医療
機関への情報提供を行
った場合に算定〕

青本 p.417　メモ
欄「低血糖症状」
の下　追加

▶�薬剤服用歴管理指導
料��調剤後薬剤管理
指導加算
　30点〔1月に1回。
地域支援体制加算を届
け出ている薬局が、医
師の求めなどに応じて、
インスリン及びSU薬
（糖尿病治療薬）の調剤
後も副作用の有無の確
認や服薬指導等を行い、
その結果を医師に情報
提供した場合に算定〕
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青問 p.87　問題 1　解説　変更

青問 p.88・89　問題 5　選択肢 1・解説 1　変更

青問 p.88・89　問題 6　選択肢 3・解説 3　変更

青問 p.91　問題 7　解説 1　変更

青問 p.91　問題 9　解説 5　変更

　薬剤管理指導の施設基準には①常勤薬剤師を 2 人以上配置していること（うち 1 人は週 3 日以上かつ週 22 時間
以上勤務の非常勤薬剤師 2 人を常勤換算し算入可）、②医薬品情報管理室を有し、院内からの相談に対応できる体
制があることがある。

１　医薬品情報の収集・伝達を行うための専用施設を有すること。

１　正　薬剤管理指導料算定のための病院の施設基準として、医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設
を有している必要がある。なお、医薬品情報管理室に常勤薬剤師を 1 人以上配置することが定められて
いたが、2020 年の診療報酬改定で医薬品情報管理室の常勤薬剤師数に関する規定は廃止された。

３　薬剤管理指導料算定時には、医薬品情報室を有する必要がある。

３　正　薬剤管理指導料算定の施設基準として、医薬品情報の収集・伝達を行うための専用施設を有している必
要がある。なお、医薬品情報管理室に常勤薬剤師を 1 人以上配置することが定められていたが、2020
年の診療報酬改定で医薬品情報管理室の常勤薬剤師数に関する規定は廃止された。

１　誤　薬剤管理指導料算定の施設基準として、医薬品情報の収集、伝達を行う専用施設を有している必要があ
る。なお、医薬品情報管理室に常勤薬剤師を 1 人以上配置することが定められていたが、2020 年の診
療報酬改定で医薬品情報管理室の常勤薬剤師数に関する規定は廃止された。

５　不適切　医療機関に常勤薬剤師が 2 人以上（うち 1 人は週 3 日以上かつ週 22 時間以上勤務の非常勤薬剤師 2
人を常勤換算し算入可）配置され、かつ医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設を有し、
院内からの相談に対応できる体制を整える必要がある。


