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青本〔改訂第 9 版〕⑧法規・制度・倫理‐1 

この度は，「薬剤師国家試験対策参考書〔改訂第 9 版〕⑧法規・制度・倫理」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 青本〔改訂第 9 版〕⑧法規・制度・倫理 補足及び訂正一覧表 

 

 訂正前 訂正後 

P50 

●医療機器の販売 

 後述 

P87 

●記録の保存期間の

まとめ 右上のタイトル 

製造販売業者等での提供者・製造記録の

保存期間 

製造販売業者等から譲渡した記録の保存

期間 

P190 図下 

2 つ目の※ 

血漿製剤は、… 血漿分画製剤は、… 

P323 ３ 調剤録の記

載 1 行目 

ここでの調剤録は薬剤師法（p.144～146）

に基づく調剤録とは異なる。… 

ここでの調剤録は薬剤師法（p.140～142）

に基づく調剤録とは異なる。… 

P336 下から 7 行目 …見直してきたが、2018 年から一部の品

目を対象に毎年改定を導入する〔直近は

2018 年（平成 30 年）4 月〕。… 

…見直してきたが、2021年度より毎年改定

をする方針が固まっている。… 

P344 問3 選択肢３解

説 

最も加入者が多いのは、国民健康保険

（約 3,594 万人）である。 

最も加入者が多いのは、全国健康保険協

会管掌健康保険である。 

P363 2 行目 2015年度（平成 28年度）医科診療医療費

を… 

2016 年度（平成 2９年度）医科診療医療費

を… 

P365  下から 1 行目 …国民医療費のおよそ 35.7%を占めてい

る。 

…国民医療費のおよそ 36.5%を占めてい

る。 

P371 3 行目 …〔2018年（平成 29 年）10月 1 日現在〕。 …〔2017年（平成 29 年）10月 1 日現在〕。 

P374 表タイトル ●医薬品生産金額のまとめ（平成 27 年） ●医薬品生産金額のまとめ（平成 28 年） 

P377 問 3 問題文 ･･･医薬品の薬効大分類別生産金額の順

位が、平成15年以降のいずれの年におい

ても第 1 位なのはどれか。1 つ選べ。 

･･･医薬品の薬効大分類別生産金額が、

平成 15 年以降のいずれの年においても

最も多いのはどれか。1 つ選べ。 

P377 問 3 解説 ･･･その他の代謝性医薬品（6,898 億円）と

続いている。 

･･･その他の代謝性医薬品（6,898 億円）と

続いている。なお、循環器官用薬は 2017

年までは医薬品薬効大分類別生産金額

において 1 位であったが、2018 年はその

他の代謝性医薬品（8,585 億円）に次いで

2 位（8,026 億円）となった。 

P490 問 2 

解答 

正  誤 
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＜P50 ●医療機器の販売 差し替え＞ 

●医療機器の販売 

分類 販売等に関する規制 許可の期限 管理者設置 

高度管理医療機器 

＊特定保守管理医療機器 

都道府県知事の許可 6年 要 

管理医療機器 

＊を除く 

都道府県知事への届出  不要 

一般医療機器 

＊を除く 

規制なし  不要 

※薬局開設者、医薬品販売業者、高度管理医療機器販売業者が管理医療機器を合わせて販売するときには、届出を

したものとみなす（令第 49条）。 

 

■■2019年 10月の調剤報酬改定に伴う変更■■ 

 訂正前 訂正後 

P296 

●保険薬局における訪

問薬剤管理指導（平成

28 年度版） 

居宅療養管理指導の

報酬 

１ 単一建物診療患者が 1 人の場合：507

単位 

2 単一建物診療患者が 2～9 人の場合：

376 単位 

3 1 及び 2 以外の場合（10 人以上）：344

単位 

 

特別地域居宅療養管理指導加算：＋

15/100 

中山間地域等における小規模事業所加

算：＋10/100 

中山間地域等に居住する者へのサービス

提供加算：＋5/100 

１ 単一建物診療患者が 1 人の場合：509

単位 

2 単一建物診療患者が 2～9 人の場合：

377 単位 

3 1 及び 2 以外の場合（10 人以上）：345

単位 

 

特別地域居宅療養管理指導加算：＋

15/100 

中山間地域等における小規模事業所加

算：＋10/100 

中山間地域等に居住する者へのサービス

提供加算：＋5/100 

P326 

●調剤基本料（処方箋

受付1回につき） 表内 

 後述 

P328 

●調剤料 表内 注射

薬 

 後述 

P327 

●調剤料加算 表内 

一包化加算 

 後述 

P331 

●薬学管理料 表内 

かかりつけ薬剤師包括

管理料 

 後述 
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＜P326 ●調剤基本料（処方箋受付 1 回につき） 差し替え＞ 

調剤基本料１ 調剤基本料２又は３以外 42点 

調剤基本料２ 受付回数：4,000回超／月、集中率：70％超 26点 

受付回数：2,000回超／月、集中率：85％超 

特定の保険医療機関の受付回数：4000回超／月 

・保険薬局の所在する建物内に複数の保険医療機関が所在す

る場合は、当該医療機関全て合算した回数 

・同一グループ内の保険薬局で、集中率が最も高い保険医療

機関が同一の場合、合算した受付回数 

調剤基本料３ イ 

グループ受付回数： 

月合計 4万回～40万回 

・特定の保険医療機関の集中率：85％超 

・特定の医療機関と不動産の賃貸借関係あり 

21点 

 

調剤基本料３ ロ 

グループ受付回数： 

月合計 40万回超 

・特定の保険医療機関の集中率：85％超 

・特定の医療機関と不動産の賃貸借関係あり 

16点 

特別調剤基本料 病院と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬

局であり、当該病院の集中率 95％超 

11点 

届出を行っていない保険薬局 

 

 

＜P328 ●調剤料 表内 注射薬 差し替え＞ 

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 

 

 

＜P327 ●調剤料加算 表内 一包化加算 差し替え＞ 

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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＜P331 ●薬学管理料 表内 かかりつけ薬剤師包括管理料 差し替え＞ 

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 

 


