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特 集

調剤報酬改定2014

　2014年度診療報酬改定では，地域包括ケアシステムの構築， 医療機関の機能分化，在

宅医療の充実がキーワードとなりました。特に調剤報酬改定においては在宅薬剤管理指導

業務の推進や薬学的管理の充実，後発医薬品の使用促進に向けての改定に力点が置かれて

います。では，具体的にはどのようなことが変わり，どのような点に留意しなければいけ

ないのでしょうか。4月1日施行の調剤報酬をさまざまな角度から見てみましょう。 

ここが変わる！ 調剤報酬改定　─12

三浦洋嗣副会長に聞く 今改定のポイント　─20

 改定による収益シミュレーション　─26
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 調剤基本料

（1）調剤基本料の特例の見直し
　調剤基本料は，消費税対応分とし
て，これまでの処方せんの受付1回
につき40点を41点に，24点は25点
に引き上げられました（A）。処方せ
ん受付回数と集中率による特例はこ
れまでの「月平均4,000回超・70％
超」に「月平均2,500回超・90％超」
という新たな要件が追加されました。
　調剤基本料の特例の適用対象の薬
局は，基準調剤加算1が算定不可と
なります。ただし，特例の対象外と
して，2,500回超かつ90％超（4,000回
超かつ集中率70％超と重複する部分

を除く）の薬局が24時間開局してい
る場合は，基準調剤加算1が算定可
能です。
　24時間開局の体制としては，保険
薬剤師の24時間配置や客観的に見
て24時間開局していることがわかる
表示などの措置を講じることとして
おり，夜間などの保険薬剤師の配置
人数は特に規定せず，夜間休日の体
制では防犯上，夜間休日専用の出入
り口や窓口での対応も認めるとして
います。
（2）妥結率が低い保険薬局などの適正化
　新たに導入する「未妥結減算」の
仕組みでは，4月1日から9月末日ま
での期間の妥結率が50％以下の場合，

調剤基本料を31点に減算し，特例の
適用対象の薬局は19点に引き下げま
した（B）。2014年度の妥結状況によ
り判断し，減算期間は11月1日から
1年間のクールを想定しています（た
だし，初回のみ2015年1月1日から
同10月末日まで適用）。調剤基本料
の点数を見ると，41点，31点，25点，
19点の4種類となりました。
（3） 在宅療養を支援する基準調剤加算

の見直し
　在宅薬剤管理指導業務の拡充を見
据え，薬局の体制整備が大きな課題
となります。基準調剤加算の施設基
準の通則には「麻薬及び向精神薬取
締法（1953年法律第14号）第3条の

　少子高齢化時代の到来や，それに伴う医療保険財政のひっ迫を背景に，2014年度調剤報酬改定では，在宅医療
の推進や後発医薬品の使用促進に向けた姿勢が如実に表れる結果となりました。それぞれにハードルの高い改定に
なった今回の改定。ここではどのように変わったのか，改定のポイントを紹介します。

ここが変わる！ 調剤報酬改定

調剤報酬改定2014
特 集

　編集部

改定前

調剤基本料 40点

調剤基本料の特例
処方せん月4,000回超かつ集中率70%超 24点

改定後

調剤基本料 41点

調剤基本料の特例
（前略）ただし，ロに該当する場合であって，
別に厚生労働大臣が定める施設基準等に適合して
いるものとして届け出た場合はこの限りでない。
　イ　処方せん月4,000回超かつ集中率70%超
　ロ　処方せん月2,500回超かつ集中率90%超
　　　（イの場合を除く）
（調剤基本料の特例に係る施設基準）
24時間開局していること

25点

A
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 特例見直しと未妥結減算
の導入

─調剤基本料について。今回，大

規模薬局における評価の見直しが盛

り込まれました。さらに，薬価調査

が行われた昨年9月のチェーン薬局

（20薬局以上）の妥結率が51.9％

と極端に低かったことが指摘され，

その結果，未妥結減算という新たな

考え方が入ることになりました。こ

のような考え方が入ったことについ

てどう思われますか。

三浦　調剤基本料については，日薬
としてはすでに調剤基本料は1本で
あると理解しています。特例の24点
は，4段階から3段階，2段階ときて，
全体の比率として薬局数は1％にも
満たないわけで，その考え方は変え
ていません。しかし，今回そこに，
「2,500回・90％超」という考え方と，
残念ながら，未妥結減算，要するに
25％減算という考え方が入ってきま
した。日薬が1本だと言っているに
もかかわらず，こういう考え方が
入ってきたのは，これで納得できる

かと言われると，これでいいと言え
ないというのが正直なところ。
　一方において，いわゆるチェーン
薬局の一部が妥結をしないという指
摘が中医協でもありました。実際に
は200床以上の病院も50％程度あっ
たということもあるのですが，未妥
結仮納入という問題はずっと以前か
ら指摘をされ続けていたわけです。
　なぜ指摘をされていたかという
と，薬価調査の結果が正しく市場実
勢価格を反映していないということ
で，公定価格たる薬価が，正しい数
字なのかということがずっと指摘さ
れてきたわけです。そのために医政
局経済課は流改懇（編集部注：医療
用医薬品の流通改善に関する懇談
会）の場で，何とか改善を図りたい
とやってきたにもかかわらず，叶わ
なかった。薬価は国民医療費に直接
跳ね返るものなので，最終的に一部
負担金を支払う患者さんたちにも影
響が出るということが指摘されて，
やむを得ず，事務局から提出された
ということが前提にあります。
　そして，未妥結に対してどういう

　実質マイナス改定となった2014年度診療報酬改定。調剤基本料の特例見直しや基準調剤加算，薬剤服用歴管理
指導料の評価の見直しなど，薬局にとって厳しい改定内容となった。ここに至るまでの中医協の論議ではどのよう
な駆け引きがあったのか，中医協委員を務める日薬の三浦洋嗣副会長に今改定のポイントを聞いた。

三浦洋嗣副会長に聞く  
今改定のポイント

調剤報酬改定2014
特 集

　編集部

三浦洋嗣副会長
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 シミュレーションに
おける前提条件… 
4タイプの薬局

　本稿では編集部の依頼により，次
の4つのタイプの薬局についてシミュ
レーションを行いました。その前提
条件について説明します。

1．タイプA：面分業薬局
　いわゆる多様な医療機関の処方せ
んを応需し，集中率70％以下の地域
の薬局を想定しています。基準調剤
加算2と後発医薬品も全国平均
（2013年9月新基準47.2％，旧基準
30.8％，「最近の調剤医療費の動向 
2013年9月号」）以上で，「現行の後
発医薬品調剤体制加算3を算定して
いるケースです。広域処方せんもそ
れなりにあると見込まれるため，1枚

当たりの薬剤料」も全国平均（2012年
度6,217円「最近の調剤医療費の動
向　2013年9月号」より）を上回った
額（7,000円を設定），月当たり受付枚
数は1,500枚を設定しました。

2．タイプB1，タイプB2：
マンツーマン薬局

　ある医療機関の近くの立地で，そ
の医療機関の処方せんを中心に応需
し，集中率90％超の薬局を想定して
います。基準調剤加算は1，後発医
薬品は全国平均並みを仮定，後発医
薬品調剤体制加算は2を算定し，1枚
当たり薬剤料も全国平均並みの
6,000円で設定しています。
　これを今回の改定を念頭に置き，
月当たり受付枚数2500枚以下をタ
イプB1（Ａと合わせ1,500枚で設定），
2,500枚超をタイプB2（2,501枚で設

定）としました。

3．タイプC：門前薬局
　大型病院の門前に位置する集中率
90％超の薬局を想定しています。基
準調剤加算は改訂前まで1を算定，
後発医薬品は大型病院の門前は変更
不可の処方せんが多い場合も少なく
ないので，全国平均以下で後発医薬
品調剤体制1を算定，1枚当たり薬
剤料は大型病院なので全国平均以上
（1万円で設定），1カ月受付枚数は
5,000枚の設定です。
　加えて，4つの薬局の共通の設定
として，以下の点を設定した。
・ 基準調剤加算は，加わった新しい
要件に必要な体制を整備するとし，
従来通り算定

・ 手帳持参率は，前回改定前の薬剤
情報提供料の算定率（全年齢平均

　2月12日に中央社会保険医療協議会（中医協）から答申が出され，2014年調剤報酬改定の全貌が見えてきまし
た（原稿作成時には「通知」が発令されていないので，詳細の算定要件は不明ですが大枠は確定しました）。表1に
あるように昨年12月20日に発表された改定率は次のような内訳です。診療報酬改定本体の調剤分は通常改定分 
＋0.03％，消費税増税考慮後＋0.22％とプラス改定であり，薬価は通常改定分－1.22％，消費税増税考慮後 
－0.63％。技術料本体は，消費税の考慮を反映させなくてもプラスという改定内容のはずでした。しかしながら，
答申の中身に対し，「本当にプラス改定なのか」という疑問の声を耳にすることが多い状況です。
　本稿では，この答申までの内容を踏まえ，薬局を4つのタイプに分けて収益への影響（特に売上総利益ベース）に
ついて考察し，その対応の考え方について提言します。

改定による収益シミュレーション

調剤報酬改定2014
特 集

ネグジット総研　久保 隆
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皮下埋め込み型ポートの構造

TPNを理解する
ドクターゴン診療所　泰川 恵吾

で目にする医療機器在
ポイントで覚える

医宅 療

　完全静脈栄養法（total parenteral nutrition；TPN）は悪性腫瘍その他の原因で，長期にわたって
消化管が使用できない患者に用いられる処置である。完全非経口栄養法とも呼ぶ。すべての栄養，高
カロリー輸液を大静脈に挿入したカテーテルから補給する。
　高カロリー輸液を用いることから以前はIVH（intravenous hyperalimentation）とも呼ばれてい
た。在宅におけるTPNを在宅中心静脈栄養 （home parenteral nutrition；HPN）と呼ぶ。

第6回

カテーテル
先端ポート

ポートは鎖骨下，腹部，上腕などの皮下で，生活に支障のない位置
に設置する

カテーテル先端は，上下大静脈に置き，
中心静脈カテーテルは，鎖骨下静脈，
内径静脈，大腿静脈，肘静脈から挿入する

ポート挿入埋め込み位置

ポートを埋め込んだ様子と構造

ポート

輸液回路

エクステンション
チューブ

輸液製剤

カテーテル

針

タンク

皮膚

セプタム

埋め込み図 断面図



 B型肝炎治療ガイドライン
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B型肝炎の発症メカニズムとは

─本日は，B型肝炎の治療に関して最低限知っておく
べきことや，そもそもB型肝炎とはどういうものなのか，
診断や治療なども含めて教えていただきたいと思います。
B型肝炎のウイルスというのはどういう構造を持ってい
て，感染にはどういう特徴があるのでしょうか。
滝川　B型肝炎ウイルス（HBV）はDNAウイルスで，血中
に入って肝細胞に感染します。肝細胞の中ではcccDNA
というたたまれた形のDNAとして存在し，mRNAを作
り，いろいろなウイルスのHBs抗原やHBc抗原，中空粒
子などを作ります（図1）。その中で一番のポイントは，
pregenomicRNAを作ってそこからウイルスを作ってい
くということです。
　肝細胞の中で，HBs抗原を被ってDane粒子というウ
イルスができ，これが血液の中に出てきます。これが感
染性のあるウイルスそのものということになります。血
液を介して感染するということですね。肝炎自体は，ウ
イルスが細胞障害をするのではなく，ウイルスをやっつ
けようとして免疫が働いて，肝細胞を障害することによ
ります。それで肝炎が生じるのです。
─ウイルス自体の毒性ではなく，ウイルスがある細胞
を，自分自身が攻撃してしまうということですね。
滝川　そうですね。ですからその攻撃がなければ肝炎は
起こらないので，共存共栄しているということになるの
です。「免疫寛容」というものがあり，日本人の慢性B型
肝炎の多くは母子感染が原因ですが，まだ免疫機能がな
い時に感染してしまいますと，HBVが肝細胞の中にいて
も異物として認識されないのです。
─では新生児などは，そのウイルスに感染していても
それが異物だと認識されないということですか。
滝川　そうです。免疫反応が起こらないのです。ですか

ガイドラインガイドライン を

薬局店頭で活かす
ン

薬

B型肝炎治療ガイドライン

第34回

滝川 一
帝京大学医学部内科学講座

PROFILE

1977年　東京大学医学部卒業
1979年　東京大学医学部第2内科入局
1987年　帝京大学医学部第1内科講師
1998年　帝京大学医学部内科教授
2011年　帝京大学医学部内科主任教授
2013年　帝京大学医学部長

らそういう状態にありますと，ウイルスがどんどん勝手
に増殖して，血液中にものすごいウイルス量があっても，
肝細胞は全然やられない。共存しているというのはそう
いうことです。
─ウイルスはたくさん存在しているけれども，ウイル
スの毒性自体は弱いから何もないというのが「免疫寛容」
なのですね。
滝川　そうですね。それがだんだんと大人になってきま

Hajime Takikawa
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 サービスとホスピタリティの違いを知っていますか？

（483）

心をつなぐホスピタリティ～おもてなしの極意～

患者はどこの調剤薬局を選ぶのか

　総合病院の近くには，だいたいどこでも薬局が軒を並
べています。また，自宅から同心円の半径内にも，個人
薬局や大手のチェーン薬局など，数店舗の薬局が営業を
行っています。患者は処方せんをもらって，どこの薬局
に飛び込めばよいのか迷ってしまいます。
　患者の立場からすると，医師に書いてもらった処方せ
んに沿った薬を買うのですから，どこの薬局を訪れても
薬の中身は同じはずです。そう考えると，品質格差は生
じません。すると，患者は外から見た薬局のイメージや，
中をのぞいた時の雰囲気によって，薬局を選ばなければ
ならないのです。
　最初はそうしたイメージや雰囲気によって選択します
が，何度か利用していくうちに，薬剤師の人柄や親切な
対応などによって，これからも同じ薬局を訪れるかどう

かを決定するのです。
　やさしい言葉でいえば，患者は商品（薬）だけを購入し
ているのではなく，また薬局が提供するサービスやイメー
ジだけで判断しているわけでもないのです。薬剤師が提
供する商品やサービスに「おもてなし」，あるいは「ホス
ピタリティ」の心が反映されていなければならないので
す。

 薬局や薬剤師は，ホスピタリティを
実践しているか

　ホスピタリティという言葉は，病院とは切っても切れ
ない関係にあります。なぜならば，それはホスピタルや
ホスピスと語源が同じだからです。しかし，意外にも，
医療従事者の間で，ホスピタリティという言葉の意味が
よく理解されていないようです。

サービスとホスピタリティの違いを 
知っていますか？

ホスピタリティバンク研究所　浦郷 義郎，松尾 信子

第1回

新連載

　今日，超高齢化社会を迎えるにあたり，薬局・薬剤師にはその専門性を活かして，地域住民の健康をサポートするパー
トナーとしての役割が大きくなりました。その役割を担うために，薬局や薬剤師に求められるものとは，いったいどのよう
なものなのでしょうか。
　一般的には，店舗や施設，設備，薬剤の備蓄と供給，薬の専門家としての知識と技能など，どちらかと言えば，ハード
とソフト面の充実にウエイトが置かれています。しかし，薬局を訪れる患者は，そうしたハードやソフトだけではなく，
もっと心の琴線に触れるホスピタリティを求めているのです。
　そもそも，病院（hospital）やホスピス（hospice）という言葉は，ホスピタリティ（hospitality）と同じ語源から派生し
ました。薬剤師の方々が働く場所は，病院，診療所，そして薬局などですが，医療の一役を担う専門家としての意識の根
底には，ホスピタリティが不可欠であることを理解しなければなりません。
　これまでは，どこの薬局もマニュアル化やシステム化を押し進め，効率化や生産性を重視した経営を行ってきました。し
かし，今後，限られた商圏内で薬局が生き残るためには，薬剤師1人ひとりのホスピタリティ・マインドがより重要な要素
になってくるのではないでしょうか。薬剤師がホスピタリティ・マインドに徹し，患者に喜びや感動を与えることができれ
ば，患者の満足度はさらに高まっていくことでしょう。
　本連載では，薬局や薬剤師に対する患者の満足度を高めるために，ホスピタリティという視角から薬局ビジネスのあり方
について考えてみたいと思います。
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セルフメディケーションをサポートする！セルフメディケーションをサポートする！
薬局薬剤師に必要な薬局薬剤師に必要な 症候学症候学

一般社団法人 Sapporo Medical Academy　岸田 直樹

■  疼痛編の補講  ■

昼くらいからお腹が痛くて…

第15回

　前回はかぜ編の補講として咳でもやや長引く咳を訴える患者さんについて考えてみました。咳は薬局でよく聞か
れる症状で，「長引く咳＝すべて医療機関受診」とするのは簡単です。しかし，3週間以内の咳でしかもていねい
な病歴聴取で明らかに感冒後咳を疑う経過で，発熱や呼吸苦，胸痛，血痰などがなければ，急いで医療機関を受
診させなくても3週間程度は見てもよいことを確認しました。しかし，日本は結核が多い国ですので3週間以上続
く咳の場合や微熱・倦怠感を伴う場合，結核曝露歴がある場合にはその旨を説明し医療機関を受診させてくださ
い。
　さて，最終回である今回は疼痛編の補講として腹痛について考えてみましょう。消化器症状として嘔気・嘔吐，
下痢については考えてみましたが，腹痛がメインの症状の場合にはどのように考えたらよいでしょうか？　薬局に
来る腹痛で多いのは，急性胃腸炎の腹痛やいつもの生理痛・過敏性腸症候群としての腹痛でしょう。しかし，そ
のような患者さんの中にも適切に受診勧奨すべき患者さんが紛れ込みますので，それを見逃さないことができるよ
うになりましょう。

はじめに

このように自分で診断を
つけてくる患者さんも多
いですが，その診断名を
うのみにしないで，きち
んとレッドフラッグサイ
ンがないかを確認しま
しょう。

急性胃腸炎の可能性も考
慮してこれらの有無を確
認しましょう。

シックコンタクトを確認
しましょう。

患　者：昼からお腹が痛くって…。そろそろ生理なので生理痛だと思うのですが，
何か薬もらえますか？

薬剤師：それはおつらいですね。いつも生理痛はあるのですか？
患　者：いつもではないですが，時々痛くて薬を飲むことはあります。いたた。
薬剤師：そうですか，それはおつらいですね。お腹が痛い以外の症状はありません

か？
患　者：お腹が痛い以外ってどんなものですか？
薬剤師：そうですねえ，吐き気や下痢，あと熱があるとかないでしょうか？　そう

なるとお腹のかぜの胃腸炎かもしれませんので…。
患　者：うーん，それはないですね。
薬剤師：周りに胃腸炎と言われている方はいませんかね。
患　者：いないです。
薬剤師：そうですか。特に持病があるとか，お薬のアレルギーはありませんか？
患　者：特にないです。

薬局に20代後半の女性が生理痛でお腹が痛いので，薬が
欲しいと言ってやってきました。

➡ さて，この患者さんは「生理痛」として鎮痛薬を販売するだけでよいでしょうか？　医療機関を早急に受診して
いただいた方がよい腹痛とはどのようなものでしょうか？　あなたはどのように対応しますか？

─完
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 ソブリアードカプセル100mg（シメプレビルナトリウム）
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① IFN初回治療例（CONCERT-1試験）
　初回治療例を対象とした試験において，本剤を含む3剤
併用療法の投与終了12週後のウイルス持続陰性化率
（SVR12率）は88.6%（109/123例）であった。一方，対照
群の2剤併用療法（48週間投与）では61.7%（37/60例）で
あり，3剤併用療法は2剤併用療法と比較して有意に高
かった。また，3剤併用療法の投与終了24週後のウイル

特徴

　本剤は大環状構造を有する第2世代NS3/4Aセリンプ
ロテアーゼ阻害薬である（図1）。

1．ガイドラインにおける位置づけ 1）

　日本肝臓学会が作成したC型肝炎治療ガイドライン（第
2版：2013年11月）では，本剤を含むペグインターフェ
ロン（PEG-IFN）とリバビリンの3剤併用療法が第1選択
とされている。

2．シメプレビルを含む3剤併用療法の臨床試験 
成績 2, 3）

（1） シメプレビルとPEG-IFNα-2aおよびリバビリン
の3剤併用による国内第Ⅲ相臨床試験

　Genotype1かつ高ウイルス量（5.0LogIU/mL以上）の症
例を対象として，本剤（12週間投与）とPEG-IFNα-2a
およびリバビリン（24週間または48週間）の3剤併用によ
る国内第Ⅲ相臨床試験が実施された。

◆  第2世代NS3/4Aプロテアーゼ阻害薬であり，PEG-IFNαとリバビリンとの3剤併用療法にお
いて初回治療例では89%と高いウイルス持続陰性化率が得られている。

◆  治験で認められた副作用の種類および頻度は，PEG-IFN＋リバビリン2剤併用療法と本剤を含
む3剤併用療法で同等であると評価されている。

◆  本剤投与において，一過性の軽度のビリルビン上昇（AST，ALTの上昇を伴わない）が観察
（40.7%）されている。ビリルビン上昇は，肝トランスポーターの活性阻害が原因と報告されて
いる。

◆  日本肝臓学会が作成したC型肝炎治療ガイドライン（第2版，2013年11月）では，本剤を含む
3剤併用療法が第1選択とされている。

P o i n t

虎の門病院薬剤部　菱沼 加代子，林 昌洋

ソブリアードカプセル100mg 
（シメプレビルナトリウム）

図1　シメプレビルナトリウムの構造式
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患者さんの
ヘルス・リテラシーを高める

くくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりのののののののののののののののののののののののののの教室教教室教教室室教教室室教教教教教室室教室教教室室教教教室教室室室教室教教教教教教教室室室室室室室室室くすりの教室

ロゲン活性を持たない第4世代に分類される。
　エチニルエストラジオールなどのエストロゲンを
0.05mg含む中用量ピル，0.05mg以上を含む高用量ピル
は，日本では機能性性器出血，月経困難症などを適応と
し，避妊薬の適応は持たないが，欧米では経口避妊薬と
して汎用され，高血圧，心筋梗塞，脳卒中，静脈血栓・
塞栓症などの心血管障害，乳がん，子宮頸がんなどの発
がんリスクの増大などの副作用が大きな問題となってき
た。これらの副作用はエストロゲンの量に依存すること
から，避妊効果を確保しながら，ホルモン量を減らす試
みが続けられ，エストロゲン0.05mg未満（エチニルエス
トラジオール0.03～0.04mg）の低用量ピルが開発された。

　ドロスピレノン・エチニルエストラジオール配合剤は，
1錠中に卵胞ホルモン（エストロゲン）であるエチニルエ
ストラジオール0.02mg，黄体ホルモン（プロゲステロン）
であるドロスピレノン3mgを含む。従来のエストロゲ
ン・プロゲステロン配合薬，低用量ピルに比べてエチニ
ルエストラジオールの配合量がさらに少なく，超低用量
ピルと呼ばれる。また，ドロスピレノンは男性ホルモン
（アンドロゲン）活性を持たず，抗アンドロゲン活性を有
することがin vitro，動物実験により確認されている。プ
ロゲステロン製剤はプロゲステロン活性，アンドロゲン
活性の強弱などにより第1～4世代に分類されるが，通常
ドロスピレノンは，プロゲステロン活性が高く，アンド

医薬情報研究所／エス・アイ・シー　国重 敦子，堀 美智子

ドロスピレノン・
エチニルエストラジオール

第10回 

　薬は市販後に不特定多数の患者に使用されることにより，有害事象が問題となったり副効用が発

見されたりします。その薬の使用は，絶えず新しい情報を更新して使用していくことが大切です。特

に，死亡例が出たといった情報は，薬剤師として決して看過してはならないことです。そこで今回

は，本年1月に安全性速報と使用上の注意改訂の通知が発出された月経困難症治療剤ドロスピレノ

ン・エチニルエストラジオール（ヤーズ配合錠）による血栓症を紹介し，その防止のための薬剤師の

対応について紹介します。

1.　女性ホルモン製剤としての特徴は
2.　適応症と作用は
3.　排卵，子宮内膜増殖抑制のメカニズムは
4.　注意すべき副作用は
5.　注意すべき相互作用は
6.　処方されている患者へのお薬手帳への記載は

女性ホルモン製剤としての特徴は1.
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脂質異常症を理解する

次号予告

特集

• 脂質異常症の病態と発症メカニズム

•  リスク合併時の注意点

•  薬物療法と服薬指導時の工夫

※都合により掲載予定は変更になる場合があります

連 載

新薬くろ～ずあっぷ 158

くすりの教室 11

ガイドラインを薬局店頭で活かす35

薬局ヒヤリ・ハットなくし隊がゆく44

“わかりません”から始める医療統計⑤

サプリメント・プロファイル⑤

心をつなぐホスピタリティ②　他

『調剤と情報』
  編集部より

1）テーマ
調剤，医薬品情報，薬歴管理，服薬指導，患者応
対，医師との連携などの体験談のほか，医薬分業，
薬学教育，生涯教育，医療問題に関するエッセイ
やご意見をお寄せください。

2）原稿枚数
投稿原稿の枚数は，テーマによって異なりますが，
400字詰め原稿用紙4～8枚を目安にご執筆くだ
さい。短い文章は，場合によっては読者の欄に掲
載します。読者の意見交換的原稿でも結講です。

3）原稿締切
特に原稿の締め切りはありません。常時受け付け

ています。採用となった原稿は，直近の号に掲載
していきます。
掲載の可否は，じほう『調剤と情報』編集部で決定
させていただきます。ボリューム，テーマにかか
わらず読者の皆様の原稿をお待ちしています。

4）原稿送付先
〒101-8421
東京都千代田区猿楽町1-5-15（猿楽町SSビル）
株式会社じほう 出版局  『調剤と情報』編集部
TEL：03-3233-6365
FAX：03-3233-6369
E-MAIL：rx@jiho.co.jp

本誌編集部では，学術・研究論文のような形式にとらわれない，日常の調剤
業務中での体験談・工夫，医師との連携，患者さんとのやりとり，失敗談など，
読者の皆様の原稿を募集しています。

体験談・エッセイなどの募集


