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平成30年度改定による変更点

調剤基本料は，どのように変更されたのですか。Q 
001

　調剤基本料については，前回改定（平成28年度）に引き続き，いわゆる門
前薬局の評価の見直しとして，特例部分（すなわち，調剤基本料1以外の区分）
の対象範囲の拡大などが行われました（表，図）。
　また，医薬品購入における妥結率が低い場合の措置として設けられていた区
分について，項目の簡素化が図られました。
1．調剤基本料1
　調剤基本料の通常区分である調剤基本料1の要件については変更ありませ
ん。ただし，医療資源が少ない地域のなかで，医療提供体制が特に限定的な区
域であるとの理由から，特定の保険医療機関に係る処方箋の調剤割合（以下，
集中率）が高いために調剤基本料1の要件から外れてしまう保険薬局であって，
一定基準を満たしている場合には，調剤基本料の特例対象の除外措置として調
剤基本料1を適用できることになりました。
　主な基準については，①医療を提供しているが，医療資源の少ない地域（基
本診療料の施設基準等の別表で規定されている市町村）に所在する保険薬局で
ある，②当該地域の中学校区の保険医療機関数が10以下であり（歯科医療の
みを担当する保険医療機関は除く），200床以上の病院が存在しない，③処方
箋の受付回数が月平均2,500回を超えない──などです。
　すべての基準に該当する保険薬局であるとして調剤基本料1（41点）を算定
する場合には，所定様式により地方厚生局への届出が必要です。

調剤基本料
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2．調剤基本料2
　調剤基本料2（25点）の場合，処方箋の受付回数および集中率に関する要件
については，①受付回数が月平均4,000回超かつ集中率が70％超，②受付回数
が月平均2,000回超かつ集中率が90％超，③特定の保険医療機関に係る処方箋
の受付回数が月平均4,000回超（集中率は関係なし）──に該当する保険薬局
が対象とされていました。
　しかし，備蓄医薬品の効率性や薬局の収益状況などを踏まえ，平成30年4月
からは，②の場合の集中率については「85％超」となり，対象範囲が拡大さ
れています。また，③の場合の受付回数については，その計算にあたり，
・保険薬局と同一建物内に複数の保険医療機関がある場合は，それらを合算
する

改定前（平成30年3月31日まで） 改定後（平成30年4月1日から）

【通常】
調剤基本料1
	 41点（→	調剤基本料4　31点）

【通常】
調剤基本料1（医療資源の少ない地域含む）
	 41点

【特例】
調剤基本料2　　25点（→調剤基本料5　19点）
　　	受付回数と集中率が次のいずれかに該当
　　	①　月4,000回超，集中率70％超
　　	②　月2,000回超，集中率90％超
　　	③	　特定の保険医療機関に係る処方箋が月

4,000回超

【特例】
調剤基本料2	 25点
　　	受付回数と集中率が次のいずれかに該当
　　	①　月4,000回超，集中率70％超
　　	②　月2,000回超，集中率85％超
　　	③	　特定の保険医療機関に係る処方箋が月

4,000回超（同一建物内の複数医療機関
は合算ほか）

調剤基本料3
	 20点（→特別調剤基本料　15点）
　　		同一グループの保険薬局の処方箋の合計が

月4万回超で，次のいずれかに該当

　　	①　集中率95％超
　　	②	　特定の保険医療機関との不動産の賃貸

借関係あり

調剤基本料3
　20点（月4万回超），15点（月40万回超）
　　		同一グループの保険薬局の処方箋の合計が

月4万回超または月40万回超で，次のいず
れかに該当

　　	①　集中率85％超
　　	②	　特定の保険医療機関との不動産の賃貸

借関係あり

特別調剤基本料	 15点
　　	次のいずれかに該当
　　	①　調剤基本料3の対象で，妥結率50％以下
　　	②　届出を行っていない

特別調剤基本料	 10点
　　	次のいずれかに該当
　　	①　病院と特別な関係で，集中率95％超
　　	②　届出を行っていない

注1	　妥結率50％以下の場合，カッコ内の点数
を適用

注2	　かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能
に係る業務を実施していない場合，所定点
数から50％減算

注	　妥結率50％以下の場合，または，かかりつ
け薬剤師・薬局の基本的な機能に係る業務を
実施していない場合，所定点数から50％減算
（調剤基本料4・5は廃止）

表　�薬剤基本料の主な変更点
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地域支援体制加算

地域支援体制加算の施設基準については，患者ごとの薬
歴の作成や必要な薬学的管理の実施などが要件とされて
いますが，患者ごとに算定の有無を判断しなければならな
いのでしょうか。

Q 
014

　地域支援体制加算は，患者ごとにその算定の可否を判断するものではありま
せん。
　地域支援体制加算は，決められた一定品目以上の医薬品の備蓄をはじめ，患
者ごとに作成された薬歴に基づく必要な指導管理，緊急時や時間外における体
制整備，必要事項の掲示，従事者の資質向上を図るための研修の実施──など
の基準を満たしているものとして，地方厚生（支）局長に届出を行った保険薬
局において算定するものです。
　その仕組みや算定要件から明らかなように，地域支援体制加算の算定は患者
ごと（処方箋ごと）にその都度判断するものではありません。その施設基準に
適合しているものとして届出を行った保険薬局では，受け付けたすべての保険
処方箋について，調剤基本料に加算して算定することになります。

新規に保険指定を受けた薬局の場合，いつから地域支援
体制加算の届出を行うことが可能ですか。

Q 
015

　地域支援体制加算に係る要件を満たすためには，新規指定から少なくとも1
年以上の期間が必要であり，届出はそれ以降に可能です。
　地域支援体制加算の基準については，人的要件として管理薬剤師の実務経験
などに関する項目が設けられています。具体的には，地域支援体制加算の届出
を行う薬局の管理薬剤師について，①保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経
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験があること，②当該薬局に週32時間以上勤務していること，③届出時点に
おいて当該薬局に1年以上在籍（実際に勤務）していること──との要件が設
けられています（表）。
　したがって，新規指定の薬局の場合，届出時点において管理薬剤師が保険薬
剤師として5年以上の薬局勤務経験を有していることを前提とするならば，基
準調剤加算の要件を満たすためには，少なくとも1年以上の期間が必要である
ことがわかります。

後発医薬品調剤体制加算

後発医薬品調剤体制加算の要件である後発医薬品の調剤
数量割合は，直近3カ月間の実績に基づいて判断するこ
とになっていますが，1カ月もしくは2カ月の割合が所定
基準を下回っていたとしても，直近3カ月間の合計でみた
ときに所定基準以上となっていれば要件を満たしていると
考えて構わないのでしょうか。

Q 
016

　差し支えありません。
　直近3カ月間の合計に基づく計算結果が所定割合（75％，80％，85％）以上
であれば，要件を満たしていることになります。

表　地域支援体制加算の人的要件

第 92　地域支援体制加算
　1　地域支援体制加算の施設基準
　�（8）　�当該保険薬局の管理薬剤師は以下の要件を全て満たしていること。
　　　ア�　施設基準の届出時点において，保険薬剤師として 5年以上の薬局勤務経験

があること。
　　　イ�　当該保険薬局に週 32時間以上勤務していること。
　　　ウ�　施設基準の届出時点において，当該保険薬局に 1 年以上在籍していること。

（特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて，平成30年3月5日，
保医発0305第3号）
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