
事 務 連 絡 

令 和 ３ 年 ９ 月 ８ 日 

 

都道府県薬剤師会 担当事務局 御中 

 

日 本 薬 剤 師 会 

医 薬 ・ 保 険 課 

 

「薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点について（その10）」に

おける別紙（エクセルファイル）の再送について 

 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、「薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点について（その10）」

につきましては、令和３年９月２日付け日薬業発第 185 号にてお知らせしたとこ

ろですが、同事業の請求にあたって、薬局にてご記入いただく別紙「電話等による

服薬指導等及び配送等の実施状況の一覧」（エクセルファイル）について一部不備

（※）があり、JPA文書管理ネット上の同185号からエクセルファイルを削除する

対応を行っておりました。 

このたび、別紙の訂正を行いましたので、再送いたします。 

事業の実施に支障を来たしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、引

き続き本事業の実施に特段のご配慮を賜りますようお願い申し上げます。 

なお、同 185 号については、JPA 文書管理ネット上も差し替え済みであること

を申し添えます。 

 

（※）不備内容： 

（事象） 

当初配付したエクセルで「例」を４例としたため、それ以前の版との行ずれが発生。 

（想定される不具合） 

４例のエクセルで薬局から報告されると、都道府県薬剤師会で集計マクロに取り

込む際に、取り込みのエラーが起きてしまう。 

  ↓ 

（今回の訂正） 

エクセルの例をそれ以前の版と同様「３例」とした。以下の例示が記載されている

ものをご利用ください。 

 


Sheet1

		＜記入上のお願い＞ キニュウジョウ 

		注１．赤色の太枠内に必要事項をご記入ください。　⇒　【イ．薬局の基本情報】 ＆ 【ロ．処方箋単位の情報】 チュウ アカイロ フトワク ナイ ワクナイ ヒツヨウ ジコウ キニュウ

		注２．【ロ．処方箋単位の情報】は、電話等で服薬指導を行った処方箋のみについてご記入ください（それ以外の処方箋については記入不要）。 チュウ ショホウセン  タンイ  ジョウホウ  デンワトウニ  フクヤクシドウ  オコナッタ  ショホウセン  ショホウセン  キニュウフヨウ 

		注３．「注２」のうち、本事業に請求しない処方箋は（たとえば、患家が近隣であるとの理由から無償で届けたケース）、①は空欄のまま、それ以外の項目（⑥、⑬〜⑯は記入不要）についてご記入ください。 チュウ チュウ ホン ジギョウ セイキュウシナイバアイ  ショホウセン  カンジャ  イエ  キンリンノタメ  リユウ  ムショウデ  トドケタ  クウラン  コウモク  キニュウフヨウ 



		【イ．薬局の基本情報】 ヤッキョク  キホンジョウホウ 

		　薬局名 ヤッキョク メイ

		　所在地（都道府県） ショザイチ トドウフケン

		　保険薬局コード　（10桁の数字を入力） ホケンヤッキョク  ケタ  スウジ  ニュウリョク 

		　当該月のすべての処方箋受付回数 トウガイ ゲツ ショホウセン ウケツケ カイスウ														枚 マイ

		　　　うち、電話等により服薬指導した処方箋受付回数 デンワトウ  フクヤクシドウ  ショホウセン  ウケツケ カイスウ								0						枚 マイ



		【ロ．処方箋単位の情報】 ショホウセン  タンイ  ジョウホウ 								月分 ツキ ブン								　　↓ 対面または電話等かは問いません。 タイメン ト



				①		②		③		④		⑤		⑥		⑦		⑧		⑨		⑩		⑪						⑫		⑬		⑭		⑮		⑯

		番号 バンゴウ		県薬への
請求の有無
該当する
ものに○ ケンヤク セイキュウ ウム ガイトウ		配送実施日 ハイソウ ジッシ ビ		薬剤の配送方法

項目を選択 ヤクザイ ハイソウ ホウホウ		処方箋の
備考欄

項目を選択 ショホウセン ビコウ ラン コウモク センタク		配送料等
（円）
数字を
入力 ハイソウ リョウ トウ エン スウジ ニュウリョク		県薬への
請求額
（円）
数字を
入力 ケンヤク セイキュウ ガク エン スウジ ニュウリョク		処方箋
発行日 ショホウセン ハッコウ		当該患者の
過去の
薬局利用
有無を選択 トウガイ カンジャ ヤッキョク  リヨウ  ガイトウ ウム  センタク		処方医薬品
種類数
数字を
入力 ショホウ イヤクヒン シュルイスウ		当該処方箋の
最長投与日数
（日分）
数字を入力 トウガイ ショホウセン サイチョウ トウヨ ニッスウ ニチ ブン		調剤した薬剤の剤型
該当するものに○ チョウザイ ヤクザイ ザイケイ ガイトウ						一部負担金等
の徴収方法

項目を選択 イチブ フタンキン トウ チョウシュウ  ホウホウ コウモク センタク		薬局名 ヤッキョク メイ		保険薬局
コード ホケン ヤッキョク		当該月の
すべての
処方箋（回） トウガイ ゲツ ショホウセン カイ

																																						うち、電話等
で服薬指導 デンワ トウ フクヤク シドウ

																								内服 ナイフク		吸入 キュウニュウ		その他 タ

		例 レイ		○		9/5/21		配送業者を利用		CoV宿泊		570		570		9/5/21		有 ア		1		14		○						その他		○○薬局 ヤッキョク		014XXXXXXX		1,200		15

		例 レイ		○		9/10/21		従事者が訪問		CoV自宅		3000		3000		9/10/21		無		3		30		○		○				その他		○○薬局 ヤッキョク		014XXXXXXX		1,200		15

		例 レイ		○		9/20/21		従事者が訪問		0410対応		500		400		9/19/21		有		4		30		○				○		次回来局時に支払い		○○薬局 ヤッキョク		014XXXXXXX		1,200		15

		1																																				

		2																																				

		3																																				

		4																																				

		5																																				

		6																																				

		7																																				

		8																																				

		9																																				

		10																																				

		11																																				

		12																																				

		13																																				

		14																																				

		15																																				

		16																																				

		17																																				

		18																																				

		19																																				

		20																																				

		21																																				

		22																																				

		23																																				

		24																																				

		25																																				

		26																																				

		27																																				

		28																																				

		29																																				

		30																																				

		31																																				

		32																																				

		33																																				

		34																																				

		35																																				

		36																																				

		37																																				

		38																																				

		39																																				

		40																																				

		41																																				

		42																																				

		43																																				

		44																																				

		45																																				

		46																																				

		47																																				

		48																																				

		49																																				

		50																																				

		51																																				

		52																																				

		53																																				

		54																																				

		55																																				

		56																																				

		57																																				

		58																																				

		59																																				

		60																																				

		61																																				

		62																																				

		63																																				

		64																																				

		65																																				

		66																																				

		67																																				

		68																																				

		69																																				

		70																																				

		71																																				

		72																																				

		73																																				

		74																																				

		75																																				

		76																																				

		77																																				

		78																																				

		79																																				

		80																																				

		81																																				

		82																																				

		83																																				

		84																																				

		85																																				

		86																																				

		87																																				

		88																																				

		89																																				

		90																																				

		91																																				

		92																																				

		93																																				

		94																																				

		95																																				

		96																																				

		97																																				

		98																																				

		99																																				

		100																																				

												⑥の合計 ゴウケイ		0



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































hoshino-miki
添付



なお、既に配布済み等で４例のエクセルが用いられる場合は、マクロ取り込み時

に例を１行削除した上で取り込むなど、行ずれが起きないようご配慮をお願いい

たします。 


