
処方箋問題集 第 17版 訂正・追記・差替について 

■処方箋問題集                                                       2023年２月末日時点 

１ 処方箋 9 

（変更前）生年月日 

   昭和 20年 5月 31日 
（変更後）昭和 24年 5月 31日 

被保険者証・被保険者手帳の記号・番号 

（変更前）231901 
（変更後）23・1901 

２ 処方箋 12-1 （変更前）④パタノール点眼液０．１％    2本 （変更後）④パタノール点眼液０．１％  ５ｍｌ  2本 

３ 処方箋 12-2 

池袋ケアクリニックの医療機関コード 

（変更前）1234567 
（変更後）1345678   

受付日・交付年月日、調剤年月日 

（変更前）4/21（木） ・ 令和 4年 4月 21日 
（変更後）4/13（水）・令和 4年 4月 13日 

４ 処方箋 14 半錠規格についての追記 

（追記） 

※ワーファリン錠５ｍｇ、ラシックス錠１０ｍｇ、アモバン錠７．５ 

７．５ｍｇの半錠規格の薬価収載なし。 

５ 処方箋 17-1 
④の薬剤規格 

（変更前）タダラフィルＯＤ錠 2.５ｍｇＺＡ「トーワ」 
（変更後）タダラフィルＯＤ錠５ｍｇＺＡ「トーワ」 

６ 
処方箋 17-1 

処方箋 17-2 

被保険者証・被保険者手帳の記号・番号 

（変更前）231・901 

番号のみ 

（変更後）231901 

患者性別 

（変更前）女 
（変更後）男 

７ 処方箋 28 
被保険者証・被保険者手帳の記号・番号 

（変更前）15229811 
（変更後）1522・9811 

８ 
処方箋 29-1 

処方箋 30 

公費負担医療の受給者番号 

（変更前）202128 
（変更後）0202128 

９ 処方箋 30 

③④の服用時点 

（変更前）③朝食後 毎食前 

     ④朝食後 朝食後 

左記、下線部「朝食後」を削除 

（変更後）③毎食前 

     ④朝食後 



10 記載要領 P6 
コード 21の略号 

（変更前）後半 
（変更後）高半 

11 記載要領 P14 

【2022/9/30まで】 

オ「薬学管理料」欄について（ア）① 

①調剤管理料の加算である重複投薬・相互作用等防止加算、調剤

管理加算又は電子的保健医療情報活用加算を算定した場合は、該

当するものの名称及びその回数をそれぞれ記載すること。 

【2022/10/1以降】 

▼下線部の名称を変更 

①調剤管理料の加算である重複投薬・相互作用等防止加算、調剤管理加

算又は医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定した場合は、該

当するものの名称及びその回数をそれぞれ記載すること。 

12 記載要領 P29 

1４ 加算料 

（変更前）薬剤調製料及び調剤管理料の休日加算 

（24＋28）×1.4＝72.8→73点（四捨五入） 

（変更後） 

薬剤調製料の休日加算 

（24）×1.4＝33.6→34点（四捨五入） 

調剤管理料の休日加算 

（28）×1.4＝39.2→39点（四捨五入） 

 

■解答・解説・レセプト 

1 解答・解説 1 

③（外用薬）の薬価及び点数計算 

ナゾネックス点鼻液 

（変更前）111×1＝111 

点数化（単位薬剤料）111÷10＝11．1→11 

（変更後）1114.7×1＝1114.7 

点数化（単位薬剤料）1114.7÷10＝111.47→111 

2 解答・解説 8 
ポイント解説内 

（変更前）調剤管理料 50点 
（変更後）調剤管理料 4点 

3 
解答・解説 

12-2 

受付日 

（変更前）4/21（木） 
（変更後）4/13（水） 

4 
解答・解説 

13-1 

ポイント解説内、下から２番目の● 

（変更前）●定薬剤管理指導加算１ 
（変更後）●特定薬剤管理指導加算 1 

5 
解答・解説 

17-1 

④の薬剤規格 

（変更前）タダラフィルＯＤ錠 2.５ｍｇＺＡ「トーワ」 
（変更後）タダラフィルＯＤ錠５ｍｇＺＡ「トーワ」 

6 
解答・解説 

18-2 

解説 表内 調剤基本料欄の合計 

（変更前）109点 
（変更後）124点 



7 解答・解説 20 

薬剤調製料・薬剤料等欄及び請求点 

（変更前）①薬剤調製料 24点 

 薬剤料×投与日数 9点×14日 

（変更後）①薬剤調製料 24点 

 薬剤料×投与日数 9点×14日 

 計量混合調剤加算 45点 

（変更前）請求点 5459点 （変更後）請求点 5504点 

8 レセプト 20 

アルタット細粒 20％ 

ビオスミン配合散    の加算料欄に追記 
（変更後）計 45 

請求点の合計 

（変更前）請求点 5459点  
（変更後）請求点 5504点 

9 解答・解説 22 
①の薬剤名 

（変更前）ジメモルファンリン酸塩散１０％「ＴＣＫ」 
（変更後）ジメモルファンリン酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 

10 解答・解説 23 
ポイント解説内 

（変更前）薬A→45点 
（変更後）薬 C→59点 

11 レセプト 23 
摘要欄への追記 

クレストール錠ｍｇ〜 
（変更後）クレストール錠 2.5ｍｇ 

12 解答・解説 26 
ポイント解説内  

（変更前）外支２ 
（変更後）支 B 

13 レセプト 29 
公費分点数欄の合計 

（変更前）1874 （変更前）684 （変更前）204 

調剤管理料分を加算 

（変更後）1934 （変更後）744 （変更後）264 

■薬価リスト 

 ページ 誤 正 

1 「し」行 
薬剤名・単位・薬価 

（変更前）ジメモルファンリン酸塩散１０％「ＴＣＫ」 1ｇ 30.10円 

（変更後）ジメモルファンリン酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 

   １錠 5.70円 

2 「た」行 
④の薬剤規格と薬価 

（変更前）タダラフィルＯＤ錠 2.５ｍｇＺＡ「トーワ」 40.90円 
（変更後）タダラフィルＯＤ錠５ｍｇＺＡ「トーワ」 58.90円 

３ 内服薬 

「と」 

ふりがな「と」の開始位置 

（変更前）「と」→ドネペジル塩酸塩 OD錠 5ｍｇ「サワイ」 

（変更後）「と」→トウキ 

以上 



令和 4年 6月 

各位 

一般社団法人 専門士検定協会 

管理本部 事務局 

 

 

（処方箋問題集 第 17版 処方箋 29について） 

 

いつも弊社の教材をご利用いただきありがとうございます。 

 弊社監修の「処方箋問題集 第 17版」の処方箋 29について、解答のレセプトと解

説が一致しない箇所がございますので、下記の通りお知らせ致します。 

当該箇所につきましては、大型改定の影響から調剤報酬明細書の記載要領とレセコン

の仕様が一致しないケースもあり、明確な判断が難しいところではございますが、ご尽

力頂いております先生方からもご指導を賜り、当協会の見解は下記の通りと致します。 

何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

▼処方箋 29 ポイント解説の差し替え 

ポイント解説 

4番目の★ 

 （現行）レセプトの公費分点数欄に薬剤調製料、薬剤料、加算料を合計した点数を 

記載する。 

 

 （差替）レセプトの公費分点数欄に薬剤調製料、調剤管理料、薬剤料、加算料を 

合計した点数を記載する。 

          

5番目の★ 

 （現行）レセプトの公費①の欄に薬学管理料（調剤管理料を含む）、調剤基本料、 

請求点を記載する。 

 

 （差替）レセプトの公費①の欄に薬学管理料、調剤基本料、請求点を記載する。 

 

 

※尚、レセコンの機種によっては、公費分点数欄の合計に、調剤管理料が反映されてい 

ない場合もありますが、「手書き」レセプトの正答としては、調剤管理料の点数を含 

む合計点を記載する、と致します。 

 

以上 


