
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

薬局業務一元管理 本部システム 

 

 

－ システムリリース案内 － 

 
Ver.1.16.5 

 
 
 
 
 
 
 

 作成日：2018.3.19 

 追記日：2018.3.30 

                システム変更日：2018.3.31 



ENIF 本部 
目次 

 

 

 
 

 

■リリース概要 

 項番 内容 頁

オプション 1 
CSV 出力 
在庫情報の新旧薬価対比表の薬価金額を更新 1 

売上管理 
【全般】 2 

売上管理各メニュー 
平成 30 年調剤報酬改定対応 2 

在庫管理 3 
在庫分析表 
後発品構成比の更新ついて 

3 
全般 4 

機能全般 
万年筆型注入器用注射針の登録薬価変更について 

 
※画面は開発中のものです。 
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【リリース概要 1】 

■CSV 出力 

CSV 出力機能の在庫情報の「新旧薬価対比表」の出力結果の、「旧薬価」「新薬価」の更新作業を実施

します。 
平成 30 年 3 月 22 日に初回更新、平成 30 年 3 月 31 日に 2 回目の更新を予定しております。 
更新作業により、平成 30 年 4 月 1 日告示薬価が、「新薬価」にセットされます。 

 
■帳票イメージ 
 
 
 
 
 
 
 
 ※画面の薬価はサンプルとなります。 
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【リリース概要 2】 

■売上管理各画面 

 該当メニュー 
・売上実績照会の『調剤種別』『技術料構成比』『件数比率』 
・売上ランク照会 
・売上集計表（日別） 
変更される項目については、下記をご確認ください。 
 
 追加項目 

調剤種別 項目 点数 
調剤基本料加算 地域支援体制加算 35 

 後発医薬品調剤体制加算３（８５％以上） 26 
薬学管理料 薬剤服用歴管理指導料（基１）（６ヶ月以内来局あり）（手帳あり） 41 

 薬剤服用歴管理指導料（基１）（６ヶ月以内来局あり）（手帳なし） 53 
 薬剤服用歴管理指導料（基１）（６ヶ月以内来局なし） 53 

 
薬剤服用歴管理指導料（基１以外）（６ヶ月以内来局あり） 
（手帳あり） 

53 

 
薬剤服用歴管理指導料（基１以外）（６ヶ月以内来局あり） 
（手帳なし） 

53 

 薬剤服用歴管理指導料（基１以外）（６ヶ月以内来局なし） 53 
 薬剤服用歴管理指導料（特養）（６ヶ月以内来局あり）（手帳あり） 41 
 薬剤服用歴管理指導料（特養）（６ヶ月以内来局あり）（手帳なし） 41 
 薬剤服用歴管理指導料（特養）（６ヶ月以内来局なし） 41 
 薬剤服用歴管理指導料（特例）（６ヶ月以内来局あり）（手帳あり） 13 
 薬剤服用歴管理指導料（特例）（６ヶ月以内来局あり）（手帳なし） 13 
 薬剤服用歴管理指導料（特例）（６ヶ月以内来局なし） 13 
 重複投薬・相互作用等防止加算（残薬調整以外） 40 
 重複投薬・相互作用等防止加算（残薬調整） 30 

 
重複投薬・相互作用等防止加算（かかりつけ薬剤師指導料） 
（残薬調整以外） 

40 

 
重複投薬・相互作用等防止加算（かかりつけ薬剤師指導料） 
（残薬調整） 

30 

 服薬情報等提供料１ 30 
 服薬情報等提供料２ 20 
 服用薬剤調整支援料 125 
 在宅患者訪問薬剤管理指導料（単一建物１人） 650 
 在宅患者訪問薬剤管理指導料（単一建物２人～９人） 320 
 在宅患者訪問薬剤管理指導料（以外） 290 
 乳幼児加算（在宅患者訪問薬剤管理指導料） 100 
 乳幼児加算（在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料） 100 
 乳幼児加算（在宅患者緊急時共同指導料） 100 
 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料（残薬調整以外） 40 
 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料（残薬調整） 30 
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 名称・点数変更項目 
調剤種別 項目 点数 

調剤基本料 調剤基本料３ ※（受付回数４万回超４０万回以下） 20 
 調剤基本料３ ※（受付回数４０万回超） 15 
 特別調剤基本料 10 

調剤基本料加算 後発医薬品調剤体制加算１（７５％～８０％） 18 
 後発医薬品調剤体制加算２（８０％～８５％） 22 

薬学管理料 かかりつけ薬剤師指導料 73 
 かかりつけ薬剤師包括管理料 280 
 乳幼児服薬指導加算 12 
 無菌製剤処理加算（中心静脈栄養法用輸液） 67 
 無菌製剤処理加算（抗悪性腫瘍剤） 77 
 無菌製剤処理加算（麻薬） 67 
 無菌製剤処理加算（中心静脈栄養法用輸液・６歳未満） 135 
 無菌製剤処理加算（抗悪性腫瘍剤・６歳未満） 145 
 無菌製剤処理加算（麻薬・６歳未満） 135 
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削除項目で、次回改正まで画面上次の項目は維持されます。 
2018 年 4 月の調剤報酬改正時の削除項目となります。 
（該当項目には画面上『*』が付与されます。） 

調剤種別 項目 
調剤基本料 調剤基本料４ 

 調剤基本料５ 
調剤基本料加算 基準調剤加算 

薬学管理料 薬剤服用歴管理指導料(6 月以内に処方せん持参あり) 
 薬剤服用歴管理指導料(6 月以内に処方せん持参なし) 
 薬剤服用歴管理指導料(特養入所者) 
 薬剤服用歴管理指導料(手帳持参なし) 
 重複投薬・相互作用等防止加算 

 重複投薬・相互作用等防止加算(かかりつけ薬剤師指導料) 

 在宅患者訪問薬剤管理指導料（同居以外） 
 在宅患者訪問薬剤管理指導料（同居） 

 在宅患者重複投与・相互作用等防止管理料 

 服薬情報等提供料 
 

 画面から削除される項目 
2016 年 4 月の調剤報酬改正時の削除項目となります。 

調剤種別 項目 
調剤基本料加算 調剤基本料（受付２５００回超） 

 調剤基本料（受付２５００回超・２４時間） 
 調剤基本料（妥結率低、受付２５００回超） 
 調剤基本料（妥結率低、受付２５００回超・２４時間） 
 基準調剤加算１ 

薬学管理料 薬剤服用歴管理指導料 
 薬剤服用歴管理指導料（手帳記載なし） 
 重複投薬・相互作用防止加算Ａ 
 重複投薬・相互作用防止加算Ｂ 
 長期投薬情報提供料１ 
 長期投薬情報提供料２ 
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【リリース概要 3】 

■在庫管理 

 在庫分析表 
・後発品構成比の更新を行います。 

※ 厚生労働省から公表されたデータを元に更新を行います。 
 
 
 
 

【リリース概要 4】 

■万年筆型注入器用注射針の登録薬価変更について 

平成 30 年の調剤報酬改定に伴い、万年筆型注入器用注射針（針折れ防止型）が廃止されます。3 商品

につきましては、（標準型）に移行となります。 
また、（標準型）の薬価も変更となります。 
 

≪平成 30 年 3 月 31 日まで≫  

 
≪平成 30 年 4 月 1 日より≫ 

万年筆型注入器用注射針（針折れ防止型） 万年筆型注入器用注射針（標準型） 

保険請求用コード：710010094 保険請求用コード：710010093 

価格：17 円/本 価格：17 円/本 （旧薬価：15 円） 

＜該当する商品名＞ ＜該当する商品名＞ 

ペンニードルプラス 32G 4mm ペンニードルプラス 32G 4mm 

ペンニードル 32G テーパー 6mm ペンニードル 32G テーパー 6mm 

BD マイクロファインプラス 32G 4mm BD マイクロファインプラス 32G 4mm 

  ペンニードル 30G 8mm 

  マイクロファインプラス 31G 5mm 

  マイクロファインプラス 31G 8mm 

  マイクロファインプラス 32G 6mm など

 
※ENIF 本部では、特定保険医療材料の在庫管理が特殊方法のため今回の薬価改正において、新旧薬価を

持たせることができません。 
平成 30 年 3 月 31 日以前の薬価も新薬価表示となる制限が発生いたします。 
ヘルプデスクにてメンテナンス対応させて頂いております、万年筆型注入器用注射針のみが、対応対

象商品となります。その他の商品につきましては、法人様にてご対応のほどお願いいたします。 


