
請求レセプトの一次審査における
審査委員会の疑義について

　今回の審査ニュースでは、最近よく見かける内服薬調剤料および計量混合調剤加算の算定誤り
の事例と、平日の時間外加算の算定についてお知らせします。

　レセプト請求において、請求の意図を明確にさせるためには、レセプト摘要欄へのコメントの
記載が大変重要です。コメントの記載を忘れないようにしましょう。
　各保険薬局から請求されたレセプトは審査支払機関において一次審査を受け、ここで「原審」
「返戻」「査定」処理されます。
　その後保険者に送付され、必要があれば再度請求内容の確認が行われます。
　一次審査において「原審」とされた請求内容に疑義が生じた場合、保険者は審査支払機関に再
審査請求を行います。この時、審査員は再度審査を行います。再審査請求における保険者からの
疑義内容が妥当だと認められた場合は「査定」処理となります。
　このように保険者が一次審査の結果に疑義を抱くような場合でも、レセプト摘要欄にコメント
があれば請求者の意図がわかり、再審査請求を未然に防止することができます。

　※再審査請求では「原審」か「査定」かの二者択一が原則であり「返戻」処理はありません。

　医療保険委員会

221

※文中の「原審」「返戻」「査定」の意味合い
　原審・・・請求どおりと解釈されるもの。
　返戻・・・請求内容に疑義があるか、請求理由が理解できないもの。
　査定・・・誤請求と解釈されるもの。

今回は下記の事例について解説します。
【事例１】内服薬調剤料の誤算定について
【事例２】計量混合調剤加算の誤算定について
【事例３】平日の時間外加算の算定について
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No 医師 処方
月日

調剤
月日

調剤
数量単位薬剤料 調剤料医薬品・規格・用量・剤形・用途 薬剤料 加算料

処　　　　方 調剤報酬点数

 14 14 63 196

 24 14 63 336

 1 1 10・17 10・17

 2 1 10・17 10・17

摘
要

 アジルバ錠20mg １錠
【内服】１日１回　朝食後

 ロトリガ粒状カプセル２g １包
【内服】１日１回　朝食直後

No 医師 処方
月日

調剤
月日

調剤
数量単位薬剤料 調剤料

0
63

医薬品・規格・用量・剤形・用途 薬剤料 加算料
処　　　　方 調剤報酬点数

 14 14 63 196

 24 14  336

 1 1 10・17 10・17

 2 1 10・17 10・17

摘
要

 アジルバ錠20mg １錠
【内服】１日１回　朝食後

 ロトリガ粒状カプセル２g １包
【内服】１日１回　朝食直後

〈一次審査対象レセプト〉

〈審査結果〉査定

アジルバ錠20mg １錠
　　１日１回　朝食後　　14日分
ロトリガ粒状カプセル２g １包
　　１日１回　朝食直後　14日分

事例１（査定事例）　内服薬調剤料の誤算定について

〈処方〉

１日１回朝食後と１日１回朝食直後を服用時点が異なる別剤として内服薬調剤料を算定して請求された事例です。
内服薬調剤料の算定にあたっての「１剤」とは、「調剤料の算定の上で適切なものとして認められる単位をいう
ものであり、服用時点が同一である薬剤については、投与日数にかかわらず１剤として算定する。」とされてお
り、この場合の「服用時点が同一である」とは、「食事を目安とする服用時点については、食前、食後及び食間
の３区分とすることとし、服用時点が『食直前』、『食前30分』等であっても、調剤料の算定にあっては、『食
前』とみなし、１剤として扱う。」とされています。
今回の事例では、ロトリガ粒状カプセルの服用時点が朝食直後で処方されていますが、前述のとおり朝食後と１
剤にまとめるため査定処理となりました。

審査委員会での【請求に対する疑義？】
Ｑ、１日１回朝食後と１日１回朝食直後は服
用時点が重複します。調剤料はまとめて
１回の算定でいかがでしょうか？

＜調剤報酬点数表の解釈 平成30年４月版 p42参照＞

？
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〈一次審査対象レセプト〉

〈審査結果〉査定

ロバキシン顆粒90%  0.25g
バランス散10% 0.05g
カフェイン「ホエイ」 0.03g
ロキソニン細粒10% 0.6g
乳糖水和物「ヨシダ」 0.07g
 【混合】
　　１日１回　夕食後　　14日分

事例２（査定事例）　計量混合調剤加算の誤算定について

〈処方〉

この事例は、複数の散剤を決められた分量で混合して予め準備しておく、いわゆる約束処方の予製剤について計
量混合調剤加算（予製剤）を算定して請求された事例です。計量混合調剤加算は、「薬価基準に収載されている
２種類以上の医薬品（液剤、散剤若しくは顆粒剤又は軟・硬膏剤に限る。）を計量し、かつ、混合して、液剤、
散剤若しくは顆粒剤として内服薬又は屯服薬を調剤した場合及び軟・硬膏剤等として外用薬を調剤した場合に、
投薬量、投薬日数に関係なく、計量して混合するという１調剤行為に対し、各区分の所定点数を算定できる。」
とされています。
多くの調剤薬局に導入されているレセプトコンピューターでは、計量混合調剤加算を算定する際には、区分を選
択するようになっていると思われます。今回の事例は、誤って軟・硬膏剤の計量混合調剤加算（予製剤）を選択
したと思われるため、散剤の計量混合調剤加算（予製剤）へ振替査定となりました。区分の選択にあたっては、
いずれに該当するかよく確認するように努めてください。

審査委員会での【請求に対する疑義？】
Ｑ、内服用固形剤の混合ですが、計量混合調
剤加算（軟・硬膏剤）予製剤の算定はい
かがでしょうか？

＜調剤報酬点数表の解釈 平成30年４月版 p52参照＞

No 医師 処方
月日

調剤
月日

調剤
数量単位薬剤料 調剤料医薬品・規格・用量・剤形・用途 薬剤料 加算料

処　　　　方 調剤報酬点数

 2 14 63 28 予16 1 1 10・17 10・17

摘
要

 ロバキシン顆粒90%  0.25g
 バランス散10% 0.05g
 カフェイン「ホエイ」 0.03g
 ロキソニン細粒10% 0.6g
 乳糖水和物「ヨシダ」 0.07g 
【内服】１日１回　夕食後　　　　　　　　

No 医師 処方
月日

調剤
月日

調剤
数量単位薬剤料 調剤料医薬品・規格・用量・剤形・用途 薬剤料 加算料

　9
予16

処　　　　方 調剤報酬点数

 2 14 63 28  1 1 10・17 10・17

摘
要

 ロバキシン顆粒90%  0.25g
 バランス散10% 0.05g
 カフェイン「ホエイ」 0.03g
 ロキソニン細粒10% 0.6g
 乳糖「ヨシダ」 0.07g 
【内服】１日１回　夕食後　　　　　　　　

？
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〈一次審査対象レセプト〉

〈審査結果〉査定

A錠 １錠
　　１日１回　朝食後　　14日分

事例３（査定事例）　平日の時間外加算の算定について

〈処方〉

この事例は、平日の午後を閉局としている保険薬局において、午後３時過ぎに患者から処方箋調剤の求めがあっ
たため、薬局を開け応需した上で時間外加算を算定して請求された事例です。
時間外加算の対象は、「各都道府県における保険薬局の開局時間の実態、患者の来局上の便宜等を考慮して、一
定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱うこととし、その標準は、概ね午前８時前と午後６時以降及び
休日加算の対象となる休日以外の日を終日休業日とする保険薬局における当該休業日とする。」とされており、
保険薬局の閉局時間帯すべてが対象とはなりません。この事例では、夜間・休日等加算※の対象となる時間帯で
もなかったため、時間外加算が査定処理となりました。
また、時間外加算の算定対象となる時間においても、当該保険薬局が常態として開局時間内と同じ調剤応需の態
勢をとっている場合は、時間外の取り扱いとはなりませんのでご注意ください。
※夜間・休日等加算：午後７時（土曜日は午後１時）から午前８時までの間（休日加算の対象となる休日を除

く）又は、休日加算の対象となる休日であって、保険薬局が表示する開局時間内の時間

審査委員会での【請求に対する疑義？】
Ｑ、10月17日は平日木曜日です。時間外加
算の算定はいかがでしょうか？

＜調剤報酬点数表の解釈 平成30年４月版 p49～50、平成30年版 保険調剤Q＆A p287 Q２参照＞

No 医師 処方
月日

調剤
月日

調剤
数量単位薬剤料 調剤料医薬品・規格・用量・剤形・用途 薬剤料 加算料

処　　　　方 調剤報酬点数

 3 14 63 42 時63 1 1 10･17 10･17

摘
要

 A錠 １錠
【内服】１日１回　朝食後

No 医師 処方
月日

調剤
月日

調剤
数量単位薬剤料 調剤料医薬品・規格・用量・剤形・用途 薬剤料 加算料

　0
時63

処　　　　方 調剤報酬点数

 3 14 63 42  1 1 10･17 10･17

摘
要

 A錠 １錠
【内服】１日１回　朝食後

15：30受付

15：30受付

時間外　　　点　
　　　時 

95

基本料　　　点　
基A地支後A 

95

時間外　　　点　
　　　時 

95

基本料　　　点　
基A地支後A 

95

？
？
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