
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、最近よく見かける重複投薬・相互作用等防止加算、内服薬調剤料、
一包化加算の請求事例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

227

※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】重複投薬・相互作用等防止加算の算定について
【事例２】内服薬調剤料の算定について
【事例３】残薬調整後の一包化加算の算定について
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〈一次審査対象レセプト〉

〈審査結果〉査定

プロトピック軟膏0.1％ ５g
　　　１日２回　顔に塗布

事例１（査定事例）　重複投薬・相互作用等防止加算の算定について

〈処方〉

重複投薬・相互作用等防止加算および在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料のうち、「『残薬調整に係るも
の以外の場合』は、① 併用薬との重複投薬（薬理作用が類似する場合を含む。）、② 併用薬、飲食物等との相互
作用、③ そのほか薬学的観点から必要と認める事項、について、 薬剤服用歴の記録又は患者及びその家族等か
らの情報等に基づき、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算定する。」とされてい
ます。③のケースとしては、例えば過去の副作用やアレルギー歴に係る疑義照会等があげられます。処方医によ
る単なる事務的な記載ミスに関するものは算定対象として想定されていないことから、この事例では、重複投
薬・相互作用等防止加算が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、摘要欄のコメントより、重複投薬・相互
作用等防止加算の算定はいかがでしょう
か？

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

 67 1 10 67 1 1 3・18 3・18

摘
要

【外用】１日２回　顔に塗布
  プロトピック軟膏0.03％小児用　　５g   

処方箋の記入ミスのため、プロトピック軟膏0.1％→プロトピック軟膏0.03％小児用へ変更。

＜調剤報酬点数表の解釈 平成30年４月版 p59，p77　H30年版 保険調剤Q&A p125～126  参照＞

薬学管理料
薬A１防A1

83

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

 67 1 10 67 1 1 3・18 3・18

摘
要

【外用】１日２回　顔に塗布
  プロトピック軟膏0.03％小児用　　５g   

処方箋の記入ミスのため、プロトピック軟膏0.1％→プロトピック軟膏0.03％小児用へ変更。

薬学管理料
薬A１防A1

83
43

？
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〈一次審査対象レセプト〉

〈審査結果〉査定

ルネスタ錠２mg １錠
　　　１日１回　就寝前　　14日分
リスミー錠２mg １錠
　　　１日１回　就寝直前　14日分

事例２（査定事例）　内服薬調剤料の算定について

〈処方〉

１日１回就寝前と１日１回就寝直前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。」とされてい
ます。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、リスミー錠２mgの服用時点が就寝直
前で処方されていますが、就寝前と１剤にまとめることが妥当と判断された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、就寝前と就寝直前での内服薬調剤料の算
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 p42 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

 8 14 63 112

 2 14 63 28

 1 1 3・15 3・15

 2 1 3・15 3・15

摘
要

 ルネスタ錠２mg １錠
【内服】１日１回 　 就寝前

 リスミー錠２mg １錠
【内服】１日１回 　 就寝直前

No 医師 処方
月日

調剤
月日

調剤
数量単位薬剤料 調剤料

63
0

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

 8 14 63 112

 2 14  28

 1 1 3・15 3・15

 2 1 3・15 3・15

摘
要

 ルネスタ錠２mg １錠
【内服】１日１回 　 就寝前

 リスミー錠２mg １錠
【内服】１日１回 　 就寝直前

？
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〈一次審査対象レセプト〉

〈審査結果〉査定

チラーヂンＳ錠25μg １錠
チラーヂンＳ錠50μg １錠
ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」 １錠
　　　１日１回　朝食後　７日分
ロキソプロフェンNa錠60mg「KN」 ３錠
　　　１日３回　毎食後　18日分
　　　　　　　　　　　　　　一包化        

事例３（査定事例）　残薬調整後の一包化加算の算定について

〈処方〉

一包化加算は、服用時点の異なる２種類以上の内服用固形剤または１剤であっても３種類以上の内服用固形剤が 
処方されているとき、その種類にかかわらず服用時点ごとに一包として患者に投与した場合に、投与日数に応じ
て所定点数に加算することとなっています。この事例は、処方日数の調整後、レセプト入力時にロキソプロフェ
ンNa錠の加算料の欄に「包」の記載を失念したようです。結果として１剤２種類となり、さらに服用時点の重
なりもなくなったため、一包化加算の算定要件を満たさず誤算定に繋がったものと思われます。一包化加算が査
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剤２種類で服用時点の重なりもありま
せんが一包化加算の算定はいかがでしょ
うか？

No 医師 処方
月日

調剤
月日

調剤
数量単位薬剤料 調剤料

定期薬と日数を調整するために、ロキソプロフェンNa　7TD→18TDへ変更

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

 4 7 35 28 包34

 2 18 67 36 

 1 1 3・21 3・21

 2 1 3・21 3・21

摘
要

 チラーヂンＳ錠25μg １錠
 チラーヂンＳ錠50μg １錠
 ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」 １錠
【内服】１日１回　朝食後

 ロキソプロフェンNa錠60mg「KN」 ３錠
【内服】１日３回　毎食後

No 医師 処方
月日

調剤
月日

調剤
数量単位薬剤料 調剤料

定期薬と日数を調整するために、ロキソプロフェンNa　7TD→18TDへ変更

医薬品・規格・用量・剤形・用途 薬剤料 加算料

包34
0

処　　　　方 調剤報酬点数

 4 7 35 28 

 2 18 67 36 

 1 1 3・21 3・21

 2 1 3・21 3・21

摘
要

 チラーヂンＳ錠25μg １錠
 チラーヂンＳ錠50μg １錠
 ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」 １錠
【内服】１日１回　朝食後

 ロキソプロフェンNa錠60mg「KN」 ３錠
【内服】１日３回　毎食後

？

＜平成30年4月版 調剤報酬点数表の解釈 p43～p44 一包化加算 参照＞

「包」の
記載漏れ？
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