
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や一包化加算、向精神薬加算の請求
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

228

※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】内服薬調剤料の別剤での算定について
【事例２】一包化加算の算定について
【事例３】用法の異なる同一薬剤での向精神薬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

アスベリンシロップ0.５％  ５mL
　　　１日２回　朝夕食後　　７日分
ムコダインシロップ５％ 10mL
　　　１日２回　朝夕食後　　７日分        

事例１（査定事例）　内服薬調剤料の別剤での算定について

〈処方〉

アスベリンシロップ0.5％の添付文書には、「他剤と配合すると懸濁性が損なわれ、沈殿が生じる可能性がある
ため、配合後の秤取に際しては、軽く振盪し、均一化させて使用すること。」と記載されています。また、ムコ
ダインシロップ５％の配合変化資料（杏林製薬）では、アスベリンシロップ0.5％との混合で、淡灰褐色懸濁液
が生じるものの、再懸濁性は良となっています。したがって、薬剤を配合することにより薬効等に変化が生じる
わけではなく、必ずしも調剤技術上の措置を必要とするものではないため、この事例では別剤とは扱わず、No.2
の内服薬調剤料が査定処理となりました。

注）
調剤指針や調剤学総論では、配合変化の程度として３つに分けられています。
「配合不可」：真の意味の配合禁忌で、薬効減弱や有害物を生ずる危険のあるもの。別剤（包）にして調製する。
「配合不適」：配合によって湿潤し、沈殿を生じ、そのまま調剤しては種々の不都合を生じ、調剤技術上の措置を必要とするもの。
「配合注意」：配合により変色、沈殿などの理化学的変化を生じるが、薬効に変化がないのでそのまま調剤して差し支えないもの。

保険薬局業務指針では、別剤として算定できる例として、
「配合不適等調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合」と表現されています。

審査委員会での【請求に対する疑義？】
Ｑ、同一服用時点でのシロップ剤の内服薬調
剤料を別剤として算定していますがいか
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

調剤技術上の必要性　

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

 1 7 28 7

 6 7 28 42

 1 1 4.15 4.15

 2 1 4.15 4.15

摘
要

 アスベリンシロップ0.5％ ５mL
【内服】１日２回 　 朝夕食後

 ムコダインシロップ５％ 10mL
【内服】１日２回 　 朝夕食後

No 医師 処方
月日

調剤
月日

調剤
数量単位薬剤料 調剤料

28
0

調剤技術上の必要性　

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

 1 7 28 7

 6 7  42

 1 1 4.15 4.15

 2 1 4.15 4.15

摘
要

 アスベリンシロップ0.5％ ５mL
【内服】１日２回 　 朝夕食後

 ムコダインシロップ５％ 10mL
【内服】１日２回 　 朝夕食後

？

＜保険薬局業務指針 2018年版 ｐ96（２）服用時点が同一である内服薬の調剤 ４）①、第十四改訂 調剤指針 日本薬剤師会編　
　ｐ149（10）配合変化の確認、調剤学総論 改訂９版 堀岡正義著 ｐ208 ２配合変化 参照＞
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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

 8 5 28 40 包34 1 1 5.21 5.21

摘
要

 アスベリンシロップ0.5％ ６mL
 ペリアクチンシロップ0.5％ ９mL
 ムコダインシロップ５％ ９mL
【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

 8 5 28 40 1 1 5.21 5.21

摘
要

 アスベリンシロップ0.5％ ６mL
 ペリアクチンシロップ0.5％ ９mL
 ムコダインシロップ５％ ９mL
【内服】１日３回　　毎食後

〈一次審査対象レセプト〉

〈審査結果〉査定

アスベリンシロップ0.5％ ６mL
ペリアクチンシロップ0.5％ ９mL
ムコダインシロップ５％ ９mL
　　　１日３回　毎食後　　５日分        

事例２（査定事例）　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。この事例では、３種類の内服薬が処方されていますが、いずれも液
剤であり一包化加算の算定要件を満たしておらず、一包化加算が査定処理となりました。計量混合調剤加算との
単純な誤算定と思われますが、レセプトの請求にあたっては保険薬剤師がしっかりと確認の上、請求するようご
注意ください。

審査委員会での【請求に対する疑義？】
Ｑ、一包化加算の算定はいかがでしょうか？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜令和２年４月版 調剤報酬点数表の解釈 p36 一包化加算 参照＞

？

ふくおか県薬会報　Vol.33   No.８（2020）

35（　  ）

審査ニュース

457



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

 1 29 78 29 向8

 1 29 0 29 向8

 2 29 0 58 向8

 1 1 10.18 10.18

 2 1 10.18 10.18

 3 1 10.18 10.18

摘
要

 クロチアゼパム錠５mg「サワイ」 ２錠
【内服】１日２回　　朝夕食後

 クロチアゼパム錠５mg「サワイ」 １錠
【内服】１日１回　　昼食後

 ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 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 調剤料医薬品・規格・用量・剤形・用途 薬剤料 加算料

向8
0

処　　　　方 調剤報酬点数

 1 29 78 29

 1 29 0 29

 2 29 0 58 向8

 1 1 10.18 10.18

 2 1 10.18 10.18

 3 1 10.18 10.18

摘
要

 クロチアゼパム錠５mg「サワイ」 ２錠
【内服】１日２回　　朝夕食後

 クロチアゼパム錠５mg「サワイ」 １錠
【内服】１日１回　　昼食後

 ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 ３錠
【内服】１日３回　　毎食後

向8
0

〈一次審査対象レセプト〉

〈審査結果〉査定

クロチアゼパム錠５mg「サワイ」 ２錠
　　　１日２回　朝夕食後　　　　29日分
クロチアゼパム錠５mg「サワイ」 １錠
　　　１日１回　昼食後　　　　　29日分
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 ３錠
　　　１日３回　毎食後　　　　　29日分           

事例３（査定事例）　用法の異なる同一薬剤での向精神薬加算の算定ついて

〈処方〉

向精神薬加算は、１調剤行為につき算定できる加算です。また、同一有効成分・同一剤形の薬剤が複数処方され
ている場合、その数にかかわらず１剤にまとめることとされています。この事例では、クロチアゼパム錠５mg
「サワイ」は、１剤にまとめて１日３回毎食後となるため、ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」と同一剤となります。
したがって、No.1とNo.2の向精神薬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、同一薬剤で向精神薬加算が複数算定され
ています。服用時点が毎食後の１剤にな
りますがいかがでしょうか？

？

＜令和２年４月版 調剤報酬点数表の解釈 p40 向精神薬加算 参照＞
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