
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、最近よく見かける自家製剤加算や吸入薬指導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

229

※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】ドライシロップの溶解による自家製剤加算の算定について
【事例２】ネブライザーを使用する吸入薬での吸入薬指導加算の算定について
【事例３】ザイザル錠５mgの半割による自家製剤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

 29 4 20 116 自45 1 1 11・2 11・2

摘
要

 クラバモックス小児用配合ドライシロップ　1.3g
 636.5mg　　　
【内服】１日２回　朝夕食前

クラバモックスは精製水にて溶解して調剤したため自家製剤加算を算定

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

自45
0

処　　　　方 調剤報酬点数

 29 4 20 116 1 1 11・2 11・2

摘
要

 クラバモックス小児用配合ドライシロップ　1.3g
 636.5mg　　　
【内服】１日２回　朝夕食前

クラバモックスは精製水にて溶解して調剤したため自家製剤加算を算定

〈一次審査対象レセプト〉

〈審査結果〉査定

クラバモックス小児用配合ドライシロップ636.5ｍg　　　1.3g
　　　１日２回　朝夕食前　　４日分

事例１（査定事例）　ドライシロップの溶解による自家製剤加算の算定について

〈処方〉

ドライシロップ剤を投与する場合の内服薬調剤料は、「調剤の際に溶解し、液剤（シロップ剤）にして患者に投
与するときは内服用液剤として算定し、散剤としてそのまま投与するときは内服用固形剤として算定する。また、
ドライシロップ剤を水に溶かして同時服用の他の液剤と一緒に投与する場合は１剤として算定し、ドライシロッ
プ剤を散剤として、同時服用の他の固形剤（錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤等）と一緒に投与する場合も１剤
として算定する。」となっています。また、自家製剤加算の算定において、「液剤を調剤する場合であって、医
薬品医療機器等法上の承認事項において用時溶解して使用することとされている医薬品を交付時に溶解した場
合」については算定できません。摘要欄の記載から、ドライシロップ剤を精製水で溶解し液剤として調剤したと
考えられますが、ドライシロップ剤を単に溶解するだけでは自家製剤加算の算定要件を満たさないため、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、ドライシロップ剤の溶解で自家製剤加算
を算定してい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 p35 内服薬、p42 自家製剤加算 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

 18 1 10 18 計35

薬A1　 吸１

 1 1 4・21 4・21

 ベネトリン吸入液0.5％ ３mL
 ビソルボン吸入液0.2％ ５mL
 生理食塩液PL「フソー」100mL  0.32瓶
【外用】発作時に吸入

73

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

 18 1 10 18 計35

薬A1　 吸1

 1 1 4・21 4・21

 ベネトリン吸入液0.5％ ３mL
 ビソルボン吸入液0.2％ ５mL
 生理食塩液PL「フソー」100mL  0.32瓶
【外用】発作時に吸入

73
43

〈一次審査対象レセプト〉

〈審査結果〉査定

ベネトリン吸入液0.5％ ３mL        
ビソルボン吸入液0.2％ ５mL        
生理食塩液PL「フソー」100mL  0.32瓶        
【外用】発作時に吸入        

事例２（査定事例）　ネブライザーを使用する吸入薬での吸入薬指導加算の算定について

〈処方〉

吸入薬指導加算は、「喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者が吸入薬を適切に使用し、治療効果の向上や副作用の回
避に繋がるよう、文書及び練習用吸入器等を用いて、吸入手技の指導を行い、患者が正しい手順で吸入薬が使用
されているか否かなどの確認等を行い、保険医療機関に対し、吸入指導の結果等を文書により情報提供を行った
場合に、３月に１回に限り30点を所定点数に加算する。」となっています。現在、メーカー各社で練習用吸入器
を準備しているのは、DPI（ドライパウダー吸入器）やMDI（定量噴霧式吸入器）であり、ジェット式ネブライ
ザーや、電動式ネブライザーを用いて吸入する薬剤では算定要件を満たさないため、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、ネブライザーを使用する吸入薬で吸入薬
指導加算を算定していますが、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 p54～55 吸入薬指導加算 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 7 28 56 自20 1 1 7・1 7・1

摘
要

 ザイザル錠５mg　　　　　　　　　　１錠
【内服】１日２回　朝食後、就寝前

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

自20
0

処　　　　方 調剤報酬点数

 8 7 28 56 1 1 7・1 7・1

摘
要

 ザイザル錠５mg　　　　　　　　　　１錠
【内服】１日２回　朝食後、就寝前

〈一次審査対象レセプト〉

〈審査結果〉査定

ザイザル錠５mg　　　１錠
【内服】１日２回　朝食後、就寝前　　７日分

事例３（査定事例）　ザイザル錠５mgの半割による自家製剤加算の算定について

〈処方〉

割線のある錠剤を半割した場合の自家製剤加算は、「個々の患者に対し市販されている医薬品の剤形では対応で
きない場合に、医師の指示に基づき、容易に服用できるよう調剤上の特殊な技術工夫を行った場合であり、割線
のある錠剤を医師の指示に基づき分割した場合は、錠剤として算定する。ただし、分割した医薬品と同一規格を
有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できない。」となっています。2020年６月19日にレボセチ
リジン塩酸塩錠2.5mgが薬価基準に収載されているため、査定処理となりました。同様の請求が、耳鼻科、皮膚
科、小児科の処方箋応需薬局で多数見受けられ、先月までの算定をそのまま複写したものと考えられます。レセ
プト請求の際には、再度確認をお願いいたします。

審査委員会での【請求に対する疑義？】
Ｑ、ザイザル錠５mgの半割にて自家製剤加算
を算定しています。レボセチリジン塩酸
塩錠2.5mgが薬価収載されていますが、
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 p42 自家製剤加算 参照＞ 
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