
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、最近よく見かける予製剤と思われる散剤の計量混合調剤加算、麻薬
加算、内服薬調剤料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

230

※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】予製剤と思われる散剤の計量混合調剤加算の算定について
【事例２】同一有効成分・同一剤形の外用薬に対する麻薬加算の算定について
【事例３】内服薬調剤料の算定について
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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

計45
向8

処　　　　方 調剤報酬点数

 6 7 28 42 1 1 7・10 7・10

摘
要

 ロバキシン顆粒90% 0.75g
 コントール散10% 0.15g
 ロキソニン細粒10% 1.8g
 カフェイン水和物「ファイザー」原末 0.09g
 乳糖水和物「ケンエー」 0.21g
【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

計45
予9
向8

処　　　　方 調剤報酬点数

 6 7 28 42 1 1 7・10 7・10

摘
要

 ロバキシン顆粒90% 0.75g
 コントール散10% 0.15g
 ロキソニン細粒10% 1.8g
 カフェイン水和物「ファイザー」原末 0.09g
 乳糖水和物「ケンエー」 0.21g
【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

ロバキシン顆粒90% 0.75g
コントール散10% 0.15g
ロキソニン細粒10% 1.8g
カフェイン水和物「ファイザー」原末 0.09g
乳糖水和物「ケンエー」 0.21g
　　　１日３回　毎食後　　７日分

事例１（査定事例）　予製剤と思われる散剤の計量混合調剤加算の算定について

〈処方〉

福岡県内ではよく見かける、いわゆるCMCP＊の処方です。一次審査において原審とされたレセプトでも、保険
者で疑義が生じた場合、再審査請求が行われます。保険者は、単月のレセプトだけでなく、過去のレセプトも含
めて請求内容を連月でチェックしています。また、薬局毎に請求されている内容については、特に厳しくチェッ
クをしているようです。このケースでは、同じ用量のCMCPが連月に渡り複数の患者に多数調剤されていたため、
再審査請求となったようです。摘要欄に、その都度調剤しなければならない調剤上の事由の記載もなかったため、
再審査の結果、予製剤として査定処理となりました。
＊CMCPの成分について　
　C：Chlordiazepoxide　M：Methocarbamol　C：Caffeine　P：Pontal（現在はロキソニンなど）

審査委員会での【請求に対する疑義？】
Ｑ、当該薬局では、同様の処方が連月で散見
されます。予製剤ではないでしょうか？

？
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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

 2522 1 10 2522 麻70

 726 1 0 726 麻70

 1 1 7・10 7・10

 2 1 7・10 7・10

摘
要

 フェントステープ４mg 14枚
【外用】１日１回　貼付

 フェントステープ１mg 14枚
【外用】１日１回　貼付

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

麻70
0

処　　　　方 調剤報酬点数

 2522 1 10 2522 麻70

 726 1 0 726

 1 1 7・10 7・10

 2 1 7・10 7・10

摘
要

 フェントステープ４mg 14枚
【外用】１日１回　貼付

 フェントステープ１mg 14枚
【外用】１日１回　貼付

〈一次審査対象レセプト〉

〈審査結果〉査定

フェントステープ４mg 14枚
　　　１日　１回　貼付
フェントステープ１mg 14枚
　　　１日　１回　貼付        

事例２（査定事例）　同一有効成分・同一剤形の外用薬に対する麻薬加算の算定について

〈処方〉

外用薬の調剤料は、「同一有効成分で同一剤形の外用薬が複数ある場合には、その数にかかわらず、１調剤とし
て取り扱う」とされていることから、No.１とNo.２は１剤にまとめる必要があります。麻薬加算は、１調剤行為
につき算定できる加算のため、このケースでは、No.２の麻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、麻薬加算は、同一有効成分であって同一
剤形の薬剤が複数ある場合は1剤の算定
となります。1剤で複数の算定はいかが
でしょうか？

＜令和２年４月版 調剤報酬点数表の解釈 ｐ38、ｐ40、令和２年版 保険調剤Q＆A p84参照＞

？
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〈一次審査対象レセプト〉

〈審査結果〉査定

ラシックス錠20mg １錠
　　　１日１回　昼食後　　30日分
アルダクトンA錠25mg ４錠
　　　１日２回　朝昼食後　30日分
フロセミド錠40mg「NP」 １錠
　　　１日１回　朝食後　　30日分        

事例３（査定事例）　内服薬調剤料の算定について

〈処方〉

内服薬の調剤料は、「同一有効成分・同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらず１剤（１調剤）と
して算定する」とされています。ラシックス錠20mgとフロセミド錠40mg「NP」は、同一有効成分・同一剤形
の薬剤ですので、No.１とNo.３は１日２回朝昼食後の１剤にまとめる必要があります。No.２で１日２回朝昼食
後の内服薬調剤料を算定しており、重複となるため、No.１とNo.３の調剤料は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、ラシックス錠20mgとフロセミド錠40mg
は、同一有効成分の規格違いです。同一
有効成分・同一剤形での調剤料の複数算
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 p35、令和２年版 保険調剤Q＆A 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

 1 30 77 30

 8 30 77 240

 1 30 77 30

 1 1 7・10 7・10

 2 1 7・10 7・10

 3 1 7・10 7・10

摘
要

 ラシックス錠20mg １錠
【内服】１日１回　昼食後 

 アルダクトンA錠25mg ４錠
【内服】１日２回　朝昼食後

 フロセミド錠40mg「NP」 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

77
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

 1 30  30

 8 30 77 240

 1 30  30

 1 1 7・10 7・10

 2 1 7・10 7・10

 3 1 7・10 7・10

摘
要

 ラシックス錠20mg １錠
【内服】１日１回　昼食後 

 アルダクトンA錠25mg ４錠
【内服】１日２回　朝昼食後

 フロセミド錠40mg「NP」 １錠
【内服】１日１回　朝食後

77
0

？ ？
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今月のトピックス

令和２年度診療報酬改定に係る記載要領通知の
選択式記載コードの拡充について（ご連絡）

　既に社会保険診療報酬支払基金福岡支部より各薬局へ連絡が届いていると思います。平成30年
度診療報酬改定において、電子レセプトによる請求の場合、記載要領通知別表Ｉの「レセプト電
算処理システム用コード」欄に記載された項目（以下「選択式コード」という。）については、
該当するコードを選択して請求する規定が導入されています。
　令和２年度診療（調剤）報酬改定では、対象となる調剤行為が更に拡充されました。平成30年
度改定からの変更点は、以下の通りです。
・新たな調剤行為の追加（吸入薬指導加算等）
・すべてのコードが付与
・算定年月日、時間等の表示文言の追記　　　　等
　令和２年10月診療（調剤）分以降、当該拡充分を含め、該当するコードを選択して請求するこ
ととなりますので、選択式コードもれが無いようにご注意ください。

＜令和２年４月版 調剤報酬点数表の解釈 p735～736参照＞

※お問い合わせ先
　　社会保険診療報酬支払基金福岡支部
　　審査企画部事業管理課
　　TEL 092-473-6616 （内線308）

別表Ｉ　診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧 （調剤）※一部抜粋

項番 区分 記載事項 左記コードによるレセプト表示文言
レセプト電算
処理システム
用コード

調剤行為
名称等

自家製剤加算 830100438

850100366

851100035

850100367

850100368

851100036

850100369

851100037

算定理由（自家製剤加算）；******2 01

4 01

処方箋受付時刻（時間外加算の特例）；
hh“時”mm“分”

処方箋受付年月日（時間外加算の特例）；
（元号）yy“年”mm“月”dd“日”

処方箋受付時刻（深夜加算）；
hh“時”mm“分”

処方箋受付年月日（深夜加算）；
（元号）yy“年”mm“月”dd“日”

処方箋受付年月日（休日加算）；
（元号）yy“年”mm“月”dd“日”

処方箋受付時刻（時間外加算）；
hh“時”mm“分”

処方箋受付年月日（時間外加算）；
（元号）yy“年”mm“月”dd“日”

時間外加算
休日加算
深夜加算
時間外加算の
特例

（自家製剤加算を算定した
場合であって｢処方｣欄の記
載内容からは加算理由が不
明のとき）
算定理由が明確となるよう
に記載すること。

処方箋を受け付けた年月日
及び時刻を記載すること。
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