
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用滴剤における調剤料や計量混合調剤加算、
自家製剤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

232

※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】内服用滴剤における調剤料の算定について
【事例２】嚥下困難者用製剤加算と計量混合調剤加算の同時算定について
【事例３】自家製剤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

ピコスルファートナトリウム内用液0.75％「JG」　 　20mL
　　　必要時　　１回用量：１ｍL

事例１（査定事例）　内服用滴剤における調剤料の算定について

〈処方〉

内服用滴剤は、内服用の液剤であって、１回の使用量が極めて少量（１滴ないし数滴）であり、スポイト、滴瓶
等により分割使用するものです。調剤料は、投与日数にかかわらず、１調剤につき算定し、当該薬剤の薬剤料は、
１調剤分全量を１単位として算定します。このケースでは、用法が必要時と記載されているため、頓服薬として
調剤料を算定したものと思われますが、処方されている医薬品が内服用滴剤であるため、内服用滴剤の調剤料の
算定が妥当と判断され、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、ピコスルファートナトリウム内用液は、
内服用滴剤ですが、屯服薬調剤料の算定
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 p39 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

 18 1 21 18 1 1 8.28 8.28

摘
要

ピコスルファートナトリウム内用液
　　　　　　　　　　　　0.75％「JG」　20mL
【屯服】必要時　１回量：１ｍL

No 医師 処方
月日

調剤
月日

調剤
数量単位薬剤料 調剤料

21
10

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  18 1 1 8.28 8.28

摘
要

ピコスルファートナトリウム内用液
　　　　　　　　　　　　0.75％「JG」　20mL
【屯服】必要時　１回量：１ｍL

？

ふくおか県薬会報　Vol.33   No.12（2020）

48（　  ）

審査ニュース

714



〈一次審査対象レセプト〉

〈審査結果〉査定

ロゼレム錠８mg 0.8錠
　　　１日１回　夕食後　　　30日分
チラーヂンS散0.01％ 0.3g
　　　１日１回　朝食後　　　30日分
イーケプラドライシロップ50％ ３g
ムコダインDS50％ １g
　　　１日２回　朝夕食後　　30日分  

事例２（査定事例）　嚥下困難者用製剤加算と計量混合調剤加算の同時算定について

〈処方〉

嚥下困難者用製剤加算は、嚥下障害等があって、市販されている剤形では薬剤の服用が困難な患者に対し、医師
の了解を得た上で錠剤を砕くなど剤形を加工した後、調剤を行うことを評価したもので、処方箋受付１回につき
１回算定できます。この加算は処方全体にかかりますが、別剤であれば自家製剤加算や計量混合調剤加算の同時
算定は可能です。しかし、このケースでは、No.１とNo.３は夕食後で服用時点に重なりがあることから、嚥下困
難者用製剤加算と計量混合調剤加算を同時に算定することはできません。したがって、No.３の計量混合調剤加
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、嚥下困難者用製剤加算を算定している剤
と用法が重なる剤で計量混合調剤加算が
算定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 p36、令和２年版 保険調剤Q＆A p61～62、p71～72 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

 7 30 78 210 困80

 2 30 78 60 

 88 30 78 2640 計45

 1 1 12.12 12.12

 2 1 12.12 12.12

 3 1 12.12 12.12

摘
要

 ロゼレム錠８mg 0.8錠
【内服】１日１回　　夕食後

 チラーヂンS散0.01％ 0.3g
【内服】１日１回　　朝食後

 イーケプラドライシロップ50％ ３g
 ムコダインDS50％ １g
【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 調剤料医薬品・規格・用量・剤形・用途 薬剤料 加算料

計45
0

処　　　　方 調剤報酬点数

 7 30 78 210 困80

 2 30 78 60 

 88 30 78 2640 

 1 1 12.12 12.12

 2 1 12.12 12.12

 3 1 12.12 12.12

摘
要

 ロゼレム錠８mg 0.8錠
【内服】１日１回　　夕食後

 チラーヂンS散0.01％ 0.3g
【内服】１日１回　　朝食後

 イーケプラドライシロップ50％ ３g
 ムコダインDS50％ １g
【内服】１日２回　　朝夕食後

？
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〈一次審査対象レセプト〉

〈審査結果〉査定

セレスタミン配合錠 ８錠
　　１回用量：１錠
　　　必要時　　医師の指示通り        

事例３ （査定事例）　自家製剤加算の算定について

〈処方〉

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に調剤上の特殊な技術工夫を行った場合に算定することができます。ただし、調剤した医
薬品と同一剤形および同一規格を有する医薬品が薬価収載されている場合は算定できません。また、処方内容か
ら加算理由が不明な場合は、算定理由が明確となるように摘要欄に記載しなければなりません。このケースでは、
１回服用量が整数錠となり、摘要欄にコメントもないことから、自家製剤加算を算定した理由が不明です。した
がって、自家製剤加算が査定処理となりました。

事例１および事例３における処方箋の用法の「医師の指示どおり」、「必要時」の記載について、「保険調剤の理
解のために（令和２年度）」（厚生労働省保険局医療課医療指導監査室）には以下の記載があり、「疑義が生じた
場合には、必ず保険医に疑義照会を行うこと」とあります。
Ⅲ 調剤報酬点数表における留意事項　１ 処方箋
（２）不適切な処方の具体例
　　　ア 不備な処方箋
　　　　・記載が不適切である（例：「医師の指示どおり」、「必要時」等のみの記載）

審査委員会での【請求に対する疑義？】
Ｑ、１回服用量が整数錠で、摘要欄に調剤上
の特殊な工夫など製造工程に関するコメ
ントもありませんが、自家製剤加算の算
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 p42、p735～736 調剤報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧 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

 7 1 21 7 自90 1 1 8.3 8.3

摘
要

 セレスタミン配合錠　　　　　　８錠
　　１回用量：１錠
【屯服】　医師の指示通り 

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90
0

処　　　　方 調剤報酬点数

 7 1 21 7  1 1 8.3 8.3

摘
要

 セレスタミン配合錠　　　　　　８錠
　　１回用量：１錠
【屯服】　医師の指示通り 

？
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　標記の件につきましては、既にふくおか県薬会報 2019年９月号の審査ニュース217号でお知ら
せしているところですが、最近、保険者からの再審査請求が多くなっていることから、請求の際
には十分注意していただきますよう再度お知らせいたします。

　審査支払機関による突合点検では、レセプトで請求された同一患者に係る同一診療（調剤）月
において、医科レセプトまたは歯科レセプトと調剤レセプトの組み合わせを対象とし、記載され
た医薬品の適応、投与量および投与日数の点検が行われています。
　保険者が医科レセプトまたは歯科レセプトと調剤レセプトを突合点検した結果、「保険医療機
関が発行した処方せんの内容」または「保険薬局の調剤」が不適切と考えられる場合、突合再審
査の請求が行われます。
　最近、この突合点検の結果、医科レセプトに記載された傷病名と、調剤レセプトに記載された
湿布薬の使用部位が一致しないとの保険者からの突合再審査請求が多く見受けられます。現在、
外用薬に係る用法（すなわち使用部位）については、レセプトの「処方」欄への記載を省略して
差し支えないとなっています。しかし、個別指導において、処方箋に外用薬の使用部位の記載が
ない場合には、患者等から確認の上、薬剤服用歴に記載するよう指導を受けることから、レセプ
トの「処方」欄にも併せて記載されるケースが多いようです。
　医療機関との無用なトラブルを避けるためにも、調剤レセプトに湿布薬の貼付部位を記載する
際には、十分ご注意ください。

＜令和２年版 保険調剤Q＆A ｐ83 参照＞

突合点検による保険者からの湿布薬の使用部位不一致の
申し立てについて（再周知）
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