
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算定理由等が不明な場合は、レセプト摘要欄へのコメントの記載が請求
の意図を明確にさせるために大変重要です。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

217

※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】自家製剤加算の算定について
【事例２】残薬調整後の一包化加算の算定について
【事例３】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
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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

向8
自40

処　　　　方 調剤報酬点数

 4 14 63 56

Dr指示により半錠で調剤

 1 1 5・30 5・30

摘
要

  マイスリー錠５mg　　　   　　１錠
【内服】１日１回 　 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

向8
自40

処　　　　方 調剤報酬点数

 4 14 63 56

Dr指示により半錠で調剤

 1 1 5・30 5・30

摘
要

  マイスリー錠５mg　　　   　　１錠
【内服】１日１回 　 就寝前

〈一次審査対象レセプト〉

〈審査結果〉査定

マイスリー錠５mg １錠
　　１日１回　　就寝前　　14日分

事例１（査定事例）　自家製剤加算の算定について

〈処方〉

錠剤を分割する際の自家製剤加算は、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、割線のある錠剤を分割した場合に算定するとされています。この事例では、摘要欄のコメ
ントから患者が服用量を調節しやすいように医師の指示に基づき錠剤を半錠にして投薬していると推測されます。
しかし、処方箋には、用量として１日１回就寝前１錠と記載されていることから、半錠にする必要性が判断でき
ません。また、処方の１回服用量が算定要件の基準となっています。従って、自家製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、摘要欄にコメントがありますが、自家製

剤加算の算定はいかがでしょうか？

？

＜平成30年４月版 調剤報酬点数表の解釈 p51 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

 1 5 0 5 

 1 14 63 14 包64

 1 5 25 5 

 1 1 5・30 5・30

 2 1 5・30 5・30

 3 1 5・30 5・30

摘
要

  A錠　　　　　　　 　　　　１錠
【内服】１日１回 　 朝食後 

朝食後分を９日分持参のため残薬調整

  A錠　　　　　　　 　　　　１錠
【内服】１日１回 　 夕食後

  B錠　　　　　　　 　　　　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 調剤料医薬品・規格・用量・剤形・用途 薬剤料 加算料

包64
　32

処　　　　方 調剤報酬点数

 1 5 0 5 

 1 14 63 14 

 1 5 25 5 

 1 1 5・30 5・30

 2 1 5・30 5・30

 3 1 5・30 5・30

摘
要

  A錠　　　　　　　 　　　　１錠
【内服】１日１回 　 朝食後 

朝食後分を９日分持参のため残薬調整

  A錠　　　　　　　 　　　　１錠
【内服】１日１回 　 夕食後

  B錠　　　　　　　 　　　　１錠
【内服】１日１回 　 朝食後

〈一次審査対象レセプト〉

A錠 ２錠
　　１日２回　　朝夕食後　　14日分
B錠 １錠
　　１日１回　　朝食後　　　14日分
　　一包化

事例２（査定事例）　残薬調整後の一包化加算の算定について

〈処方〉

審査委員会での【請求に対する疑義？】
Ｑ、14日分での一包化加算の算定はいかがで

しょうか？

？

〈審査結果〉査定

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。残薬調整の結果、一包化加算の算定要件を満たす日数が変わった場
合には、たとえ持参した残薬を合わせて一包化したとしても、調整前の日数で一包化加算を算定することはでき
ません。この事例では、残薬調整の結果、一包化加算の算定要件を満たす変更後の処方日数は５日分だけで、一
包化加算は32点（７日分）となります。そのため７日分の一包化加算が査定処理となりました。

＜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＞
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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等剤形を加工した後調剤を行うことを評価するもので、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るため、算定した剤と服用時点の重なりがあれば自家製剤加算や計量
混合調剤加算は算定できなくなります。
この事例では、処方１と処方２は朝食後で服用時点に重なりがあることから、処方２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と計量混合調剤加

算の同時算定はいかがでしょうか？

〈審査結果〉査定

＜平成30年4月版 調剤報酬点数表の解釈 p43 嚥下困難者用製剤加算、平成30年版 保険調剤Q＆A ｐ51 Q50 参照＞

〈一次審査対象レセプト〉

デカドロン錠0.5mg 0.5錠
　　１日１回　　朝食後　　５日分
　　　粉砕
アスベリン散10％ １ｇ
ムコダインDS50％ ３ｇ
　　１日３回 　 毎食後　　14日分

事例３（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〉

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 5 25 5 困80

 9 14 63 126 計45

 1 1 5・30 5・30

 2 1 5・30 5・30

摘
要

 デカドロン錠0.5mg 0.5錠
【内服】１日１回　朝食後 

デカドロン錠はDr指示により粉砕

 アスベリン散10％ １ｇ
 ムコダインDS50％ ３ｇ　
【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
0

処　　　　方 調剤報酬点数

 1 5 25 5 困80

 9 14 63 126 

 1 1 5・30 5・30

 2 1 5・30 5・30

摘
要

 デカドロン錠0.5mg 0.5錠
【内服】１日１回　朝食後 

デカドロン錠はDr指示により粉砕

 アスベリン散10％ １ｇ
 ムコダインDS50％ ３ｇ　
【内服】１日３回　毎食後

？
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　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、医科レセプト又は歯科レセプトと調剤レセプトの組合せを対象とし、記載された医薬
品の適応、投与量及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又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」又は「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「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。
  
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。

＜平成30年版 保険調剤Q＆A ｐ72 Q73 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
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