
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

218

※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】内服用液剤と単シロップとの計量混合調剤加算の算定について
【事例２】薬剤の比率を変えた外用薬の調剤料と計量混合調剤加算の算定について
【事例３】同一有効成分・同一剤形の薬剤が複数規格ある場合の一包化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

 3 5 25 15 計35 1 1 5・30 5・30

摘
要

 サリパラ液 12ml
 単シロップ ６ml
【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

処　　　　方 調剤報酬点数

 3 5 25 15 計35 1 1 5・30 5・30

摘
要

 サリパラ液 12ml
 単シロップ ６ml
【内服】１日３回　毎食後

〈一次審査対象レセプト〉

〈審査結果〉原審

サリパラ液 12ml
単シロップ ６ml
　　１日３回　毎食後　　５日分        

事例１（原審事例）　内服用液剤と単シロップとの計量混合調剤加算の算定について

〈処方〉

内服用液剤に単シロップなどの矯味・矯臭剤を加える場合の計量混合調剤加算の算定は、処方箋に記載があり、
「医療上の必要性が認められる場合は算定可能であるが、医療上の必要性が認められず、患者の希望に基づく甘
味剤等の添加では算定できない」とされています。このケースでは、医療上の必要性が認められると判断され原
審となりました。

審査委員会での【請求に対する疑義？】
Ｑ、単シロップは矯味剤ですが、計量混合調
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p118、平成30年版 保険調剤Q＆A p286 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

 20 1 10 20 計80

 25 1 10 25 計80

 1 1 5・30 5・30

 2 1 5・30 5・30

摘
要

 Ａ剤 10g
 Ｂ剤 20g
【外用】１日２回　腕に塗布

 Ａ剤 20g
 Ｂ剤 20g
【外用】１日２回　足に塗布

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

 20 1 10 20 計80

 25 1 10 25 計80

 1 1 5・30 5・30

 2 1 5・30 5・30

摘
要

 Ａ剤 10g
 Ｂ剤 20g
【外用】１日２回　腕に塗布

 Ａ剤 20g
 Ｂ剤 20g
【外用】１日２回　足に塗布

〈一次審査対象レセプト〉

Ａ剤 10g
Ｂ剤 20g
　　１日２回　腕に塗布（混合）
Ａ剤 20g
Ｂ剤 20g
　　１日２回　足に塗布（混合）

事例２（原審事例）　薬剤の比率を変えた外用薬の調剤料と計量混合調剤加算について

〈処方〉

審査委員会での【請求に対する疑義？】
Ｑ、同一有効成分・同一剤形の医薬品に対す
る調剤料と計量混合調剤加算の算定はい
かがでしょうか？

？？

〈審査結果〉原審

平成28年４月の診療報酬改定により、内服薬と外用薬の調剤料の取扱いについて、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、その数にかかわらず１剤（１調剤）とすることとされています。しかし、濃度を変
更するなどの目的で２種類以上の薬剤の比率を変えて混合した処方が複数ある場合は、それぞれの処方を別調剤
として取り扱えると解釈されています。したがって、このケースでは２調剤となり、調剤料と計量混合調剤加算
のいずれも原審となりました。

＜平成30年4月版 調剤報酬点数表の解釈p109、平成30年版 保険調剤Q&A p276 参照＞
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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又は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た場合に算定できる」となっています。こ
のケースでは、ワーファリン錠５mg、同0.5mgは、同一有効成分であって同一剤形の薬剤であるため１種類とし
て取り扱うこととなります。したがって、１剤２種類となり一包化加算の算定要件を満たさないため査定となり
ました。

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？

〈審査結果〉査定

〈一次審査対象レセプト〉

イルアミクス配合錠HD「DSPB」 １錠
ワーファリン錠５mg １錠
ワーファリン錠0.5mg １錠
　　１日１回　朝食後　　35日分　（一包化）

事例３（査定事例）　同一有効成分・同一剤形の薬剤が複数規格ある場合の一包化加算の算定について

〈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

 7 35 86 245 包160 1 1 5・30 5・30

摘
要

 イルアミクス配合錠HD「DSPB」 １錠
 ワーファリン錠５mg １錠
 ワーファリン錠0.5mg 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

処　　　　方 調剤報酬点数

 7 35 86 245 包160 1 1 5・30 5・30

摘
要

 イルアミクス配合錠HD「DSPB」 １錠
 ワーファリン錠５mg １錠
 ワーファリン錠0.5mg １錠
【内服】１日１回　朝食後

？
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