
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、最近よく見かける別剤として内服薬調剤料を算定する請求事例と、
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
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※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】ラコールNF配合経腸半固形剤を別剤とした内服薬調剤料の算定について
【事例２】0.8錠に分割した際の自家製剤加算の算定について
【事例３】鼻腔洗浄と記載があるため点鼻・点耳剤として算定した自家製剤加算について
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〈一次審査対象レセプト〉

〈審査結果〉査定

ラコールNF配合経腸用半固形剤 600g
　　１日２回　朝夕食後　　14日分
ラックビー微粒N１％ 1.0g
酸化マグネシウム細粒83％「ヨシダ」 0.7g
　　１日２回　朝夕食後　　14日分

事例１（査定事例）　ラコールNF配合経腸用半固形剤を別剤とした内服薬調剤料の算定について

〈処方〉

No.１の「ラコールNF配合経腸用半固形剤」を内服用液剤として扱い内服薬調剤料を算定していますが、No.１、
No.２のどちらも内服用固形剤として扱うため、内服薬調剤料は重複算定できません。従ってこのケースでは
「内服薬調剤料」は１剤分が査定となりました。ただし、「ラコールNF配合経腸用液」であれば内服用液剤と
して扱うため、別剤として内服薬調剤料を算定することができます。

審査委員会での【請求に対する疑義？】
Ｑ、内服用固形剤と内服用液剤のため別剤と
してラコールNF配合経腸用半固形剤の内
服薬調剤料を算定していますが、いかが
でしょうか？

＜ふくおか県薬会報 Vo.32 No.4 ｐ24 審査ニュース212号 事例２、調剤報酬点数表の解釈 平成30年4月版 ｐ42参照＞

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

 62 14 63 868 

 1 14 63 14 計45

 1 1 9・17 9・17

 2 1 9・17 9・17

摘
要

 ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤 600g
【内服】１日２回　朝夕食後　

 ラックビー微粒Ｎ1％ 1.0g
 酸化マグネシウム細粒83％「ヨシダ」 0.7g
【内服】　１日２回　朝夕食後

内服用固形剤と内服用液剤のため別剤調剤とする

No 医師 処方
月日

調剤
月日

調剤
数量単位薬剤料 調剤料

0
63

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

 62 14  868 

 1 14 63 14 計45

 1 1 9・17 9・17

 2 1 9・17 9・17

摘
要

 ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤 600g
【内服】１日２回　朝夕食後　

 ラックビー微粒Ｎ1％ 1.0g
 酸化マグネシウム細粒83％「ヨシダ」 0.7g
【内服】　１日２回　朝夕食後

内服用固形剤と内服用液剤のため別剤調剤とする

？
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〈一次審査対象レセプト〉

〈審査結果〉査定

カロナール錠200 0.8錠
　　頓服　発熱時　　５回分

事例２（査定事例）　0.8錠に分割した際の自家製剤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、カロナール錠200の0.8錠にて自家製剤
加算を算定していますが、いかがでしょ
うか？

カロナール錠200の0.8錠にて自家製剤加算を算定していますが、0.8錠は半割器、半割カッター、半割ハサミ等を
利用したとしても正確に分割することが困難であり、均一性を担保することが難しいと考えられます。従って、
このケースでは粉砕して調剤すべきものと判断されますが、錠剤を粉砕したとしてもカロナール細粒が薬価収載
されているため、カロナール錠200 0.8錠での自家製剤加算は算定できず、査定処理となりました。

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 1 21 3 自90 1 1 9・22 9・22

摘
要

 カロナール錠200　     　　　　　　　　４錠
【頓服】発熱時　１回用量：0.8錠　

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 1 21 3 自90 1 1 9・22 9・22

摘
要

 カロナール錠200　     　　　　　　　　４錠
【頓服】発熱時　１回用量：0.8錠　

？
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鼻腔洗浄の記載があるため、自家製剤加算「外用：点眼剤、点鼻・点耳剤、浣腸剤：75点」を算定していますが、
レセプト審査においては、炭酸水素ナトリウム、塩化ナトリウムに精製水を加え、単に内服用固形剤を計量混合
して液剤に製したものと解釈されます。
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は、その事由を「適
用」欄に記載することとなっていることから、算定する場合は点眼剤、点鼻・点耳剤、浣腸剤としての特別な製
剤工程等の記載が必要になります。
このケースでは、使用方法が「鼻腔洗浄」との記載だけで、特別の製剤工程を行ったとは解釈できないため、自
家製剤加算「外用：液剤：45点」に振替査定となりました。また、製剤工程が複雑でかつ安定性が担保できる場
合は予製剤として製剤し、100分の20に相当する点数を算定してください。

審査委員会での【請求に対する疑義？】
Ｑ、自家製剤加算「外用：点眼剤、点鼻・点
耳剤、浣腸剤：75点」を算定しています
が、自家製剤加算「外用：液剤：45点」
ではないでしょうか？

〈一次審査対象レセプト〉

〈審査結果〉振替査定

炭酸水素ナトリウム「ニッコー」 0.1g
塩化ナトリウム「オーツカ」 0.2g
精製水 20mL
１日３～４回　鼻腔洗浄

事例３（振替事例）　鼻腔洗浄と記載があるため点鼻・点耳剤として算定した自家製剤加算について

〈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 1 10 1 自75 1 1 9・22 9・22

摘
要

 炭酸水素ナトリウム「ニッコー」 0.1g
 塩化ナトリウム「オーツカ」 0.2g
 精製水 20mL
【外用】１日３～４回　鼻腔洗浄

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
自75

処　　　　方 調剤報酬点数

 1 1 10 1  1 1 9・22 9・22

摘
要

 炭酸水素ナトリウム「ニッコー」 0.1g
 塩化ナトリウム「オーツカ」 0.2g
 精製水 20mL
【外用】１日３～４回　鼻腔洗浄

？
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