
請求レセプトの一次審査および再審査における
審査委員会の疑義について

　今回の審査ニュースでは、最近よく見かける自家製剤加算や計量混合調剤加算に関する請求事
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。
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※文中の「原審」「返戻」「査定」の意味合いを記載します。
　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】乳糖の薬剤料の請求について
【事例２】外用薬同士の混合について
【事例３】漢方薬の計量混合調剤加算について

審査ニュース
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審査ニュース

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

 2 28 80 56 自 80 1 1 5・16 5・16

摘
要

 ディオバン錠20mg 0.5錠
 乳糖「ホエイ」 0.2g　　　
【内服】　1日1回　朝食後

医師の指示に基づき錠剤を粉砕した。少量のため乳糖を賦形剤とした。

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

 1 28 80 28 自 80 1 1 5・16 5・16

摘
要

 ディオバン錠20mg　0.5錠
【内服】　1日1回　朝食後

医師の指示に基づき錠剤を粉砕した。少量のため乳糖を賦形剤とした。

ディオバン錠20mg　0.5錠
　　　　　　　　　　　　【粉砕】   
　　　　　1日1回　朝食後　28日分　     

事例１（原審事例）　乳糖の薬剤料の請求について

審査委員会での【請求に対する疑義？】
Ｑ、乳糖の薬剤料の算定はいかがでしょ
うか？

〈処方〉

〈再審査対象レセプト〉

〈審査結果〉原審

参考：乳糖の薬剤料を請求していない場合

薬剤師の判断により賦形剤を加えた上で、乳糖の薬剤料を請求したケースです。自家製剤加算の算定要件におい
ては、賦形剤の請求は可能であるため原審処理となりました。ただし、自家製剤加算は製剤技術を評価したもの
であり、薬価収載されているものであっても、矯味矯臭剤などは薬剤料を請求することができません。上記の
ケースでは、乳糖の薬剤料の請求の可否によって、単位薬剤料に1点の差が生じるため疑義が生じたようです。

？

＜平成28年度版　保険調剤Q&A　p267　参照＞

※ディオバン錠20mg　0.5錠 = 14.8円　乳糖「ホエイ」　0.2g = 0.39円
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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

 73 1 10 73 自 75 1 1 7・2 7・2

摘
要

 フルナーゼ点鼻液50μg　28噴霧用　2.04mg 4mL　1瓶
 トラマゾリン点鼻液0.118％「AFP」 2mL
【外用】　1日2回　両鼻腔に1噴霧

液剤同士を混合

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

 73 1 10 73 計 35 1 1 7・2 7・2

摘
要

 フルナーゼ点鼻液50μg　28噴霧用　2.04mg 4mL　1瓶
 トラマゾリン点鼻液0.118％「AFP」 2mL
【外用】　1日2回　両鼻腔に1噴霧

液剤同士を混合

フルナーゼ点鼻液50μg　28噴霧用　2.04mg 4mL　1瓶
トラマゾリン点鼻液0.118％「AFP」　 2mL
 　　　【混合】
　　　　　　　　　　　　　1日2回　両鼻腔に1噴霧      

事例２（返戻事例）　外用薬同士の混合について

審査委員会での【請求に対する疑義？】
Ｑ、自家製剤加算の算定はいかがでしょ
うか？

〈処方〉

〈一次審査対象レセプト〉

〈審査結果〉返戻

参考：正しい請求例

外用薬の液剤同士を混合し、調剤したケースです。自家製剤加算の算定要件の基本的な考え方は、製剤行為の結
果、剤形が変化したものが該当し、剤形が変化しないものは計量混合調剤加算となります。外用薬の液剤同士を
混合した場合は、内用薬と同様に計量混合調剤加算の液剤35点、外用薬の散剤同士を混合した場合は散剤45点と
なります。ただし、無菌的な操作など、技術的に高度な製剤行為については、自家製剤加算の算定が可能なケー
スもあります。その場合は、摘要欄へのコメントが必須となります。このケースは、自家製剤加算の算定根拠が
不明なため返戻処理となりました。

？

＜平成28年度版　保険調剤Q&A　p73、p85　参照＞
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審査ニュース

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

 22 14 63 308 計 45

 4 14 0 56 計 45

 1 1 11・22 11・22

 2 1 11・22 11・22

摘
要 医師の指示に基づき、No.1とNo.2は別包とした。

 漢方Cエキス顆粒 5g
 セッコウ 1.2g
【内服】1日2回　朝夕食後

 漢方Aエキス顆粒 4g
 漢方Bエキス顆粒 2.5g
【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

処　　　　方 調剤報酬点数

 22 14 63 308 計 45

 4 14 0 56 計 45

 1 1 11・22 11・22

 2 1 11・22 11・22

摘
要 医師の指示に基づき、No.1とNo.2は別包とした。

 漢方Cエキス顆粒 5g
 セッコウ 1.2g
【内服】1日2回　朝夕食後

 漢方Aエキス顆粒 4g
 漢方Bエキス顆粒 2.5g
【内服】1日2回　朝夕食後

漢方Aエキス顆粒 4g
漢方Bエキス顆粒 2.5g
　　　　　　　　　　　　【混合】
　　　　　1日2回　朝夕食後　14日分
漢方Cエキス顆粒 5g
セッコウ 1.2g
　　　　　　　　　　　　【混合】
　　　　　1日2回　朝夕食後　14日分  

事例３（査定事例）　漢方薬の計量混合調剤加算について

審査委員会での【請求に対する疑義？】
Ｑ、計量混合調剤加算の算定はいかがで
しょうか？

〈処方〉

〈一次審査対象レセプト〉

〈審査結果〉査定

医師の指示に基づき、No.1とNo.2は別包とし、それぞれ計量混合調剤加算を算定したケースです。計量混合調剤
加算は、「1調剤行為」ごとに算定できますが、上記のケースは、すべての薬剤において服用時点と服用日数が
同一です。たとえ医師の指示に基づき別々に計量し混合したとしても2調剤行為には該当しません。そのため査
定処理となりました。ただし、混合する薬剤同士が、配合禁忌などの制約が生じる場合は、服用時点と服用日数
が同一だとしても、別々に計量し混合調剤する必要があるため、2調剤行為になるケースがあります。その場合
は、摘要欄へのコメントが必須となります。

？

＜平成28年度版　保険調剤Q&A　p85　参照＞
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