
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、規格違いの薬剤の調剤料の算定、一包化加算の算定、「休日加算」
及び「夜間・休日等加算」の算定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
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】規格違いの薬剤の調剤料の算定について
【事例２】一包化加算の算定について
【事例３】「休日加算」及び「夜間・休日等加算」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

 2 21 70 42 

 1 21 70 21 

 2 21 70 42 

 1 1 5・16 5・16

 2 1 5・16 5・16

 3 1 5・16 5・16

摘
要

 セレネース錠3mg　2錠　　　　　　　　　　　　　　
【内服】　1日2回　朝夕食後

 セレネース錠1mg　1錠　　　　　　　　　　　　　　
【内服】　1日1回　昼食後

 アキネトン錠1mg　3錠　　　　　　　　　　　　　　
【内服】　1日3回　毎食後

セレネース錠3mg　　2錠　　1日2回　　朝夕食後　　　21日分
セレネース錠1mg　　1錠　　1日1回　　昼食後　　　　21日分
アキネトン錠1mg　　3錠　　1日3回　　毎食後　　　　21日分

事例1（査定事例）　規格違いの薬剤が異なる用法で処方された場合の調剤料の算定について

審査委員会での【請求に対する疑義？】
Ｑ、セレネース錠は、NO.1、NO.2をまとめる
ため毎食後となり、アキネトン錠と服用
時点が重複となります。調剤料の算定は
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

同一成分・同一剤形の医薬品の処方の場合、剤をまとめて請求しなければなりません。同一成分・同一剤形で
別々に処方されている場合には、レセコンで処方箋の記載通りに入力すると調剤料やその他の加算などをまとめ
ることができず、各々別剤として算定します。調剤報酬の請求に当たっては、調剤報酬点数表の算定の考え方に
従って区分を整理したうえで調剤料等を計算しなければなりません。上記のケースでは、セレネース錠は、１日
３回毎食後として剤をまとめる必要があるため、内服薬調剤料はどちらも査定処理となりました
※平成28年度調剤報酬改定にて、上記のような同一銘柄の場合だけでなく、「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剤として算定する。」となっています。

？

＜平成28年4月版　調剤報酬点数表の解釈 p.36、37参照＞

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

 2 21  42 

 1 21  21

 2 21 70 42 

 1 1 5・16 5・16

 2 1 5・16 5・16

 3 1 5・16 5・16

摘
要

 セレネース錠3mg　2錠　　　　　　　　　　　　　　
【内服】　1日2回　朝夕食後

 セレネース錠1mg　1錠　　　　　　　　　　　　　　
【内服】　1日1回　昼食後

 アキネトン錠1mg　3錠　　　　　　　　　　　　　　
【内服】　1日3回　毎食後

70
0

70
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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

 2 14 63 28 包 64 1 1 7・2 7・2

摘
要

 レバミピド錠100mg「アメル」　　1錠
 マグミット錠330mg　　　　　　　2錠
【内服】　1日1回　就寝前

 2 14 63 28 包 2 1 7・2 7・2
 カンデサルタン錠2mg「アメル」　1錠
 レバミピド錠100mg「アメル」　　1錠
【内服】　1日1回　朝食後

レバミピド錠100mg「アメル」　　1錠　　1日1回　　就寝前
マグミット錠330mg　　　　　　　2錠　　1日1回　　就寝前
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30日分＜一包化＞

カンデサルタン錠2mg「アメル」　1錠　　1日1回　　朝食後
レバミピド錠100mg「アメル」　　1錠　　1日1回　　朝食後
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30日分＜一包化＞

事例2（原審事例）　一包化加算の算定について

審査委員会での【請求に対する疑義？】
Ｑ、1剤で3種類以上でなく、服用時点
も重なっていない場合での一包化加
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〉原審

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化を行った場合に、当該内服薬の投与日数に応じた
点数を所定点数に加算することとなっています。上記のケースは、レバミピド錠の用法が1日2回朝食後・就寝前
と剤をまとめる必要があるため、服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤の一包化の算定要件に該当し、原
審処理となりました。
※また上記のケースでは、調剤料は3剤まで算定可能でした。審査支払機関では、増点となる振替は行っていま
せんのでご注意ください。

？

＜平成28年4月版　調剤報酬点数表の解釈 p.37、38参照＞

一包化指示あり

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

処　　　　方 調剤報酬点数

 2 14 63 28 包 64 1 1 7・2 7・2

摘
要

 レバミピド錠100mg「アメル」　　1錠
 マグミット錠330mg　　　　　　　2錠
【内服】　1日1回　就寝前

 2 14 63 28 包 2 1 7・2 7・2
 カンデサルタン錠2mg「アメル」　1錠
 レバミピド錠100mg「アメル」　　1錠
【内服】　1日1回　朝食後

一包化指示あり
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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

 2 14 63 28 包 64 1 1 7・2 7・2

摘
要

 レバミピド錠100mg「アメル」　　1錠
 マグミット錠330mg　　　　　　　2錠
【内服】　1日1回　就寝前

 2 14 63 28 包 2 1 7・2 7・2
 カンデサルタン錠2mg「アメル」　1錠
 レバミピド錠100mg「アメル」　　1錠
【内服】　1日1回　朝食後

レバミピド錠100mg「アメル」　　1錠　　1日1回　　就寝前
マグミット錠330mg　　　　　　　2錠　　1日1回　　就寝前
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30日分＜一包化＞

カンデサルタン錠2mg「アメル」　1錠　　1日1回　　朝食後
レバミピド錠100mg「アメル」　　1錠　　1日1回　　朝食後
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30日分＜一包化＞

事例2（原審事例）　一包化加算の算定について

審査委員会での【請求に対する疑義？】
Ｑ、1剤で3種類以上でなく、服用時点
も重なっていない場合での一包化加
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〉原審

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化を行った場合に、当該内服薬の投与日数に応じた
点数を所定点数に加算することとなっています。上記のケースは、レバミピド錠の用法が1日2回朝食後・就寝前
と剤をまとめる必要があるため、服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤の一包化の算定要件に該当し、原
審処理となりました。
※また上記のケースでは、調剤料は3剤まで算定可能でした。審査支払機関では、増点となる振替は行っていま
せんのでご注意ください。

？

＜平成28年4月版　調剤報酬点数表の解釈 p.37、38参照＞

一包化指示あり

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

処　　　　方 調剤報酬点数

 2 14 63 28 包 64 1 1 7・2 7・2

摘
要

 レバミピド錠100mg「アメル」　　1錠
 マグミット錠330mg　　　　　　　2錠
【内服】　1日1回　就寝前

 2 14 63 28 包 2 1 7・2 7・2
 カンデサルタン錠2mg「アメル」　1錠
 レバミピド錠100mg「アメル」　　1錠
【内服】　1日1回　朝食後

一包化指示あり
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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

 80 1 10 80 休 14 1 1 12・29 12・29

摘
要

 ヒアレイン点眼液0.1％5mL　2瓶
【外用】　1日4回両目

ヒアレイン点眼液0.1％　5mL　2瓶
　　　　　　　　　　1日4回　両目

事例3（振替査定事例）　「休日加算」及び「夜間・休日等加算」の算定について

審査委員会での【請求に対する疑義？】
Ｑ、「休日加算」ではなく「夜間・休日
等加算」の算定ではないでしょうか？

〈処方〉

〈一次審査対象レセプト〉

〈審査結果〉振替査定

「休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）第3条に規定す
る休日をいう。なお、1月2日、3日、12月29日、30日及び31日は休日として取り扱う。」となっています。しか
し、この処方を調剤した保険薬局は、12月29日を通常開局としており、他にも12月29日に「休日加算」を算定し
ているレセプトが多数見受けられました。輪番制による休日当番保険薬局、急病などのやむを得ない理由などの
算定した事由が摘要欄に記載されていなかったため、「夜間・休日等加算」へ振替査定となりました。

？

＜平成28年度4月版　調剤報酬点数表の解釈 p.43、44参照＞

休日12・29　10：14受付

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

 80 1 10 80  1 1 12・29 12・29

摘
要

 ヒアレイン点眼液0.1％5mL　2瓶
【外用】　1日4回両目

休日12・29　10：14受付

休 14
0
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