
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、最近よく見かける保険調剤に適さない請求事例、自家製剤加算や嚥
下困難者用製剤加算に関する請求事例についてお知らせします。また、「療養の給付と直接関係
ないサービス等の取扱いについて」を掲載しています（p105）。最近、厚生局による指導での指
摘事項として取り上げられているようですので、ご確認いただきますようお願いします。
　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
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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】メチルロザニリン塩化物に係る保険調剤について
【事例２】小児に対する嚥下困難者用製剤加算について
【事例３】高齢者に対する自家製剤加算について
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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 1 10 3 自45 1 1 5・16 5・16

摘
要

 メチルロザニリン塩化物 0.2g  
 精製水 100mL  
 【混合】
【外用】1日3回　口腔内に塗布

メチルロザニリン塩化物   0.2g  
精製水   100mL  
 【混合】
１日３回　　口腔内に塗布

事例１（返戻事例）　メチルロザニリン塩化物に係る保険調剤について

〈処方〉

〈一次審査対象レセプト〉

〈審査結果〉返戻

メチルロザニリン塩化物については、薬価基準に日本薬局方収載医薬品として収載されていますが、現在、試薬
特級は流通しているものの、医薬品として流通している製品はありません。そのため、現状では、メチルロザニ
リン塩化物を使用する場合は、試薬特級を用いて院内製剤等により対応せざるを得ないものと考えられています。
保険調剤において試薬を使用した場合、レセプト請求は認められていませんので、返戻処理となりました。

審査委員会での【請求に対する疑義？】
Ｑ、メチルロザニリン塩化物は、医薬品とし
て流通している製品がありません。保険
請求は不適切と思われますがいかがで

　　しょうか？
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セレスタミン配合錠   2錠  
 【粉砕】
１日２回　　　　朝夕食後　5日分  

事例２（返戻事例）　小児に対する嚥下困難者用製剤加算について

〈処方〉

〈一次審査対象レセプト〉

〈審査結果〉返戻

小児に対して嚥下困難者用製剤加算を算定しているケースです。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服用しやすくするために剤形を
加工する等、患者の心身の特性に応じた剤形に加工する調剤技術を評価した点数です。摘要欄のコメントから、
自家製剤加算の算定要件を満たすことは明らかですが、嚥下困難者用製剤加算の算定要件を満たすかは疑問の余
地が残ります。また、当該薬局の請求レセプトにおいて同様のケースが散見されたことから、嚥下困難者用製剤
加算の算定の根拠を求めて返戻処理となりました。　　　

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

 2 5 25 10 困80 1 1 4・23 4・23

摘
要

 セレスタミン配合錠　　　　2錠
【内服】1日2回　朝夕食後

医師の指示により粉砕

〈正しい請求の一例〉

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 5 25 10 自20 1 1 4・23 4・23

摘
要

 セレスタミン配合錠　　　　2錠
【内服】1日2回　朝夕食後

医師の指示により粉砕

？
審査委員会での【請求に対する疑義？】
Ｑ、小児に対する嚥下困難者用製剤加算の
　　算定はいかがでしょうか。
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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 30 78 30 自100

 2 30 78 60 自100

 3 30 78 90 自100

 1 1 4・27 4・27

 2 1 4・27 4・27

 3 1 4・27 4・27  

摘
要

  A錠 1錠
【内服】1日1回　朝食後

  B錠 2錠
【内服】1日2回　朝夕食後

  C錠 3錠
【内服】1日3回　毎食後

医師の指示により粉砕

Ａ錠　　1錠　　１日１回　　朝食後　　30日分
Ｂ錠　　2錠　　１日２回　　朝夕食後　30日分
Ｃ錠　　3錠　　１日３回　　毎食後　　30日分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【粉砕】   

事例３（返戻事例）　高齢者に対する自家製剤加算について

〈処方〉

〈一次審査対象レセプト〉

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 30 78 30 困80

 2 30 78 60 

 3 30 78 90 

 1 1 4・27 4・27

 2 1 4・27 4・27

 3 1 4・27 4・27  

摘
要

  A錠 1錠
【内服】1日1回　朝食後

  B錠 2錠
【内服】1日2回　朝夕食後

  C錠 3錠
【内服】1日3回　毎食後

医師の指示により粉砕

〈正しい請求の一例〉

高齢者に対する処方箋において、すべての錠剤を粉砕したケースです。参考レセプトとして、対象患者の医科レ
セプトの添付があり、嚥下困難者であると思われる傷病名の記載がありました。そのため自家製剤加算の算定の
根拠を求めて返戻処理となりました。調剤技術料の加算では、今回のように、自家製剤加算と嚥下困難者用製剤
加算のどちらの要件をも満たしていると思われるケースがあります。このようなケースにおいては、単に加算点
数が高い方を算定するのではなく、患者背景をしっかりと把握した上で、レセプト請求をするように心がけま
しょう。また、自家製剤加算に相当すると思われる難易度の高い製剤行為を行った場合等は、無用な返戻を避け
るため、摘要欄に適切な算定理由を記載して下さい。

？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ではなく、嚥下困難
者用製剤加算の算定でいかがでしょうか。
（参考に対象患者の医科レセプトの添付
あり）

〈審査結果〉返戻
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療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて
（最終改正；保医発0320第2号平成30年3月20日　抜粋）

１　費用徴収する場合の手続について
　療養の給付と直接関係ないサービス等については、社会保険医療とは別に提供されるものであ
ることから、もとより、その提供及び提供に係る費用の徴収については、関係法令を遵守した上
で、保険医療機関等と患者の同意に基づき行われるものであるが、保険医療機関等は、その提供
及び提供に係る費用の徴収に当たっては、患者の選択に資するよう次の事項に留意すること。
（１）保険医療機関等内の見やすい場所、例えば、受付窓口、待合室等に費用徴収に係るサービ

ス等の内容及び料金について患者にとって分かりやすく掲示しておくこと。（略）
（２）患者からの費用徴収が必要となる場合には、患者に対し、徴収に係るサービスの内容や料

金等について明確かつ懇切に説明し、同意を確認の上徴収すること。この同意の確認は、

徴収に係るサービスの内容及び料金を明示した文書に患者側の署名を受けることにより行

うものであること。ただし、この同意書による確認は、費用徴収の必要が生じるごとに逐
次行う必要はなく、入院に係る説明等の際に具体的な内容及び料金を明示した同意書によ
り包括的に確認する方法で差し支えないこと。なお、このような場合でも、以後別途費用
徴収する事項が生じたときは、その都度、同意書により確認すること。また、徴収する費
用については、社会的にみて妥当適切なものとすること。

（３）（略）
（４）（略）

２　療養の給付と直接関係ないサービス等
　療養の給付と直接関係ないサービス等の具体例としては、次に掲げるものが挙げられること。
（１）日常生活上のサービスに係る費用
　　　（略）
（２）公的保険給付とは関係のない文書の発行に係る費用
　　　（略）
（３）診療報酬点数表上実費徴収が可能なものとして明記されている費用
　　　ア　在宅医療に係る交通費
　　　イ　薬剤の容器代（ただし、原則として保険医療機関等から患者へ貸与するものとす

る。）等
（４） 医療行為ではあるが治療中の疾病又は負傷に対するものではないものに係る費用
　　　（略）
（５） その他
　　　ア　保険薬局における患家への調剤した医薬品の持参料
　　　（略）

（※太字部分については特にご注意下さい）
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