
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、最近よく見かける計量混合調剤加算、特定薬剤管理指導加算、外用
薬調剤料に関する単純な請求間違いの事例についてお知らせします。調剤報酬請求に当たっては、
保険薬剤師が、処方箋、調剤録、レセプトの突合チェックを行うこととされていますので、内容
をご確認の上、請求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

205

※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】計量混合調剤加算の算定について
【事例２】特定薬剤管理指導加算の算定について
【事例３】外用薬調剤料の算定について
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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

 6 5 25 30 計45 1 1 6・18 6・18

摘
要

 キョウニン水「ケンエー」 4ml
 フスコデ配合シロップ 10ml
 セネガシロップ「ケンエー」 16ml
【内服】　1日3回　毎食後 

キョウニン水「ケンエー」 ４ml
フスコデ配合シロップ 10ml
セネガシロップ「ケンエー」 16ml
　　１日３回　　毎食後 ５日分

事例１（返戻事例）　計量混合調剤加算の算定について

〈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

 6 5 25 30 計35 1 1 6・18 6・18

摘
要

 キョウニン水「ケンエー」 4ml
 フスコデ配合シロップ 10ml
 セネガシロップ「ケンエー」 16ml
【内服】　1日3回　毎食後 

〈正しい記載例〉

〈審査結果〉※返戻処理

計量混合調剤加算は、薬価基準に収載されている２種類以上の医薬品（液剤、散剤もしくは顆粒剤又は軟・硬膏
剤に限る。）を計量し、かつ、混合した場合１調剤行為に対し算定する点数です。摘要欄に調剤上の特殊な技術
工夫の記載等もないので、このケースは、内用液剤のみの計量混合と考えられます。単純な入力ミスと考えられ
ますが、計量混合調剤加算の点数は、液剤35点、散剤又は顆粒剤45点、軟・硬膏剤80点の３つに分けられますの
で、どの調剤に該当するかを確認して加算してください。
今回は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、処方に散剤がありませんが、計量混合調
剤加算（散剤又は顆粒剤）の算定はいか
がでしょうか？

？
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アムロジピン錠５mg「アメル」 １錠
アトルバスタチン錠5mg「アメル」 １錠
　　１日１回　　朝食後  30日分        

事例２（返戻事例）　特定薬剤管理指導加算の算定について

〈処方〉

〈一次審査対象レセプト〉

〈正しい記載例〉

〈審査結果〉※返戻処理

特定薬剤管理指導加算は、薬剤服用歴管理指導料を算定するに当たって行った薬剤の管理及び指導等に加え、
「特に安全管理が必要な医薬品」について適切な指導を行った場合に算定する点数です。「特に安全管理が必要
な医薬品」とは、抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤（内服薬に限る）、
ジキタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤（注射に限る）、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン
剤、抗HIV薬とされています。特定薬剤管理指導加算を算定する場合はご確認をお願いいたします。
今回は返戻処理となりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊「特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤一覧」は以下のサイトから確認することができます。
　診療報酬情報提供サービス薬剤分類情報閲覧システム
　http://www.iryohoken.go.jp/shinryohoshu/　

審査委員会での【請求に対する疑義？】
Ｑ、処方に特定薬剤管理指導加算の対象とな
る薬剤が含まれていませんが、算定はい
かがでしょうか？

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

 4 30 78 120 1 1 6・21 6・21

摘
要

 アムロジピン錠5mg「アメル」 1錠
 アトルバスタチン錠5mg「アメル」 1錠
【内服】　1日1回　 朝食後 

薬学管理料
薬A1　特管1

51

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

 4 30 78 120 1 1 6・21 6・21

摘
要

 アムロジピン錠5mg「アメル」 1錠
 アトルバスタチン錠5mg「アメル」 1錠
【内服】　1日1回　 朝食後 

薬学管理料
薬A1

41

？
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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

 85 1 10 85

 129 1 10 129

 1 1 6・21 6・21

 2 1 6・21 6・21

摘
要

 モーラステープ20mg　7cm×10cm 35枚
【外用】1日2枚　　両肩  

 モーラステープL40mg　10cm×14cm 35枚
【外用】1日2枚　　両膝 

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

 85 1 10 85

 129 1 0 129

 1 1 6・21 6・21

 2 1 6・21 6・21

摘
要

 モーラステープ20mg　7cm×10cm 35枚
【外用】1日2枚　　両肩  

 モーラステープL40mg　10cm×14cm 35枚
【外用】1日2枚　　両膝 

モーラステープ20mg　７cm×10cm 35枚
　　１日２枚　　　両肩
モーラステープL40mg　10cm×14cm 35枚
　　１日２枚　　　両膝

事例３（返戻事例）　外用薬調剤料の算定について

〈処方〉

〈一次審査対象レセプト〉

〈正しい記載例〉

〈審査結果〉※返戻処理

この事例は、No.1とNo.2の貼付部位が異なることから、外用薬調剤料を別剤として算定したものと思われます。
平成28年４月改定により、同一有効成分で同一剤形の場合は１調剤として算定するようになっています。従って、
本事例の外用薬調剤料の算定については、１調剤のみとなります。
今回は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、同一医薬品にて調剤料の複数算定はいか
がでしょうか？

？

＜平成30年４月版　調剤報酬点数表の解釈　P109参照＞
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