
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は、28年度調剤報酬改定に伴い自家製剤加算の算定要件の変更事例につい
てご紹介します。従来と違った解釈により算定要件の変更がなされています。自家製剤加算算定
根拠の変更内容については、トピックスに掲載していますのでご一読ください。今後の請求にお
役立て下さい。

　なお、本ニュースでいつもお知らせしていますが、レセプト摘要欄への記載は、請求の意図を
はっきり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ます。ここで「原
審」「返戻」「査定」処理されますが、その後保険者に送付され、必要があれば再度請求内容の
確認が行なわれます。
　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ないます。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」処理となりますが、そうでない場合は当然のこ
とながら「原審」処理となります。
　※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。
　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、摘要欄にコメントがあれば
請求者の意図がわかり、再審査請求に至るトラブルを未然に防止することができます。

医療保険委員会

185

※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～事例３】　自家製剤加算の算定について
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No 医師
番号

処方
月日

調剤
月日

調剤
数量単位薬剤料点 調剤料 薬剤料 加算料

処　　　　方 調剤報酬点数

 1 14 63 14 自40 1 1 12・1 12・1

摘
要

 ワーファリン錠5mg　　　　1.5錠　
【内服】1日1回　朝食後 

5mg錠を半割により自家製剤加算を算定

No 医師
番号

処方
月日

調剤
月日

調剤
数量単位薬剤料点 調剤料 薬剤料 加算料

処　　　　方 調剤報酬点数

 1 14 63 14 自40 1 1 12・1 12・1

摘
要

 ワーファリン錠5mg　　　　1.5錠　
【内服】1日1回　朝食後 

5mg錠を半割により自家製剤加算を算定

ワーファリン錠5mg　1.5錠　　1日1回　朝食後服用×14日

事例１（原審事例）　自家製剤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、自家製剤加算の算定はいかがでしょ

うか？
　　1mg×2錠+0.5mg×1錠の組合せ

で2.5mgができますが・・・。

〈処方〉

〈一次審査対象レセプト〉

〈審査結果〉※自家製剤加算は原審

？

錠剤の半割による「自家製剤加算」算定の妥当性については、請求したものと同じ含量規格が薬価収載されてい
ない場合は算定可というのが従来の考えでしたが、現在の算定可否の根拠は、半割したものが薬価収載されてい
るか、否か?が根拠になります。
従って本事例については、ワーファリン7.5mgが薬価収載されているか否か？では無く、ワーファリン2.5mgの
薬価収載の有無が問題となります。
結果としては、従来と同じ原審となりますが算定の考え方が変更しましたのでご注意ください。

※審査ニュース　 トピックスをご参照ください。
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No 医師
番号

処方
月日

調剤
月日

調剤
数量単位薬剤料点 調剤料 薬剤料 加算料

処　　　　方 調剤報酬点数

 2 7 35 14 自20 1 1 12・1 12・1

摘
要

 カロナール錠200mg　　　2.5錠　
【内服】1日1回　朝食後

カロナール錠200mgを半割により自家製剤加算を算定

No 医師
番号

処方
月日

調剤
月日

調剤
数量単位薬剤料点 調剤料 薬剤料 加算料

処　　　　方 調剤報酬点数

 2 7 35 14  1 1 12・1 12・1

摘
要

 カロナール錠200mg　　　2.5錠　
【内服】1日1回　朝食後

カロナール錠200mgを半割により自家製剤加算を算定

自20
0

カロナール錠200mg　2.5錠　　1日1回　朝食後服用×7日

事例２（査定事例）　自家製剤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、カロナール錠には100㎎の含量規格

はありませんが500㎎の含量規格は
あります。

      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〉※自家製剤加算を査定

？

この事例は、保険者からの自家製剤加算算定に対する疑義です。カロナール錠の100mg含量規格は薬価収載さ
れていませんが、カロナール錠500mgが薬価収載されているために算定は不可となります。

    ＜平成28年　疑義解釈資料その1（問22）参照＞

ふくおか県薬会報　Vol.30   No.１（2017）

 12 

審査ニュース



事例３（査定事例）　自家製剤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、自家製剤加算の算定はいかがでしょ
うか？同一規格がありますが？

〈審査結果〉※自家製剤加算を一部査定

〈処方〉

プレドニゾロン錠5mg　0.5錠　　1日1回　朝食後服用×5日
プレドニゾロン錠1mg　1.5錠　　1日1回　朝食後服用×5日
プレドニゾロン錠1mg　0.5錠　　1日1回　朝食後服用×5日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  漸減投与

〈一次審査対象レセプト〉

この事例は
・No1のプレドニンゾロン錠5mgを半割したことで自家製剤加算を算定したものと考えられます。しかし、
2.5mgの規格が薬価収載されていることから、自家製剤加算の算定は査定となりました。
・No2については、プレドニゾロン錠1mg1錠+プレドニゾロン錠1mg1錠を半割したものの組合せとなりますが、
プレドニゾロン錠の0.5mgが薬価収載されていないことからA製剤加算の算定は可。
・No3については上記No2と同じ理由から算定可。となります。

この事例とは別ですが、平成28年4月改定により同一有効成分同一剤形の場合は1剤として算定するようになって
いますので、併せて今後の請求にお役立てください。

No 医師
番号

処方
月日

調剤
月日

調剤
数量単位薬剤料点 調剤料 薬剤料 加算料

処　　　　方 調剤報酬点数

 1 5 70 5 自20

 1 5 0 5 自20

 1 5 0 5 自20

摘
要

 プレドニゾロン錠5mg　　　0.5錠　
【内服】1日1回　朝食後　

漸減

 プレドニゾロン錠1mg　　　1.5錠　
【内服】1日1回　朝食後 

 プレドニゾロン錠1mg　　　0.5錠　
【内服】1日1回　朝食後　 

 1 1 12・1 12・1

 2 1 12・1 12・1

 3 1 12・1 12・1

No 医師
番号

処方
月日

調剤
月日

調剤
数量単位薬剤料点 調剤料 薬剤料 加算料

処　　　　方 調剤報酬点数

 1 5 70 5 自20

 1 5 0 5 自20

 1 5 0 5 自20

摘
要

 プレドニゾロン錠5mg　　　0.5錠　
【内服】1日1回　朝食後　

漸減

 プレドニゾロン錠1mg　　　1.5錠　
【内服】1日1回　朝食後 

 プレドニゾロン錠1mg　　　0.5錠　
【内服】1日1回　朝食後　 

 1 1 12・1 12・1

 2 1 12・1 12・1

 3 1 12・1 12・1

？
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トピックス　自家製剤加算

◆錠剤の半割による自家製剤加算の算定の取り扱いについて

　今年度の報酬改定に伴い、厚生労働省関連の行政機関の打合せ会議において錠剤の半割による
自家製剤加算の算定の解釈について変更が行われました。

＜従来＞
①錠剤を半割した場合の成分含量が薬価収載に無い場合。
②錠剤の組合せ（半割した錠剤+錠剤）の結果、薬価収載が無い場合。
以上の二つのことが従来の自家製剤加算の算定要件でしたが、

＜今後＞
①は従来通り。②については算定を認めず、①と③の要件が算定要件となります。
①半錠分割した薬剤が薬価収載に無い場合は算定可（従来と同様）
③錠剤の組合せ（半割した錠剤+錠剤）の中の半錠分割の薬剤について、同一含量の薬価収載の

薬剤規格がある場合は算定不可。
　※但し、疑義解釈資料その1（問）22にある様に③と同様の組合せの結果、半錠分割の薬剤が

薬価収載に無い場合においても組合せと同じ含量の薬剤の薬価収載がある場合は算定不可と
なります。

　疑義解釈資料１（問22）より抜粋

（問22）自家製剤加算について「調剤した医薬品と同一剤形、同一規格を有する医薬品が薬
価基準に収載されている場合は算定できない」とされているが以下のような場合も
同様に算定できないと理解してよいか。

　　　　RP　A錠200mg　1回1.5錠　疼痛時服用

　　　
　　　　（注　A錠と同一有効成分の100mg規格は薬価基準に収載されていないが、
　　　　　　　300mg規格が収載されている）

（答）この場合、200mg錠を1.5錠調剤したとしても同量に相当する300mgがあるので算定
　　　不可
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