
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、一次審査における原審・査定・返戻事例についてご紹介します。
　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。　　
　キチンと調剤し、請求したつもりが査定・返戻された事例をご紹介します。
今後の請求にお役立て下さい。

　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。
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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】ゾビラックス錠とアラセナ－Ａ軟膏の併算定
【事例２】誤った自家製剤加算の算定
【事例３】誤った内服薬調剤料の算定
【事例４】わかりにくい計量混合調剤加算
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ゾビラックス錠200 200mg 5錠 1日5回　毎食後・15時・就寝前　7日分
アラセナ-Ａ軟膏3％ 2g 1日4回　口唇に塗布

事例１（原審事例）　ゾビラックス錠とアラセナ-Ａ軟膏の併算定について

審査委員会での【請求に対する疑義？】
Ｑ、ゾビラックス錠200とアラセナ-Ａ

軟膏3％は同一目的の医薬品です。
併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〉※原審どおり

ゾビラックス錠とアラセナ-Ａ軟膏の併算定についての疑義です。ともに単純ヘルペス又は帯状疱疹に対し使用
する薬剤ですが、かつて併算定を認めていない時期もありました。現在では、これらの薬剤は薬理作用の違いが
あり、安全性の点においても併用は認められることとされています。バルトレックス錠についても同様です。
しかしながらゾビラックス錠やバルトレックス錠とゾビラックス軟膏においては、薬理作用が同じであるため、
併用した場合は査定される可能性がありますのでご注意ください。

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

 111 7 35 777

 61 1 10 61

 1 1 2・25 2・25

 2 1 2・25 2・25

摘
要

 ゾビラックス錠200 200mg 5錠
【内服】1日2回　朝夕食前

 アラセナ-Ａ軟膏3％ 2g
【外用】1日4回　口唇

？

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「○○」　　　 1錠　　　１日1回就寝前
　　　　（半錠に分割）　　　　　　　　　　　　　　　　14日分

事例２（査定事例）　誤った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、ゾルピデム酒石酸塩錠 5mgの処方
は1回1錠です。医師の指示で半錠
分割しても、整数錠の処方で自家製
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〉※査定処理

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「○○」の処方は就寝前に1回1錠です。医師の指示で半錠にしたとしても処方上は
整数錠であるため、保険請求では原則自家製剤加算は算定できません。自家製剤に係る費用は、サービス行為か
患者の負担となります。この事例での自家製剤加算は査定となりました。
またＡ錠3錠（1日3回毎食後）のような場合でも、コメントもなく自家製剤加算を算定している請求例がありま
す。算定理由が不明のためほとんど返戻となってしまいます。
自家製剤加算を算定しているのに、摘要欄に何もコメントがない請求例をかなり多く見かけます。たとえ錠剤を
半割にしたと明確に判断できるものでも、自家製剤加算を算定した場合は、製剤工程を調剤録や薬歴、請求レセ
プトに記載する義務があります。査定や返戻を防ぐため、必ずレセプト摘要欄に記載するようお願いします。　

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

向8
自40

処　　　　方 調剤報酬点数

 2 14 63 28 1 1 2・25 2・25

摘
要

 ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「○○」　1錠
【内服】1日1回就寝前

薬学的に問題ないため、医師の指示により錠剤カッターにて半錠に分割

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

向8
自40

処　　　　方 調剤報酬点数

 2 14 63 28 1 1 2・25 2・25

摘
要

 ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「○○」　1錠
【内服】1日1回就寝前

薬学的に問題ないため、医師の指示により錠剤カッターにて半錠に分割

？

＜平成28年版 調剤報酬点数表の解釈 p45自家製剤加算（2）（9）参照＞
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ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「○○」　　　 1錠　　　１日1回就寝前
　　　　（半錠に分割）　　　　　　　　　　　　　　　　14日分

事例２（査定事例）　誤った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、ゾルピデム酒石酸塩錠 5mgの処方

は1回1錠です。医師の指示で半錠
分割しても、整数錠の処方で自家製
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〉※査定処理

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「○○」の処方は就寝前に1回1錠です。医師の指示で半錠にしたとしても処方上は
整数錠であるため、保険請求では原則自家製剤加算は算定できません。自家製剤に係る費用は、サービス行為か
患者の負担となります。この事例での自家製剤加算は査定となりました。
またＡ錠3錠（1日3回毎食後）のような場合でも、コメントもなく自家製剤加算を算定している請求例がありま
す。算定理由が不明のためほとんど返戻となってしまいます。
自家製剤加算を算定しているのに、摘要欄に何もコメントがない請求例をかなり多く見かけます。たとえ錠剤を
半割にしたと明確に判断できるものでも、自家製剤加算を算定した場合は、製剤工程を調剤録や薬歴、請求レセ
プトに記載する義務があります。査定や返戻を防ぐため、必ずレセプト摘要欄に記載するようお願いします。　

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

向8
自40

処　　　　方 調剤報酬点数

 2 14 63 28 1 1 2・25 2・25

摘
要

 ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「○○」　1錠
【内服】1日1回就寝前

薬学的に問題ないため、医師の指示により錠剤カッターにて半錠に分割

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

向8
自40

処　　　　方 調剤報酬点数

 2 14 63 28 1 1 2・25 2・25

摘
要

 ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「○○」　1錠
【内服】1日1回就寝前

薬学的に問題ないため、医師の指示により錠剤カッターにて半錠に分割

？

＜平成28年版 調剤報酬点数表の解釈 p45自家製剤加算（2）（9）参照＞
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エチゾラム錠 0.5mg「○○」  1錠 1日1回就寝前 14日分
ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「○○」  1錠 1日1回寝る直前 14日分

事例３（査定事例）　誤った内服薬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、「就寝前」と「寝る直前」の各々で

調剤料と向精神薬加算の算定があり
ますが、同一剤ではないでしょう
か？

〈処方〉

〈一次審査対象レセプト〉

〈審査結果〉※査定処理

エチゾラム錠 0.5mg「○○」とゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「○○」の服用に若干の時間差があったとしても、
「寝る直前」は「就寝前」と同じです。従って内服薬調剤料は「就寝前」に包括されてしまいます。「食前」と
「食直前」をまとめなければならないことと同様です。また屯服での「不眠時」と「再不眠時」も同じです。こ
の事例は以前の審査ニュースに掲載しましたが、相変わらず多いため今回もご紹介しました。
この事例での内服薬調剤料は査定となりました。
内服薬調剤料は食事に関するもの、時間に関するもの、起床・就寝に関するものしか原則ありません。今でも
「医師の指示通り」の用法を見かけますが、返戻対象となりますのでよろしくお願いします。　

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 向8

 2 14 63 28 向8

 1 1 2・25 2・25

 2 1 2・25 2・25

摘
要

 エチゾラム錠 0.5mg「○○」 1錠
【内服】1日1回就寝前

 ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「○○」 1錠
【内服】1日1回寝る直前

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 向8

 2 14 63 28 向8

 1 1 2・25 2・25

 2 1 2・25 2・25

摘
要

 エチゾラム錠 0.5mg「○○」 1錠
【内服】1日1回就寝前

 ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「○○」 1錠
【内服】1日1回寝る直前

？

〈疑義とならない記載例〉

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

 3 14 63 42 向8 1 1 2・25 2・25

摘
要

 エチゾラム錠 0.5mg「○○」 1錠
 ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「○○」 1錠
【内服】1日1回就寝前

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「○○」は寝る直前に服用

ジゴシン散 0.1％　　　0.2g　　　1日3回毎食後　　　14日分
　　2歳

事例４（返戻事例）　わかりにくい計量混合調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、ジゴシン散のみで計量混合調剤加算
の算定がありますがいかがでしょう
か？

〈処方〉

〈一次審査対象レセプト〉

〈審査結果〉※返戻処理

レセプトを見たところ、1種類の薬剤だけで計量混合調剤加算の算定があり、不自然です。摘要欄にコメントも
ないため、通常であれば加算料は査定処理となります。しかし患者は6歳未満であり、ジゴシン散 0.1％の1回服
用量が0.067gと微量であるため、乳幼児用の計量混合調剤加算ではないかと思われ返戻処理としました。
審査委員の疑義を招かないためにも、摘要欄への記載は忘れないようにしてください。
1種類で計量混合調剤加算を算定すれば、必ずコンピュータチェックがかかります。医師の了解を得たというこ
とは、処方せんに記載されたと同じことですので、薬価収載されている賦形剤等を混合する場合は賦形剤の名称
もレセプト処方欄に記載して請求してください。摘要欄への理由の記載も必要です。査定処理とならないように
よろしくお願いします。なお6歳以上で算定できないことは言うまでもありません。

〈疑義とならない記載例〉

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 計45 1 1 2・25 2・25

摘
要

 ジゴシン散 0.1％ 0.2g
 乳糖 1.3g
【内服】1日3回毎食後

ジゴシン散0.1％は微量のため調剤や服用が困難、乳幼児であり医師に了解を得て乳糖1.3gを混合

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 計45 1 1 2・25 2・25

摘
要

 ジゴシン散 0.1％ 0.2g
【内服】1日3回毎食後

？

＜平成28年版 調剤報酬点数表の解釈 p46 計量混合調剤加算（3）参照＞
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ジゴシン散 0.1％　　　0.2g　　　1日3回毎食後　　　14日分
　　2歳

事例４（返戻事例）　わかりにくい計量混合調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、ジゴシン散のみで計量混合調剤加算

の算定がありますがいかがでしょう
か？

〈処方〉

〈一次審査対象レセプト〉

〈審査結果〉※返戻処理

レセプトを見たところ、1種類の薬剤だけで計量混合調剤加算の算定があり、不自然です。摘要欄にコメントも
ないため、通常であれば加算料は査定処理となります。しかし患者は6歳未満であり、ジゴシン散 0.1％の1回服
用量が0.067gと微量であるため、乳幼児用の計量混合調剤加算ではないかと思われ返戻処理としました。
審査委員の疑義を招かないためにも、摘要欄への記載は忘れないようにしてください。
1種類で計量混合調剤加算を算定すれば、必ずコンピュータチェックがかかります。医師の了解を得たというこ
とは、処方せんに記載されたと同じことですので、薬価収載されている賦形剤等を混合する場合は賦形剤の名称
もレセプト処方欄に記載して請求してください。摘要欄への理由の記載も必要です。査定処理とならないように
よろしくお願いします。なお6歳以上で算定できないことは言うまでもありません。

〈疑義とならない記載例〉

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 計45 1 1 2・25 2・25

摘
要

 ジゴシン散 0.1％ 0.2g
 乳糖 1.3g
【内服】1日3回毎食後

ジゴシン散0.1％は微量のため調剤や服用が困難、乳幼児であり医師に了解を得て乳糖1.3gを混合

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 計45 1 1 2・25 2・25

摘
要

 ジゴシン散 0.1％ 0.2g
【内服】1日3回毎食後

？

＜平成28年版 調剤報酬点数表の解釈 p46 計量混合調剤加算（3）参照＞
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