
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、過去の審査ニュースに事例紹介として提供したものをあらためてお知

らせします。

事例１・・・計量混合調剤加算とその予製加算に関した疑義

　◆保険者からの傾向として過去の一定期間のレセプトを添付のうえ、疑義が発せられています。
　◆書面審査ということから算定に合理性が無いと思える場合は、保険者から疑義の申し立てが
行われます。その際保険者からの申し立てが認められた場合、過去に遡って同じ算定に関し
査定処理が行われる可能性があります。

　◆反対にレセプト摘要欄に合理的な算定理由の記載があれば、そのような問題提起は起こらな
いものと思われます。

事例２・・・一包化加算算定時の計量混合調剤加算に関した疑義

事例３及び事例４・・・外用薬調剤料算定に関する疑義

　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。今後の請
求にお役立て下さい。
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シメチジン細粒40％「トーワ」 1.0g
レスポリック配合顆粒 3.0g
ルフレン配合顆粒 2.0g
　　　　　1日3回　毎食後服用×14日

事例１（査定事例）　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、計量調剤混合加算の算定はいかがで
しょうか？

・摘要欄に算定のコメントがありませ
ん。　
・連月同内容で加算を算定しています。
・参考として7ヶ月分のレセプトを添付
しています。

〈処方〉

〈一次審査対象レセプト〉

〈審査結果〉※計量混合調剤加算45点を予製加算9点に査定

保険者の疑義は連月に渡る同一処方の請求に関して、請求が妥当か否かについて審査委員会に申し立てを行った
事例です。
以前から審査ニュースにおいて、連月に渡る同一処方での計量混合調剤加算の算定・請求についてお知らせして
いたところです。
保険者、審査委員会では、当加算を算定する理由について摘要欄にその旨の記載が無ければ、書面審査という性
質上原審とすることは難しくなっています。
保険者からは、過去のレセプトを添付のうえ、審査委員会に算定の是非を問うような傾向が伺えます。
今回の事例は、１、摘要欄に算定理由が無いこと。２、多月に渡り保険者が疑義に関するレセプトを添付してき
たところから予製加算に査定された事例です。
※過去分の審査ニュースも再読のうえ、今後も同様のケースにおいて計量混合調剤加算を算定する場合は、摘要
欄への算定理由等の記載をお勧めします。

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

 4 14 63 56 計45 1 1 6・1 6・1

摘
要

 シメチジン細粒40％「トーワ」　1.0g　
 レスポリック配合顆粒　　　　　3.0g
 ルフレン配合顆粒　　　　　　　2.0g
【内服】1日3回　毎食後服用 14日

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

予9

処　　　　方 調剤報酬点数

 4 14 63 56 計45 1 1 6・1 6・1

摘
要

 シメチジン細粒40％「トーワ」　1.0g　
 レスポリック配合顆粒　　　　　3.0g
 ルフレン配合顆粒　　　　　　　2.0g
【内服】1日3回　毎食後服用 14日
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バイアスピリン錠100mg 1錠
アリスメット錠100mg 1錠
アトルバスタチン錠10mg「●●」 1錠〈 一包化 〉
　　　　　　　　　　　1日1回　夕食後服用×14日
シメチジン細粒40％「トーワ」 1.0g
レスポリック配合顆粒 3.0g
ルフレン配合顆粒 2.0g
　　　　　　　　　　　1日3回　毎食後服用×14日

事例２（査定事例）　一包化加算算定時の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、計量混合調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〉※計量混合調剤加算45点を査定

本請求については
処方１、処方２を別包、処方１については「一包化加算」…同一用法における３種類以上の薬剤がある場合の一
包化。
処方2については処方1とは別用法、散剤を計量のうえ混合。…故に「計量混合調剤加算」を算定したものと思わ
れます。
よく見られる誤請求ですが、一包化加算を算定した場合（異なる用法に係る一包化、同一用法内３種類以上の薬
剤の一包化）に、剤〈用法）の重なりがある場合は、計量混合調剤加算、自家製剤加算の算定は不可となります。
したがって上記請求中の処方２の計量混合調剤加算は査定となりました。

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

 6 14 63 84 包64

 4 14 63 56 計45

 1 1 6・1 6・1

 2 1 6・1 6・1

摘
要

 バイアスピリン錠100mg 1錠
 アリスメット錠100mg 1錠
 アトルバスタチン錠10mg「●●」 1錠
【内服】1日1回　夕食後服用　14日

一包化指示あり

 シメチジン細粒40％「トーワ」 1.0g　
 レスポリック配合顆粒 3.0g
 ルフレン配合顆粒 2.0g
【内服】1日3回　毎食後服用　14日

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

0

処　　　　方 調剤報酬点数

 6 14 63 84 包64

 4 14 63 56 計45

 1 1 6・1 6・1

 2 1 6・1 6・1

摘
要

 バイアスピリン錠100mg 1錠
 アリスメット錠100mg 1錠
 アトルバスタチン錠10mg「●●」 1錠
【内服】1日1回　夕食後服用　14日

一包化指示あり

 シメチジン細粒40％「トーワ」 1.0g　
 レスポリック配合顆粒 3.0g
 ルフレン配合顆粒 2.0g
【内服】1日3回　毎食後服用　14日

？
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モーラステープL 40mg 10cm×14cm 42枚
 　　1日1回　両膝　21日分
ケトプロフェンテープ40mg 10cm×14cm 28枚
 　　1日1回　両肩　14日分
ミリステープ5mg 4.05cm×4.50cm 35枚
 　　1日1回　朝

事例３（査定事例）　同一成分に係る外用剤の調剤料の算定について

〈処方〉

〈一次審査対象レセプト〉

〈審査結果〉※処方NO2の外用剤調剤料10点を査定

先月の審査ニュースでも紹介した事例です。外用薬については、内服薬と同様に平成28年4月から「同一有効成
分で同一剤形の外用薬が複数ある場合には、その数にかかわらず1調剤として取り扱う」ことと見直されていま
す。
結果、本事例についてはNo1とNo2は同一薬剤となり、調剤料の算定については、外用薬は2調剤のみ算定可能で
あり査定処理となりました。
いまだに多く散見されるケースですのご注意ください。

審査委員会での【請求に対する疑義？】
Ｑ、外用剤調剤料の算定はいかがでしょ
うか？

・同一成分の貼付剤ではありませんか。

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

 168 1 10 168

 47 1 10 47

 162 1 10 162

摘
要

 モーラステープL40mg　10cm×14cm　　
 42枚
【外用】1日1回　両膝　21日分

 ミリステープ5mg　4.05cm×4.50cm
 35枚
【外用】1日1回　朝

 ケトプロフェンテープ40mg「・・・」
　　　　　　　　　　　10cm×14cm　28枚
【外用】1日1回　両肩　14日分

 1 1 6・1 6・1

 2 1 6・1 6・1

 3 1 6・1 6・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

0

薬剤料 加算料
処　　　　方 調剤報酬点数

 168 1 10 168

 47 1 10 47

 162 1 10 162

摘
要

 モーラステープL40mg　10cm×14cm　　
 42枚
【外用】1日1回　両膝　21日分

 ミリステープ5mg　4.05cm×4.50cm
 35枚
【外用】1日1回　朝

 ケトプロフェンテープ40mg「・・・」
　　　　　　　　　　　10cm×14cm　28枚
【外用】1日1回　両肩　14日分

 1 1 6・1 6・1

 2 1 6・1 6・1

 3 1 6・1 6・1

？

ふくおか県薬会報　Vol.30   No.７（2017）

102（　  ）

審査ニュース

458



モーラステープL 40mg 10cm×14cm 42枚
 　　1日1回　両膝　21日分
ケトプロフェンテープ30mg 10cm×14cm 28枚
 　　1日2回　両肩　14日分
ミリステープ5mg 4.05cm×4.50cm 35枚
 　　1日1回　朝

事例４（原審事例）　同一成分に係る外用剤の調剤料の算定について

〈処方〉

〈一次審査対象レセプト〉

〈審査結果〉※原審

事例３とよく似た事例ですが、保険者が言うように処方１と処方２は同一成分です。しかしながら、保険点数
（貼付剤のカテゴリー）の区切りでは、ケトプロフェンテープ30mg（一般名）の先発品は『モーラスパップ
パップ30mg又は、ミルタックスパップ30mg』となっていることから原審としました。
なお、同じ区切りの後発医薬品についてケトプロフェンテープ30mg「●●」、ケトプロフェンパップ30mg「▲
▲」の記載も混在していますのでご注意ください。

審査委員会での【請求に対する疑義？】
Ｑ、外用剤調剤料の算定はいかがでしょ
うか？

・同一成分の貼付剤ではありませんか。

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

 168 1 10 168

 33 1 10 33

 162 1 10 162

摘
要

 モーラステープL40mg　10cm×14cm　　
 42枚
【外用】1日1回　両膝　21日分

 ミリステープ5mg　4.05cm×4.50cm
 35枚
【外用】1日1回　朝

 ケトプロフェンテープ30mg「＊＊＊」
　　　　　　　　　　　10cm×14cm　28枚
【外用】1日2回　両肩　14日分

 1 1 6・1 6・1

 2 1 6・1 6・1

 3 1 6・1 6・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

 168 1 10 168

 33 1 10 33

 162 1 10 162

摘
要

 モーラステープL40mg　10cm×14cm　　
 42枚
【外用】1日1回　両膝　21日分

 ミリステープ5mg　4.05cm×4.50cm
 35枚
【外用】1日1回　朝

 ケトプロフェンテープ30mg「＊＊＊」
　　　　　　　　　　　10cm×14cm　28枚
【外用】1日2回　両肩　14日分

 1 1 6・1 6・1

 2 1 6・1 6・1

 3 1 6・1 6・1

？
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トピックス

≪摘要欄への記載について ≫

レセプト審査は書面審査のため、保険者、審査委員会において算定理由に疑
義が生じた場合、返戻処理を行い算定理由を確認することがあります。
・摘要欄の記載により請求意図が明確になっていれば返戻自体が防止されます。
・場合によっては、査定処理を被り、請求者は不服申し立てを行い請求意図
の説明を行う必要にせまられます。
このようなことが無いためにも摘要欄の利用は益々重要になるものと思われ
ます。

◆計量混合調剤加算の算定・・・その都度に製剤化すべき理由等の記載

◆自家製剤加算の算定・・・医師からの指示、製剤工程等の記載

◆在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料・・・緊急訪問の日にち、理由、対処等の記載

◆重複投薬・相互作用等防止加算・・・算定理由の記載

◆嚥下困難者用製剤加算・・・医師からの指示等の記載

◆一包化加算・・・医師からの指示等の記載

◆時間外（休日）加算・・・閉局後（休日）に臨時に開局により算定を行った経緯
　　　　　　　　　　　　　の記載
※輪番制により休日加算を算定する場合、輪番の旨の記載
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