
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。
　キチンと調剤し、請求したつもりが査定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。
　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。
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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】同一銘柄で服用時点および投与日数が同じ場合の調剤料・加算料の算定に
　　　　　ついて
【事例２】異なる銘柄で服用時点が同一であるが投与日数が異なる場合の調剤料・
　　　　　加算料の算定について
【事例３】外用剤における同一有効成分、同一剤形、含有量の違いによる複数処方の
　　　　　場合の調剤料の算定について
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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

 28 14 63 392 麻　140

 14 14 63 140 麻　140

 1 1 11・1 11・1

 2 1 11・1 11・1

摘
要

 オキシコンチン錠5mg　　　2錠　
【内服】12時間毎 

 オキシコンチン錠5mg　　　1錠　
【内服】1×21時

オキシコンチン錠5mg　2錠　　1日2回　12時間毎×14日
オキシコンチン錠5mg　1錠　　1日1回　21時　　×14日

事例１（査定事例）　同一銘柄で服用時点および投与日数が同じ場合の調剤料・加算料の算定について

審査委員会での【請求に対する疑義？】
Ｑ、調剤料と麻薬加算の算定はいかがで
しょうか

〈審査結果〉※内服薬調剤料と麻薬加算を査定

〈処方〉

〈一次審査対象レセプト〉

？？

この事例はNo1とNo2の服用時点が異なることから、内服薬調剤料を別剤、麻薬加算についても別調剤としてそ
れぞれ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同一剤形の場合は1剤として算定するよ
うになりました。結果、本事例についての調剤料の算定については、「1日3回12時間毎及び21時服用」の1剤14
日分となります。そのことから、麻薬加算についても1調剤となることから査定となりました。

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

 28 14 63 392 麻　140

 14 14  140 

 1 1 11・1 11・1

 2 1 11・1 11・1

摘
要

 オキシコンチン錠5mg　　　2錠　
【内服】12時間毎 

 オキシコンチン錠5mg　　　1錠　
【内服】1×21時

63
0

麻　140
0
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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

 14 14 63 196 麻　140

 7 7 35 49 麻　140

 1 1 11・1 11・1

 2 1 11・1 11・1

摘
要

 オキシコンチン錠5mg 1錠　
【内服】1×就寝前

 オキノーム散2.5mg 1包
【内服】1×就寝前（隔日）

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

処　　　　方 調剤報酬点数

 14 14 63 196 麻　140

 7 7  49 麻　140

 1 1 11・1 11・1

 2 1 11・1 11・1

摘
要

 オキシコンチン錠5mg 1錠　
【内服】1×就寝前

 オキノーム散2.5mg 1包
【内服】1×就寝前（隔日）

オキシコンチン錠5mg 1錠　　1日1回　就寝前×14日
オキノーム散2.5mg 1包　　1日1回　就寝前×7日（隔日）

事例２（一部査定事例）　異なる銘柄で服用時点は同一であるが投与日数が異なる場合の調剤料、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、調剤料と麻薬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〉

？ ？

この事例は、異なる銘柄で服用時点が同一であるが投与日数が異なる場合の事例です。
No1とNo2の投与方法が異なることから、2剤分の内服薬調剤料の算定。投与日数が異なることから麻薬加算は2
調剤分の算定を行ったものと思われます。
No1とNo2の服用時点が同一であるため、調剤料の算定については、No2はNo1に包括され1剤分の調剤料の算定
となります。麻薬加算については投与日数が異なることから同一用法であっても麻薬加算については、別調剤と
して算定は可能です。結果として一方の調剤料については査定、麻薬加算については原審となります。

「平成28年版　保険調剤Q&A 問72」　参照

〈審査結果〉※内服薬調剤料と麻薬加算を査定

35
0

オキシコンチン5mg 1錠　1×就寝前 14日分
オキノーム散2.5mg 1包　1×21時 7日分　

の処方については異なる銘柄、異なる用法の
ため2剤分の調剤料の算定及び麻薬加算は2調
剤分算定可能となります。

参　考
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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

 92 1 10 92

 140 1 10 140

 1 1 11・1 11・1

 2 1 11・1 11・1

摘
要

 モーラステープ20mg　35枚　
【外用】1日1枚　右肩　35日分

 モーラステープL40mg　35枚　
【外用】1日1枚　腰　　35日分

事例３（査定事例）　外用剤における同一有効成分、同一剤形、含有量の違いによる複数処方の場合の
 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、調剤料の算定はいかがでしょうか

〈審査結果〉※片方の調剤料を査定

〈処方〉

？

モーラステープ20mg 35枚　1日1回　右肩
モーラステープL40mg 35枚　1日1回　腰

〈一次審査対象レセプト〉

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

 92 1 10 92

 140 1  140

 1 1 11・1 11・1

 2 1 11・1 11・1

摘
要

 モーラステープ20mg　35枚　
【外用】1日1枚　右肩　35日分

 モーラステープL40mg　35枚　
【外用】1日1枚　腰　　35日分

10
0

平成28年度3月までは、疑義の生じなかった事例です。平成28年4月改定により、内服薬の調剤料の取り扱いと同
様に外用薬の調剤料も「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。」となりました。そのため、一方の外用薬の調剤料が査定となりました。
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トピックス　重要！

◆手帳を持参されない患者さんに対する薬剤服用歴管理料算定の取り扱いについて

　お薬手帳（以下手帳）の持参忘れ、不要の旨を意思表示された患者さんに対して薬剤服用歴管
理指導料の算定は別の点数（ 薬D  50点 ）を算定するようになっています。
　
　個別指導において、上記別点数を算定した場合、薬歴に、“その経緯等”の記載が全く無い場合は、
返還の対象になることが考えられます。今後もこの件については、継続して指導されるものと思
われますので薬歴へ“その経緯等”の記載をお願いします。
　以下にその根拠について『調剤報酬点数表の解釈 平成28年４月版』より抜粋致します。

手帳については、患者に対して、手帳を保有することの意義、役割及び利用方法等について
十分な説明を行い、患者の理解を得た上で提供することとし、患者の意向等を確認した上で
手帳を用いないこととした場合にあっては、その理由を薬剤服用歴の記録に記載する。なお、
手帳を保有しているが、持参を忘れた患者に対しては、「注１」のただし書の点数を算定す
ることになる旨説明するとともに、次回以降は手帳を持参するよう指導すること。（調剤報
酬点数表の解釈 平成28年4月版　P50.より抜粋）

　　（問16）手帳を持参していない患者に対して、患者から求めがなければ手帳に関する説
明をしなくても50点を算定可能か

　　　（答）そのような患者ないついては、手帳を保有することの意義、役割及び利用方法
等について十分な説明を行い、患者が手帳を用いない場合はその旨を薬剤服用
歴の記録に記載することとしているため、手帳に関する説明をしていない場合
は薬剤服用歴管理指導料を算定してはならない。

［平28.3.31医療課事務連絡「調剤」問25］
（調剤報酬点数表の解釈 平成28年4月版P110.（問16）より抜粋）

　以上のことから、薬剤服用歴管理指導料を算定する全ての薬局においては、全ての患者さんに
手帳を保有することの意義、役割及び利用方法等ついての啓発及びその結果を薬歴に記載するこ
とは重要と思われます。
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