
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、服用時点に重なりがある場合の嚥下困難者用製
剤加算、一包化加算と計量混合調剤加算との併算定や、重複投薬・相互作用等防止加算の請求事
例についてお知らせします。

　レセプト請求において、請求の意図を明確にさせるためには、レセプト摘要欄へのコメントの
記載が大変重要です。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

239

※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】服用時点に重なりがある場合の嚥下困難者用製剤加算と計量混合調剤加算について
【事例２】服用時点に重なりがある場合の一包化加算と計量混合調剤加算（予製剤）について
【事例３】重複投薬・相互作用等防止加算の算定について
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〈一次審査対象レセプト〉

〈審査結果〉査定処理

カルボシステインDS50％「トーワ」 1.1g
アスベリン散10％ 0.3g
　　　　　１日３回　毎食後　　７日分
デカドロン錠0.5mg ５錠
　　　　　１日１回　夕食後　　３日分

事例１（査定事例）　服用時点に重なりがある場合の嚥下困難者用製剤加算と計量混合調剤加算について

〈処方〉

審査委員会での【請求に対する疑義？】
Ｑ、嚥下困難者用製剤加算の算定に係わる剤
と服用時点に重なりのある剤で計量混合
調剤加算が算定されていますがいかがで
しょうか？

嚥下困難者用製剤加算は、嚥下障害等があって、市販されている剤形では薬剤の服用が困難な患者に対し、医師
の了解を得た上で錠剤を砕くなど剤形を加工した後、調剤を行うことを評価したもので、処方箋受付１回につき
１回算定できます。嚥下困難者用製剤加算は処方全体にかかりますが、服用時点に重なりがなければ自家製剤加
算や計量混合調剤加算の同時算定は可能です。しかし、このケースでは、夕食後で服用時点に重なりがあること
から、嚥下困難者用製剤加算と計量混合調剤加算を同時に算定することはできません。したがって、No.１の計
量混合調剤加算は査定処理となりました。

　　　　　　　　　　　　　＜ 令和２年４月版 調剤報酬点数表の解釈 p36、令和２年版 保険調剤Q＆A p61～62、p71～72 参照 ＞

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

 1 7 28 7 計45

 3 3 28 9 困80

1 1 10・１ 10・１

2 1 10・１ 10・１

摘
要

カルボシステインDS50％「トーワ」 1.1g
アスベリン散10％ 0.3g
　１日３回　毎食後　　７日分

嚥下困難のため粉砕指示

デカドロン錠0.5mg ５錠
　１日１回　夕食後　　３日分

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

計45
0

処　　　　方 調剤報酬点数

 1 7 28 7 

 3 3 28 9 困80

1 1 10・１ 10・１

2 1 10・１ 10・１

摘
要

カルボシステインDS50％「トーワ」 1.1g
アスベリン散10％ 0.3g
　１日３回　毎食後　　７日分

嚥下困難のため粉砕指示

デカドロン錠0.5mg ５錠
　１日１回　夕食後　　３日分

？
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〈一次審査対象レセプト〉

〈審査結果〉査定処理

アジルバ錠20mg １錠
ニフェジピンCR錠20mg「NP」 １錠
ロスバスタチン2.5mg「DSEP」 １錠
　　　　　１日１回　朝食後　　28日分
ロバキシン顆粒90％ 0.75g
バランス散10％ 0.15g
ロキソニン細粒10％ 1.8g
カフェイン水和物「ファイザー」原末 0.1g
乳糖「ホエイ」 0.2g
　　　　　１日３回　毎食後　　28日分

事例２（査定事例）　服用時点に重なりがある場合の一包化加算と計量混合調剤加算（予製剤）について

〈処方〉

審査委員会での【請求に対する疑義？】
Ｑ、一包化加算の算定に係わる剤と服用時点
に重なりのある剤で計量混合調剤加算
（予製剤）が算定されていますがいかが
でしょうか？

一包化とは、服用時点の異なる２種類以上の内服用固形剤または１剤であっても３種類以上の内服用固形剤が処
方されているとき、医師の了解のもと、その種類にかかわらず服用時点ごとに一包として患者に投与することを
いい、一包化加算は、処方箋受付１回につき１回算定できます。一包化加算は処方全体にかかりますが、服用時
点に重なりがなけば自家製剤加算や計量混合調剤加算の同時算定は可能です。しかし、このケースでは、朝食後
で服用時点に重なりがあることから、一包化加算と計量混合調剤加算を同時に算定することはできません。した
がって、No.２の計量混合調剤加算（予製剤）は査定処理となりました。なお、一包化加算の算定要件を満たす
には、No.１とNo.２の朝食後はまとめて一包化する必要がありますが、患者の服薬および服用する薬剤の識別を
容易にすること等の観点から、錠剤と散剤を別々に一包化した場合は一包化加算を算定できます。

　　＜ 令和２年４月版 調剤報酬点数表の解釈 p36、令和２年版 保険調剤Q＆A p71～72 参照 ＞

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

向８
予９

処　　　　方 調剤報酬点数

 17 28 77 476 包136

 6 28 77 168

1 1 10・１ 10・１

2 1 10・１ 10・１

摘
要

アジルバ錠20mg １錠
ニフェジピンCR錠20mg「NP」 １錠
ロスバスタチン2.5mg「DSEP」 １錠
 　１日１回　朝食後　　28日分
ロバキシン顆粒90％ 0.75g
バランス散10％ 0.15g
ロキソニン細粒10％ 1.8g
カフェイン水和物「ファイザー」原末 0.1g
乳糖「ホエイ」 0.2g
　１日３回　毎食後　　28日分   

誤服用防止のため一包化

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

向８
予９
0

処　　　　方 調剤報酬点数

 17 28 77 476 包136

 6 28 77 168

1 1 10・１ 10・１

2 1 10・１ 10・１

摘
要

アジルバ錠20mg １錠
ニフェジピンCR錠20mg「NP」 １錠
ロスバスタチン2.5mg「DSEP」 １錠
 　１日１回　朝食後　　28日分
ロバキシン顆粒90％ 0.75g
バランス散10％ 0.15g
ロキソニン細粒10％ 1.8g
カフェイン水和物「ファイザー」原末 0.1g
乳糖「ホエイ」 0.2g
　１日３回　毎食後　　28日分   

誤服用防止のため一包化

？
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〈一次審査対象レセプト〉

〈審査結果〉査定処理

モンテルカスト錠10mg「ニプロ」 １錠
　　　　　１日１回　就寝前　　14日分

事例３（査定事例）　重複投薬・相互作用等防止加算の算定について

〈処方〉

重複投薬・相互作用等防止加算は、複数の異なる保険医療機関で処方箋を交付された患者の場合に限らず、１枚
の処方箋であっても、薬剤服用歴の記録または患者およびその家族等からの情報に基づき、①併用薬との重複投
薬（薬理作用が類似する場合も含む）、②併用薬、飲食物などとの相互作用、③残薬、④そのほか薬学的観点か
ら必要と認める事項について、処方医に疑義照会を行い、処方変更が行われた場合に算定できます。薬学的観点
に基づく処方変更であれば、薬剤の追加や投与期間の延長を問わず算定可能となっています。薬学的観点に基づ
く処方変更とは、例えば患者個人における過去の副作用やアレルギー歴等より薬剤師が判断し、疑義照会を行い、
処方が変更となった場合などが想定されます。
しかし、このケースの様に、単に添付文書どおりの用法・用量になっていないなど、処方医の単なる記載ミスと
思われるものに関する疑義照会による処方変更は、算定対象として想定されていません。したがって、重複投
薬・相互作用等防止加算（残薬調整以外）は査定処理となりました。

審査委員会での【請求に対する疑義？】
Ｑ、重複投薬・相互作用等防止加算のコメン
トから、添付文書による適応・用法等に
関する処方医の記載誤り・認識誤りでは
ないでしょうか？

　＜ 令和２年４月版 調剤報酬点数表の解釈 p52、令和２年版 保険調剤Q＆A p138～141 参照 ＞

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

 2 14 55 281 1 10・1 10・1

摘
要

モンテルカスト錠10mg「ニプロ」 １錠
　１日１回　就寝前　　14日分

添付文書より成人量は10mg/日と記載あり、医師に疑義照会後5mg→10mgに変更し重複投薬・相互作用等防止加算（残薬調整以外）算定

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

 2 14 55 281 1 10・1 10・1

摘
要

モンテルカスト錠10mg「ニプロ」 １錠
　１日１回　就寝前　　14日分

添付文書より成人量は10mg/日と記載あり、医師に疑義照会後5mg→10mgに変更し重複投薬・相互作用等防止加算（残薬調整以外）算定

薬学管理料

防A　40

薬学管理料

防A　40
0

？
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