
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６歳未満の計量混合調剤加算の算定、内服薬調剤
料および向精神薬加算の算定、パック製剤が薬価基準に収載されている場合の一包化加算の請求
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

240

※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】６歳未満の計量混合調剤加算の算定について
【事例２】内服薬調剤料および向精神薬加算の算定について
【事例３】パック製剤が薬価基準に収載されている場合の一包化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〉原審

アセトアミノフェン「JG」原末　　　　　　１g
　　　　　１回用量：0.2g
　　　　　発熱時・疼痛時

事例１（原審事例）　６歳未満の計量混合調剤加算の算定について

〈処方〉

審査委員会での【請求に対する疑義？】
Ｑ、計量混合調剤加算（散剤又は顆粒剤）に
ついて、１剤のみしかありませんが算定
はいかがでしょうか。

計量混合調剤加算は、薬価基準に収載されている２種類以上の医薬品を計量し、かつ、混合して、内服薬又は屯
服薬を調剤した場合に算定できる加算で、処方された医薬品が微量のため、乳幼児に対してそのままでは調剤又
は服用が困難である場合において、医師の了解を得た上で賦形剤、矯味矯臭剤等を混合し、乳幼児が正確に、又
は容易に服用できるようにした場合も算定できます。
このケースでは、アセトアミノフェン原末のみの処方となっていますが、摘要欄のコメントより、処方された医
薬品が微量のため、医師の了解を得て賦形剤を添加したことが明らかであることから、原審処理となりました。

＜令和２年４月版 調剤報酬点数表の解釈 p42～43 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

算定理由（計量混合調剤加算）：６歳未満でアセトアミノフェン原末が微量のため乳糖0.1gを加え一包を0.3gとし投薬。
医師了解済。

 1 1 21 1 計451 1 11.2 11.2

摘
要

 アセトアミノフェン「JG」原末　　　　１g　　
 １回用量：0.2g
【屯服】発熱時・疼痛時

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

算定理由（計量混合調剤加算）：６歳未満でアセトアミノフェン原末が微量のため乳糖0.1gを加え一包を0.3gとし投薬。
医師了解済。

 1 1 21 1 計451 1 11.2 11.2

摘
要

 アセトアミノフェン「JG」原末　　　　１g　　
 １回用量：0.2g
【屯服】発熱時・疼痛時

？
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〈一次審査対象レセプト〉

〈審査結果〉査定

アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」　　　　３錠
　　　　　１日３回　　 毎食後　　 30日分
ソラナックス0.4mg錠　　　　　　　　　　２錠     
　　　　　１日２回　 10時・16時 　30日分  

事例２（査定事例）　内服薬調剤料および向精神薬加算の算定について

〈処方〉

審査委員会での【請求に対する疑義？】
Ｑ、内服薬調剤料、向精神薬加算について、
同一有効成分であって同一剤形の薬剤が
複数ある場合の算定はいかがでしょうか。

内服薬の調剤料は、「同一有効成分・同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらず１剤（１調剤）と
して算定する」とされており、向精神薬加算は、「１調剤行為につき加算するもの」とされています。このケー
スでは、アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」とソラナックス0.4mg錠は、同一有効成分・同一剤形の薬剤である
ため、No.２の調剤料および向精神薬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 p35、p40 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 30 77 60 向8

 1 30 77 30 向8

1 1 11.2 11.2

2 1 11.2 11.2

摘
要

 アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」　　３錠
【内服】１日３回　毎食後     

 ソラナックス0.4mg錠　　　　　　　　２錠
【内服】１日２回　10時・16時     

No 医師 処方
月日

調剤
月日

調剤
数量単位薬剤料 調剤料

77
0

医薬品・規格・用量・剤形・用途 薬剤料 加算料

向8
0

処　　　　方 調剤報酬点数

 2 30 77 60 向8

 1 30  30 

1 1 11.2 11.2

2 1 11.2 11.2

摘
要

 アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」　　３錠
【内服】１日３回　毎食後     

 ソラナックス0.4mg錠　　　　　　　　２錠
【内服】１日２回　10時・16時     

？
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〈一次審査対象レセプト〉

〈審査結果〉原審

タケキャブ錠20mg ２錠
クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 ２錠
アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」 ６カプセル
　　　　　１日２回　　朝夕食後　　７日分  

事例３（原審事例）　パック製剤が薬価基準に収載されている場合の一包化加算の算定について

〈処方〉

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、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ます。ヘリコバ
クター・ピロリ除菌薬のパック製剤には、３種類の医薬品の１日分を１シートにセットしたものがありますが、
服用時点ごとにセットされているものではありません。パック製剤が処方された時の保険請求は商品名で行いま
す。
このケースでは、パック製剤のボノサップパック400ではなく、３種類の医薬品が処方され、医師からの一包化
の指示があるため原審処理となりました。
ただし、一包化は、多種類の薬剤が投与されている患者においてしばしばみられる薬剤の飲み忘れ、飲み誤りを
防止すること又は心身の特性により錠剤等を直接の被包から取り出して服用することが困難な患者に配慮するこ
とを目的とし、治療上の必要性が認められる場合に、医師の了解を得た上で行うものであることに注意が必要で
す。

審査委員会での【請求に対する疑義？】
Ｑ、ヘリコバクター・ピロリ除菌薬のパック
製剤があることから別途一包化加算の算
定はいかがでしょうか。

＜令和２年４月版 調剤報酬点数表の解釈 p36 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

 48 7 28 336 包341 1 12.7 12.7

摘
要

 タケキャブ錠20ｍg ２錠 
 クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 ２錠 
 アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」 ６カプセル 
【内服】１日２回　　朝夕食後

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

処　　　　方 調剤報酬点数

 48 7 28 336 包341 1 12.7 12.7

摘
要

 タケキャブ錠20ｍg ２錠 
 クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 ２錠 
 アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」 ６カプセル 
【内服】１日２回　　朝夕食後

一包化

？
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