
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保険請求で解りづらい、同一成分や同一剤形の医薬品に関連する事例を
紹介します。算定を間違えると、一次審査や再審査において査定や返戻されることがあります。
　レセプト請求において算定理由等が不明な場合は、レセプト摘要欄へのコメントの記載が請求
の意図を明確に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、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。
　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。
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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】エンシュア・リキッドとエンシュア・Ｈの内服薬調剤料
【事例２】ラコールNF配合経腸用液とラコールNF配合経腸用半固形剤の内服薬調剤料
【事例３】シダトレン花粉舌下液ボトルの規格違いの調剤料
【事例４】同一剤形の貼付剤で温感と非温感の場合の調剤料
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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 28 80 392

 76 28 80 2128

 1 1 2・25 2・25

 2 1 2・25 2・25

摘
要

 エンシュア・リキッド 250ml
【内服】1日1回　夕食後 

 エンシュア・Ｈ 750ml　
【内服】1日3回　毎食後

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 28  392

 76 28 80 2128

0
80 1 1 2・25 2・25

 2 1 2・25 2・25

摘
要

 エンシュア・リキッド 250ml
【内服】1日1回　夕食後 

 エンシュア・Ｈ 750ml　
【内服】1日3回　毎食後

エンシュア・リキッド 250ml １日１回　夕食後
エンシュア・Ｈ 750ml １日３回　毎食後
  28日分

＜平成28年版 調剤報酬点数表の解釈 p37内服薬調剤料（2）（ホ）、p97調剤料（問1）　参照＞

事例１（査定事例）　エンシュア・リキッドとエンシュア・Ｈの内服薬調剤料

審査委員会での【請求に対する疑義？】
Ｑ、同一成分、同一剤形と思われますが、
調剤料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

エンシュア・リキッドとエンシュア・Ｈの添付文書を見ていただければわかりますが、どちらも成分は同じです。
含量（成分濃度）が異なるだけなので、同一成分、同一剤形の異なる規格の医薬品と考えられます。　　　　　
以上のことから１剤にまとめられるため、内服薬調剤料は査定処理となりました。

？
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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

 31 40 87 1240

 65  40 87 2600

 1 1 2・25 2・25

 2 1 2・25 2・25

摘
要

 ラコールNF配合経腸用液 400ml
【内服】1日2回　朝夕食後 

 ラコールNF配合経腸用半固形剤 600g
【内服】1日2回　朝夕食後

ラコールNF配合経腸用液 400ml １日２回　朝夕食後
ラコールNF配合経腸用半固形剤 600g  １日２回　朝夕食後
  40日分        

＜平成28年版 調剤報酬点数表の解釈 p37内服薬調剤料（2）（ホ）　参照＞

事例２（原審事例）　ラコールNF配合経腸用液とラコールNF配合経腸用半固形剤の内服薬調剤料

審査委員会での【請求に対する疑義？】
Ｑ、同一成分、同一剤形と思われますが、
調剤料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〉※原審処理

ラコールNF配合経腸用液とラコールNF配合経腸用半固形剤も添付文書を見ていただきたいのですが、どちらも
成分や含量（成分濃度）は同じです。しかしながら性状の項には、ラコールNF配合経腸用液は「乳液」、ラ
コールNF配合経腸用半固形剤は「ゲル」との記載があります。単位も異なることから、同一成分ではあるが剤
形が異なる医薬品と考えられます。　　　　　
したがって内服薬調剤料は各々算定可能であり、原審処理となりました。　

？
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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

 42 1 10 42

 101 1 10 101

 1 1 2・25 2・25

 2 1 2・25 2・25

摘
要

 シダトレンスギ花粉 舌下液200JAU/mlボトル 10ml
【内滴】1日1回舌下　7日分 

Rp.1を服用終了後、Rp.2を服用

 シダトレンスギ花粉 舌下液2,000JAU/mlボトル 10ml
【内滴】1日1回舌下　7日分

Rp.1 シダトレンスギ花粉 舌下液200JAU/mlボトル 10ml　　１日１回　7日分
Rp.2 シダトレンスギ花粉 舌下液2,000JAU/mlボトル 10ml　　１日１回　7日分
　　　　　　　　Rp.1を服用終了後、Rp.2を服用

＜平成28年版 調剤報酬点数表の解釈 p97調剤料（問1）　参照＞

事例３（原審事例）　シダトレン花粉舌下液ボトルの規格違いの調剤料

審査委員会での【請求に対する疑義？】
Ｑ、同一成分、同一剤形と思われますが、

調剤料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〉※原審処理

事例１では、同一成分、同一剤形の異なる規格の医薬品について考えました。このシダトレンスギ花粉舌下液も
同一成分、同一剤形の異なる規格の医薬品です。内服薬であれば、その数にかかわらず１剤とするべきなのです
が、この製剤は内服用滴剤です。
平成28年版 調剤報酬点数表の解釈 p97調剤料（問1）によると、「同一の有効成分であって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）」として算定するとあります。しかしこの取り扱いは「内服
薬と外用薬に係る調剤料における考え方」としか記載されていません。
したがってこのケースのような内服用滴剤については２調剤として各々調剤料が算定可能となりますので、原審
処理となりました。

？
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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

 46 1 10 46

 46 1 10 46

 1 1 2・25 2・25

 2 1 2・25 2・25

摘
要

 MS温シップ「タイホウ」 500g
【外用】1日1回1枚　左膝貼付　　25日分 

 MS冷シップ「タカミツ」 500g
【外用】1日1回1枚　右肩貼付　　25日分

MS温シップ「タイホウ」　　　500g　　　１日１回１枚　左膝貼付　　25日分
MS冷シップ「タカミツ」　　　500g　　　１日１回１枚　右肩貼付　　25日分

＜平成28年版 調剤報酬点数表の解釈 p97調剤料（問1）　参照＞

事例４（原審事例）　同一剤形の貼付剤で温感と非温感の場合の調剤料

審査委員会での【請求に対する疑義？】
Ｑ、同一成分、同一剤形と思われますが、
調剤料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〉※原審処理

MS温シップとMS冷シップはともにサリチル酸メチルとdl-カンフルを成分とする貼付剤ですが、「温」と
「冷」によりトウガラシエキスとℓ-メントールの違いがあります。
したがって同一剤形ではありますが同一成分ではありません。
このケースでは別調剤として各々外用薬調剤料を算定できますので、原審処理となりました。　

？
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