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リフィル処方の対象と留意事項
まず、リフィル処方の対象患者は「医師の処方により、薬剤師による服薬
管理の下、一定期間内に処方箋の反復利用が可能である患者」とされてい
ることから、医師が可能と判断する患者の基準として、1. 一定期間医師の
診察等を行わずに投薬のみで治療が可能であること、2. 薬剤師による服薬
管理が必要かつ患者が薬剤師の服薬管理等に同意できること、3.リフィル
処方箋の決められたルール通りに運用できること、主にこの 3 点がポイントで
す。この条件に合致した患者がリフィル処方に適した患者だと考えます。そ
のため、通常の長期処方でも自ら服薬管理ができ、投薬等による体調変化
等の管理が不要な患者はリフィル処方を行う必要がなく、長期的に投薬内
容に変更がなく、高齢者など服薬管理が困難な患者や、服用期間中の体
調変化等の管理が必要な患者が、リフィル処方に適しているのではと考えま
す。なお、ここで使用した「適している」の表現は、説明時の表現として望
ましい表現ではないかと、個人的には考えております。昨今些細なことでトラ
ブルになるケースが見受けられるため、できない、やらないといった表現より、
患者に受け入れられやすいのではないでしょうか。
リフィル処方の患者像として、令和 4 年診療報酬改定の変更内容から事
例をお示ししたいと思います。今回、大幅な規制緩和となったオンライン診療
（正しくは「情報通信機器を用いた場合」）では、医学管理料の対象が大
幅に追加になりました。その反面、オンライン診療の対象外として「地域包
括診療料」、「認知症地域包括診療料」、「生活習慣病管理料」が示され
ました。これらの医学管理料は、算定要件に対面で行う定期的な検査等が
必要とされております。従って、定期的に診察、検査等が必要であるため、
これらの患者はリフィル処方に適さないのではと認識しております。
次にリフィル処方の対象薬剤は、「療養担当規則において、投薬量に限

度が定められている医薬品及び湿布薬については、リフィル処方箋による投
薬を行うことはできない」とあるため、14日の処方制限がある新薬、向精神
薬などで投与日数が 30日・90日の制限がある薬剤及び湿布薬（貼付剤の
うち、薬効分類上の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤が対象、皮膚疾患等の
治療用貼付剤は対象外）は対象外の薬剤となり、リフィル処方が可能な医
薬品は、それ以外の医薬品となります。（それ以外の医薬品には、外用薬
も含まれる。）また同一の診療において、リフィル処方の対象薬とリフィル処
方対象外の医薬品は、同時処方不可の制限はありません。リフィル処方分、
リフィル処方対象外分と分けて別の処方箋で交付し、処方箋は複数枚交付
することになります。この場合、処方箋料は 1 回分のみの算定です。リフィ
ル処方箋の注意として、同一処方箋内には同じ処方日数の薬剤毎に処方
箋を交付することになります。そのため、内服薬 14日分の薬剤と、28日分
の薬剤はそれぞれ別のリフィル処方可の処方箋に記載することになります。
投与期間については、短冊等に「リフィル処方箋の総使用回数の上限は
3 回までとする。また、1 回当たり投薬期間及び総投与期間については、医
師が患者の病状等を踏まえ、個別に医学的に適切と判断した期間とする」
とあります。総使用回数は、2 回又は 3 回のいずれかを判断することになりま
すが、投与期間及び総投与期間については上限など定められておりません。
あくまで「医師が医学的に適切と判断する」ことが重要です。療養担当規
則では、「投薬量は、予見することができる必要期間に従ったものでなけれ
ばならない。」、「「投薬量」とあるのは、リフィル処方箋の一回の使用による
投薬量及び当該リフィル処方箋の複数回の使用による合計の投薬量」と示
されていることから、患者毎に1 回の処方日数、総投与日数をどの程度間
隔を空けてよいか判断して、処方することが求められます。この部分は最終
的に適切かどうか、医師側の責任が問われる部分と思われます。
処方箋を受け付けた薬局では、「調剤報酬点数表に関する事項（留意
事項）」に、「保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋により調剤を行う

に当たって、患者の服薬状況等の確認を行い、リフィル処方箋により調剤を
行うことが不適切と判断した場合には、調剤を行わず、受診勧奨を行うとと
もに、処方医に情報提供を行うこと。また、リフィル処方箋により調剤した場
合は、調剤した内容、患者の服薬状況等について必要に応じ処方医へ情
報提供を行うこと。」と記載されています。薬局でリフィル処方箋を受け付け
た際に、患者の状態からリフィル処方を行うべきかの判断を求められます。こ
の部分について受診勧奨するべきかどうか、薬剤師の責任を問われる部分
ではないでしょうか。
処方部分と服薬管理をぞれぞれで担うため、薬局薬剤師との役割分担が
必要であると同時に、双方の連携と信頼関係などが重要視される制度として
の認識が必要になります。

調剤薬局で求められる対応とリフィル処方の費用
リフィル処方の運用には様々な対応が求められるため、実際にリフィル処方
を行う医療機関側の注意点だけでなく、薬局側の費用面を含めた対応等に
ついての解説に移ります。
まず、一番トラブル等が起きやすい処方箋の有効期限です。初回につい
ては「通常の処方箋の場合と同様とする」とあるため、処方箋の有効期
限の記載がなければ「処方日含め4日以内」となります。次に「2 回目以
降の調剤については、原則として、前回の調剤日を起点とし、当該調剤に
係る投薬期間を経過する日を次回調剤予定日とし、その前後 7日以内とす
る」とあります。調剤日から処方日数で計算した次回の調剤予定日を計算し
て、前後 7日以内が 2 回目以降の受付期間となります。具体的には、例え
ば投与期間が 28日分と記載されているリフィル処方箋について、第 1 回目
が 4月1日に調剤を行った場合、患者と相談し次回予定日を4月28日とし
た場合の前後 7日の期間、4月21日～ 5月5日の間に患者が 2 回目の受
取のために薬局に訪問する必要があります。この例では、4月20日以前で
は、薬局で再度来局するよう説明を受けることになり、5月6日以降では、リ
フィル処方箋の有効期限が切れたと判定されるため、改めて医療機関への
受診が必要となります。この有効期間の考え方については、今までの分割
調剤（医師の指示による分割処方、薬局側で判断する、長期保存困難等
の分割、後発医薬品のお試し調剤）とは全く異なる考え方です。
次に費用面ですが、医療機関側は診察時のみ請求ができますので、通
常の長期処方、医師の指示による分割処方、リフィル処方、いずれも処方
箋交付時のみです。一番異なるのが薬局側の患者負担です。通常の長期
処方 84日分、令和 2 年改定で導入された医師の指示による分割処方 84
日分 3 分割、今回のリフィル処方 28日分 3 回、いずれも合計 84日分で試
算を行います。
薬局側の試算で対象とする点数として、処方箋受付時に基本的に対象と

なる項目、及び内服薬のみを抜粋しました。試算結果は図 1にお示ししてお
ります。
3 種類それぞれの処方箋の患者負担は図 2にお示ししております。長期
処方の算定は、処方箋持参時に84日分を算定し合計 360 点、一部負担
金は 1,080 円となります。医師の指示による分割処方は 84日分を計算後、
分割回数で除して計算するため、360 点を各回で1/3 ずつ算定、トータル
では長期処方とほぼ同じ点数、窓口負担になります。それに対してリフィル処
方については、その都度 28日分の処方箋として計算します。そのため1 回
目から3 回目まで毎回 28日分を請求することとなり、図 2の試算の場合少な
くとも患者の一部負担金は 1,890 円の差が発生します。これに本来は医師
の指示による分割処方、リフィル処方のいずれも、第 2 回目以降の受付時に
残薬状況などについてトレーシングレポートを作成し報告、算定（服薬情報
等提供料 130 点、又は 220 点、算定には要患者の同意）した場合、更に
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令和 4 年診療報酬改定において、処方箋様式が変更（経過措置として従来の処方箋様式は令和 4 年 9月末まで使用可）されました。遅くとも令
和 4 年 10月からは全ての処方箋には、「リフィル可」の欄を設けることが必要になります。リフィル処方の使用は、診療所においては特別な診療報酬
等のインセンティブはなく、使用が求められるのは、30日以上の長期処方時に処方箋料が 40/100 の減額対象となる病院の一部でのみです。
各種報道などでは、患者の自己負担削減のイメージが先行しておりますが、リフィル処方のルールについて、厚労省の令和 4 年診療報酬改定で示

された「個別改定項目について（いわゆる短冊）」をベースに、「保険医療機関及び保険医療養担当規則（以降、療養担当規則）」などの関連す
る法令や中医協の資料などより抜粋し、実際の費用面も含め、運用方法や調剤薬局側での対応などについて解説を行います。



患者負担は増加します。内服薬の種類数（異なる飲み方の内服薬）が少
なければ、患者負担の差は縮まります。試算には各種加算（オンライン資格
確認、一包化など様々な加算が存在します）を含んでおりませんので、更に
患者負担の差額は広がります。
厚労省の令和 4 年診療報酬改定の改定率において「リフィル処方箋の

導入・活用促進による効率化 ▲ 0.10%」と示されておりますが、これは容
態が安定しており毎月処方のみを目的として受診している患者が、3カ月に1
回の受診に変更した場合の厚労省側の試算でしょう。
この 3 種類の処方うち、リフィル処方箋が一番高くなる理由は、医療機関

との役割分担であると考えます。医療機関の受診抑制を行う代わりに、毎
回通常の処方箋と同様に薬局側で患者の服薬管理、副作用発現の有無な
どの薬学的管理や、原則、同じ薬局での継続的な薬学管理、次回来局へ
の催促などの対応が必要となり、状況に応じて受診勧奨まで求められており
ます。試算の通り、リフィル処方箋は他の処方箋より患者負担が高くなります
が、調剤報酬には「かかりつけ薬剤師指導料」、「かかりつけ薬剤師包括
管理料」といった、患者の服薬状況等を一元的、継続的に把握し薬学管
理を行うための点数があり、一般的な服薬管理関連の点数より高い設定に
なっております。これらの調剤報酬から考慮すれば、患者の服薬管理を継
続的に行うための費用として、毎回通常の処方箋として費用が発生すること
は、やむを得ないかもしれません。

寄せられた質疑と今後の対応
ここからは、今回の診療報酬改定説明会において登壇後に多くいただい
た質疑をピックアップして解説いたします。
今回の改定説明会では、リフィル処方についてのご相談は毎回必ずあり、

やらなければいけないのか、何日分まで処方が可能なのか、他の医療機関
の状況はどうか、といったご質問が多かったように記憶しております。
やらなければいけないかどうかについては、診療所の先生方には特に強
制力や診療報酬上のインセンティブなどはありませんので、患者毎に検討し
ていただければよいと回答しておりました。リフィル処方を行わないと診療報
酬上の逓減を受けるのは、冒頭にも記載いたしました30日以上の投薬を行っ
た場合、処方箋料を40/100 で算定しなければならない一部の病院のみで
す。リフィル処方を1 回 29日以内で交付することでこの減額を回避すること
が可能になります。診療所の先生方には行わないデメリットはありません。
次に、何日分まで処方が可能かというご質問ですが、リフィル処方は投与

日数上限について、特に定められておりません。投与日数の基本的な考え方
については、「医師が、患者の病状等を踏まえ、個別に医学的に適切と判
断した期間」で処方することになります。処方した期間内は診療を行わず薬

剤師の服薬管理等のみでよいのか、医学的な判断が必要です。どのくらい
長期処方が可能かについては、患者毎に判断が必要であるとしか回答がで
きませんでしたが、参考までに船員保険法において、「長期の航海に従事
する船舶に乗り組む被保険者に対し投薬の必要があると認められる場合の
投薬量の基準は、療養担当規則第二十条第二号ヘの規定（注 投薬量、
処方箋交付についての記載部分）にかかわらず、航海日程その他の事情
を考慮し、必要最小限の範囲において、一回百八十日分を限度として投与
することとする」とされています。実際の処方日数の合計については、この日
数を超えて処方することは現実的ではないと考えます。
他の医療機関はどうかというご質問ですが、弊社で行った診療報酬改定

説明会に参加された先生は診療所の先生が大多数であったため、ほとん
どの方がやりたくないと発言されておりました。令和 3 年 12月8日の中医協
資料では、医師の指示による分割処方を発行しているかとのアンケートでは、
「発行している」が全体の 9%のみ、発行しない理由では、「必要性を感
じないから」という回答が最も多かったとありました。逆に、分割処方のメリッ
トとして、「残薬の確認が行いやすい」、「患者の服薬管理を継続して行い
やすい」との回答が多かったことから、はっきりとした目的をもって行うことが
必要だと認識しております。
このように先生方の関心が高いリフィル処方ですが、少し気になる報告を
見つけましたので、ご紹介いたします。財務省、令和 4 年 4月13日開催の
財政制度分科会で今回の新型コロナの対応や診療報酬に関する効果につ
いて、示されております。ここでの資料にリフィル処方についての記載があり、
リフィル処方についての検討は 2010 年 3月の「チーム医療の推進に関する
検討会報告書」で、リフィル処方の検討が望まれるとあることから、10 年以
上前から検討がされていたことが分かります。ほかにも、「通院負担の軽減、
利便性の向上といった患者のメリットが大きいのみならず、効率的で質の高
い医療提供体制の整備にとっても画期的な前進である。」とリフィル処方導
入が画期的であると示されておりましたが、一番目に留まったのは、「患者の
症状によってではなく医療機関としてリフィル処方に対応しない方針を掲げて
いる事例や処方箋のリフィル可欄に患者への特段の説明や患者の同意が
なく打消し線が入っている事例等について、精査する必要がある。」との記
載でした。実際の対応として、処方箋の様式変更については経過措置が設
けられているため、既に新様式に対応しているメーカーや 9月末まで現状維
持などさまざまです。既に新様式対応済みのメーカーについては、リフィル処
方を行わない場合、自動で取消線が入るメーカーもあるようで、現時点でこ
の件について特に疑義解釈や通知は出ておらず制限などはありません。今
後の通知等について継続的に確認する必要があるかもしれません。
最後に、リフィル処方は単なる患者の利便性だけでなく、服薬管理などの

患者側のメリットが存在し、残薬や服用期間中の服薬管理等については先
生方の負担軽減の見方もあるのではないでしょうか。患者の薬局側での窓
口負担で考えると、試算でお示しした例のように、通常の長期処方が安価で
1 回の処方箋持参で終了となり、リフィル処方では毎月通院時と同様の窓口
負担が発生いたします。処方期間中、自己で服薬管理が可能な患者は通
常の長期処方で、今まで長期間同一の処方を行っていた患者で、認知症
などにより自己で服薬管理ができない、処方薬紛失の可能性がある、一定
期間ごとに体調確認が必要である等の患者は、リフィル処方が有効ではな
いでしょうか。医師の指示による分割処方は、処方箋を複数枚管理する必
要があるため、通常の長期処方と費用はほぼ変わりませんが、利便性の点
などで今一つです。注意事項としては、処方箋記載内容は医師の処方責
任、受け付けた薬局薬剤師は、患者の服薬管理等の責任が求められる点
です。従って、薬局薬剤師との連携が求められる制度といえるでしょう。

（4 面からのつづき）

図 1　 点数算定例 
（服用時点の異なる内服 3 種類　①長期処方 84日、②医師指示８４日（３分割）、
③リフィル処方 28日）

図２ 患者負担計算例（図１の算定例に基づく）
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