在 宅
薬剤師

による

で の お 薬 の お 世 話 、
・在宅訪問薬剤管理指導［医療保険］

●薬が飲みづらそう・・・服薬介助に時間がかかるな～

訪問結果・必要な情報・相談・提案

看護・介護
患者様
(通院困難者)

介護者と相談のうえ、服薬ゼリー、粉砕、簡易懸濁法などで薬を飲み易くします。
また、医師に剤形変更の相談をします。
高齢者相談センター
ケアマネジャー
看護師
介護スタッフ

困ったら、まず、
薬剤師(かかりつけ薬局)に
ご相談下さい

訪問結果・必要な情報

薬剤供給・訪問管理指導

◆電話での指示

薬剤師の訪問に同意

訪問結果・必要な情報・相談・提案

◆「訪問薬剤管理指導
依頼書・情報提供
書」による指示

●「こんなにたくさん薬を飲んで大丈夫？」
「何の薬？ 使い方は？」と度々質問される
薬の効能説明や、吸入・注射の使い方は薬剤師の最も得意なところです。ご理解いただけるまで
繰り返し説明します。処方薬とＯＴＣ薬、健康食品との飲み合わせや副作用を確認します。
また、医師に相談して薬の数を減らせるかも知れません。

●医療用麻薬の説明・使用法はこれでいいのかな？

次のいずれかの方法で

◆処方箋に
「訪問指示」と記載

を始めるには？

薬を一包化したり、お薬カレンダーなどで薬を管理。また、残薬を整理し、医師と相談のうえ、
処方日数を減らしたり、不要な薬があれば、処分することも可能です。

状態が改善する場合が多くあります。

医療

・
（介護予防）居宅療養管理指導［介護保険］

●薬を正しく飲んでるの？ こんなにたくさん残薬が！

患者様の情報を共有し、問題点を認識、服薬支援することで

医 師

に お 任 せ く だ さ い !!

こんな方がいたら・・・薬剤師(かかりつけ薬局)にご相談ください！

～ お薬のこと、お気軽にご相談ください！ ～

指示

薬 剤 師

薬剤師
（かかりつけ薬局）

在宅訪問を開始するには、患者様・介護者の同意と医師の指示が必要です。

医療用麻薬の正しい知識の普及は大切です。説明は薬剤師にお任せください。
患者様、介護スタッフの不安解消に努めます。

●費用は？
医療保険

※麻薬管理が必要な場合は別途 100 円
（3 割の場合 300 円）が加算されます。

介護保険

１割負担

６５０円

自宅療養

５０３円

施設入居

３００円

施設入居

３５２円

※管理料とは別にお薬代がかかります。

●その他
輸液、無菌調剤に対応します。
経腸栄養剤の配達、介護用品、衛生用品などのご相談に応じます。

※医療材料（輸液セット・フーバー針など）の小分け販売にも対応しております。
お気軽にお問合せ下さい。

是非、ケアプランに薬剤師を加えてください。

～みんなで協力！チームを組んで在宅医療に取り組みます～

（介護保険の限度額には含まれません）

一般社団法人三原薬剤師会 在宅コーディネーター（在宅相談窓口）
 0848-64-8079

Fax 0848-64-2220

平成２６年４月作成 (社)三原薬剤師会（多職種用）

三原薬剤師会 在宅訪問受入可能薬局リスト （平成26年4月12日現在)
地域

糸崎

在宅訪問受入に
（◎）同意
（○）日時等、要相談

薬局名

所在地

電話番号

FAX番号

開局時間

時間外TEL

○

寿薬局三菱前店

三原市糸崎3-4-7

（0848）63-3538

（0848）63-3538

月～金8:00～18:00・土8:00～17:00

(0848）64-7607

○

みのり薬局東町

三原市東町2-4-22

(0848)81-0788

(0848)62-7888

月～金8:30～17:30･第1･3土8:30～13:30

(0848)81-0788

○

三原薬剤師会センター薬局日赤前店

三原市東町2-8-2

(0848)81-0577

(0848)81-0578

月～金8:30～17:30･第1・3土8:30～13:30･日祝8:30～16:30

0848-81-0577

◎

多森薬局

三原市中之町2-1-23

(0848)63-7676

(0848)64-6652

月～金8:30～19:00･土8:30～15:00

0848-63-7676

○

関西薬局三原駅前店

三原市城町1-8-7

(0848)67-5445

(0848)67-5446

月火木金9:00～19:00･水9:00～13:00･土9:00～14:30

0848-67-5445(転送)

○

なの花薬局うきしろ店

三原市城町1-20-29

(0848)64-1100

(0848)38-7715

月～水､金9:00～18:00･木土9:00～13:00

0848-64-1100

◎

なの花薬局セトピア店

三原市城町1-13-5

(0848)64-5965

(0848)64-5967

月～金9:00～18:00･土9:00～14:00

0848-64-5965

○

なの花薬局城町店

三原市城町2-2-22

(0848)67-6481

(0848)36-6626

月～水､金土9:00～18:00･木9:00～13:00

0848-67-6481(携帯へ転送)

◎

マツオ薬局

三原市城町2-7-1

(0848)62-2381

(0848)62-2389

月～金8:00～19:00･土8:00～18:00

0848-62-2381

○

薬局レイ

三原市城町3-5-6

（0848）62-7158

（0848）62-7156

月～水9:00～17:30・木9:00～13:00

◎

シマダ薬局

三原市本町3-15-13

(0848)64-5689

(0848)64-5745

月～金9:00～18:30･土9:00～16:30

○

中央薬局

三原市本町3-1-7

（0848）62-2329

（0848）62-2329

月～土9:30～19:00

◎

なの花薬局本町えびす店

三原市本町1-9-9

(0848)60-1318

(0848)36-5313

月～水金土9:00～18:00･木9:00～13:00

0848-60-1318

◎

玉浦薬局

三原市港町3-20-19

(0848)63-2115

(0848)63-2579

月～金8:30～18:00･土8:30～13:00

0848-63-2115

◎

ときわ薬局

三原市港町1-2-27

(0848)62-2953

(0848)62-2199

7:30～19:30

0848-62-2953

○

プラザ薬局

三原市港町3-11-1

(0848)62-7228

(0848)62-7228

月～水金9:00～18:00･木9:00～17:00･土9:00～16:00

0848-62-7918

○

なの花薬局宮浦店

三原市宮浦5-16-10

(0848)29-8000

(0848)36-5118

月～水､金9:00～18:00･木土9:00～13:00

0848-29-8000(転送)

◎

三原薬剤師会センター薬局

三原市宮浦1-20-36

(0848)64-8079

(0848)64-2220

月～金､日､祝8:30～17:30･土8:30～13:00･月～金19:00～22:00

休日夜間090-4804-4607

頼兼

◎

クルーズ薬局頼兼店

三原市頼兼1-1-4

（0848）61-5322

（0848）61-5323

月～水、金9:00～18：00・土9:00～13:00

080-2939-9130

円一

○

モリオ薬局

三原市円一町1-1-7 フジグラン三原内

(0848)61-1193

(0848)61-1193

月～金8:45～17:30･土8:45～12:00

◎

あおい薬局

三原市宮沖2-6-17

(0848)62-9628

(0848)62-9638

月～土8:30～19:00

○

うきしろ薬局

三原市宮沖5-3-20

（0848）64-0755

（0848）63-0974

月～水、金9:00～12:30 15:00～18:00・木土9:00～12：30

◎

ときわ薬局宮沖店

三原市宮沖2-2-10

(0848)67-4774

(0848)67-4774

月～金9:00～18:30･土9:00～13:00

○

フジ薬局

三原市宗郷3-3-8

（0848）67-7413

（0848）67-7413

月～水、金土9:00～18：30（昼休憩13:00～15:00）・木9:00～13:30

◎

ほのか薬局

三原市宗郷1-3-30

(0848)81-0585

(0848)81-0587

月～水､金土9:00～18:00･木9:00～13:00

0848-81-0585→090-8602-6667

◎

関西薬局本郷店

三原市下北方1-7-15

(0848)60-6311

(0848)60-6312

月～水､金土9:00～18:00･木9:00～13:00

転送

○

あゆみ薬局

三原市久井町江木1163-5

(0847)32-7700

(0847)32-7699

月火木金土8:30～18:00

080-3058-7699

◎

久井シンポ薬局

三原市久井町江木82-5

(0847)32-8755

(0847)32-8756

月～金8:30～17:30

080-3058-7699

○

マツオ薬局本店

世羅郡世羅町本郷1025-4

(0847)22-3553

(0847)22-3281

月～土9:00～18:00

0847-22-3553

○

エンゼル薬局世羅店

世羅郡世羅町本郷942-5

（0847）25-5161

（0847）25-5162

月～金9：00～18：00

0847-25-5161(転送）

○

なかの薬局

尾道市瀬戸田町中野402-1

（0845）26-4117

（0845）26-4115

月～金9:00～17:00

東町
中之町

城町

本町

港町

（0848）64-5689

宮浦

宮沖

0848-62-9628

0848-62-2953

宗郷
本郷
久井

世羅
瀬戸田

■糸崎/城町/須波/幸崎→南部地域包括支援センター

■東町/中之町/本町/港町/円一/宮沖→東部地域包括支援センター

■宮浦/西宮/頼兼/宗郷→中央地域包括支援センター

■沼田東/本郷/下北方→西部地域包括支援センター

■久井→北部地域包括支援センター

