
みんなにやさしいお薬窓口 
～タブレットの活用～ 



窓口業務をやっていて思うこと 

すぐ筆記用具とか 
説明用具がどこかに

いってしまう 

服薬説明記録の手書き 
時間がかかるな 

車椅子患者さん用の 
スペースが使われていなくて

もったいない 

プライバシー 
守られていないな 

外国人の患者さんに 
きちんと説明できるかな 

順番通りに薬を渡して 
いるけど患者さんが横入り 

しちゃうのよね 



実はみんな思っていた 
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<窓口での患者プライバシー> <窓口の整備状況> 
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実はみんな思っていた 
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＜窓口服薬説明記録について＞ 

  5   4    3     2   1   5   4    3     2   1 



こんな意見も 

患者さんに渡すシールや説明書、 
どこかに紛れてしまいそう 

次の患者さんが横で待っていると、 
話が聞こえてしまわないか気になり 

自分まで小声&早口に 

紙で作ったお知らせ掲示板、 
風でよく倒れてる 

処方箋や服薬説明記録、 

別の患者さんから見えてるかも 

 

 

 

 

 



窓口業務で改善したいこと 

➀ 車いす患者用スペースが使えない 
② 用具の定位置が決まっていない 

③ カウンター越しに薬が見えてしまう 
④ 横で待つ患者に話が聞こえてしまう 

⑤ 服薬説明記録が手書き 
⑥ 幅広い患者への対応を充実させたい 



窓口の整理整頓をしよう！ 



       

     

 

患者向け案内掲示板で 
車いすスペースが 

埋まっている 

車いすで 
入れるスペース 

問題点➀ 車いす患者用スペースが使えない  



       

改善策 お知らせ掲示板をスライドショーへ 

スライドショーで 
採用切替薬の案内を 

流すことにした  

お知らせ看板を撤去  



       

改善策 お知らせ掲示板をスライドショーへ 

スライドショーで 
採用切替薬の案内を 

流すことにした  

お知らせ看板を撤去  

リリカカプセルを服用していた患者さんへ
平成29年8月から、リリカカプセルはＯＤ錠（口腔内崩壊錠）に

替わりました。お薬の成分は変わりません。

※OD錠とは口腔内崩壊錠を指します。口の中に入れると30秒ほどで溶け、カプ
セルからOD錠への変更により飲み込みやすくなります。

リリカカプセル 25mg リリカOD錠 25mg

今までのお薬 これからのお薬

リリカカプセル 75mg リリカOD錠 75mg



       

結果１  
 車椅子患者用スペースが利用できるようになった！ 

▼薬の受け渡しや服薬説明、サインがしやすくなった 



       



       

結果2  
  お知らせをより見てもらえるようになった！     

①待ちイスにより近く 
②座っている患者の目線の高さ 
③内容も患者向けの言葉使いに修正 



収納スペースがなく 
使ったものが 

片付きにくい！ 

問題点② 用具の定位置が決まっていない 



       

筆記用具、ホチキス、電卓
などをまとめて収納 

改善策 収納場所を設け整理整頓を意識化 

渡し済の処方箋、予約表、 

お薬引換券などを仕分けて収納 



       

結果 指導スペースが広がった！   

▼ 本来渡すべきものが紛れることがなくなった 
  業務効率が上がり、より服薬説明に注力できるようになった 



1人で来る方もいるから、
車いすスペースが 
あるといいですね 

(70代 男性) 

ご意見・ご感想 

車いすスペース作って 
くださってありがとう 
(80代 車いす女性) 

高さちょうどいいです 
助かります 

(60代 車いす男性) 

スライドショーだと 
見やすいですね 
(30代 女性) 



プライバシーを確保しよう！ 



       

     

 

受け渡し前の薬が 
カウンター越しに 
見えてしまう！ 

問題点③ カウンター越しに薬が見える 



受け渡し前の薬を 
カーテンの後ろに 
置くようにした 

改善策 見えない場所に移動 





結果 カウンター越しに薬が見えなくなった！   



④ 次の方が近いと話が聞こえてしまう 問題点④ 横で待つ患者に話が聞こえる 

すぐ横で順番を 
待っている患者 



1.5m 

 

  

  

WAITシール 

改善策  
WAITシールを床に貼り後ろに並んでもらうようにした 



1.5m 

 

  

  

WAITシール 

施工費：2,300円 
 
 外部発注の見積もり 
 おおよそ5万円程度 

改善策  
WAITシールを床に貼り後ろに並んでもらうようにした 

  施工費：2,300円 
 

 外部発注の見積もり 
 おおよそ5万円程度 



結果 対応中の患者のプライバシーが確保！   

▼カウンターで対応中の患者と次に待つ患者との距離が 
 十分に保たれるようになった 



ご意見・ご感想 

(前の人に話している内容) 
聞こえなかったです 

(60代 女性) 

WAITシール分かり
やすいです 

ここで待って 
いました 

(60代 女性) 

患者さんが並んでくれる
ようになった 

(薬剤師) 



患者さんにも薬剤師にも 

やさしい窓口を作ろう！ 



だるそうに手書きしている 
薬剤師の写真が欲しい 

▲ 内容が省略されたり、 

    薬品名の書き漏れが生じる 

※患者名はダミーです 

手書きしている様子 

問題点⑤ 服薬説明記録が手書き 



 服薬説明記録の必要性 

・抗癌剤など休薬期間が必要な薬 
・プレドニゾロンやワーファリンなど 
 用量が変化しやすい薬 
・検査薬など飲み方に特徴のある薬 
・薬同士で相互作用のある薬 
 

 など注意を要するハイリスク薬 

服薬説明記録が必要！ 



簡易に入力が 

できるように作成 

改善策 タブレットに入力ツールを導入 



結果 記録・集計が簡単になった！   

▼ 集計業務の時間：3時間 → 30分へ短縮 



患者さんのために 

タブレットを 

有効活用しよう！ 

さらに！ 



【道具 その１】 外国人対応→タッチペンを活用！  

直接書き込みながら説明できる 





いつでも印刷して渡すことができる 

【道具 その２】 外国人対応→英語版お薬説明書  



【道具 その３】くすりの使い方は動画で確認！  

吸入薬などの使用方法について一連の流れがわかりやすい 



【道具 その４】在宅医療のサポート：胃管から投与    
        する薬も自宅でつくれるように！ 

簡易懸濁法の手技についての動画を自主作成  



画面上で拡大もできるため、小さな文字も読みやすい 

【道具 その５】注意を要する医薬品の説明書を 
        タブレット端末に取り込み  



エントランス 

薬剤科 

【道具 その６】院内マップですぐに案内を！ 

エントランスと薬剤科が近いため、場所の問い合わせが多い 



タブレット端末上で矢印を書き込みながら説明 

薬剤科 



【道具 その７】タブレット端末で筆談！ 

耳の不自由な方や発声しにくい方、 
指導内容を聞かれたくない方などに素早く対応できる 



薬品名をプルダウンで 
選べるから入力しやすい 

データ抽出できるから 
今後活用できそう 

吸入薬の動画いいね 

薬剤科内の意見・感想 

外国人患者さん 
来ても安心 

タブレットだと文字も
大きくできていいね 



 まとめ 

患者サービスの向上 



 今後の展望 

データベース化された服薬説
明記録をもとに服薬説明内容
を充実させる 

 
服薬説明ツール【７つ道具】

を病棟薬剤業務でも活用して
いく 

タブレットを有効活用して・・・ 



 今後の展望 

 
ご清聴ありがとうございました 

 


