
薬剤師は投薬して終わりか・・・
電話確認とその方法、効果、問題点について検証

（株）はいやく 波津薬局  生駒 徹 

趣旨 
投薬後に薬剤師が、患者様の体調や薬の効果、副作用などについて気になる

ことはよくあることではないだろうか？ ところが、投薬してから次回来局す

るまでの間に薬剤師が、直接電話などで連絡を入れて確認することは大変少な

いように思う。また、薬剤師は「何かあったらご連絡下さい」と声をかけるこ

とは多いが、患者様から連絡してきてくれるケースは少ないように思う。この、

一見責任を果たしたかのような薬剤師の声かけだが、はたしてこのままでよい

のだろうか？ もっと早めに患者様と連絡が取れていれば違った対応が出来た

のではと思われるケースを過去に何例も経験している。 

 今後、薬剤師がさらに患者様と服薬に深く関わって責任を果たしていくため

には、患者任せでなく薬剤師の方からもう少し積極的に電話による途中確認を

していく方が良いのではと思うようになり、今年６月～９月の４ヶ月間当薬局

において必要と思われる患者様に電話確認を行いその効果、問題点などについ

て考察してみることにした。 

目的
副作用の有無や効果を中心に薬剤師が直接電話により患者様に確

認を行うことで、コンプライアンスの向上や副作用の早期発見に

つなげる。 

方法
６０才以上を対象。内服薬中心に新規処方もしくは処方変更のあ

った方の中で電話確認が必要と思われる患者様に対し、投薬時本

人もしくは家族に許可を頂いてから行った。また患者管理がしや

すいように電話連絡確認表を作成し、患者氏名、担当薬剤師、電

話予定日、薬歴記入など漏れの無いよう行った。急性の場合３日

後、慢性の場合７日後を目安とするなど一定のルールを設けた上

で実施し、計１５名（内４名は電話連絡の予定日より早く来局、

男性２名・女性１３名、本人１３名・家族２名）に電話連絡を行

った。 

結果および考察 
初めて降圧剤や糖尿病薬を服用される方への電話連絡では、不安を解消し適切な治療へ導く一助となったケースがあった。副作用を心配して連絡し

たケースでは、具体的な症状を聞き、治療上の有益性と比較した上で、適切なアドバイスを行えたものがあった。患者様への電話連絡は、患者様の

利益を第一に考え実施することが重要であり、電話確認が逆に不安を与えてしまう恐れがあることも考えなくてはならない。電話でのコミュニケー

ションでは、まず体調を気遣うことが一番大事であることを実感した。 

初めての試みで、患者様の反応を心配したが、安心され喜ばれる患者様が意外にも多く、薬剤師側も気にかかっていたことが解消し安心して業務に

臨めることから、薬局機能の向上に繋がる可能性を感じた。 
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6/13
***** 

（65 才・女）
本人 A 6/18 

降圧剤初めてとのこと。ｱｼﾞﾙﾊﾞ開始で副作

用は？不安はないか？頭重感とﾌﾜﾌﾜ感と

れた？ 

6/18 16:20

頭重感治った。天候のせいだったかもと本人。ﾌﾜﾌﾜ感もとれた。ｱｼﾞﾙ

ﾊﾞ飲み始め、頭痛、めまい、血管浮腫などの副作用もなし。不安もなく

なっているようなので継続の指示した。 

患者様も、自分も安心出来たので

良かった。 
✔

6/14
***** 

（78 才・女）
本人 A 6/19 ｶﾞｽﾀｰ、ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ初めて。効果、副作用は？ 6/19 14:45

服用開始して間もなく胃の気持ち悪さとれて、今はほとんど良い。発疹

などの副作用もなかった→２週間処方されていたので服用継続し、中

止後もし問題出てくるようならご相談下さい。 

別の薬との飲み合わせも電話で確

認出来て満足したみたいです。 
✔

6/19
***** 

(83 才・男）

家族

（娘）
A 6/26 ｵｷｼｺﾝﾁﾝ副作用ﾁｪｯｸ 6/26 16:45

ｵｷｼｺﾝﾁﾝでｺﾝﾄﾛｰﾙされており癌性疼痛出ていない状態とのこと。悪

心、嘔吐、食欲不振、便秘、眠気などの副作用も出ていない→継続指

示 

電話にて本人の声も確認すること

が出来た。ありがとうと感謝された。
✔

6/21
***** 

（75 才・女）
本人 A 6/28 

ｱﾑﾛｼﾞﾝ、ﾒﾊﾞﾛﾁﾝをｼﾞｪﾈﾘｯｸに変更でﾄﾗﾌﾞﾙ

ないか？ 
6/30 10:05

ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ OD5ｍｇ「ﾄｰﾜ」、ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝＮa10mg「MED」に変更して１週間

以上経つが問題なしと本人→継続指示、定期的な血圧ﾁｪｯｸ大切 

初めてｼﾞｪﾈﾘｯｸに変更して本人も不

安なく服用出来ていることが確認で

きた。 

✔

6/26
**:*** 

（75 才・女）
本人 B 7/4 

ｴｸｱ錠開始、ｾﾞﾁｰｱ・ﾒﾊﾞﾛﾁﾝ→ｸﾚｽﾄｰﾙ変

更で副作用ﾁｪｯｸ 
7/4 14:00

ｴｸｱ、ｸﾚｽﾄｰﾙ開始で体調変わりなし。ｴｸｱで低血糖も見られず、安心

した様子→継続指示 

糖尿病薬も初めてで不安もあった

が問題ないとのことで患者、薬剤師

ともに安心した。 

✔

6/26
***** 

（93 才・女）

家族

（息子）
A 6/29 

ﾒﾏﾘｰ一包化入れることで服用してくれてい

るか 

H24.6.28 来局あったのでそこで確認した。ﾒﾏﾘｰ一包化したことで本人

に気付かず服用させることが出来ている。

7/18
***** 

（71 才・女）
本人 B 7/24 ﾘﾘｶ 75ｍｇ開始で効果、副作用は？ 7/24 16:40

ﾘﾘｶ服用後３日後くらいからめまいあり。但し、自宅にいるので服用続

けている。全身の痛みは少し軽くなったがまだあるとのこと。 

多少めまいの副作用出ているが中

止するほどではなく適切な判断が出

来た。 

✔

8/2
***** 

（82 才・女）
本人 B 8/3 

過去にｾﾌｿﾞﾝ？で薬疹の疑い。今回ｾﾌｿﾞﾝ

問題ないか？ 
8/3 14:40

今回、ｾﾌｿﾞﾝ服用による薬疹は見られず。便が少しゆるい。足の腫

れ、化膿あって冷やす指示守っている。セフゾン飲みきるよう指示 

今回薬疹みられず、ほっとしたよう

です。患者様から心配してもらった

ことに感謝された。 

✔

8/3
***** 

（69 才・女）
本人 A 8/8 

かぜの症状は？降圧剤初めて、副作用ﾁｪ

ｯｸ 
8/7 17:30

かぜ治って調子も良くなった。降圧剤初めてでｺﾆｰﾙ開始後の体調変

化や副作用（めまい、ふらつき、頭痛など）みられなかった→継続指示

確認したことに答えてくれただけで

それ以上の話はなかった。 
✔

8/7
***** 

（68 才・女）
本人 B 8/10 

ﾉﾙﾊﾞｽｸ 2.5開始で血圧どうか？服用ため

らっていたが飲んでいるか？ 
8/10 16:10

きちんと飲んでいること確認。血圧、自宅で測っているが１２０～１３０

位で落ち着いている→継続指示 

薬飲むのをいやがっていたが服用

している様子だった。 
✔

8/7
***** 

（63 才・女）
本人 B 8/10 

体調不良で食欲なく低血糖起こしたり、胃

も調子よくない。ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ中止、胃薬追加

でどうか？ 

H24.8.8 と 8.10 受診、来局あったのでそこで確認した。低血糖は起こし

ていない。ｼﾞｬﾇﾋﾞｱの方は Dr より服用継続の指示あった。夏バテとか

ぜと疲れが一気に来たと本人。

8/8
***** 

（72 才・女）
本人 B 8/10 

血圧が急に高くなりめまいもあり。ｵﾙﾒﾃｯ

ｸ、ｾﾌｧﾄﾞｰﾙ追加でどう？ 
8/10 14:40

服用により、めまいは落ち着いた。ｾﾌｧﾄﾞｰﾙにて症状改善みられた様

子。血圧は測ってなくて不明。具合よくなければ連休明けに受診する

と本人。12～15 日はお盆休みなので、連休中は体調に気をつけるこ

と。 

具合が改善してきたので安心してい

た。連休中の注意をしておいた。 
✔

8/24
***** 

（75 才・女）
本人 A 8/28 

ﾘﾘｶ追加で帯状疱疹後神経痛は？副作用

ﾁｪｯｸ 

H24.8.28 来局あり。ﾘﾘｶ服用後ふらふらして立っていられないので１日

で中止したと本人。

9/13
***** 

（77 才・女）
本人 A 9/20 ｾﾌｧﾄﾞｰﾙ初処方、めまいはどうか？ H24.9.20 来局あり。治っていると本人。薬も１週間分まだ残っている。

9/14
***** 

（66 才・男）
本人 B 9/21 

糖尿病薬初めて。ｴｸｱ処方で副作用が心

配。副作用、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽのﾁｪｯｸ 
9/21 15:30

ｴｸｱ服用開始後の体調変化特に無し。きちんと服用出来ていること確

認出来た。運動を朝食後にしているとの情報も電話で得られる。ｱﾙｺｰ

ﾙも飲みたいとの相談も同時に受ける。 

携帯電話の番号を教えてもらったの

で連絡も本人にすぐとることが出来

た。 

✔

10/5
***** 

（72 才・女）
本人 B 10/12

糖尿病薬初めて。ｴｸｱ開始とﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNa

→ｸﾚｽﾄｰﾙに変更で副作用ﾁｪｯｸ 
10/12 16:10

ｴｸｱとｸﾚｽﾄｰﾙ開始後の副作用なし。本人も心配なく服用出来ているこ

とが確認出来た。 

患者様の声も明るく心配ない様子だ

った。 
✔

P54

患者様によって確認したい

ポイントはいろいろなので

投薬後に記入します。 

今まで気が付かなかったことや
患者様の反応などプラスα的な
ことがあれば書き留めていま
す。 

電話連絡が終了した
ら、確実に薬歴に残す
ようチェックを入れま
す。 

電話予定日前に患者

様が来局するケース

もあります。 

本人がほとんどですが、認知症や介護され

ている方の場合は、家族に連絡します。 


