
（様式第１号）

施設番号 ：

機関名 ：

【目次】

№ 項　　　　目 ページ

報告書表紙 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１　　連絡担当者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２　　基本情報

（１）薬局の名称 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（２）薬局の開設者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（３）薬局の管理者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（４）薬局の所在地 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（５）薬局の電話番号及びＦＡＸ番号 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（６）営業日・開店時間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（７）開店時間外で相談できる時間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（８）夜間・休日・時間外の対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（９）休業日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（１０）地域連携薬局の認定の有無 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（１１）専門医療機関連携薬局の認定の有無及び認定の区分 ・・・・・・・・・・・・

３　　薬局へのアクセス

（１）薬局までの主な利用交通手段 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（２）薬局の駐車場 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（３）案内用ホームページアドレス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（４）案内用電子メールアドレス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４　　薬局内サービス等

（１）健康サポート薬局である旨の表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（２）相談に対する対応の可否 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（３）薬剤師不在時間の有無 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（４）障がい者に対する配慮 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（５）車椅子の利用者に対する配慮 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（６）対応することができる外国語の種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

５　　費用負担等

（１）医療保険又は公費負担の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（２）クレジットカードによる料金の支払いの可否 ・・・・・・・・・・・・・・・・・

６　　業務内容、提供サービス

（１）認定薬剤師の種類及び人数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（２）健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師の人数 ・・・・・・・・・・・・・

（３）薬局の業務内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（４）地域医療連携体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

７　　実績、結果に関する事項

（１）薬局の薬剤師数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（２）医療安全対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（３）感染防止対策の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（４）情報開示の体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（５）症例を検討するための会議等の開催の有無 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（６）処方箋を応需した者の数（１年あたりの患者数） ・・・・・・・・・・・・・・・・

（７）医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務の実施件数 ・・・・・・・・・・・

8

長野県薬局機能情報報告書

3

4

5
5
6
7
7

13

9
9

10
11
11

12
12
12
12

13
16
16
16
17

18
18

19
20
20
20

22
22
22
22
22
22
22

1



（８）健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師が地域ケア会議

　　　（行政職員をはじめとした地域の関係者から構成される会議体をいう。）

　　　その他地域包括ケアシステムの構築のための会議に参加した回数 ・・・・・・・・・・・

（９）患者の服薬状況等を医療機関に提供した回数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（１０）患者満足度の調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

８　　地域連携薬局等に関する事項

（１）地域連携薬局 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（２）専門医療機関連携薬局 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

23

23
23

24
25

2



（様式第１号）

長野県知事　様

●　報告者 ※報告日・住所・氏名の欄は必ず御記入願います。

日月

住所（法人にあっては、主たる事務所
の所在地）　※必須

薬局機能情報報告書

報告日　※必須 年

　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第８条の２第１項の規定によ
り、以下のとおり報告します。

氏名（法人にあっては、名称及び代表
者の氏名）　※必須
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【１　連絡担当者】

本調査票の記入内容に関して、お問い合わせをさせていただく担当者を記入してください。

記入者フリガナ

記入者

役職名

所属

- 内線

連絡先ＦＡＸ番号 -

-連絡先電話番号

-

電子メールアドレス
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【２　基本情報】

（１）薬局の名称 ※正式名称と略称を記入してください。

（英語表記記入例）

・○○薬局 → MaruMaru Drugstore　　

（ローマ字表記記入例）

・○○薬局→ MaruMaru Yakkyoku

（略称について）

正式な名称のほか、通常使われている略称がある場合は記載してください。（特にない場合は、入力不要です。）

（２）薬局の開設者

※下の一覧から、該当する番号を選択の上、記入してください。

01 厚生労働省 02 独立行政法人国立病院機構 03 国立大学法人

04 独立行政法人労働者健康安全機構 05 その他(国)

06 都道府県 07 市町村 08 日赤 09 済生会

10 北海道社会事業協会 11 厚生連

12 国保連合会 13 全社連

14 厚生年金事業振興団 15 船員保険会

16 健康保険組合及びその連合会 17 共済組合及びその連合会

18 国民健康保険組合

19 公益法人 20 医療法人 21 学校法人 22 社会福祉法人

23 医療生協 24 会社 25 その他の法人

26 個人

正式名称（フリガナ）
（医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律によ
り許可を受けた名称）

正式名称
（医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律によ
り許可を受けた名称）

略称フリガナ

略称

英語表記（ローマ字表記）
※略称の表記で記入してください。

開設者種別

国

公的薬局

保険関係団体

法人

個人
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（３）薬局の管理者

開設者名(フリガナ)
（法人等にあっては名称）

開設者名
（法人等にあっては名称）

管理者名(フリガナ)

管理者名
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（４）薬局の所在地

※必ず７桁で記入してください。

（英語表記記入例）

・○○市○○町1-2-3 ○○ビル5階　→　1-2-3 marumaru Bldg.5F,marumaru-town,marumaru-city

※データベース管理の都合上、所在地の｢字(あざ)｣表記は省略して登録いたします。

※ビル名、号室等まで正確に記入してください。

（５）薬局の電話番号及びＦＡＸ番号

　住民へ案内する医療機関の電話番号及びＦＡＸ番号を記入してください。（代表電話番号、受付電話番号等）

１．住民案内用電話番号

２．夜間・休日住民案内用 電話番号

※夜間・休日の住民案内用電話番号がある場合のみ記入。

３．住民案内用ＦＡＸ番号

（入力例）

・（000）111-1234 → 000-111-1234

郵便番号 -

所在地（フリガナ）※

所在地※

-

-

-

-

所在地（英語名称）※

-

-
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（６）営業日・開店時間

※開店時間の記入について

以下の場合を例に用いて、記入方法を示します。

（例）

■営業時間

・９時～１２時、１５時～１８時

・但し、土曜は９時～１３時

・日、祝は休業

（例）

１基本となる開店時間

時間帯１ ９ 時 ０ ０ ０ 分

時間帯２ １ ５ 時 ０ ０ 分 ～

分 ～ １ ２ 時 ０

時 ０ ０ 分

時間帯３ 時 分

８

時間帯 月 火 水 木 金 土 日

分 ～ 時

祝

時間帯１ ○ ○ ○ ○ ○
9:00～
　13:00

時間帯３

時間帯２ ○ ○ ○ ○ ○

時間帯１ 時 分

基本となる開店時間

分

時間帯２ 時 分 ～

～ 時

時間帯３ 時

時 分

分

時間帯 月 火 水 木 金 土

分 ～ 時

日 祝

時間帯１

時間帯２

時間帯３
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（７）開店時間外で相談できる時間

開店時間外で相談できる時間がある場合、具体的に記入してください。

（記入例）

・月曜日～金曜日 … 19:00～24:00、土日祝日 … 8:00～24:00

（８）夜間・休日・時間外の対応

次の項目のうち該当するものがあれば、「該当」欄に「○」を記入してください。

来局特記事項

項目名 該当 項目名 該当

01 電話等の呼び出しにより夜間対応可 05 日曜祝日通常対応

02 当番制により対応可 06 本店で対応

03 直接来店により夜間対応可 07 近隣の薬局紹介

04 年中無休 08 処方箋応需
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（９）休業日

休業日について、該当する項目に「○」を記入してください。

該当する曜日に「○」を記入してください。

※休業として「○」を記入した曜日について、『（６）営業日・開店時間』で該当の曜日に

　記入がある場合、その曜日の就業時間帯は『（６）営業日・開店時間』で記入された時間帯を無効として

　登録しませんので、注意してください。

該当する週、曜日に「○」を記入してください。 定期週の考え方

祝日に休業する場合、「○」を記入してください。

年末年始、お盆等、休業日として設定されている日を記入してください。

毎週決まった曜日に休業

月 火 水 木 土 日金

第３

木

毎週決まった週に休業
（週定休）

月 火 水 木 金

第４

金 土 日

第１

土 日 月 火 水

1 2

第２
3

7

14

第５
24

31

祝日に休業

その他の
休業日

月 日

月 日

月

日

日月 日

日

月日

月 日月 日 月

月 日 月 日月 日 月

月

日月 日

日

月

月月 日

日

月

日

月 月

日

月

月 日日

月 日月 日

日

月 日 月 日月 日 月日

月 日 日月 日 月日月

第１

第２

第３

第４

第５

第１

第２

第３

第４

第５
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（１０）地域連携薬局の認定の有無

※地域連携薬局の認定を受けている場合は、「地域連携薬局の認定の有無」の該当欄に「○」を記入してください。

（１１）専門医療機関連携薬局の認定の有無及び認定の区分

※専門医療機関連携薬局の認定を受けている場合は、「専門医療機関連携薬局の認定の有無」の該当欄に「○」を記入してください。

※上記〇を記入の場合、傷病の区分を以下に入力してください。

項目名 該当

地域連携薬局の認定の有無

項目名 該当

専門医療機関連携薬局の認定の有無

傷病の区分
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【３　薬局へのアクセス】

各項目について、記入、又は、「該当」欄に「○」を記入してください。

※可能な限り、他の民間事業者や医療機関の建物を目印にしないでください。

※公共交通機関を利用した場合として記入または修正してください。複数の交通機関の記入は差し支えありません。

（１）薬局までの主な利用交通手段

（薬局までの主な利用交通手段記入例）

・「○線○駅より○方へ徒歩○分」「○バス○バス停より○方へ徒歩○分」などを記入してください。

（２）薬局の駐車場

駐車場がある場合（契約駐車場がある場合を含む。）は「該当」欄に○をした上で、駐車台数を記入してください。

有料 台 無料 台

（３）案内用ホームページアドレス
ホームページを開設している場合は、ホームページアドレスを記入してください。

※ただし、薬局の事業者個人のホームページなど、薬局機能に関する情報以外の内容を主として提供するＵＲＬは

記入しないでください。

※同一のホームページに複数の薬局情報が含まれる場合は、各局の情報が適切に閲覧できるようにしてください。

（４）案内用電子メールアドレス

下記に登録いただいたメールアドレスは、県民に公開され、県民の問い合わせの宛先として使用されます。

薬局までの主な
利用交通手段

項目名 該当 駐車場台数

特記事項
(有料の場合の料金など)

駐車場がある
（契約駐車場も含む）

薬局の
ホームページアドレス

特記事項

薬局の
電子メールアドレス
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【４　薬局内サービス等】

※実施及び設置しているものについて、「該当」欄に「○」を記入してください。

（１）健康サポート薬局である旨の表示

※信州健康支援薬局ではありませんのでご注意ください。

（２）相談に対する対応の可否

※時間外の相談について対応を実施する場合、「時間外対応の可否」の「該当」欄に「○」を記入し、

　対応できる時間帯、電話番号等がある場合は、備考欄に記入してください。

１．誤飲・誤食による中毒相談

２．禁煙相談

３．生活習慣病に関する相談

４．医薬品全般に関する相談

５．医療に関する相談

６．医療機器に関する相談

項目名 該当

01 健康サポート薬局である旨の表示

02 時間外対応の可否

項目名 該当

01 対応の可否

02 時間外対応の可否

項目名 該当

01 対応の可否

02 時間外対応の可否

項目名 該当

01 対応の可否

02 時間外対応の可否

項目名 該当

01 対応の可否

02 時間外対応の可否

項目名 該当

01 対応の可否

02 時間外対応の可否

項目名 該当

01 対応の可否
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７．応急処置に関する相談

８．漢方薬に関する相談

９．介護に関する相談

１０．介護用品に関する相談

１１．健康全般に関する相談

１２．健康食品（サプリメント）に関する相談

１３．食生活に関する相談

02 時間外対応の可否

項目名 該当

01 対応の可否

02 時間外対応の可否

項目名 該当

01 対応の可否

02 時間外対応の可否

項目名 該当

01 対応の可否

02 時間外対応の可否

項目名 該当

01 対応の可否

02 時間外対応の可否

項目名 該当

01 対応の可否

02 時間外対応の可否

項目名 該当

01 対応の可否

項目名 該当

01 対応の可否

02 時間外対応の可否
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１４．在宅医療に関する相談

１５．公衆衛生に関する相談

１６．農業・試薬等の薬物に関する相談

１７．育児に関する相談

１８．スキンケアに関する相談

※時間外の対応時間帯、電話番号等を記入してください。

また、他に相談等を実施している場合は相談内容を以下に記入してください。

02 時間外対応の可否

項目名 該当

01 対応の可否

02 時間外対応の可否

項目名 該当

01 対応の可否

02 時間外対応の可否

項目名 該当

01 対応の可否

02 時間外対応の可否

項目名 該当

01 対応の可否

02 時間外対応の可否

項目名 該当

01 対応の可否
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（３）薬剤師不在時間の有無

※薬剤師不在時間がある場合には、「該当」欄に「○」を記入してください。

（４）障がい者に対する配慮

１．聴覚障がい者に対する配慮

２．視覚障がい者に対する配慮

（５）車椅子の利用者に対する配慮

項目名 該当

01 薬剤師不在時間の有無

該当

01 画面表示、文書又は筆談による服薬指導 02 手話通訳での服薬指導

項目名 該当 項目名

項目名 該当 項目名 該当

01 薬袋・薬剤への点字表示（シール等） 04 時間をかけた説明で対応

02 服薬指導に用いる文書の点字による作成 05 必要なサポートで対応

03 音声案内

※その他の対応を実施している場合、または対応できない曜日・時間等ある場合などは具体的に以下に記入してください。

項目名 該当 項目名 該当

01
バリアフリー構造（高齢者、障害者等の移動等の
円滑化の促進に関する法律に基づく基礎的基準に
適合）

05 車椅子利用者用駐車場

02 スロープ設置 06 点状ブロック

03 手すり設置 07 昇降装置

04 身体障がい者用トイレ設置
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（６）対応することができる外国語の種類

次の言語について、下記の対応レベルに「○」を記入してください。

上記のほか常時対応できる外国語がある場合、外国語の種類を記入してください。

※対応できない曜日・時間等がある場合や、事前に連絡が必要な場合は記入してください。

レベル2 日常会話程度の会話力ではあるが対応が可能

レベル1 言葉に不自由することなく対応が可能

レベル3 会話の自信はないが図示や単語の羅列で対応が可能

レベル4 対応不可

言語名 対応レベル

レベル3 レベル4

02 広東語 レベル1 レベル2

01 英語 レベル1 レベル2

レベル3 レベル4

03 北京語 レベル1 レベル2 レベル3 レベル4

04 台湾語 レベル1 レベル2 レベル3 レベル4

05 韓国語・朝鮮語 レベル1 レベル2 レベル3 レベル4

06 タイ語 レベル1 レベル2 レベル3 レベル4

07 フィリピノ語（タガログ語） レベル1 レベル2 レベル3 レベル4

08 インドネシア語 レベル1 レベル2 レベル3 レベル4

09 トルコ語 レベル1 レベル2 レベル3 レベル4

10 フランス語 レベル1 レベル2 レベル3 レベル4

11 ポルトガル語 レベル1 レベル2 レベル3 レベル4

12 ドイツ語 レベル1 レベル2 レベル3 レベル4

13 ロシア語 レベル1 レベル2 レベル3 レベル4

14 イタリア語 レベル1 レベル2 レベル3 レベル4

15 スペイン語 レベル1 レベル2 レベル3 レベル4

言語名 対応レベル

レベル3

02 レベル1 レベル2

01 レベル1 レベル2

レベル3

03 レベル1 レベル2 レベル3

04 レベル1 レベル2 レベル3

05 レベル1 レベル2

特記事項

レベル3
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【５　費用負担等】

（１）医療保険及び公費負担の取り扱い

医療保険適用や費用負担等に関して指定を受けている項目について、「該当」欄に「○」を記入してください。

（２）クレジットカードによる料金の支払いの可否

02 原子爆弾被爆者援護法指定薬局 07 労働者災害補償保険法指定薬局

01 健康保険法に基づく保険薬局 06 生活保護法指定薬局

03
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関
する法律に基づく指定（旧結核予防法に基づく結
核指定医療機関の指定）

08

その他公費負担の取扱い

項目名 該当 項目名 該当

公害健康被害の補償等に関する法律に基づく指定
薬局

04 指定自立支援薬局（精神通院医療） 09 母子保健法指定薬局

05 指定自立支援薬局（育成・更生医療） 10 戦傷病者特別援護法指定薬局

項目名 該当

01 クレジットカードによる支払いが可能

使用可能なカードの種類

18



【６　業務内容、提供サービス】

（１）認定薬剤師の種類及び人数

　された薬剤師のことを指します。

※常勤、非常勤にかかわらず実数を記入してください。

※保護司、薬物乱用防止指導員等公的な機関から任命されたものは除いてください。 

※上記以外の認定薬剤師・専門薬剤師が貴局にいる場合、その名称を記入するとともに、実数を記入してください。

※認定薬剤師とは、中立的かつ公共性のある団体により認定され、又はそれらと同等の制度に基づいて認定

認定薬剤師の種類

研 修 認 定 薬 剤 師 （ 日 本 薬 剤 ）研 修 セ ン タ ー師

ン タ ー ）

認定薬剤師の
人数（人）

師漢 方 薬 ・ 生 研 修 セ（ 日 本 薬 剤 師

研 修

）

認定薬剤師の
人数（人）

認定薬剤師の種類

薬 認 定 薬 剤

師習 指 導 薬 剤 師 （ 日 本 薬 剤 セ

ン タ ー

認定薬剤師の
人数（人）

認定薬剤師の種類

認 定 実 務 実

認定薬剤師の種類

認定薬剤師の
人数（人）

認定薬剤師の種類

認定薬剤師の
人数（人）

認定薬剤師の
人数（人）

認定薬剤師の種類
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（２）健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師の人数

（３）薬局の業務内容

※下記の業務内容を実施している、または実施可能な場合は、「該当」欄に「○」を記入してください。

（４）地域医療連携体制

１．医療連携

２．地域医療情報連携ネットワークへの参加の有無

項目名 該当

01 無菌製剤処理に係る調剤の実施の可否

健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師の人数 人

02 一包化薬に係る調剤の実施の可否

03 麻薬に係る調剤の実施の可否

04 浸煎薬及び湯薬に係る調剤実施の可否

05 薬局製剤実施の可否

06 医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務実施の可否

07 オンライン服薬指導の実施の有無

08 電磁的記録をもって作成された処方箋の受付の可否

09 薬剤服用歴管理の実施の有無

10 電磁的記録による薬剤服用歴管理の実施の有無

11 患者の薬剤服用歴その他の情報を一元的かつ経時的に管理できる手帳の交付の可否

12
患者の薬剤服用歴その他の情報を電磁的記録をもつて一元的かつ経時的に管理でき
る手帳を所持する者の対応の可否

以下の項目に取り組んでいる場合は、「該当」欄に「○」を記入してください。

項目名 該当

01 プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無

02 プロトコルに基づいた薬物治療の取組の有無

03
地域の医療機関等が連携した薬剤の使用に関するフォーミュラリーを導入する取組
の有無

地域医療情報連携ネットワークに参加し、患者情報の共有等薬学的管理の向上に取り組んでいる場合は、「該当」欄に「○」を記入
してください。

項目名 該当

01 地域医療情報連携ネットワークへの参加の有無
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３．入院時の情報を共有する体制の有無

４．退院時の情報を共有する体制の有無

５．受信推奨に係る情報等を医療機関に提供する体制の有無

６．地域住民への啓発活動への参加の有無

医療機関の医師又は薬剤部や地域医療（連携）室等との連携により、入院時の情報を共有する体制がある場合は、
「入院時の情報を共有する体制の有無」の該当欄に「○」を記入してください。

項目名 該当

01 入院時の情報を共有する体制の有無

医療機関の医師や地域医療（連携）室との連携により、退院時カンファレンスへの参加や退院時の情報を共有する体制がある場合
は、  「該当」欄に「○」を記入してください。

項目名 該当

01 退院時の情報を共有する体制の有無

利用者の情報等を文書により医療機関に提供する体制がある場合は、「該当」欄に「○」を記入してください。

項目名 該当

01 受診推奨に係る情報等を医療機関に提供する体制の有無

地域住民へ啓発活動に参加している場合は、「該当」欄に「○」を記入してください。

項目名 該当

01 地域住民への啓発活動への参加の有無
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【７　実績、結果等に関する事項】

　該当する項目の「該当」欄に「○」を記入、または人数を記入してください。

（１）薬局の薬剤師数

※薬事に関する実務に従事する薬剤師数を記入してください。

（２）医療安全対策

（３）感染防止対策の実施

（４）情報公開の体制

（５）症例を検討するための会議等の開催の有無

（６）処方箋の応需した者の数（１年あたりの患者数）

※前年に処方箋を応需した延べ患者数を記入してください。

（７）医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務の実施件数

薬剤師数 人

項目名 件数

01 副作用等に係る報告の実施件数 件

項目名 該当

項目名 該当

02 医療安全対策に係る事業への参加の有無

手指消毒用アルコール等の設置、パーティション・防護シートの設置等、感染防止対策を実施し、
その旨を利用者に対しても薬局に掲示等により周知している場合は、「感染防止対策の実施の有無」の有無
欄に「○」を記入してください。

項目名 該当

感染防止対策の実施の有無

情報公開の体制

項目名 該当

症例を検討するための会議等の開催の有無

項目名 患者数

処方箋を応需した者の数（１年あたりの患者数） 人

前年に医療を受ける者の居宅等において調剤業務を実施した件数を記入してください。

項目名 件数

医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務の実施件数 件
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（９）患者の服薬状況等を医療機関に提供した回数

（１０）患者満足度の調査

（８）健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師が地域ケア会議（行政職員をはじめとした地域の関係
者から構成される会議体をいう。）その他地域包括ケアシステムの構築のための会議に参加した回数

項目名 回数

健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師が地域ケア会議（行政職員をはじめとし
た地域の関係者から構成される会議体をいう。）その他地域包括ケアシステムの構築の
ための会議に参加した回数

人

項目名 回数

患者の服薬状況等を医療機関に提供した回数 回

項目名 該当

患者満足度の調査実施の有無

患者満足度の調査結果の提供の有無
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【８　地域連携薬局等に関する事項】

（１）地域連携薬局

１．地域包括ケアシステムに関する研修を修了した薬剤師の人数

地域包括ケアシステムに関する研修を修了した常勤として勤務している薬剤師の人数を入力してください。

２．医療機関に情報を共有した回数

利用者が医療機関に入院する場合に当該医療機関に情報を共有した回数を入力してください。

利用者が医療機関から退院する場合に当該医療機関に情報を共有した回数を入力してください。

上記のほか、医療機関に情報を共有した回数

３．休日又は夜間に調剤の求めがあった場合に地域における他の薬局開設者と連携して対応した回数

休日又は夜間に調剤の求めがあった場合に調剤を行った回数を入力してください。

４．在庫として保管する医薬品を必要な場合に地域における他の薬局開設者に提供した回数

在庫として保管する医薬品を他の薬局開設者に提供した回数を入力してください。

５．麻薬に係る調剤を行った回数

麻薬に係る調剤を行った回数を入力してください。

項目名 人数

地域包括ケアシステムに関する研修を修了した常勤として勤務している薬剤師の人数 人

項目名 回数

01 利用者が医療機関に入院する場合に当該医療機関に情報を共有した回数 回

項目名 回数

02 利用者が医療機関から退院する場合に当該医療機関に情報を共有した回数 回

項目名 回数

03 01及び02に掲げるもののほか、医療機関に情報を共有した回数 回

項目名 回数

休日又は夜間に調剤の求めがあった場合に地域における他の薬局開設者と連携して対応し
た回数

回

項目名 回数

在庫として保管する医薬品を必要な場合に地域における他の薬局開設者に提供した回数 回

項目名 回数

麻薬に係る調剤を行った回数 回
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６．無菌製剤処理に係る調剤を行った回数

当該薬局において無菌製剤処理に係る調剤を実施した回数を入力してください。

他の薬局の無菌調剤室を利用して無菌製剤処理に係る調剤を行った回数を入力してください。

７．地域における他の医療提供施設に対し医薬品の適正使用に関する情報を提供した回数

地域における他の医療提供施設に対し医薬品の適正使用に関する情報を提供した回数を入力してください。

８．居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を実施した回数

居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を実施した回数を入力してください。

（２）専門医療機関連携薬局

１．傷病の区分ごとの専門性の認定を受けた薬剤師の人数

傷病の区分ごとの専門性の認定を受けた常勤として勤務している薬剤師の人数を入力してください。

３．休日又は夜間に調剤の求めがあった場合に地域における他の薬局開設者と連携して対応した回数

項目名 回数

01 当該薬局において無菌製剤処理に係る調剤を実施した回数 回

項目名 回数

02 他の薬局の無菌調剤室を利用して実施した回数 回

無菌製剤処理を実施できる他の薬局を紹介した回数を入力してください。

項目名 回数

03 他の薬局を紹介する等により実施した回数 回

項目名 回数

地域における他の医療提供施設に対し医薬品の適正使用に関する情報を提供した回数 回

項目名 回数

居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を実施した回数 回

項目名 人数

薬剤師の人数 人

２．傷病の区分に該当する者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報について傷病の区分に係る
　　専門的な医療の提供等を行う医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に情報を共有した回数

傷病の区分に該当する者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報について傷病の区分に係る専門的な医療の
提供等を行う医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に情報を共有した回数を入力してください。

項目名 回数

傷病の区分に該当する者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報について傷病の区分に係る
専門的な医療の提供等を行う医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に情報を共有
した回数

回

休日又は夜間に調剤の求めがあった場合に地域における他の薬局開設者と連携して対応した回数を入力して
ください。

項目名 回数

休日又は夜間に調剤の求めがあった場合に地域における他の薬局開設者と連携して対応した回数 回
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５．麻薬に係る調剤を行った回数

麻薬に係る調剤を行った回数を入力してください。

４．在庫として保管する傷病の区分に係る医薬品を必要な場合に地域における他の薬局開設者に
　　提供した回数

在庫として保管する傷病の区分に係る医薬品を必要な場合に地域における他の薬局開設者に提供した回数を
入力してください。

項目名 回数

回

項目名 人数

麻薬に係る調剤を行った回数

在庫として保管する傷病の区分に係る医薬品を必要な場合に地域における他の薬局開設
者に提供した回数

人

６．地域における他の薬局開設者に対して傷病の区分ごとの専門的な薬学的知見に基づく調剤及び
　　指導に関する研修を行った回数

地域における他の薬局開設者に対して傷病の区分ごとの専門的な薬学的知見に基づく調剤及び指導に関する
研修を行った　回数を入力してください。

項目名 回数

回

７．地域における他の医療提供施設に対して傷病の区分ごとの医薬品の適正使用に関する
　　情報を提供した回数

地域における他の医療提供施設に対して傷病の区分ごとの医薬品の適正使用に関する情報を提供した回数

項目名 回数

地域における他の薬局開設者に対して傷病の区分ごとの専門的な薬学的知見に基づく調剤
及び指導に関する研修を行った回数

回
地域における他の医療提供施設に対して傷病の区分ごとの医薬品の適正使用に関する情報
を提供した回数
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