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■服薬フォロー機能を使った服薬フォローの流れ（例）
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Ａ：服薬状況の問題が無ければ、トレーシングレポートを作成し薬歴に記載。
Ｂ：服薬状況に問題があれば、電話の可否や電話可能時間を確認し、
電話フォローを実施。トレーシングレポート作成・薬歴に記載し、
要件を満たしていれば点数算定。
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■服薬フォロー機能のポイント
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電話フォローが必要な患者（算定可能患者）のスクリーニング

はじめに簡易的なフォローメッセージによって、「重点フォロー患者」を洗い出し、その後の電話
フォローや訪問等にスムーズに移行できます。

事前の電話可否確認、電話可能時間の確認

いきなり患者様に電話を掛けても中々応答してもらえない事が考えられるため、服薬フォロー機能
を使ってあらかじめ「電話の可否」や「応対可能時間」をヒアリングしておくことで、電話が繋が
らずに何度も電話をかけるといった作業ロスを減らします。

薬歴内容の充実化

服薬フォローの内容や、トレーシングレポートを薬歴に反映させることで、薬歴の充実化を図りま
す。
薬剤師側の視点だけではなく、患者様からの訴えを薬歴に記載することができます。
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患者を服薬フォローの
対象に設定する
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■患者を服薬フォローの対象に設定する
①「患者検索」メニューをクリックします。
②当該患者を検索します。
③「患者さんからの同意を得た」をクリックします。→当該患者が服薬フォロー対象に設定されます。
④「フォロー設定」をクリックすると、服薬フォロー調剤一覧画面（P.7）が表示されます。

【患者検索】
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服薬フォロー計画を立てる
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■服薬フォロー計画を立てる
①「服薬フォロー」メニューをクリックします。
②該当の患者の検索します。
③「調剤選択」をクリックします。 →服薬フォロー調剤一覧画面が表示されます。
④「開始」をクリックします。 →服薬フォロー基本情報画面（P.8）が表示されます。

【服薬フォロー患者一覧】

【服薬フォロー調剤一覧】
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■服薬フォロー計画を立てる
①基本情報を入力します。
②「登録して計画画面へ」をクリックします。 →服薬フォロー計画画面が表示されます。

補足:「あとで入力する。計画画面へ（⑤）」をクリックすると、基本情報の登録を省略します。
③カレンダーから服薬フォローを実施する日を選択します。 →フォロー内容画面（P.9）が表示されます。

補足:フォロー内容はテンプレートから選択（④）もできます。
テンプレートは、本部ポータル（P.26～34）から編集が可能です。

【服薬フォロー基本情報】

【服薬フォロー計画】
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■服薬フォロー計画を立てる
①フォローメッセージを送信する予定時間を選択します。
②フォロー内容を選択あるいは入力すると、プレビュー（③）が表示されます。
④「送信」をクリックすると、送信予約が完了です。 →服薬フォロー計画画面（P.8）が表示されます。
補足:
・「回答を編集」（⑤）をクリックすると、回答の選択肢が編集できます。⇒編集方法はP.10
・質問内容の編集は、本部ポータル画面からできます。⇒本部ポータル画面の操作方法はP.26～34
・電話やメール、来局時に服薬フォローをする場合は、フォロー種別（⑥）を変更します。⇒詳しい操作はP.24

【フォロー内容】 【フォロー内容（質問選択）】
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■服薬フォロー計画を立てる:回答の選択肢を編集
以下の手順で回答の選択肢を編集できます。
回答内容として設定したい選択肢を回答リスト（①）から選び、「右矢印」（②）をクリックします。→回答の
選択肢として設定されます。
選択肢から外したい場合は、選択中の回答（③）から外したい選択肢を選び、「左矢印」（④）をクリックしま
す。→回答の選択肢から外れます。
選択方法（⑤）を選択し、「決定」をクリックします。 →フォロー内容画面（P.9）が表示されます。

補足:
「赤い警告マーク」（⑥）が付いている回答を患
者が選択した場合、薬局側の画面に要フォローの
アラートが表示されます。
警告マークはクリックするごとに、ON（赤）・
OFF（グレー）が切り替わります。

【回答の編集】
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■服薬フォロー計画を立てる:メッセージ送信予約の取り消し
フォローメッセージの送信予約が完了すると、下図のように、フォロー内容画面左側のチャットスペースに、
フォロー内容が表示されます。
未送信のフォローメッセージは、吹き出しが灰色で表示されます。
取り消しボタン（①）をクリックすると、送信予約を取り消すことができます。
補足:
送信済みのフォローメッセージは、吹き出しが白色で表示されます。

【フォロー内容】
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患者からの回答を確認する
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■【患者側画面】フォローメッセージに回答する
薬局からの服薬フォローメッセージは「新着」に届き、プッシュ通知でお知らせされます。
①プッシュ通知をタップ、又はお薬手帳トップ画面の「新着」をタップします。
②新着情報のURLをタップします。

→服薬フォロー連絡画面（P.14）が表示されます。

【お薬手帳トップ】 【新着情報】

プッシュ通知
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■【患者側画面】フォローメッセージに回答する
①選択肢をタップします。
②「送信」をタップします。
③確認画面が表示されるので、「送信」をタップして回答完了です。
補足:
吹き出しの表題（④）をクリックすると、調剤情報が表示されます。

【服薬フォロー連絡】 【服薬フォロー連絡】 【送信確認】
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■患者からの回答を確認する
以下の手順で、患者からの回答を確認します。
①「服薬フォロー」メニューをクリックします。
②「内容」または「回答状況」をクリックすると、患者からの回答が確認できます。
補足:
患者からの回答があり、回答内容をまだ閲覧していない場合は「吹き出しマーク」（③）が表示されます。
患者から要フォローの回答があった場合は「警告マーク」（④）が表示されます。
回答内容を閲覧しておらず、要フォローの回答の場合は「吹き出し＋警告マーク」（⑤）が表示されます。

【服薬フォロー患者一覧】
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要フォローの回答が
あった場合
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■要フォローの回答があった場合
患者から要フォローの回答があった場合は、服薬フォロー患者一覧に「警告マーク」が表示されます。

①「内容」をクリックします。 →フォロー内容画面（P.18）が表示されます。

補足:
「回答状況」（②）をクリックすると、これまでの回答状況が一覧で表示されます。

【服薬フォロー患者一覧】
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■要フォローの回答があった場合
患者からの回答が要フォローの回答であった場合は、左側のチャットスペースの吹き出しに「警告マーク」が付
きます。

①フォローメッセージの送信日時を選択します。
②質問選択から、要フォロー対応用のフォローメッセージを選択または入力して、送信予約します。
要フォロー対応用のフォローメッセージの詳細は、P.19を参照ください。

【服薬フォロー内容】
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■要フォローの回答があった場合
要フォロー対応向けのフォローメッセージは、以下のように選択または入力します。

【メッセージを選択肢から選ぶ場合（左下図）】
①質問入力方法の「選択して質問」をクリックします。
②質問カテゴリーから「要フォロー対応」を選び、質問内容を選択して送信します。

【メッセージを直接入力する場合（右下図）】
③質問入力方法の「入力して質問」をクリックします。
④「要フォロー対応の質問とする」をチェックし、質問内容を入力して送信します。

【服薬フォロー内容】 【服薬フォロー内容】
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トレーシングレポートを
作成する
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■トレーシングレポートを作成する
実施した服薬フォローに関して、トレーシングレポートが作成できます。
トレーシングレポートが未作成の場合は、トップ画面のカレンダーに「完了ﾌｫﾛｰ有」（①）と表示されます。ク
リックすると、服薬フォロー完了一覧画面が表示され、「未作成アイコン」（②）が表示されます。
「服薬フォロー」メニューをクリックすると、服薬フォロー患者一覧画面が表示され、トレーシングレポート未
作成の場合は、当該患者に「未作成アイコン」（②）が表示されます。

【トップ画面】

【服薬フォロー完了一覧】

【服薬フォロー患者一覧】
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■トレーシングレポートを作成する
服薬フォロー完了一覧画面では、「報告」（①）をクリックすると、トレーシングレポート作成画面（P.23）が表
示されます。
服薬フォロー患者一覧画面では、調剤選択（②）をクリックすると、服薬フォロー調剤一覧画面が表示され、「報
告」（③）をクリックすると、トレーシングレポート作成画面（P.23）が表示されます。

【服薬フォロー完了一覧】

【服薬フォロー患者一覧】 【服薬フォロー調剤一覧】

【トレーシングレポート作成】
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■トレーシングレポートを作成する
トレーシングレポートの内容を入力し、「登録」（①）をクリックすると、トレーシングレポートの作成完了です。
作成完了後、「以下の内容で出力する」（②）をクリックすると、ＰＤＦ出力します。
お薬手帳にメッセージを記載する場合は、「お薬手帳に書く」（③）をクリックすると、伝言板入力画面が表示さ
れます。メッセージを入力（④）し、「送信」（⑤）をクリックすると、お薬手帳の伝言板に書き込まれます。
トレーシングレポートを作成せずに服薬フォローを完了させる場合は、「レポートを不要とする」（⑥）をクリッ
クし、「登録」（①）をクリックします。

【トレーシングレポート作成】 【伝言板入力】

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 【お薬手帳:伝言板】
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＜その他＞
電話、メール、来局時に
服薬フォローを行う
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■その他（電話、メール、来局時にフォローを行う）
電話やメール、来局時に服薬フォローを実施する場合は、以下の手順で行います。
①予定時間を選択します。
②フォロー種別から「電話」、「メール」、「来局時」を選択すると、右下図のように質問欄・回答欄が表示さ
れます。
③質問内容を入力します。
④「登録」をクリックします。
⑤フォローが完了したら、回答内容を入力します。

備考:
質問欄・回答欄は、プラスマーク・マイナスマーク（⑥）をクリックすると増減します。

【服薬フォロー内容】 【服薬フォロー内容】
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【本部ポータル】
服薬フォロー質問内容の編集
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■【本部ポータル:服薬フォロー質問内容の編集】
本部ポータルで、服薬フォローの質問内容を編集できます。
①「服薬フォロー質問管理」をクリックします。
②既存の質問内容を編集する場合は、「編集」をクリックします。
③質問内容を新規登録する場合は、「服薬フォロー質問新規登録」をクリックします。
④質問の並び順を変更する場合は、「並び順を変更する」をクリックします。

【本部ポータル:トップ画面】

【本部ポータル:服薬フォロー質問管理】
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■【本部ポータル:服薬フォロー質問内容の編集】
服薬フォロー質問管理画面で、「編集」または「服薬フォロー質問新規登録」をクリックすると、下図のように服
薬フォロー質問更新画面が表示されます。
質問内容を入力し、「更新（新規登録の場合は「登録」）」（①）をクリックすると、質問内容が登録されます。

補足:
「警告マーク」（②）をクリックすると、ON(赤)、OFF(灰色)が切り替わります。要フォローとなる回答はONに
します。
「回答セットを追加登録」（③）をクリックすると、服薬フォロー回答編集画面（P.31）が表示されます。

【本部ポータル:服薬フォロー質問更新】
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【本部ポータル】
服薬フォロー回答内容の編集
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■【本部ポータル:服薬フォロー回答内容の編集】
本部ポータルで、服薬フォローの回答の選択肢を編集できます。
①「服薬フォロー回答管理」をクリックします。
②既存の回答の選択肢を編集する場合は、「編集」をクリックします。
③回答の選択肢を新規登録する場合は、「服薬フォロー回答新規登録」をクリックします。
④回答の選択肢の並び順を変更する場合は、「並び順を変更する」をクリックします。

【本部ポータル:トップ画面】

【本部ポータル:服薬フォロー回答管理】
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■【本部ポータル:服薬フォロー回答内容の編集】
服薬フォロー回答管理画面で、「編集」または「服薬フォロー回答新規登録」をクリックすると、下図のように服
薬フォロー回答編集画面が表示されます。
質問内容を入力（①）し、スタンプ登録する場合は「ファイルを選択」（②）から画像を添付します。「更新（新
規登録の場合は「登録」）」（③）をクリックすると、回答の選択肢が登録されます。

補足:
「マイナスマーク」（④）をクリックすると、行が削除されます。プラスマーク（⑤）をクリックすると、行が追
加されます。

【本部ポータル:服薬フォロー回答編集】
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【本部ポータル】
服薬フォローテンプレートの編集
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■【本部ポータル:服薬フォローテンプレートの編集】
本部ポータルで、服薬フォローのテンプレートが編集できます。
①「服薬フォローテンプレート管理」をクリックします。
②既存のテンプレートを編集する場合は、「編集」をクリックします。
③テンプレートを新規登録する場合は、「服薬フォローテンプレート新規登録」をクリックします。
補足:
登録できるテンプレートは最大30件までです。

【本部ポータル:トップ画面】

【本部ポータル:服薬フォローテンプレート管理】
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■【本部ポータル:服薬フォローテンプレートの編集】
服薬フォローテンプレート管理画面で、「編集」または「服薬フォローテンプレート新規登録」をクリックする
と、下図のように服薬フォローテンプレート更新画面が表示されます。
テンプレート名（①）とテンプレート内容（②）を入力または選択し、「更新（新規登録の場合は「登録」）」
（③）をクリックすると、テンプレートが登録されます。

補足:
マイナスマーク（④）をクリックすると行が削除されます。
プラスマーク（⑤）をクリックすると行が追加されます。

【本部ポータル:フォローテンプレート更新】
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サービスのお問い合わせ先

ポケットファーマシー販売株式会社

電話:0570-000851(ナビダイヤル)
営業時間:月～金9:00～17:00（土・日・祝祭日休業）

メール(24時間受付):info@pocketpharmacy.co.jp


