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●75大津薬局	 【MAP：P14／B-2】	 … 22
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●62小川歯科医院	 【MAP：P14／A-1】	… 19
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●104鈴木内科医院	 【MAP：P26／B-2】	 … 29

せ
●64関歯科医院	 【MAP：P14／B-1】	 … 19

●80セリザワ薬局	 【MAP：P15／F】	…… 22

そ
●158爽快堂薬局	 【MAP：P41／D-1】	… 45

た
●163高木医院	 【MAP：P47／C-2】	… 48

●33高橋調剤薬局	 【MAP：P3／C-3】	 … 10

●10たぐちクリニック	 【MAP：P3／D-3】	 ……5

●65竹内歯科医院	 【MAP：P15／C-3】	… 20

●127田代クリニック	 【MAP：P35／D-2】	… 36

●159田代薬局	 【MAP：P41／C-3】	… 45

●132田中歯科医院	 【MAP：P34／B-1】	 … 37

●34田辺薬局	 【MAP：P3／D-3】	 … 10

●81たんぽぽ薬局	 【MAP：P15／F】	…… 23
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●82チシン薬局	 【MAP：P14／B-3】	 … 23

●83チシン薬局フローラ店	 【MAP：P14／B-1】	 … 23
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●153つるなが歯科	 【MAP：P41／C-2】	… 44
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●11中原クリニック	 【MAP：P3／D-3】	 ……6
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●109にしむら歯科クリニック	 【MAP：P26／A-3】	… 30
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●37波多野永生堂薬局	 【MAP：P3／C-3】	 … 10

●22はたの歯科	 【MAP：P2／B-2】	………8

●128初倉クリニック	 【MAP：P35／C-3】	… 36

●110服部歯科医院六合診療所	 【MAP：P26／A-3】	… 30

●58はなみずき通りクリニック	 【MAP：P14／A-1】	… 18

●38はなみずき薬局	 【MAP：P2／B-1】	…… 11

●164林医院	 【MAP：P46／E】	…… 48
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●86ふくろう薬局	 【MAP：P14／E】	…… 23

●105藤井医院	 【MAP：P26／B-1】	 … 29
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も
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●107六合整形外科	 【MAP：P26／A-3】	… 29
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かかりつけ医・かかりつけ歯科医とは、家庭
の日常的な診療や健康管理をしてくれる身近
なお医者さんのことです。

かかりつけ薬局とは、薬に関する相談に応じ、
薬の面から健康管理のサポートをしてくれる
薬局のことです。

　　　かかりつけ医・かかりつけ歯科医のメリット

◦継続的に診察・相談を受けることで患者さんやご家族の健康管理ができる。
◦病院に比べ待ち時間が短く、受診の手続きも簡単で、じっくり診察してくれる。
◦入院や検査などが必要な場合、適切な病院・診療科を指示、紹介してもらうことが
できる。
◦食事や運動など、日常の健康管理のアドバイスをしてくれる。

　　　かかりつけ薬局のメリット

◦薬の使用や指導内容などを薬歴（薬の服用記録）として記録し、管理をしてくれる。
◦薬の重複使用や飲み合わせによる副作用を未然に防止できる。
◦市販薬と処方せん調剤薬との飲み合わせのチェックができる。
◦薬についての説明や服薬指導が受けられる。
◦病院・診療所の医師や歯科医師の発行する処方内容を知ることができる。

　　　かかりつけ医・かかりつけ歯科医を選ぶポイント

◦家の近くで評判が良い。
◦話をしっかり聞いてくれて、気軽に相談できる。
◦病気のことや治療に関すること、薬などについてわかりやすく説明してくれる。
◦必要に応じて、適切な専門医や病院を紹介してくれる。

　　　かかりつけ薬局を選ぶポイント

◦「処方せん受付」、「保険調剤」、「基準薬局」などの表示がある。
◦家の近くなど行きやすい場所にある。

1受診の記録、介護の記録をしておきましょう。
2病院・医院・歯科医院にかかるときには必ず持参し、
医師・歯科医師・薬剤師に見せましょう。
3お薬の飲み合わせや重複を防ぐために、複数の医療
機関へかかっても１冊にまとめましょう。
4市販の薬を買ったときにも記録してもらいましょう。
5非常時のためにも常に携帯しましょう。

「かかりつけ手帳」について

かかりつけ薬局をもちましょうかかりつけ医・かかりつけ歯科医をもちましょう
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家族のかかりつけや連絡先を記入しましょう

医院名 診察料 電　話 医師名 利用者

かかりつけ医・歯科医

名　称 電　話 担当者 利用者

訪問看護ステーション・薬局・介護事業所等

氏　名 電　話 住　所 続　柄

家族等連絡先
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