
超高齢社会における安全、安心な薬物療法の継続を目指して
　超高齢社会を迎えた日本では、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができ
るための地域包括ケアシステムの構築が推進されている。安全、安心な薬物療法を継続するための薬薬連携が重要視される中
で、兵庫県では医療圏を超えた薬薬連携に積極的に取り組んでいる地域がある。ここでは、兵庫県病院薬剤師会摂丹支部を中心
とした活動展開と、三田市の三田市民病院、丹波市の柏原赤十字病院、篠山市の兵庫医科大学ささやま医療センターの各施設に
おける取り組みと課題、そして、さらなる高齢化を見据えた展開について紹介する。
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兵庫県病院薬剤師会摂丹支部の
連携推進と学ぶ機会の創出
　兵庫県病院薬剤師会摂丹支部は、
阪神北医療圏の一部にあたる三田市と
丹波医療圏である丹波市、篠山市で構
成されている。これは、三田市の場合、
同じ阪神北医療圏で隣接する宝塚市な
どよりも、丹波市、篠山市からの受診
患者さんが多いことがその理由である。
同支部では、10年以上前から薬剤師
会と共催で年10回の研修会を実施し
ており、開催100回を超え発展してき
た。また、同じく薬薬連携を推進してい
る県病院薬剤師会但馬支部と支部を
超えた交流も行なってきた。
　摂丹支部の支部長を務める三田市
民病院薬剤科薬剤長の櫻井先生は、
「遠隔地も含めて、薬局薬剤師と病院
薬剤師の顔の見える関係を作ろうと活
動してきましたが、2016年に兵庫県病
院薬剤師会と兵庫県薬剤師会が統合
され、さらに交流と学びの機会が増え
ました（資料1）。現在は、三田市で年5

回、丹波市で年10回の共催研修会が
あり、日本病院薬剤師会の認定薬剤師
の単位も取得できます。さらに篠山市
薬剤師会では『薬剤師生涯研修inささ
やま』が実施されています」と語る。研
修会は、最近では講座だけでなく事例
報告、ディスカッションなど多彩な形式
を取り入れるようになり、活況を呈して
いる。また、有志による勉強会も随時
立ち上げられるなど、連携は着実に推
進されている。
　同支部における研修会開催の発端
は、2006年6月に丹波市の病院薬剤
師と保険薬局薬剤師（以下、薬局薬剤
師）が、「顔の見える関係づくり」を目的
に結成したプロジェクトチームにある。
プロジェクトの中心人物の一人、柏原
赤十字病院薬剤課長の小玉先生は、
「病院薬剤師として薬局薬剤師と医師
の意思疎通のために何ができるか、在
宅医療が推進される中で安全で安心な
薬物治療の継続を実現するためにどう
あるべきかを考えることが重要」だと強

調し、交流を深めることで「薬剤師が1人
で運営している薬局を含め、保険薬局
への理解が深まった」と話す。一方、薬
局薬剤師からは、『疑義照会がしやすく
なった』『ちょっとした疑問点も聞きや
すくなった』との声が上がっている。保
険薬局同士が疑義照会の方法等の情
報を共有できることもメリットであり、
研修会は学ぶ機会の創出とともに、相
互理解の醸成に役立っている。

有志による取り組みから
地域全体の連携拡大へ
　2014年4月に兵庫医科大学ささや
ま医療センター（以下、ささやま医療セ
ンター）医療技術部門薬剤室に赴任し
た志方先生は、当初、地域の薬剤師間
の連携の土壌ができていることが印象
深かったと振り返る。その中で自身の
研究テーマでもあったポリファーマ
シーについて、皆で考えていこうと療養
型病院、回復期リハビリテーション病
院の薬剤師に声をかけ、2016年に「ポ

リファーマシーと地域連携を考える会 
in TSS（丹波・篠山・三田）」を立ち上
げた（資料2）。年2回の勉強会には薬
局薬剤師も参加している。「当院におけ
る保険薬局との連携は今後の課題で
もありますが、勉強会の立ち上げによっ
て薬局薬剤師が直接当院の薬剤室に
来られることが増えるなど、より顔の見
える関係が構築されてきています。当
病院長の発案で開催した喘息の吸入
薬をテーマとした勉強会では、病院薬
剤師と薬局薬剤師が協力してファシリ
テーターを務めました」
　こうした取り組みに対し、支部として
もできるだけ協力する考えだ。「吸入薬
をテーマとした勉強会は、2018年8月
に三田市でも開催しており、高齢者が
多い地域において正しい吸入指導が行
える薬剤師の育成に貢献していく予定
である。またポリファーマシーの勉強会
とともに、地域で急性期、療養型、回復
期リハの各病院間におけるシームレス
な薬物療法のための連携を構築したい
と思います」（櫻井先生）

地域包括ケアシステムにおける
基幹病院の役割と課題
　三田市民病院は、三田市で唯一、2
次救急と出産への対応が可能なこと、
また逆紹介率100％が特色であり、薬
剤科は救急への対応はもちろん、地域
の医療機関との連携を一層強化してい
く必要がある。患者さんの退院時は、
薬剤科で他院からの処方薬を含めた全
ての薬剤情報を整理し、かかりつけ医

に提供している。一方、保険薬局への
情報提供はお薬手帳を活用している
が、2018年6月からトレーシングレポー
トの運用を開始し、薬局薬剤師と情報
を共有する機会を増やし、連携を強化
したいと考えている。「7月には、トレー
シングレポートをテーマに、当地域の病
院薬剤師と薬局薬剤師がともに参加す
るセミナーを開催しました。顔を合わせ
てディスカッションする機会を重ねて、
薬剤師による退院時共同指導に繋がれ
ばと思っています。」（櫻井先生）
　柏原赤十字病院とささやま医療セン
ターは、ともに地域包括ケア病棟を有
し、急性期から在宅への橋渡しの役割
をも担っている。保険薬局との連携が
進む柏原赤十字病院の小玉先生は、
退院時カンファレンスへのさらなる参
加促進とともに、「病院薬剤師として
は、退院時指導や情報提供の内容が
受け手である保険薬局のニーズに合っ
ているか、ヒアリングしながら検証した
いと思います」と語る。一方、ささやま
医療センターの志方先生は、まずは退
院時カンファレンスに病院と保険薬局
の薬剤師が参加することを当面の課題
と考えている。

超高齢社会における薬剤師の
今後の展望
　2018年2月1日現在の高齢化率は、
兵庫県全体が28％、篠山市、丹波市
は34％前後、三田市は23％弱で、い
ずれも慢性疾患を持つ患者さんが多
い。さらなる高齢化が予想される中、3

人の先生方に今後の薬剤師の役割と
展望について伺った。
「薬局薬剤師だけではなく病院薬剤師
も在宅医療に関わっていくことが重要
だと考えています。人的資源の問題か
ら時間がかかるかもしれませんが、当
院の訪問看護ステーションや地域の保
険薬局の協力を得て、病院薬剤師が同
行する仕組みの構築や、在宅医療に参
画できる薬剤師の育成に力を入れたい
と思います」（志方先生）
「これまでの活動を通じて‘人は財産
だ’と強く感じています。薬剤師同士が
切磋琢磨し合うことで一人ひとりの実
力が向上すれば、多職種の中でも存在
感が高まり、人材不足を補うことにもな
るでしょう。目指すのは、皆でともに技
量を高め、支え合って、シームレスな薬
物療法を実現することです。また丹波
市、篠山市は全国的にみても高齢化が
進んでいますので、先駆けとして他地域
の参考になれるよう力を尽くしたいと
思います」（小玉先生）
「三田市は今後急速な高齢化が予想さ
れており、薬剤師の役割は、服薬アド
ヒアランスやポリファーマシーの問題を
含め、薬物療法をトータルにサポート
し、健康寿命の延伸に貢献することだ
と考えます。薬剤師が同じ地域に定着
し、連携も強固になってくると、追跡調
査がしやすく臨床研究などで貢献でき
る可能性もありますので、今後、どのよ
うな活動をしていけばよいのか、地域
全体で考えていきたいと思います」（櫻
井先生）

～医療圏を超えた薬薬連携の取り組み～
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薬剤師会摂丹支部・病院薬剤師会摂丹支部共催セミナー
平成28-29年度のテーマと参加状況

資料1 ポリファーマシーと地域連携を考える会
in TSS（丹波・篠山・三田）セミナー

資料2

参加者
（人）

DM

横軸はセミナーのテーマ（時系列）
DM:糖尿病　CKD：慢性腎臓病

病院
経営

CKD CKD サプリ
メント

抗菌薬 教育 がん 医療
安全
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薬局 病院

回

第1回

第2回

第3回

第4回

6
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7

5

28
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27

開催日

2016年
4月15日

2017年
1月21日

2017年
6月29日

2017年
11月30日

やわらぎクリニック
副院長
北　和也 先生

ポリファーマシーをみんなで
考えるワークショップ

地域包括ケアにおける
ポリファーマシー対策
～宝塚市の取り組み～

多職種連携に役立つ
コミュニケーションを考える
～ちょっとした工夫と自身の
　　ストレスマネジメント～

ポリファーマシーと薬剤の
適正使用を考える
～循環器疾患患者における
　薬剤の適正使用について～

京都大学医学部附属病院
緩和ケアセンター
緩和医療科　准教授
谷向　仁　先生

兵庫医科大学ささやま医療センター
主任薬剤師
志方　敏幸　先生

宝塚市立病院
薬剤部　主幹
吉岡　睦展　先生

講　師 演　題
参加者（人）

薬局 病院




