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高齢者医療と薬物療法

に注意して対応頂く必要があると思います。

高齢者では薬物有害事象の出現頻度が多いこと

ポリファーマシーへの対策

が知られていますが、 実 際、75 歳 以 上の後 期 高
齢者では 15% 超となっており、高齢者の緊急入院

一般的には、薬物有害事象や転倒リスクの増加

の 3% ～ 6% が薬 剤に起 因するものであることが

する 5 ～ 6 剤以上をポリファーマシーとしますが、

報告されています（図１）。こうした薬物有害事象

日本におけるレセプトベースの調査では 70 歳以上

は、いわゆる副作用ではなく、主作用の「効き過

の平均処方薬剤数は 6 剤を超え、多くの後期高齢

ぎ」が主な原因となっており、多病ゆえの多剤（ポ

者、要介護高齢者がポリファーマシーの状態にあ

リファーマシー）と、加齢に伴う薬物動態の変化

ると考えられます。ポリファーマシーを回避する

がその 2 大要因と考えられます。高齢者では、代

ためには、薬剤の使用に際して高齢者でのエビデ

謝・分布・排泄は低下しても吸収は変化しないこ

ンスの有無や、加齢による臓器予備能の低下など

とから、薬物療法の大原則は start slowly であり、

を勘案する必要があります。また、対症療法にお

慢性疾患の治療薬は成人用量の 1/4 ～ 1/2 程度か

ける薬剤の有効性を確認した上で、減薬だけでな

ら開始し、有効性と有害事象を確認しながら増量

く薬物療法以外の提案ができるようにしておくこ

する段階的な対応が必要です。こうした観点から、

とも重要なポイントです。そして処方薬剤の優先

高齢者に対して通常用量で開始されている処方箋

順位を付ける際には、個々の病態、ADL（日常生

に遭遇した際には、疑義照会にあげて頂くことが

活動作）や認知機能などの生活機能、独居または

大切だと思います。また、高齢者は、認知機能、

サポートできる家族と同居か、本人の意思や嗜好

視力・聴力といったコミュニケーションや記憶に

といったことを face to face で確認する必要があ

関わる能力が低下しているために、飲み忘れ、説

ります。

明がうまく理解できていない、聞き取れていない

予防薬に関しては、ほとんどのエビデンスが一

ことなどがあるため、薬局ではこれらの点に十分

般成人や前期高齢者を対象としたものであること
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高齢者の薬物有害事象出現頻度
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益と害のバランス
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から、多くの予防薬が見直しの対象になると考え

する薬物」および「開始を考慮するべき薬物」が提

られます。ガイドライン策定指針・Minds 2014 で

示されています。前者は有害事象の回避およびア

は、望ましい効果である「益」と、望ましくない効

ドヒアランスの改善を、後者は過少医療の回避を

果である「害」に負担や費用も加えた「不利益」と

目的としていますが、前者の対象は 75 歳以上の高

のバランスを考慮すべきとの考え方を示していま

齢者、および 75 歳未満でもフレイルないしは要介

す（図 2 ）。益が害に勝らない治療に意味はありま

護高齢者であり、健康な前期高齢者はその対象と

せん。しかし、害が大きい場合でもジェネリック

はなりません。また、慎重投与に該当する薬剤が

医薬品の使用で「費用」を少なくする、あるいは

あった場合も、医師への処方提案はあげて頂くと

OD 錠を使用することで「負担」を減らすことによ

しても即中止ということにはならない点に注意が

り不利益を小さくするという視点も重要です。一

必要です。実際、演者が経験した後期高齢者の女

方で、後期高齢者や要介護高齢者では害が益を上

性のケースでは、睡眠薬と抗うつ薬の減量・中止

回ることも想定されます。糖尿病や高血圧の治療

に 2 年を要しており、処方変更は時間をかけて慎

では、低血糖や血圧により引き起こされる転倒や

重に実施する必要があることをご理解頂ければと

認知機能低下を考慮して管理目標値がゆるめに設

思います。

定されており、これは後期高齢者や要介護高齢者
における糖尿病治療薬、降圧薬の減薬を考える糸
口になると思います。

服薬管理・服薬支援と薬剤師の役割
アドヒアランスを良好に維持するためにはいく

処方適正化のために
昨年、10 年ぶりに改訂された「高齢者の安全な

つかのポイントがありますが（表 1 ）
、OD 錠や貼
付剤、配合剤の選択もアドヒアランス改善に有用
です。配合剤については海外のランダム化試験に

薬物療法ガイドライン 2015 」では、処方適正化ス

おいてアドヒアランスが改善することと同時に、

クリーニングツールとして「特に慎重な投与を要

併用薬剤数が多いケースほど改善効果が大きいこ

表1

服薬アドヒアランス改善のための工夫

服薬数を少なく

降圧薬や胃薬など同薬効 2 〜 3 剤を
力価の強い 1剤か合剤にまとめる

服用法の簡便化

1 日 3 回服用から 2 回あるいは 1 回
への切り替え
食前、食直後、食後 30 分など服薬
方法の混在を避ける
出勤前、帰宅後などにまとめる

剤形の工夫

口腔内崩壊錠や貼付剤の選択

一包化調剤の指示

長期保存できない、途中で用量調
節できない欠点あり
緩下剤や睡眠薬など症状によって
飲み分ける薬剤は別にする

服薬カレンダーの利用、薬ケースの利用
日本老年医学会編：健康長寿診療ハンドブック , 日本老年医学会 , 東京 , 2015. より引用改変
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とが示されており（図 3 ）
、服薬剤数が多いほど 1

るように、漫然投与の見直しや複雑な処方に対す

剤でも減らすべきということを示唆する結果だと

る提言などの介入を行って頂きたいと思います。

思います。また、ジェネリック医薬品には割線入
りで用量調節しやすい OD 錠や、先発品にはない
規格を有することから 25mg × 2 錠→ 50mg × 1 錠
というように服薬剤数を減らせるものがあります。

まとめ
高齢者に対する薬物療法の原則をまとめました

医師では把握しにくいこれらの情報は、ぜひ薬剤

が（表 2 ）
、特に重要なことは新規に症状が出現し

師から処方提案としてあげて頂きたいと思います。

た場合にはまず薬剤の有害作用を疑うということ

多くの患者さんが複数の診療科を受診し、一元

です。薬剤の追加処方による処方カスケードを防

管理された処方は難しい状況となる中では、医師

ぐためにも、症状出現の要因として疑われる薬剤

以外の医療従事者がゲートキーパーになると考え

を医師に提言して頂くことが必要だと思います。

ています。特に、合併症、相互作用、慎重投与を

薬剤師の皆さんと共に老年薬学の分野を作り上

要する薬剤の確認などの薬学的な管理は、薬剤師

げていくことが、高齢者医療に携わる医師の思い

が負うところが大きく、「高齢者の安全な薬物療

でもあります。皆さんに、高齢者の適正医療への

法ガイドライン 2015 」の「薬剤師の役割」で示され

積極的な参画をお願いしたいと思います。

表2

高齢者に対する薬物療法の原則
1．可能な限り非薬物療法を用いる
2．処方薬剤の数を最小限にする
3．服用法を簡便にする
4．明確な目標とエンドポイントに留意して
処方する
5．生理機能に留意して用量を調節する
（少量で開始し、ゆっくりと増量する）
6．必要に応じて臨床検査を行う
7．定期的に処方内容を見直す
8．新規症状出現の際はまず有害作用を疑う
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