
■総論編
１．ポリファーマシーの概念
２．多剤服用の現状

⑴ 複数施設で処方されている薬剤を含めた服用
薬の全体像

⑵ポリファーマシーの形成
３．薬剤見直しの基本的な考え方及びフローチャート

⑴処方見直しの一般原則
⑵非薬物療法の重要性
⑶専門医の立場からの考え方
⑷一般的な考えのフロー
⑸減薬・変更する際の注意点

４．多剤服用時に注意する有害事象と診断、処方見直
しのきっかけ

５．多剤服用の対策としての高齢者への薬物投与の
注意点
⑴ 薬剤の特性に合わせた開始用量や投与量調整

方法
⑵薬物相互作用とその対応
⑶ 高齢者で汎用される薬剤の使用と併用の基本

的な留意点
⑷ その他の疾患横断的に使用する薬剤の使用と

併用の基本的な留意点
⑸処方の見直しのタイミングの考え方

６．服薬支援
⑴服用管理能力の把握
⑵処方の工夫と服薬支援

７．多職種・医療機関及び地域での協働
８．国民的理解の醸成

■各論編 ( 療養環境別 )
はじめに
⑴指針（各論編）の目的
⑵患者の療養環境ごとの多剤服用の現状
⑶各療養環境において共通する留意点

【第 1 部】 外来・在宅医療・特別養護老人ホーム等の
常勤の医師が配置されていない施設

１．処方確認・見直しの考え方
処方確認・見直し/長期的な安全性とリスク・ベネ
フィットバランスの視点 / 長期通院中（在宅の場
合は長期療養中）の処方確認等

２．外来・在宅医療への移行時における留意点
専門医との協議・連携 / 多職種等からの情報収集
と処方見直しプロセスの実施

３．処方検討時の留意点
⑴ポリファーマシー関連の問題の評価
⑵ 処方の優先順位と減量・中止  

外来・在宅で想定される状況とモニタリング /
施設で想定される状況とモニタリング

【第 2 部】急性期後の回復期・慢性期の入院医療
１．入院時の処方確認・見直しの考え方

処方確認・見直し/ 在宅や施設療養への療養環
境移行に対する考慮 / 入院前の医師、歯科医師、
薬剤師との情報共有

２．入院中から退院までの留意点
専門医との協議・連携 / 院内多職種等からの情報

収集と処方見直しプロセスの実施 / 退院に向け
た地域のかかりつけ医や薬剤師との連携、情報
の引継ぎ

３．処方検討時の留意点
⑴ポリファーマシー関連の問題の評価
⑵ 処方の優先順位と減量・中止  

回復期・慢性期で想定される状況とモニタリング
【第 3 部】 その他の療養環境（常勤の医師が配置され

ている介護施設 等）
１．入所時の処方確認・見直しの考え方

処方確認・見直し/長期的な安全性とリスク・ベネ
フィットバランスの視点

２．入所中から退所までの留意点
専門医及びかかりつけの医師、歯科医師、薬剤師
との協議・連携（必要に応じ）/ 多職種等からの情
報収集と処方見直しプロセスの実施 / 在宅に向
けた服薬環境の調整 / 退所に向けたかかりつけ
医や薬剤師との連携、情報の引継ぎ

３．処方検討時の留意点
⑴ポリファーマシー関連の問題の評価
⑵ 処方の優先順位と減量・中止  

介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護
医療院で想定される状況とモニタリング / 各施
設の処方環境の下での薬物有害事象のリスク
の確認

特集
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総論編に続き各論編が公表された「高齢者の医薬品適正使用の指針」

単なる減薬ではなく、
高齢者の薬物療法の適正化を目指す指針、
各論編では患者の療養環境ごとに留意事項を示す

「高齢者の医薬品適正使用の指針」の各論編が取りまとめられ、6月に公表されました。2018年5月に公表
された同指針の総論編に続くもので、厚生労働省は都道府県や医療団体に通知し、医療機関等で活用されるよ
う周知を求めています。指針は、2017年4月に設置された高齢者医薬品適正使用検討会が、高齢者の薬物療
法の安全対策を推進するため、安全性確保に必要な事項の調査・検討を行った成果として取りまとめられました。

高齢者の医薬品適正使用の指針は、医師、歯
科医師、薬剤師を活用の主な対象としたもので、ポリ
ファーマシーにおける診療や処方の際の参考情報を
医療現場等へ提供するために作成されました。

単なる減薬ではなく、高齢者の薬物療法の適正化
を目指すためのものとされており、具体的には、薬物有
害事象（薬剤の使用後に発現する有害な症状また
は徴候であって、薬剤との因果関係の有無を問わな
い概念）の回避、服薬アドヒアランスの改善、過少医
療の回避といったことが挙げられています。

患者は、65歳以上を対象としながら、平均的な服
用薬剤の種類が増加する75歳以上の高齢者に特
に重点を置いたものとされています。

指針の総論編においては、ポリファーマシーの定義
や多剤服用の現状を示すとともに、薬剤見直しの基
本的な考え方とフローチャートや、多剤服用時に注意
する有害事象と診断、処方見直しのきっかけ、多剤
服用の対策としての高齢者への薬物投与の留意事
項などについて解説しています。

各論編では、患者の病態、生活、環境の移行に伴
い関係者にとって留意すべき点が変化することを念
頭に、患者の療養環境ごとの留意事項を明らかにし
ています。療養環境を、①外来・在宅医療・特別養護
老人ホーム等の常勤の医師が配置されていない施
設、②急性期後の回復期・慢性期の入院医療、③そ
の他の療養環境（常勤の医師が配置されている介
護施設 等）─の3区分にし、それぞれの療養環境
に特徴的な点として、処方確認・見直しの考え方、療
養環境移行時や移行後の留意点、処方検討時の
留意点などを挙げました。

各論編で挙げられた療養環境に含まれない急性
期の入院医療に関する留意事項については、総論
編で参照できる形です。

また、総論編で示された「薬剤見直しの基本的な
考え方及びフローチャート」は、各論編の各療養環境
のいずれにも関係する共通の留意事項として参照で
きるとされています。

各論編で対象としている療養環境では、服薬支援
や情報共有などで看護師その他の職種の関わりも
重要であるため、医師、歯科医師、薬剤師以外の職
種が関与する場合は、その職種と役割が記載されて

います。
指針は総論編、各論編ともに、薬効群と代表的薬

剤の一般名・販売名の例で示した、高齢者で汎用さ

れる薬剤の基本的な留意点などの一覧が添えられ
ています。

特 集 ３ 総論編に続き各論編が公表された「高齢者の医薬品適正使用の指針」

ポリファーマシー対策などに関する
ガイダンスとしての活用を想定

ポリファーマシー
多剤服用の中でも害をなすものを特にポリファーマシーと呼ぶ。

ポリファーマシーは、単に服用する薬剤数が多いことではなく、それ
に関連した薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアラン

ス低下等の問題につながる状態。何剤からポリファーマシーとする
かについて厳密な定義はなく、患者の病態、生活、環境により適正処
方も変化する（高齢者の医薬品適正使用の指針から抜粋）。

「高齢者の医薬品適正使用の指針」の概要（項目を抜粋）



診療所

病院

介護施設
( 介護老人保健
施設等 )

在宅医療

かかりつけ医

療養環境移行

情報共有

薬剤師

特別養護老人
ホーム、サービ
ス付き高齢者
向け住宅など

特別養護老人
ホーム、サービ
ス付き高齢者
向け住宅など

治療状況、処方
内容、処方理由
を 含 む 診 療 情
報提供書など

退院前カンファラン
スへの参加
退院退所前連携
退院後の治療・処方
に関する相談

〇 高齢者総合機能評価の実施
〇 サービス担当者会議等からの情報収集
〇 必要に応じてアドバンス・ケア・プランニングを活用

【薬剤の確認・見直し】
●薬物治療のリスク・ベネフィットバランスに配慮
●服薬アドヒアランスの確認(特に外来患者)
●薬物有害事象への注意

薬物療法の適正化のためのフローチャート

薬物療法の見直し

推奨される使用法の
範囲内か

減量・中止は可能か

効果はあるか範囲内

範囲外 疑わしい 慎重に継続

減量・中止

代替薬の継続

慎重に継続

新規薬物へ切り替え

可能

困難

ある

ない、または
患者の不同意 効果不十分

有効※

有効

非薬物療法があれば
導入

代替薬はあるか

・治療歴における有効性と副作用を検証
・使用中の薬物を含めて最も有効な薬物を再検討

代替薬
に変更

※予防目的の場合、期待
される効果の強さと重
要性から判断する

指針の各論編の各療養環境のいずれにも関係
する共通の留意事項として参照できるとされた、総
論編の「薬剤見直しの基本的な考え方及びフロー
チャート」では、処方見直しの一般原則として、高齢
者総合機能評価の主な構成要素である認知機能
やADL、生活環境、患者の薬剤選択嗜好などの評
価や、腎機能等の生理機能のモニターの必要性を
示しています。

また、処方優先順位と減量・中止に触れ、「服用回
数の減少や配合剤の導入など服薬錠数の減少は
服薬アドヒアランスの改善には有効であるが、薬物
有害事象を回避することを目的とした場合には、ポイ
ントを踏まえて薬剤に優先順位を付けるなど、各薬
剤を再考してみることが勧められる」などとしました。

再考するポイントには、①予防薬のエビデンスは
高齢者でも妥当か、②対症療法は有効か、薬物療
法以外の手段はないか、③治療の優先順位に沿っ
た治療方針か─などを例示しています。

非薬物療法の重要性については、生活習慣病、
認知症の行動・心理症状への対応のケースを示しま
した。

一般的な考え方のフローでは、患者が受診してい
る診療科・医療機関を全て把握するとともに、患者
の罹病疾患や老年症候群などの併存症、ADL、生
活環境、一般用医薬品を含め全ての使用薬剤の
情報を十分に把握する必要があり、高齢者総合機
能評価の実施が推奨されるなどとしています。

また、処方見直しのプロセスと処方適正化の検討
を、それぞれフローチャートを交えて示しました。処方
適正化は、個々の薬剤について、現治療法からの
継続または変更の必要性があるかどうかを検討し、
中止可能な薬剤ではないか、適応疾患や適正用量
など推奨される使用法の範囲内か、実際に使用患
者の病状改善に有効であったか、より有効性や安
全性の高い代替薬への変更は可能かなどを判断
するとしています。

減薬・変更する際の注意点では、現在までに系統
的なポリファーマシーの改善のための減薬手順は確
立されておらず、むしろ、機械的に薬剤を減らすこと
はかえって罹病疾患を悪化させるという報告もあると

し、薬物療法の効果を判
定する上では、日常生活
の変化などの情報を踏ま
え、薬剤の変更や代替薬
について検討することが
有効であるなどと指摘して
います。

「薬剤見直しの基本的な考え方及び
フローチャート」 ～総論編からピックアップ
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特 集 ３ 総論編に続き各論編が公表された「高齢者の医薬品適正使用の指針」

各論編で示された療養環境のうち、「外来・在宅
医療・特別養護老人ホーム等の常勤の医師が配置
されていない施設」では、外来・在宅医療への移行
時における留意点も示されました。専門医との協議・
連携、多職種等からの情報収集と処方見直しプロ
セスの実施に触れています。

地域のかかりつけ医は、①退院前カンファランス
等を活用し、病院の専門医から処方内容を含めた
治療の状況と処方理由を的確に引き継ぎ、患者の
疾患の状態と療養の状況を総合的に評価して退院
後の生活に合わせた処方を検討する、②退院後、
身体機能に変化が認められた場合には、処方薬剤
の追加・変更または中止について検討するとともに、
患者の状態が安定している場合であってもそれまで
の処方を継続する必要性を評価する─とした対
応例を挙げました。

その際、専門領域が異なるため処方見直しの判

断が難しい場合には、病院の専門医との連携を検
討することが望ましいとしています。

多職種等からの情報収集などについては、「退院
後、高齢者の生活機能や支援体制によって、入院中
と同じ薬剤を管理し服用することが困難となる場合
には、服薬アドヒアランスの低下とともに病状が悪化
する可能性を考慮する必要がある」、「退院後に活
動量や食事量が増加するなど、生活状況が変化す
ることに伴って、処方の見直しが必要になることもあ
る」などと留意を促しています。

そのため、患者の治療やケアに関わる多職種と
サービス担当者会議等を通じて情報を共有し、療養
環境に合わせた処方の見直しや服薬支援の方法
を検討する必要があるとしています。

また、処方検討時の留意点におけるポリファーマ
シー関連の問題の評価については、外来や在宅医
療の場合、診療科・医療機関が複数あるために全
体像を把握できていないことが多く、お薬手帳などで
重複処方や薬歴を把握しながら、処方理由も含め
て確認することが重要であるなどとしています。

入院等から外来・在宅医療等への移行時
における留意点 ～各論編からピックアップ

外来・在宅医療等への移行時における留意点

（高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編=療養環境別）のイメージ図に基づいて作成）（高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）=高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015（日本老年医学会）より引用=に基づいて作成）
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