
院内から地域へと広がる
薬剤師によるポリファーマシー対策
　高齢化を背景に、より良い薬物治療を提供するための取り組みとしてポリファーマシー対策が注目されている。2018年5月に
は、厚生労働省が「高齢者の医薬品適正使用の指針」を公表し、その中でポリファーマシーの概念を「単に服用する薬剤数が多
いのみならず、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服用過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」と明記
した。そのような中、神戸大学医学部附属病院（神戸市・934床）薬剤部では、全国に先駆けてポリファーマシー対策に取り組ん
だ。2014年から薬剤師外来、病棟におけるポリファーマシーに関する介入を開始し、さらには地域へと活動を広げつつある同院
の取り組みを紹介する。
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外来と病棟における薬剤師の介入
　神戸大学医学部附属病院薬剤部で
は、平井みどり前薬剤部長のもと2013
年8月よりポリファーマシーについての
勉強会を開始した。背景には、薬剤部主
任の木村丈司先生がポリファーマシー
への問題意識を持っていたことに加え
て、経営改善の一環として薬剤費の見
直しを病院から求められていたことがあ
る。2014年には2月と6月の病院全体
の職員必修講習会にて、薬剤部による
ポリファーマシーの講義を実施。同年5
月に特定の診療科で薬剤師外来を、6
月に1病棟でポリファーマシーへの介入
を開始した。「当初は全国的にポリ
ファーマシー対策に取り組んでいる事
例が少なく、まずはポリファーマシー是
正の重要性を周知すること、特に医師
に理解していただくことが重要でした」
と木村先生は振り返る。
　現在、薬剤師外来は週2回、循環器
内科の外来で実施している。具体的に
は、医師の診察前に薬剤師が患者さん

と面談して、処方薬や副作用、飲みあ
わせ、アドヒアランスなどの服薬状況を
確認し、処方変更の必要性を検討す
る。その内容を口頭で医師に伝え、診
察時も同席。処方介入後は、次回診察
時のフォロー面談も行っている。
　一方、病棟における介入は徐々に広
がり、2019年4月から全病棟で実施す
るようになった。入院時における面談と
持参薬の内容確認を軸に、担当医師と
協議しながら処方内容を検討するとと
もに、処方変更後の病態変化について
も慎重にフォローする（資料1）。処方
内容の検討には、当初、ポリファーマ
シーを是正するための基準として海外
で使われているSTOPP criteriaを活用
した。また、ポリファーマシー対策をサ
ポートするためのwebシステムとして
「PIMCO」を開発した。

ポリファーマシーへの介入効果と実際
　薬剤部では、薬剤師によるポリファー
マシーへの介入効果を明らかにするため

の調査も並行して行ってきた。2014年
5月～2015年3月に薬剤師外来（総合
内科と心臓血管外科の外来担当医師各
1名を対象に実施）を受診した患者さん
（介入群）および、薬剤師が介入しない同
診療科医師各1名の外来を同一期間に
受診した患者さん（非介入群）の情報を
収集し、比較した。その結果、処方変更に
ついて、介入群では中止が64件 （12.4％）、
減量が29件（5.6％）に対し、非介入群
では中止が57件（7.6％）、減量が19件
（2.5％）で、処方変更率はいずれも介入
群が非介入群と比較して有意に高かった
（Chi-squares  test  P<0.01）。
　次に、2015年4月～2016年3月に
3病棟に入院した患者さんで、1剤以上
を服用している65歳以上を対象とした
822名に調査を行った。それによると
全体の42％に潜在的に不適切な処方
（potentially inappropriate medications: 
以下、PIMs）が検出され、そのうち45％
が処方変更になっている。「PIMsの中
で多くみられたのが、転倒のリスクのあ

る患者さんへの睡眠導入剤の使用でし
た。こうした薬剤は、徐々に減らしてい
くのが原則で、患者さんにリスクをきち
んと理解していただくことも大切です。
また、症状が変化する患者さんに対し、
薬剤によるベネフィットとリスクを個別
に評価しながら、適切な時期に介入す
ることが重要です」と木村先生は話す。
　薬剤部長の矢野育子先生は「今後は、
長期的な視点で介入による患者メリット
の評価、すなわち薬物有害事象の減少
などのアウトカムが出せればと思ってい
ます」と評価の在り方を模索する。実
際、病棟でポリファーマシーの是正に取
り組んでいる高橋知子先生は、「実施し
ていく中で、ポリファーマシーへの介入
が患者さんのメリットにつながっている
実感があります。例えば、術後に貧血が
あり、ふらつきのみられる患者さんの
ケースですが、看護師から相談を受け
て、医師に処方の見直しと減薬を提案
しました。その結果、症状が改善しご本
人もとても喜んでおられました」と話す。

医師・薬剤師合同勉強会と
スクリーニングツールの開発
　ポリファーマシーの背景には、高齢
化により様々な疾患や症状を抱える患
者さんが、複数の医療機関を受診する
中で、足し算的に服用薬が増えていく
現状があり、その是正には地域との連
携が重要である。そこで同院では、
2017年12月からポリファーマシーを
テーマにした医師・薬剤師合同勉強会
を年3回開催し、兵庫県病院薬剤師会、
兵庫県薬剤師会のホームページにも掲

載している。勉強会の参加者約40名
のうち10～15名は保険薬局の薬剤師
で、他病院の薬剤師の参加もある。同
院の医師の講義および症例検討のス
モールグループディスカッションで構成
された勉強会は大変好評で繰り返し受
講する参加者も多い。
　一方、保険薬局でのポリファーマシー
対策をサポートする目的で、スクリーニン
グツール検索システム「PIMCO」も開発
した。薬剤名で検索できる「PIMCO」に
は、PIMs検出基準としてSTOPP criteria
に日本老年医学会が2015年公表した
「高齢者の安全な薬物療法ガイドライン
2015」の内容が加味された。また、木村
先生は、注目すべき薬剤の一つである
NSAIDｓの処方見直しプロトコルの作
成を試みた（資料2）。「まず一つの薬剤
のプロトコルを作成し、勉強会で発表し
ましたので、保険薬局での活用状況を
みながら増やしていきたいと思います」
　「PIMCO」は薬剤名を一つひとつ入
力しなければならないなど改善すべき
点もあるため、システム改良も模索中だ
と矢野先生は補足する。「より使いやす
いツールにするため、レセプト情報と連
動して処方薬を一括検索できるような
システムを目指しています」

連携強化と情報共有が鍵
　同院におけるポリファーマシー対策
の情報提供ツールはお薬手帳である。
入院中に処方変更を行った場合、その
内容を記載した紙をお薬手帳に貼るよ
うにしており、保険薬局薬剤師、患者
さんやその家族にも好評を得ている。

次なる課題は、診療所の医師との連携
および情報共有の強化だ。折しも同院
では2018年から地域連携セミナーを
開催し、ポリファーマシーについての講
演を行うなど、診療所の医師に向けた
啓発活動が始まっている。
　木村先生は「今後は他の医療機関に
おける処方の経緯なども含め、デジタ
ルデータによる情報共有が望まれま
す」とインターフェイスの整備を課題に
掲げる。一方、高橋先生は連携強化に
欠かせない信頼関係に着目する。「私の
業務では、一人ひとりの患者さんに対し
て、漏れなく丁寧に処方監査を行うこ
とが大切です。そして分からないことが
あれば、即時に調べて解決しながら学
び続け、医師からの信頼を高めたいと
思っています」
　最後に矢野先生は、今後の展望を次
のように語った。「保険薬局の薬剤師に
よると、医師に対する処方変更の提案
はハードルが高いようです。医薬連携を
さらに推進するとともにポリファーマ
シーの概念を浸透させ、保険薬局から
も提案がしやすい土壌をつくりたいと考
えています。また、患者さんに対する啓
発も大切であり、地域の薬剤師とともに
医薬品の適正使用に向けた活動を強化
していく所存です」
　同院のポリファーマシーへの取り組み
は、薬薬連携、医薬連携を基盤として、
患者さんがどこにいても、最適な薬物治
療が受けられることを目指している。
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PIMs：potentially inappropriate medications／潜在的に不適切な処方
STOPP criteria：screening tool of older persons’ potentially
　　　　　　　　　inappropriate prescriptions criteria

・対象患者の入院時持参薬の内容確認
・各薬剤の処方経緯、既往歴、転倒歴、検査値等を確認

・STOPP criteriaを参照しPIMsのスクリーニングを実施

・処方変更によるメリットと病態悪化のリスクを評価
・代替薬への変更等、薬剤調整が入院期間中に可能か検討

・担当医師と処方中止・変更につき協議
・可能であれば処方の中止・変更

・処方変更後の病態変化について慎重にフォロー

改善
症状が改善していれば
NSAIDsの中止

症状持続

必須確認
項目

・NSAIDsの服用理由・期間、疼痛の症状
・検査値：eGFR
・既往歴：消化性潰瘍、消化管出血、心不全、高血圧
・併用薬：抗凝固薬、抗血小板薬、副腎皮質ステロ
　　　　イド、利尿薬、ACE阻害薬、ARB

分　類 確　認　項　目

腎臓系
eGFR<50ml/min/1.73㎡未満

利尿薬とACE阻害薬 or ARBとの併用
①NSAIDsの代替薬
　（アセトアミノフェン等）への変更

①NSAIDsの代替薬
　（アセトアミノフェン等）への変更
②PPI（or H2ブロッカー or PG製剤）
　の併用
③COX-2選択的NSAIDsへの変更

心血管系 心不全や高血圧の合併

消化器系

消化性潰瘍や消化管出血の既往があり、
PPIやH2ブロッカーを併用せず、
非COX-2選択的NSAIDsを使用

ワルファリンやDOACとの併用

上段の「必須確認項目」を確認の上、下段の「確認項目」に該当する場合は、疑義照会または
トレーシングレポートにて右の対応をご検討下さい。

PPIの予防なしに抗血小板薬との併用

PPIの予防なしに副腎皮質ステロイドとの併用

対応（数字は対応の優先順位）



院内から地域へと広がる
薬剤師によるポリファーマシー対策
　高齢化を背景に、より良い薬物治療を提供するための取り組みとしてポリファーマシー対策が注目されている。2018年5月に
は、厚生労働省が「高齢者の医薬品適正使用の指針」を公表し、その中でポリファーマシーの概念を「単に服用する薬剤数が多
いのみならず、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服用過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」と明記
した。そのような中、神戸大学医学部附属病院（神戸市・934床）薬剤部では、全国に先駆けてポリファーマシー対策に取り組ん
だ。2014年から薬剤師外来、病棟におけるポリファーマシーに関する介入を開始し、さらには地域へと活動を広げつつある同院
の取り組みを紹介する。

神戸大学医学部附属病院 薬剤部
-pharmacy-3CChallenge

Cooperation 
Communication

外来と病棟における薬剤師の介入
　神戸大学医学部附属病院薬剤部で
は、平井みどり前薬剤部長のもと2013
年8月よりポリファーマシーについての
勉強会を開始した。背景には、薬剤部主
任の木村丈司先生がポリファーマシー
への問題意識を持っていたことに加え
て、経営改善の一環として薬剤費の見
直しを病院から求められていたことがあ
る。2014年には2月と6月の病院全体
の職員必修講習会にて、薬剤部による
ポリファーマシーの講義を実施。同年5
月に特定の診療科で薬剤師外来を、6
月に1病棟でポリファーマシーへの介入
を開始した。「当初は全国的にポリ
ファーマシー対策に取り組んでいる事
例が少なく、まずはポリファーマシー是
正の重要性を周知すること、特に医師
に理解していただくことが重要でした」
と木村先生は振り返る。
　現在、薬剤師外来は週2回、循環器
内科の外来で実施している。具体的に
は、医師の診察前に薬剤師が患者さん

と面談して、処方薬や副作用、飲みあ
わせ、アドヒアランスなどの服薬状況を
確認し、処方変更の必要性を検討す
る。その内容を口頭で医師に伝え、診
察時も同席。処方介入後は、次回診察
時のフォロー面談も行っている。
　一方、病棟における介入は徐々に広
がり、2019年4月から全病棟で実施す
るようになった。入院時における面談と
持参薬の内容確認を軸に、担当医師と
協議しながら処方内容を検討するとと
もに、処方変更後の病態変化について
も慎重にフォローする（資料1）。処方
内容の検討には、当初、ポリファーマ
シーを是正するための基準として海外
で使われているSTOPP criteriaを活用
した。また、ポリファーマシー対策をサ
ポートするためのwebシステムとして
「PIMCO」を開発した。

ポリファーマシーへの介入効果と実際
　薬剤部では、薬剤師によるポリファー
マシーへの介入効果を明らかにするため

の調査も並行して行ってきた。2014年
5月～2015年3月に薬剤師外来（総合
内科と心臓血管外科の外来担当医師各
1名を対象に実施）を受診した患者さん
（介入群）および、薬剤師が介入しない同
診療科医師各1名の外来を同一期間に
受診した患者さん（非介入群）の情報を
収集し、比較した。その結果、処方変更に
ついて、介入群では中止が64件 （12.4％）、
減量が29件（5.6％）に対し、非介入群
では中止が57件（7.6％）、減量が19件
（2.5％）で、処方変更率はいずれも介入
群が非介入群と比較して有意に高かった
（Chi-squares  test  P<0.01）。
　次に、2015年4月～2016年3月に
3病棟に入院した患者さんで、1剤以上
を服用している65歳以上を対象とした
822名に調査を行った。それによると
全体の42％に潜在的に不適切な処方
（potentially inappropriate medications: 
以下、PIMs）が検出され、そのうち45％
が処方変更になっている。「PIMsの中
で多くみられたのが、転倒のリスクのあ

る患者さんへの睡眠導入剤の使用でし
た。こうした薬剤は、徐々に減らしてい
くのが原則で、患者さんにリスクをきち
んと理解していただくことも大切です。
また、症状が変化する患者さんに対し、
薬剤によるベネフィットとリスクを個別
に評価しながら、適切な時期に介入す
ることが重要です」と木村先生は話す。
　薬剤部長の矢野育子先生は「今後は、
長期的な視点で介入による患者メリット
の評価、すなわち薬物有害事象の減少
などのアウトカムが出せればと思ってい
ます」と評価の在り方を模索する。実
際、病棟でポリファーマシーの是正に取
り組んでいる高橋知子先生は、「実施し
ていく中で、ポリファーマシーへの介入
が患者さんのメリットにつながっている
実感があります。例えば、術後に貧血が
あり、ふらつきのみられる患者さんの
ケースですが、看護師から相談を受け
て、医師に処方の見直しと減薬を提案
しました。その結果、症状が改善しご本
人もとても喜んでおられました」と話す。

医師・薬剤師合同勉強会と
スクリーニングツールの開発
　ポリファーマシーの背景には、高齢
化により様々な疾患や症状を抱える患
者さんが、複数の医療機関を受診する
中で、足し算的に服用薬が増えていく
現状があり、その是正には地域との連
携が重要である。そこで同院では、
2017年12月からポリファーマシーを
テーマにした医師・薬剤師合同勉強会
を年3回開催し、兵庫県病院薬剤師会、
兵庫県薬剤師会のホームページにも掲

載している。勉強会の参加者約40名
のうち10～15名は保険薬局の薬剤師
で、他病院の薬剤師の参加もある。同
院の医師の講義および症例検討のス
モールグループディスカッションで構成
された勉強会は大変好評で繰り返し受
講する参加者も多い。
　一方、保険薬局でのポリファーマシー
対策をサポートする目的で、スクリーニン
グツール検索システム「PIMCO」も開発
した。薬剤名で検索できる「PIMCO」に
は、PIMs検出基準としてSTOPP criteria
に日本老年医学会が2015年公表した
「高齢者の安全な薬物療法ガイドライン
2015」の内容が加味された。また、木村
先生は、注目すべき薬剤の一つである
NSAIDｓの処方見直しプロトコルの作
成を試みた（資料2）。「まず一つの薬剤
のプロトコルを作成し、勉強会で発表し
ましたので、保険薬局での活用状況を
みながら増やしていきたいと思います」
　「PIMCO」は薬剤名を一つひとつ入
力しなければならないなど改善すべき
点もあるため、システム改良も模索中だ
と矢野先生は補足する。「より使いやす
いツールにするため、レセプト情報と連
動して処方薬を一括検索できるような
システムを目指しています」

連携強化と情報共有が鍵
　同院におけるポリファーマシー対策
の情報提供ツールはお薬手帳である。
入院中に処方変更を行った場合、その
内容を記載した紙をお薬手帳に貼るよ
うにしており、保険薬局薬剤師、患者
さんやその家族にも好評を得ている。

次なる課題は、診療所の医師との連携
および情報共有の強化だ。折しも同院
では2018年から地域連携セミナーを
開催し、ポリファーマシーについての講
演を行うなど、診療所の医師に向けた
啓発活動が始まっている。
　木村先生は「今後は他の医療機関に
おける処方の経緯なども含め、デジタ
ルデータによる情報共有が望まれま
す」とインターフェイスの整備を課題に
掲げる。一方、高橋先生は連携強化に
欠かせない信頼関係に着目する。「私の
業務では、一人ひとりの患者さんに対し
て、漏れなく丁寧に処方監査を行うこ
とが大切です。そして分からないことが
あれば、即時に調べて解決しながら学
び続け、医師からの信頼を高めたいと
思っています」
　最後に矢野先生は、今後の展望を次
のように語った。「保険薬局の薬剤師に
よると、医師に対する処方変更の提案
はハードルが高いようです。医薬連携を
さらに推進するとともにポリファーマ
シーの概念を浸透させ、保険薬局から
も提案がしやすい土壌をつくりたいと考
えています。また、患者さんに対する啓
発も大切であり、地域の薬剤師とともに
医薬品の適正使用に向けた活動を強化
していく所存です」
　同院のポリファーマシーへの取り組み
は、薬薬連携、医薬連携を基盤として、
患者さんがどこにいても、最適な薬物治
療が受けられることを目指している。
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薬剤師によるPIMsのスクリーニング ・ 介入資料1 NSAIDsの処方見直しプロトコル資料2

木村先生提供資料 木村先生提供資料

PIMs：potentially inappropriate medications／潜在的に不適切な処方
STOPP criteria：screening tool of older persons’ potentially
　　　　　　　　　inappropriate prescriptions criteria

・対象患者の入院時持参薬の内容確認
・各薬剤の処方経緯、既往歴、転倒歴、検査値等を確認

・STOPP criteriaを参照しPIMsのスクリーニングを実施

・処方変更によるメリットと病態悪化のリスクを評価
・代替薬への変更等、薬剤調整が入院期間中に可能か検討

・担当医師と処方中止・変更につき協議
・可能であれば処方の中止・変更

・処方変更後の病態変化について慎重にフォロー

改善
症状が改善していれば
NSAIDsの中止

症状持続

必須確認
項目

・NSAIDsの服用理由・期間、疼痛の症状
・検査値：eGFR
・既往歴：消化性潰瘍、消化管出血、心不全、高血圧
・併用薬：抗凝固薬、抗血小板薬、副腎皮質ステロ
　　　　イド、利尿薬、ACE阻害薬、ARB

分　類 確　認　項　目

腎臓系
eGFR<50ml/min/1.73㎡未満

利尿薬とACE阻害薬 or ARBとの併用
①NSAIDsの代替薬
　（アセトアミノフェン等）への変更

①NSAIDsの代替薬
　（アセトアミノフェン等）への変更
②PPI（or H2ブロッカー or PG製剤）
　の併用
③COX-2選択的NSAIDsへの変更

心血管系 心不全や高血圧の合併

消化器系

消化性潰瘍や消化管出血の既往があり、
PPIやH2ブロッカーを併用せず、
非COX-2選択的NSAIDsを使用

ワルファリンやDOACとの併用

上段の「必須確認項目」を確認の上、下段の「確認項目」に該当する場合は、疑義照会または
トレーシングレポートにて右の対応をご検討下さい。

PPIの予防なしに抗血小板薬との併用

PPIの予防なしに副腎皮質ステロイドとの併用

対応（数字は対応の優先順位）
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