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高齢者の服薬指導を考える

宮城県

涌谷町町民医療福祉センター

涌谷町国民健康保険病院

錦戸志津江 薬剤部一同

50km

仙台市

涌谷町

＜宮城県＞

２、涌谷町の位置
涌谷町国民健康保険病院は、宮城県仙台市から約

50ｋｍの場所にあります。

一般病棟 80床 療養病棟 41床 併設・老健施設 80床

診療科 12科

1日平均患者数 252人

薬剤師数 4人

外来処方箋数 49,796枚/年(平均205枚/日)

院外処方箋数 5,159枚/年（発行率 9.4％）

入院処方箋数 8059枚/年(平均22枚/日)

採用薬品数 966品目

(内服492品･注射229品･外用217品･その他薬価未収載品)

平成２６年度資料より

＜ 施設概要 ＞

３、施設概要
施設概要はスライドに示すとおりです。

約90％が院内処方で、４人の薬剤師で調剤を行っ
ています。
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高齢化率（65歳以上人口割合）

２５.１％！過去最高！

＜ 高齢化の推移 ＞

内閣府 平成24年度版 高齢社会白書より

４、高齢化の推移
2014年、全国の高齢化率が25.1％となり、過去最

高を記録しました。

2014年10月

外来患者の高齢者割合 73.1％

５、外来患者の高齢者の割合
当 院 も 例 外 で は な く、10月 の 外 来 患 者 層 は、

73.1％が65歳以上と、高齢化しています。
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＜目的＞

服薬意識・管理の現状把握

高齢者への的確な指導

６、目的
そこで今回、外来窓口にて、高齢者により的確な

指導をする為、高齢者が、どのような意識で内服管
理をしているのか、現状把握を行いました。

＜方法＞

期間 : 
平成26年10月20日

～10月28日
対象：

無作為の200人

理解度、管理方法など
14項目を調査

７、方法
平成26年10月20日～ 28日までの計７日間、無作

為の200人に対し、年齢・処方薬の理解度・薬の管
理方法など、14項目についてのアンケートを行い、
その回答結果についての検証を行いました。

＜ 結果 ～外来患者層～ ＞
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８、結果（外来患者層）
結果です。外来投薬患者は、75歳から84歳までの

年齢層が全体の39％と一番高く、全体の80％以上が
65歳以上、という傾向にありました。

＜ 結果 ～服薬種類数～ ＞
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９、結果（服用種類数）
内服薬の種類は、全体の49％が、４種類以下で最

も多く、年齢別に見ると、高齢になるに連れ、その
割合は徐々に減少し、85歳以上では、５種類以上が、
72％を占めていました。

＜ 結果 ～処方薬理解度～ ＞
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10、結果（処方薬理解度）
処方理解度では、約30％の人が、一部、又は全て

の薬効について、理解が得られていない事がわかり
ました。
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＜ 結果 ～処方薬理解度～ ＞
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11、結果（処方薬理解度）
年齢別、服用種類別で見ると、85歳以上で、一部、

または全てわからない薬がある人が50％と、年齢が
上がると理解度が低下していました。また、服用種
類が増えるにつれ、効能を理解している人の割合が
減少し、理解度の低下が見られました。

＜ 結果 ～管理方法～ ＞
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12、結果（管理方法）
次に服用種類別の管理方法です。４種類以下では、

約半数が薬袋管理を、９種類以下では、約半数が薬
箱管理を行う事が多いようでした。10種類以上では、
薬袋数が多くなる事や、薬箱に入りきらないという
理由からか、薬袋から出して１つの袋にまとめてし
まう、管理とはいえない管理が、他と同程度見られ
ました。薬と服用方法を切り離しての管理は、自分
の記憶を頼りにするので危険です。この管理方法で
は、服薬アドヒアランスが守られているか、大変疑
問が残りました。

＜ 結果 ～残薬～ ＞
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13、結果（残薬）
この事は、約50％の人が、飲み忘れ残薬を抱えて

いるという結果にも現れており、残薬がある高齢者
には、管理方法を含めた指導が、今後必要になって
くるのではないかと考えます。

14、処方例
これは、75歳女性の１ヶ月分の処方です。17種類

の薬を服用していて、調剤すると、このような量に
なります。今回のアンケートから、高齢で多種薬剤
服用患者が当院では多く、このようなケースはまれ
ではない事がわかります。



― 470 ―

＜考察＞

理解力を超えた処方内容

家族の協力は少なく、患者自身での管理が多い

飲み忘れ・服用ミスにつながるのでは？？

？？？

15、考察
服薬指導時、先ほどのような多種薬剤の処方や高

齢者への吸入薬・自己注射の処方を目にします。も
ちろん、理解するまで患者や家族に服薬方法や手技
の指導を行いますが、自宅での使用に不安が残る方
も数多くいます。このような、高齢者の理解力を超
えた処方が、飲み忘れ・服用ミスの一因になってい
るのではないかと考えます。

＜まとめ＞

16、まとめ
また、今回の結果にはお示ししませんでしたが、

10％の人が、診察時に医師からの説明を理解できて
いないようでした。説明しても理解できない高齢者
が増加していく今後は、管理しやすいシンプルな処
方と、診察時と投薬時における二重の説明が、必要
であると考えます。

＜まとめ＞

残薬の減少＋無駄の削減

安全な薬物治療の提供

17、まとめ
今回のアンケートから得た、高齢者の服薬背景を

共有し、アドヒアランスを向上させることが、残薬
の減少と、国の目指す医療費の無駄の削減に繋がっ
ていくと考えます。

そして今回、当院Drに飲み忘れ残薬やポリファー
マシーの現状を知ってもらえたことで、今後協同
し、より安全な薬物治療を提供していければと思い
ます。

～ご静聴ありがとうございました～

院外処方をしないでほしい
待ち時間がないので便利・速くていい

一包化をしてほしい
優しい・親切で丁寧

よく説明をしてくれてわかりやすい
明るい雰囲気でいい

いつもニコニコしていて感じがいい
話しやすくとても良い

などなど…

18、おわりに
最後になりますが、たくさんの意見を患者様より

いただきました。薬剤部は、病院最後の窓口として、
Ｄｒの前では緊張して言えなかったことや病院への
要望等、様々な訴えを聞いています。その中で、治
療に対する有用な情報は、積極的にフィードバック
し、今後も外来診療という、ひとつのチームとして、
薬物治療に参加していければと考えています。

ご静聴ありがとうございました。




