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高齢者 の 医薬 品適 正使 用 の 指 針 (総 論 編 )に つ い て

この ことにつ いて、 平成 30年 5月 29日 付 け医政安発 0529第 1号 及 び薬生安発
0529第 1号 によ り厚生労働省医政局総務課医療安 全推進室長及び医薬・ 生活衛生
局医薬安全対策課長か ら別添写 しのとお り通知がありました。
つきましては、本通知 の内容 を御了知 いただき、貴会会員へ の周知 をお願 い し
ます。
なお、各公的病院長宛て に、別途通知 していることを申し添えます。
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と

厚生労働省医薬 。生活衛生局医薬安全対策課長
(公 印 省 略 )

高齢者 の 医薬 品適正使用 の指針 (総 論編 )に つい て

医療行政 の推進 につ きま しては、平素 か ら格別 の御 高配 を賜 り厚 く御礼 申 し
上 げます。
高齢化 の進展 に伴 い 、加齢 に よる生理的な変化や複数 の併存疾患 を治療す る
た めの 医薬 品 の多剤服用等 に よつて、安 全性 の 問題 が生 じや す い状況 があるこ
とか ら、平成 29年 4月 に 「高齢者 医薬 品適 正使用検討会」 を設 置 し、高齢者 の
薬物療法 の安 全対策 を推進す るために、安 全性 確保 に必要な事項 の調査 ・ 検討
を進 めて い ます。
今般 、当該検討会 にお い て 、「高齢者 の医薬 品適 正使用 の指針 (総 論編 )」 を
取 りま とめま したので 、貴管下医療機 関等 にお い て ご活用 い ただ きます よ う、
周知方 お願 いい た します。
なお 、本指針 で使用 して い る用語 につい ては、下記 の とお り、併せ て留意 を
お願 い します。
記

1,「 薬物有害事象」は、薬剤 の使用後 に発現す る有害な症状又 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 です。

2.「 ポ リフ ァーマ シー 」は、単 に服用す る薬斉J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 を いい ます 。
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高齢者の医薬品適正使用の指針 (総 論編)
は じめに
高齢者 、特 に 75歳 以上の高齢者 の増加 に伴 い、高齢者 に対す る薬物療法の需要 はます ま
す高 ま ってい る。一 方 、加齢 に伴 う生理的な変化 によって薬物動態や薬物反応性 が一 般成
人 とは異なる ことや複 数 の併存疾患 をそれぞれ治療す るために投与 され た薬剤 同士で薬物
相互作用が起 こ りやす く、薬物有害事象※が 問題 とな りやす い。同時 に、生活機能や生活環
境 の 変化によ り薬剤服用 にも問題 を生 じやす い状況が ある。本指針 は、高齢者 の薬物療法
の適正化 (薬 物有害事象 の 回避、服薬ア ドヒアランスの改善、過少医療の回避 )を 目指 し、
高齢者 の特徴 に配慮 したよ り良 い薬物療法 を実践す るための基本的留意事項 をま とめたガ
イダンス と して、診療や処方の際の参考情報 を提供す る こ とを意図 して作成 され た。本指
針 は 、上 記の 目的か ら 65歳 以上の患者 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 をお いてい る。
本 指針の主たる利用対象は医師、歯科医師、薬剤師 とす る。患者の服薬状況や症状の把
握 と服 薬支援 の 点 で看護師や他職種が参考 にす る ことも期待 され る。一 方、患者 、家族な
どは利用対象 と してお らず、気になる点が あれ ば医療関係者 に御相談願 いた い。
涎 本指針 ではこ薬剤 の使用後 に発現す る有害 な症状 又は徴 候 て'あ り、薬剤 との因果関係
の有無 を問わな い概念 と して 「薬物有害事象」 を使 用 している。なお、「副作用」は、
薬剤 との 因果関係 が 疑われ る又は関連が否 定 で きな い もの と して使用 され る。

1.ポ リフアーマ シー の概念
高齢者 の薬物有害事象増加 には 、多 くの疾患上、機能上 、そ して社会的な要因が 関わ
るが 、薬物動態/薬 力学の加齢変化 と多剤服用 が 二 大要 因である。多剤服用の中でも害
をなす もの を特 にポ リフアーマ シー と呼 び 、本指針 で も両者 を使 い分 けた。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 して薬物有害事象の リ
ス ク増加 、服薬過誤 、服薬 ア ドヒア ラ ンス低下等の問題 にう なが る状態である。
何剤 か らポ リフアーマ 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。薬物有害事象は薬剤数 にほぼ比例 して増加 し、 6種 類
以上が特 に薬物有害事象の発生増加 に関連 した とい うデー タもある (図 1)。 一 方、治療
に 6種 類以上の薬剤 が 必要な場合 もあれ ば、 3種 類 で 問題 が起 きる場合 もあ り、本質的
には その中身が重要 で ある。 したが って 、ポ リフアーマ シーの是 正に際 して も、一律 の
剤 数 /種 類数 のみ に着 目す るのではな く、安全性の確保等か らみた処方内容の適正化が
求 め られ る。

2.多 剤服用の現状
(1)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
4.多 剤服用時に注意する有害事象と診
高齢者では、生活習慣病等と老年症候群
(「

1

断、処方見直 しの き つか け」参照 )が 重積 し、治療薬や症状 を緩和す るため の楽物 の処
方 が 増加 し、多剤服用 にな りやす い傾 向が ある。図 2に 全国の保険薬局 における処方調
査の結果 を示す が 、75歳 以上の約 1/4が 7種 類 以上 、 4割 が 5種 類 以上の 薬剤 を処方
され ている。
図 1,服 用薬剤数と薬物有害事象 の頻度
図 2同 一の保険薬局で調剤された薬剤種類数 (/月 )
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3医 療機 関 の 受診 によ り、処方薬 の全体が把
併存疾患 の増加 と同時に、複数 の診療科
握 され な い問題 や、重複処方 も関係す るた め、ポ リフアー マ シー を解消す るには、医療
関係者間 の連携 や患者啓発 が求め られ る。
図 3 ポ リフアーマシーの 形成 と解消 の過程
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(2)ポ リフアーマシーの形成
図 3.に ポ リフアーマシーが形成される典型的な 2つ の例を示す。新たな病状が加
わる度に新 たな医療機関又は診療科を受診 していると、それぞれ 2, 3剤 の処方でも
足 し算的に服用薬が積み重な り、ポリファーマシーとなることがある (図 3、 例 1)。
また、新たな病状を薬剤で手当て していくと、薬物有害事象に薬剤で対処 し続ける 処
方カスケー ド"と 呼ばれる悪循環に陥る可能性がある (図 3、 例 2)。
これ らによるポ リファーマシーは、例えばかか りつけ医による診療が開始された際
に薬剤の処方状況全体を把握すること、又は薬局の一元化などで解消に向かうことが
期待されている。 (図 3下 )

3.薬 剤見直 しの基本的な考え方及び フローチャー ト
(1)処 方見直 しの一般原則
外来受診時、入院時、施設入所時などさまざまな療養環境で、また新たな急性疾患
を発症 し薬物有害事象の可能性を見 いだ した状況で薬剤の見直 しは可能である。
0 高齢者総合機能評価
高齢者では、さまざまな原因から服薬ア ドヒアランスの低下が起 こりうる。高齢者
・ 総合機能評価 :∝ ompre腱 偶 iveと GeLIatric Assessment i CGA)の 主な構成蕪
ある認
yL"ing
i
ADL)、
知機能や日常生活動作 (ActiHties of Da‖
生活環境、患者の薬剤
選択暗好な どを評価することで、臓器障害や機能障害、服用管理能力の把握につなが
る。この過程で、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、処
ー般用医薬品 (以 下、
「一般用医薬品等」という。
方されているあらゆる薬剤 (要 指導 ロ
)、
サプリメン ト等も含む)や 服薬状況を確認することも必要である。
O 腎機能等の生理機能のモニター
腎排泄が主たる消失経路である薬剤では、加齢変化に伴 う腎機能等の生理機能の低
下や薬物有害事象の観察等を行 い、投与量の減量や投与間隔の延長など慎重な投与を
考慮する。
O 処方の優先順位 と減量 田中止
ポ リファーマシー を回避するような処方態度を心が けることが大切である。ただの
数合わせで処方薬を減 らすべ きではない。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、下表のポイン ド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。薬剤を中止する場合には、少 しずつ慎重に
行 うなど、病状の急激な悪化や有害事象の リスクも高 くなることに留意する。
各薬剤 の適応 を再考す るポイン ト

O予 防薬 の エ ビデ ンスは高齢者 で も妥 当か
O対 症療法は有効か、薬物療法以外の手段はないか
O治 療の優先順位 に沿 つた治療方針か
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など

(2)非 薬物療法の重要性

O

生活習慣病
一般 に、生活習慣の改善を行う非薬物療法 は、高齢者の疾患治療 に有用な場合があ
り、そのよ うな場合は、薬物治療 に先ん じて行 うことを考慮す る。例 えば、生活習慣
病に対する塩分制限や運動療法は推奨されている。適度な運動は夜間の不眠を解消で
きる可能性があり、十分な睡眠が うつ症状の治療に有用 となる可能性もある。
O 認知症の行動 E心 理症状 (BPSD)
BPSD(BehaViOral and Psychologicat Symptoms of Dementia)で 使用され る薬剤は
錐体外路障害や過鎮静な ど ADLに 影響を与 える薬物有害事象が起きやす いため、まず
｀ は非薬物猿法が推奨 される。一方、極端な生活習慣の変更は生活の質 (00L)を 低下さ
せる可能性が あり、無理のない程度 に留めることも重要である。BPSDの 出現時に適切
に薬剤を使用せず身体抑制のみを行 うことを推奨 しているのではない。

(3)専 門医 の立 場 か らの考 え方
専門医 (歯 科 医師 を含 む。)の 立場 で疾 患 の治療 を行 う際 には、最大限 の病状改善
を 目標 と した治療の提供 が求め られ て いる。特 に緊急性 が 高 く、重篤 な病状 で ある状
況 においては、薬物有害事象 の リス ク が 高 くて もよ り良 いア ウ トカム を 目指 した薬物
療法 を選択す る こともある。 しか しなが ら、高齢者 では複数 の疾患 を併存 した り、機
能障害 を伴 つた りす る ことや薬物有害事 象 の リスクも考慮 し、専門 医 に も疾患治療の
ロ
優 先順位 へ の配慮や薬物治療 による リス タ ベ ネ フィッ トパ ラ ンスの検討 を理 解 して
いただ きた い。ま た、高齢者 は新薬 の 治験等 の対象か ら除外 され る ことが あ り、新薬
.
を安易 に処方す る ことのないよ うにす べ きで ある。
一 方 、専 門医 も他領域 に関 しては非専 門 医 で ある。薬物療 法 の適正化 には、他 の専
門医、 かか りつ け医及 び他職種 との連携 に も理解 が必要で ある。

(4)一 般的な考え方のフロー

O

全ての薬剤 (一 般用医薬品等 も含む)の 把握 と評価
H医 療機関を全て把握
処方の適正化を考えるにあた り、患者が受診 している診療科
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、さらに全て
CGAを 行 うことが推奨される。
の使用薬剤の情報を十分に把握す ることが必要であり、
前述 したように、全ての使用薬剤に対 して薬物治療の必要性を適宜再考す る。 '

図4‑1の フローチヤー トに処方見直しのプロセスを示す。処方時に注意を要する
薬剤を別表 1及 び別表2※ にまとめた。この別表 1及 び別表 2の 薬剤を含む処方薬全体
に つ い て 有 効 性 や 安 全 性 を評 価 しつ つ 、 ポ リ フ アー マ シー の 問 題 を確 認 す る 。
※日本老年医学会が編集 したガイ ドライン等 で、高齢者 において潜在的に有害事象が多い可能性 のある
薬剤 として リス ト化された 「高齢者 に対 して特に慎重な投与を要す る薬物」を参考 に作成。
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図 4‑1

処方見直 しの プ ロセス

ポリファーマシーに関連 した問題点を確認する。
例 日
薬物有害事象 の存在
・服薬アドヒアランス不良、服薬困難
日
特に慎重な投与を要する薬物 の使用など
・同効薬 の重複処方
・腎機能低下
a低 栄養
・薬物相互作用 の可能性
・処方意図が不明な薬剤 の存在

病状、認知機能、ADL、 栄養状態、生活環境 、
内服薬 (他 院処方、一般用医薬品等、サプリ
メントを含む)、 薬剤 の暗好など多面的な要
素を高齢者総合機能評価 (CGA)な ども利用
して総合的に評価

あり

なし

関係する多職種からの情報を共有
可能な範囲で協議も

あり

他 の 医療関係者 から薬物療法
に関連 した問題 の報告

図4‑2フ ロエチャート参照
薬物療法の適正化 (中 止 、変更Ⅲ継続 の判断)
以下のような点を踏まえて判断する。
・推奨される使用法 の範囲内での使用 か。

効果はあるか。
.
減量 B中 止は可能か。
口
代替薬はないか 。
B治 療歴 における有効性 と副作用を検証する。
・最も有効な薬物を再検討する.

なし

病状等 (薬 物有害事象、QOL含 め)に つき経過観察

薬物療法に関連した新たな問題点の出現
あり

・継続 に伴う有害事象の増悪
例・
減量・中止 E変 更に伴う病状の悪化
口
新規代替薬による有害事象

なし
慎重 に経過観察

O

慎重に経過観察

ポ リファーマシー 関連 の 問題 の 評価

CGAの 結 果、ポ リフ アー マシー に関連 した 問題点の ある患者 では 、処方 の 見直 しが
必要 とな る。薬物有害事象が認め られ た患者 では当然被疑薬 の中止 B減 量が必要であ
るが 、薬 の管理 に関わ る要因や腎機能 、栄養状態な ど日常生活 における問題点の有無
を評価 す るために、医師が中心 とな り、薬剤 師 を含む多職種 で 問題 点 に対 す る協議 を
行 うこ とが推 奨 され る。
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図 4‑2'薬 物療法の適正化のための フローチヤー ト
薬物療法 の見直し

推奨される使用
範囲内か

範囲 内

有

果は
るか

疑わ

範囲外

可能

・中止は

非薬物療法 があれ ば導入

困難

替薬
るか

あ

有効

代替薬

ない または

効果不十分
思

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
※ 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
(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)

O

処方の適正1と の検討
図 4‑2の フローチヤー トにより、個々の薬剤について現治療法からの継続又は変
更の必要性があるかどうかを検討 し、薬剤の中で中止可能な薬剤ではないのか、適応
疾患や適正用量など推奨される使用法の範囲内での使用であるか、実際に使用患者の
病状改善に有効であつたか、より有効性の高い、あるいはより安全性の高い代替薬ヘ
の変更は可能かなどを判断する。

(5)減 薬 B変 更す る際の注意点
現在までに系統的なポ リフアーマシーの改善のための減薬手順 は確立されていない。

むしろ、機械的に薬剤を減らすことはかえつて罹病疾患を悪化させるという報告もあ
る。薬物療法の効果を判定するうえでは、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 を行 う ことが有効 で ある。
さらに、治療法 の変 更 によ り対象疾患 の増悪が認 め られな いか 、過剰 な治療効果 が
出 ていないか 、また 変更 した代替薬 による有害事象 が起 きて い な いか な ど、慎重な経
過観察 を欠 か してはな らな い。問題 の発 生の有無 を看護師等 の他職種 と情報共有 し、
確認 しつつ 、適 宜処方 の適正化 を行 つてい くこ とが推奨 され る。
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4.多 剤服用時に注意する有害事象と診断、処方見直 しのきつかけ
高齢者では、薬物有害事象が医療や介護・看護を要する高齢者 に頻度の高 い表 1に 掲
げる症候 (「 老年症候群」 という。
)と して表れることも多く、見過 ごされがちであるこ
とに注意が必要 である。老年症候群を含めて薬剤との関係が疑わ しい症状 E所 見が あれ
ば、処方 をチ ェックし、中止 E減 量をまず考慮する。それが困難な場合、より安全な薬
剤への切換えを検討する。特に、患者の生活に変化が出た り、新たな症状が出現 した り
する場合には、まず薬剤が原因ではないかと疑 つてみ る。有害事象の早期発見には、関
連職種からの情報提供も有用である。
表 1:薬 剤起因性老年症候群と主な原因薬剤
症候

ふ らつき・ 転倒

記憶障害

せん妄

抑 うつ
食欲低下

便秘

排尿障害・
尿失禁

薬剤
降圧薬 (特 に中枢性降圧薬、 α 遮断薬、 β 遮断薬 )、 睡眠薬、抗不安薬、抗 うつ薬 、
てんかん治療薬 、抗精神病薬 (フ ェノチアジン系 )、 パーキ ンソン病治療薬 (抗 コ リ
ン薬 )、 抗 ヒスタ ミン薬 (H2受 容体措抗薬含む)、 メマンチ ン

降圧栗 (中 枢性降圧薬、 α遼断薬、β還断薬)、 睡眠薬・ 抗不安薬 (ベ ンプジアゼピ
ン)、 抗 うつ薬 (三 環系)、 てんかん治療薬、抗精神病薬 (フ ェノチアジン系)、 パ
ーキンソン病治療薬、抗 ヒスタミン薬 (‖ 2受 容体措抗薬含む)
パー キンソン病治療薬、睡眠薬、抗不安薬、抗 うつ薬 (三 環系)、 抗 ヒスタ ミン薬 (H2
受容体措抗薬含む)、 降圧薬 (中 枢性降圧薬、 β 速断薬 )、 ジギタ リス、抗不整脈 薬
(リ ドカイン、メキ シ レチ ン)、 気管支拡張薬 (テ オ フィ リン、ア ミノフィ リン)、
副腎皮質ステ ロイ ド
i中
枢性降圧薬 tβ 遮断薬 、抗 ヒスタ ミン薬 (Hπ 受容体措抗薬含む)、 抗精神病薬、抗
′
甲状腺薬、副腎皮賀ステ ロイ ド
非ステ ロイ ド性抗炎症薬 (NSAID)、 アス ピリン、緩下剤 、抗不安薬、抗精神病薬、パ
ー キンツシ病治療薬 (抗 コ リン薬 )、 選択的セ ロ トニ シ再取 り込み阻害薬 (SSRI)、
コ リンエステ ラーゼ阻害薬、 ビスホスホネー ト、 ビグアナイ ド
睡眠薬・ 抗不安薬 (ベ ンプジアゼ ピン)、 抗 うつ薬 (三 環系 )、 過活動膀脱治療薬 (ム
・
ス カ リン受容体措抗薬 )、 腸管鎮痙薬 (ア トロ ピン、 ブチルスコポ ラ ミン)、 抗 ヒス
タ ミン薬 (H2受 容体措抗薬含む)、 α グル コシダエゼ阻害薬、抗精神病薬 (フ ェノチ
アジン系)、 パー キ ンソン病治療薬 (抗 コ リン薬 )
抗 うつ薬 (三 環系)、 過活動膀脱治療薬 (ム スカ リン受容体措抗薬 )、 腸管鎖痙薬 (ア
トロピン、プチルス コポ ラ ミン)、 抗 ヒスタ ミン薬 (H2受 容体措抗薬合む)、 睡眠薬・
抗不安薬 (ベ ンプジアゼ ピン)。 抗精神病薬 (フ ェノチアジン系 )、 トリ公キ シフェ
ニ ジル、 α 進断薬、利尿薬

表 1は 、単剤でみ られ る薬剤起因性老年症候群を記載 したもの。薬剤の併用による有害事象は、別添の
別表 1及 び 2の 各薬効群の記載を参照す る。
(高 齢者のポ リファーマシー 多剤併用 を整理する「知恵 Jと 「 コツ」 (秋 下雅弘)よ り改変引用)

5.多 剤月風用の対策としての高齢者への薬物投与の留意事項
(1)薬 剤 の特性 に合わせた開始用量や投与量開整方法

(詳 細 は別紙 を参照)

高齢者 では薬物の最高血 中濃度の増大および体内か らの消失の遅延が起 こ りやすい
ため、投薬 に際 しては、投与量の減量や投与間隔の延長が必要である。 したがって、
少量 (例 えば、1/2量 〜1/3量 )か ら開始 し、効果および有害事象をモニタリングしな
が ら徐 々に増量 していくことが原則となる。特にいわゆ るハイ リスク薬 (糖 尿病治療
薬、ジギタリス製剤、抗てんかん薬等)の 場合は、より慎重に投与量設定を行う。代
表的腎排泄型薬剤 は別表 3の とおりであるが、このような薬剤の投与量については、
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別添の別紙にも示すように、対象患者の腎機能を考慮 して投与量や併用薬剤の適切性
を検討する。

￨

(2)薬 物相互作用とその対応

、

特にシ トク ロム P450(CYP)が 関係する。
薬物代謝が関与す る薬物相互作用の多くは、
別表 4に 代表的な CYP分 子種毎の基質、阻害薬、誘導薬 をまとめた。基質の血中濃度
は阻害薬や誘導薬 との相互作用の影響を受ける可能性が高 く、阻害薬や誘導薬が存在
する場合の基質の作用の増減に注意を払う必要がある。

‐

(3)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

① 同種同効薬同士の重複処方の確認
重大な健康被害につながる薬物有害事象を発生する危険性を回避するため、薬効
群毎に同種同効薬同士の問題となる重複処方がないか各医療機関、薬局で確認する
必要がある。
② 相互作用の回避 とマネジメン ト
薬物相互作用を起 こす可能性のある薬剤の組み合わせが処方 されている場合、処
方の経緯、患者背景 、相互作用により起 こり得る作用の重篤度、代替案 に関する情
報な どを考慮 して、効果及び有害作用のモニター、中止、減量、代替薬への変更等
を行 い、処方の適正化を図ることが重要である。
③ 薬剤の使用 と併用の基本的な留意点
薬剤毎の特徴を踏 まえ、高齢者の特性を考慮 した薬剤選択、投与量、使用方法に
関する注意、他の薬効群の薬剤との相互作用 に関す る注意など、別表 1の 注意事項
を適宜参照す る。
A.催 眠鎮静薬 口抗不安薬
B.抗 うつ薬 (ス ル ピリド含む)
c.BPSD治 療薬
持
D.高 血圧治療薬

E.糖 尿病治療薬
F.脂 質異常症治療薬
G.抗 凝固薬
H.消 化性潰瘍治療薬

、

̲

(4)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
① その他 の疾患横断的に使用する薬剤
下記の薬剤 は、各症状に対する有効性を適切なタイ ミングで評価 し、漫然 とした
使用を避 け、最小限の使用に留めることを留意すべ きである。同時に症状によって
は非薬物療法の適用も検討すべ きである。具体的な注意事項は別表 1を 参照する。

I.消 炎鎮痛薬
」.抗 微生物薬

(抗 菌薬

E抗 ウイルス薬)
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K.緩 下薬
L.抗 コ リン系薬
② 一般用医薬品等 (漢 方製剤を含む)、 いわゆる健康食品 (サ プ リメン トを含む)
0 医師の処方外で患者 自身が使用する一般用医薬品等やいわゆる健康食品の把握
一般用医薬品等や健康食品と医療用医薬品の併用に関連 した薬物有害事象も、
医療機関を受診 しなければ診断は困難である。 このため、患者や家族、介護職
員な どにも自覚 を促 し、 これ らの使用状況 (使 用頻度や服用量)を 把握するこ
とは、安全性確保の面で重要である。
O 一般用医薬品等やいわゆる健康食品に関連する有害事象
健康食品は、薬剤 との併用により、治療効果に重大な影響を及ぼす ことが ある。
一般用医薬品等でも、薬物有害事象が年間 250件 前後厚生労働省等に報告され
ている。一般用医薬品等でも、使用者の誤用や処方せん医薬品 との重複などの不
適切な使用により、重篤な薬物有害事象を誘発するおそれが ある。
例 えば、ビタ ミン Kを 多 く含む健康食品 とワル ファ リン、カルシウム 含有製剤 と骨粗継症治療薬、セ
イ ヨウオ トギ リツウ とフェニ トイ ンな どの抗てんかん薬や強心配糖体の ジギ トキ シンな ど多 くの医薬
品に影響 を与 える。また、総合感 冒薬な ど複数の成分 を含有す るものが多い一般用医薬品等では、ベ ラ
ドンナ総アルカ ロイ ドな ど医療用医薬品では使用 され る ことは稀 だが強 力な抗 コ リン作用 を有す る薬
物 も含有す るものもあ り注意が必要である。

: :

̲i

上記以外で注意 を要する薬剤
「その他の特に慎重な投与を要する薬物のリス ト」 として別表 2に まとめたので参
考にしてほしい。

③

(5)処 方の見直 しのタイミングの考え方
急性期や慢性期の病状を見ながらあらゆる機会をとらえて処方の見直 しを行 うこと
が期待されているが、療養環境移行の機会も処方見直 しの好機である。 (図 5)
図 5 療養環境移行時における処方変化のイメージ
処有の見直し̀
ポ I「 77‑マ シーの解消の機会

例

情報共有

ggと
:甘

幸
慈
者
療
『鳥八所時の原替環境
八

の療機環境
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O

急性期
急性期の病状 とは別の安定 している症状に対する服用薬については、相互作用等に
よる薬物有害事象を防 ぐためにも、優先順位を考慮 して見直 しを検討する。また、急
性期の病状の原因と して薬物有害事象が疑われ る場合、薬剤 は可能 な限 り中止 して経
｀
過をみる。
O療 養環境移行時
田
急性期の病状が安定 してきた段階で、急性期に追加 した薬剤の減量 中止および急
性期に中止 した薬剤の再開を含めて、薬剤の見直 しについて、包括的に検討する。特
に、退院 田転院、介護施設への入所 日入居、在宅医療導入、かか りつけ医による診療
開始等の療養環境移行時には、移行先における継続的な管理を見据 えた処方の見直 し
′
が求められる。 (図 5)
O慢 性期
慢性期には、長期的な安全性 と服薬ア ドヒアランスの維持、服薬過誤の防止、患者
や家族、介護職員な どの 00L向 上とい う観点から、より簡便な処方を心がける。漫然
と処方を継続 しないよう、常に見直 しを行う。外来通院患者について も同様 である。

6.服 薬支援
(1)服 用管理能力の把握
高齢者では、処方薬剤数の増加 に伴う処方の複雑化や服用管理能力の低下などに伴
い服薬ア ドヒアランスが低下する。そのためには、表 2に 示 した服薬ア ドヒアランス
が低下する要因を理解 したうえで、服用管理能力を正 しく把握 し、正 しく服薬できる
ように支援する必要がある。
O 服薬ア ドヒアランス低下の要因の確認 (認 知機能、難聴、視力低下等)
認知機能の低下は患者本人 との会話から気づ くのは難 しいため、家族や薬剤師、看
護師、介護職員な どか ら生活状況や残薬、服薬状況を確認することが望ま しい。その
他、
表 2に 示 した各要因が、適正な服薬 に影響 しているか、確認 してお く必要がある。

O

暮 らしの評価
患者の暮 らしを評価 し服薬ア ドヒアランス評価 に結びつけることも重要 である。服
用薬剤数の増加や処方が複雑 になることモ理解や意欲の低下にうながる ことがあり、
さらにそれ らの症状を含む表 2の 要因 も服薬ア ドヒアランスの低下につながる。
月
R薬 ア ドヒアランス低下の要因
表2
日服用管理能力低下

1.認 知機能の低下
2.難 聴
3.視 力低下
4.手 指の機能障害
5.日 常生活動作 (ADL)の 低下
・ 多剤月
限用
・ 処方 の複雑 さ
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・囃下機能障害
・ うつ状態
・ 主観的健康感が悪いこと (薬 効 を自覚できな い等、患者 自らが健康 と感 じない状況)
・ 医療 リテラシーが低 いこと
・ 自己判断による服薬の中止 (服 薬後の体調の変化、有害事象 の発現等)
・独居
・ 生活環境の悪化

(2)処 方の工 夫 と服薬支援

O

服薬ア ドヒア ラ ンス と剤形等の工 夫
飲みやす く、服薬 ア ドヒアランスが 保 てるよ うな処方 の工夫 と服薬支援 に関 して表

3に 記 した。患者 によって飲みやす い剤形や使用 しやす い剤形 が異 なるため、患者が
正 しく使用 できる剤 形か を確認す る必要がある。一 包化 を行 うことが 必ず しも服 薬 ア
ドヒアランス を向上 させ る方法ではな いことに注意す る。

O

患者の認知機能 と支援
認知機能 の低下 による飲み忘れの場合 、家族や看護師、介護職員な どが 1日 分ず つ

渡すな どの介助 が必要 で ある。やむを得ず 自己管理 を行 う場合は、支持的態度 で接 し、
r
̲
残存能 力に適 した方法 を工 夫す るこ とも必要で ある。
・ ■̲

表3

処方の 工 夫 と月
風薬支援 の主な例

7.多 職種 H医 療機 関及 び地域 での協働
O 多職種連携の役 割
薬物療法 の様 々 な場面で多職種間 および職種 内の協働 は今後 ます ます重要 になる。
特 に 、医師 日歯科 医師 と薬剤師 は、薬物療法 で 中心的な役割 を果たす ことが 求め られ
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る。また、例 えば、看護師 は、服薬支援 の 中で、服用状 況や服用管理能 力、 さ らに薬
―
日
物有害事象 が 疑われ るよ うな症状 t患 者 家族 の思 いといつた情報 を収集 し、多職種
で共有す る ことが 期待 され る。

O

入退院 の 療養環境 の 変化 に伴 う医療機 関等の協働
入院 中は、専門性 の異 なる医師 翻歯科 医師、薬剤師 を中心 と して、看護師、管理栄
養 士な ど様 々な職種 による処方見直 しチー ム を組織 し、カ ンフアランスな どを通 じて
情報 の 一 元化 と処方 の適正化 を計画 的に実施 し、かか りつ け医 と連携す る ことが 可能
で ある。

入退院に際 しては、入院前及び退院後のかか りつけ医とも連携を取 り、処方意図や
退院後の方針について確認 しながら進めると短期の入院の場合は特 に、退院後の継続
的な見直 しと経過観察につながるよう退院後のかか りつけ医に適切な情報提供 を行 う。
病院の薬剤師 も、退院後利用する薬局の薬剤師及びその他の地域包括ケアシステム
に関わる医療関係者 に、薬剤処方や留意事項の情報を提供す ることが望まれるととも
に、地域の薬局の薬剤師か らの双方向の情報提供 も課題である。

O

医療機関を超 えた地域での協働
介護施設や在宅医療、外来等の現場でも、それぞれの人的資源 に応 して施設内又は
地域内で多職種のチーム を形成す ることが可能である。また、一堂に会さな くても、
お薬手帳等を活用すれば連携 B協 働機能を発揮できる。
入 H退 院後のいずれの状況でも、地域 内や外来の現場でも、地域包括ケアシステム
での多職種 の協力の下に、医師が処方を見直す ことができるための情報の提供が必要
である。例えば、訪間看護師 と在宅訪間に対応す る薬剤師の連携 により、服薬状況、
残薬の確認や整理、服薬支援を行 うことなども、期待され ている。

8:国 民的理解の醸成
本指針が医療現場で広 く活用され るには、医療を受ける立場 にある患者 と家族を含
む一般の方の理解が必須で ある。ポ リファーマシーに対する問題意識や高蛉者 に り不
クの高 い薬剤、薬物相互作用、服薬薬剤の見直 し、適切 な服薬支援の必要性などは患
者・ 家族や介護職員では理解が難 しい場合がある。一方、薬剤の減量や中止により病
状が改善す る場合があることを患者等にも理解 していただ く必要が あり、広 く国民に
薬剤の適正な使用法の知識を普及させる ことが望まれる。本指針の精神で ある「患者
中心」の医療を実践す るためにも、医療関係者 による一般の方八の啓発にも本指針を
役立てていただきたい。また、一般向けの教育資材 も望まれ ているb例 えば、日本老
年医学会 と日本老年薬学会等が共同で作成 した一般向け啓発パ ンフ レッ ト「高齢者が
気を付けたい多すぎる薬 と副作用」なども活用 し、高齢者 における薬剤使用の原則、
服薬ア ドヒアランスの連守、定期的な使用妥当性の見直 し等のプロセスについて国民
の理解が浸透することも期待される。また、ポ リフアーマシーの未然防止のために、
ポ リフアーマシーのリスクや非薬物療法に関する啓発 も必要である。
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別 添

別表 1 高齢者で汎用される薬剤の基本的な留意点
(薬 効群 と代表的薬剤の一般名 [販 売名の例])
加齢により睡眠時間は短縮 し、また睡眠が浅 くなる ことを踏 まえて、薬物療法 の前に、睡
眠衛生指導を行 う。必要 に応 して催眠鎮静 爵抗不安薬が用いられるが、ベ ンプジアゼ ピン系
薬剤 は、高齢者 では有害事象が生 じやす く、依存を起 こす可能性 もあるので、特 に慎重に投
与する薬剤に挙げ られている。
ベンプジアゼピシ系催眠館静薬
[ロ

(プ ロチプラム [レ ン ドルミン]、

ヒプノール、サイ レース]、 ヒ トラゼパム

フルニ トラゼパム

[ベ ンザ リン、ネルボン]な ど)は 、過

鎮静、認知機能の悪化、運動機能低下、転倒、骨折、せん妄などのリスクを有 している
ため、高齢者に対してはi特 に慎重な投与を要する。長時間作用型
ルメー ト]、 ジアゼパム

[セ ルシン、ホリゾン]、

ハロキサプラム

[ソ

(フ ,レ ラゼパム [ダ

メリン]な ど)は 、

高齢者では、ベンプジアゼピン系薬剤の代謝低下や感受性克進がみ られるため、使用す
高齢者の特性
を考慮 した薬
剤選択

るべきでない。また、トリアプラム [ハ ルシオン]は 健忘のリスクがあり使用はできる
だけ控えるべ きである
非ベ ンプジアゼ ピン系催眠鎮静薬 (プ ピク ロン [ア モバン]、 ゾル ピデム [マ イス リ

ー 三スプピクロン [ル ネスタ])も 転倒・骨折のリスクが報告されている。その他ペ
]、

ンゾジアゼピン系と類似の有害事象の可能性がある。

A.

ベ ンゾジアゼ ピン系抗不安薬 (ア ルプラゾラム

催 眠 鎮 静
薬・抗不安薬

[ヨ

ンスタン、ツラナックス]、 エチ

ゾラム [デパス]な ど)は 日中の不安、焦爆に用 いられる場合があるが、高齢者 では上
述 した有害事象の リスクがあり、可能な限 り使用を控 える。
漫然と長期投与せず、少量の使用にとどめるなど、慎重に使用する。ベ ンプジアゼピ
投与量 、使用

ン系薬剤は、海外のガイ ドライ ンでも投与期間を 4週 間以内の使用にとどめるとしてい

方法 に関す る

ることも留意すべ きである。

注意

ベ ンゾジアゼ 曽ン系薬剤は急な中止によ り離脱症状が発現するリスクがある ことに
も留意する。
多くの薬剤は主に CYP3Aで 代謝されるため、CYP3Aを 阻害する薬剤 との併用はなるベ
く避けるべ きである。CYPの 関与する主な相互作用は、別表 4を 参照。

他 の薬効群 の

メラ トエ ン受容体作動薬ラメルテオ ン

[ロ ゼ レム]は 、CYPlA2を 強 く阻害する選択的

薬剤 との相互

セ ロ トニ ン再取 り込み阻害薬 (SS田 )の フルボキサ ミン [デ プロメール、ルボックス]

作用 に関す る

との併用は禁忌である。また、オ レキシン受容体措抗薬スボ レキサ ン ト [ベ ルソムラ]

注意

は、併用によりCYP3Aで の代謝が阻害され、作用が著 しく増強するため、クラリス ロマ
イシン

[ク

ラリス、クラリシッ ド]な どCYP3Aを 強 く阻害する薬剤 との併用は禁急であ

る。

B.

高齢者のうつ病の治療には、心理社会的要因への対応や臨床症状の個人差に応 したきめ細
かな対応が重要である。高齢者のうつ病に対 して三環系抗うつ薬は、特に慎重に使用する薬

抗 うつ薬 (ス 剤に挙げられている。
三環系抗うつ薬 (ア ミトリプチリン [ト リプタノール アモキサ ピン [ア モキサン
ル ピ リ ド含 高齢者 の特性
を考慮 した薬 クロミプラミン [ア ナフラニール イミプラミン [ト フラニール]な ど)は 、SSRIと
む)
]、

]、

]、

剤選択

比較して抗コリン症状

(便 秘、日腔乾燥、認知機能低下など)や 眠気、めまい等が高率

14

でみられ、副作用による中止率も高いため、高齢発症のうつ病に対して、特に慎重に使
・

用する。

スルピリド Eア ビリット〜 ドグマチール]は 、食欲不振がみられるうつ状態の患者に
用いられることがあるが、パーキンソン症状や遅発性ジスキネジアなど錐体外路症状発
現のリスクがあり、使用はできるかぎり控えるべきである。
くロキセ
SSRI(セ ル トラリン [ジ ェイゾロフ ト]、 エスンタロプラム [レ クサプロ]、 ′
チン

[パ キンル]、

フルボキサミン

)も 高齢者に対して転
[デ プロメール、ルボックスコ

倒や消化管出血などのリスクがある。
痙撃、緑内障〔心血管疾患年前立腺肥大による排尿障害などの身体症状がある場合、
多くの抗うつ薬が慎重投与となる。
投与量 、使用
方法 に関す る
注意

三理系統 うつ業 とマプロチ リン [ル ジオ ミール]は 、緑内障と心筋梗塞回復初期には
禁忌であり、三環系抗うつ案 とエスンタ ロプラムは OT延 長症候群に禁忌である。
スルピリドは使用する場合には 50mg/日 以下にし、腎排泄型薬剤のため腎機能低下患

者ではとくに注意が必要てある。褐色細胞腫にスルピヴドは使用禁忌である。
SSRIは 急な中止により離脱症状が発現するリスクがあることにも留意する。
他 の薬効群の
薬剤 との相互
作用 に関す る
注意

SSRIの 使用に当た っては、CYPの 関与する相互作用な どを受けやすいため、併用薬に
注意が必要である。特にフルボキサ ミンは CYPlA2を 、パ ロキセチンは CYP2D6を 強 く阻
害 し、併用禁忌の薬剤もあることから、注意が必要セある。CYPの 関与する主な相互作
用は、別表 4を 参照。また、非ステ ロイ ド性抗炎症薬や抗血小板薬との併用は出血 リス
クを高めることが あるため注意が必要である。

BPSDの 原因となりうる心身の要因や環境要因を検討しⅢ対処する。薬剤が BPSDを 引き起こ

す こともあるため、関連が疑われる場合、まずは原因菓剤の中止を検討する。 これらの対応
で十分な効果が得られない場合は薬物療法を検討する。
薬物療法 としては、症状に応 じた薬剤の使用を検討する。
抗精神病薬 は、幻覚、妄想、焦燥、興奮、攻撃などの症状に対 して使用を考慮 しても
よいが、抗精神病薬の BPSDへ の使用は適応外使用であることに留意する。定型抗精神
病薬 (ハ ロペ リドール [セ レネース]、 ク ロルプロマジン

C.
BPSD治 療薬

[コ

ン トミン]、 レボメプロマ

高齢者 の特性

ジン [ヒ ルナ ミン、レボ トミン]な ど)の 使用はできるだけ控え、非定型抗精神病薬

を考慮 した薬

スペ リドン

剤選択

ファイ]、 クエチアピン

[リ

スパダール]、 オランザ ピン [ジ プレキサ]、 ア リピプラツール
[セ

[エ

(リ

ビリ

ロクエル]な ど)は 必要最小限の使用にとどめる。

抑肝散が使用されることが あるが、甘草が含まれるため、偽アル ドステロン症による
低カリウム血症に注意する。

・

抗 うつ業が認知症のうつ状態に用いられる賜合がある。三環系抗うつ薬 は、認知障害
のさらなる悪化の リスクが あるためできる限 り使用は控えるべ きである。
抗精神病薬 は、認知症患者への使用で脳血管障害および死亡率が上昇すると報告があ
投 与 量 、使 用
方 法 に 関す る
注意

イ

るため、リスクベネフィッ トを考慮 し、有害事象に留意 しながら使用する。認知機能低
下、錐体外路症状、転倒、誤疎、過鎮静等の発現に注意 し、低用量から効果をみながら
漸増する。効果が認められても漫然と毎 けず、適宜漸減、中止できるか検討する。 .
半減期の長い薬剤は中止後も有害事象が遷延する ことがあるので注意が必要である。
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非定型抗精神病来 には血糖値上昇の リスクがあり、クエチア ピンとオランザ ピンは糖
尿病患者への投与は禁忌である。
ブチロフェノン系 (ハ ロペ リドールなど)は パーキンソン病に禁忌である。
抗精神病薬や抗うつ案 の多くは肝代謝であり、高齢者では通常量より少ない量か ら開
始することが望ましい。また、てんかん発作の閾値の低下を起 こす ことがある。
他の薬効群 の
薬剤 との相互
作用 に関す る

抗精神病菓や挑うつ菓の多くは主に CYPに よる肝代謝を受け、CYPの 関与する相互作
用に注意が必要である。CYPの 関与する主な相互作用は別表 4を 参照。

注意

高齢者 においても降圧 目標の達成が第一 日標である。降圧案の併用療法 において葉剤数の
上限は無いが、服薬ア ドヒアランス等を考慮 して薬剤数はなるへ く少な くする ことが推奨 さ
れる。
Ca措 抗薬 (ア ムロジピン [ブ ルバスク、アム ロジン]、 ニ フエジピン [ア ダラー トCR]、
ベニジピン

[コ

エール]、 シルニジピン [ア テ レック]な ど)、 ARB(オ ルメサルタン [オ

ルメテック]、 テル ミサルタン

ACE阻 害菓

を考慮 した薬

D.

剤選択

高血圧治療

[タ

カルデイス]、 アジルサルタン Eア ジルバ]な ど)、

、ペ リン ドプリ
ナ トリル]、 エナラプリル [レ エベースユ

少量のサイアザイ ド系利尿薬

(ト

リク ロルメチアジ ド

[フ ルイ

トラン]な ど)が 、心血管疾患予防の観点から若年者 と同様に第一選択薬であるが、高
齢患者では合併症により降圧薬の選択を考慮す ることも重要である。
α道断薬

(ウ

ラ ビジル [エ ブランチル]、 ドキサゾシン

[カ ルデナ リン]な

ど)は 、

起立性1ヒ 血圧、転倒の リスクがあり、高齢者では可能な限 り使用を控 える。
β道断薬

薬

ミダプリル

｀シル]な ど)、
[コ ′

ル
高齢者 の特性

(イ

[ミ

(メ

トプロロール [セ ロケシ]な ど)の 使用は、心不全、頻脈、労作性狭心

症、心筋梗塞後の高齢高血圧患者に対 して考慮する。ACE阻 害業 は、誤疎性肺炎を繰 り
返す高齢者には誤疎予防 も含めて有用と考えられる。
サイアザイ ド系利尿業 の使用は、骨折 リスクの高 い高齢者で他に優先すべ き降圧薬が
ない場合に特に考慮する。
投与量 、使 用

過降圧を予防可能な血圧値の設定は一律 にはできないが、低用量 (1/2量 )か らの投

方法 に関す る

与を開始する他、降圧による臓器虚血症状が出現 した場合や薬物有害事象が出現 した場

注意

合に降圧薬の減量や中止、変更を考慮 しなければならない。

他 の 薬効群 の
薬剤 との相互
作用 に関す る

Ca結 抗来の多くは主にCYP3Aで 代謝されるため、CYP3Aを 阻害する薬剤との併用に十
ヽ

分に注意する。CYPの 関与する主な相互作用は、別表 4を 参照。

注意
高齢者糖尿病 では安全性 を十分 に考慮 した治療が求め られ るc特 に 75歳 以上や フ レイル・要介護では

E.
糖尿病 治療
薬

認知機能や 日常生活動作

(ADL)、

サポー ト体制 を確認 した うえで、認知機能 や ADLご とに治療 目標 を設

定抵すべ きである。
※2016年 に 日本糖尿病学会 ,日 本老年医学会の合同委員会 によ り高齢者 の血糖 コン トロー ル ロ標 (HbAlc
値)が 制定
高齢者 の特性

高齢者 はシ ックデイに陥 りやす く、また低血糖 を起 こ しやす い ことに注意が必要で あ
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を考慮 した薬
剤選択

る。インス リン製剤も、高血糖性昏睡を含む急性病態を除き、可能な限 り使用を控える。

SU薬

(グ

リメピリド [ア マリール]、 グリクラジ ド [グ リミク ロン]〜 グリベ ンクラ

ミ ド [オ イグル コン、ダオニール]な ど)の うち、グリベンクラミドなどの血糖降下作
用の強いものの投与は避けるべ きであるが、他の SU薬 についてもその使用はきわめて
慎重になるべ きで、低血精が疑わ しい場合には減量や中止を考慮する。
SU薬 は可能な限 り、DPP‑4阻 害薬への代替を考慮する。
メ トホル ミン [グ リコラン、メ トグル ヨ]で は低血糖、乳酸アシ ドーシス、下痢に注
意を要する。
チアゾリジン誘導体 (ピ オグリタプン [ア ク トス])は 心不全等心臓系のリスクが高
い患者への投与を避けるだけでなく、高齢患者 では骨密度低下・ 骨折のリスクが高いた
め、患者によつては使用を控えたほうがよい。
α―グル コシダーゼ阻害薬

(ミ

グリトール [セ イブル]、 ボグリポース :ベ イスン]、

アカルボース [グルコバ イ1)は 、腸閉塞な どの重篤な副作用に注意する。
SGLT2阻 害来

(イ

プラグ リフロジン

[ス ーグラ]、

ダパグリフロジン

[フ ォシーガ]、

ルセオグリフロジン [ル セフィ].ト ホグ リフロジン [デベルザ〜アプルウェイコ
、カナ
グ リフロジン

[カ ナグル]、

エンパグリフロジン [ジ ヤディアンス])は 心血管イベ ン ト

の抑制作用があるが、脱水や過度の体重減少、ケ トアン ドーシスなど様 々な副作用を起
こす危険性がある ことに留意すべ きである。高産腎機能「聴害患者ては効果が期待できな
い。また、中等度腎機能障害患者では効果が十分に得 られない可能性があるので投与の
必要性を慎重に判断する。尿路 ,性 器感染のある患者には、SGLT2阻 害薬の使用は避け
る。発熱 a下 痢・‖
区吐などがあるときないとは食思不振で食事が十分摂れないような場
合 (シ ックデイ)に 1ま 必ず休薬する。
投与量 、使用

.

高齢者 では、生理機能が低下 しているので、患者の状態を観察 しなが ら、低用量か ら

方法 に関す る

使用 を開始す るな ど、慎重に投与す る。腎機能が低下 している患者については、別表 3

注意

を参照。

インス リン製剤や SU薬 以外 でも複数種の薬剤の使用により重症低血糖の危険性が増
他 の薬効群 の
薬剤 との相互
作用 に関す る
注意

加することか ら、HbAlcや 血精値 をモニター しなが ら減薬の必要性を常に念頭において
おくべ きである。

SU薬 やナテグリエ ド [フ アスティック、スターシス]は 主に CYP2C9に より代謝され
るので、CYP2C9阻 害薬との併用に注意する。CYPの 関与する主な相互作用は、別表 4を
参照。
SGLT2阻 害案 は脱水 リスクの観点から利尿薬との併用は避けるべ きである。

生活習慣の指導に重点を置きつつ薬物治療を考慮する必要がある。
ス タチン (ロ スバス タチン

F.
脂 資異 常症
治療薬

′｀スタチ ン
高齢者 の特性
を考慮 した 薬
剤選択

[り

[ク

レス トール ]、 ア トルバス タチ ン

[リ

ピ トール]、 ピタ

′｀口]な ど)投 与によ り、65歳 以上 74歳 以下の前期高齢者において心

血管イベ ン トの一次予防、二次予防の両者共に有意 な低下 を認めたため、特に高 LDL血
症に対 してはスタチ ンが第一選択薬 と して推奨 され る。

75歳 以上の後期高齢者では、ス タチ ンによる心血管イベ ン トの二次予防の有意な低下
が認め られている一方、と次予防の有効性 は証明 されてお らず、一次予防 目的の使用は
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推奨されない。
スタチン以外の薬剤については十分な主 ビデンスがないため、慎重な投与を要する。
投与量、使用
方法 に関す る

スタチンの使用においては、高齢者 においても筋肉痛や消化器症状、糖尿病の新規発
症が多いとされており、 これ らに対する注意が必要である。

注意

スタチンとフィプラー ト系薬剤

(フ

ェノフィブラー ト [リ ピデイル、 トライコア]、

ベザフィプラー ド [ベ ザ トール]、 クリンフィプラー ト [リ ポクリン]、 クロフィプラー
ト)の 併用は横紋筋融解症の発症 リスクがあり、腎機能低下例には原則併用禁忌である。

薬剤 との相互

フルバ不タチン [ロ
ーコール]は 主に CYP209て 代謝されるため、これらの CYP阻 害薬 との併用によリスタ

作用に関す る

チンの血中濃度が増加する可能性があり、その有害作用に注意を要する。CYPの 関与す

注意

る主な相互作用は、別表 4を 参照.

他 の薬効群の

シンバスタチン

[リ

ポバス]、 ア トルバスタチンは主に

CYP3A、

また、肝取 り込み トランスポーターである OATPを 阻害するシクロスポリン

[ネ オー

スタチンはシ
スタチン、ピタ′｀
ラル]は スタチンの血中濃度を増加させる。特にロス′く
クロスポリンとの併用は禁忌である。

Bベ ネフィッ トパ ラン
高齢では抗凝固薬投与時の出血 リスクが高 いことに配慮 し、 リスク
スを評価 して投与の可否を判断すべ きである。複数の抗血栓薬等の長期 (1年 以上)併 用藤法
はなるべ く避ける。

(

直接作用型経口阻害案 (DOAC)(ア ピキサバン
[イ グザ レル ト]、

[エ

リキユース]〜 ダ ビガ トラン [プ ラ

エ ドキサバン

クシアナ])は 、アジ

高齢者 の特性

ザキサ]、 リバーロキサバン

を考慮 した薬

ア人ではワルフアリンと比較して消化管出血のリスクは少ないとされ、高齢患者では使

剤選択

用しやすい薬剤であると思われる。ただし、高度の腎障害のある患者に DOACは 使用禁

[リ

忌である。

DOACの 抗血小板薬との併用療法においては、出血 リスクが上昇するため、冠動脈ス
テン ト留置後な ど投与せざるを得ない場合においても長期間投与は避けるべ きである。
脳卒中の リスク評価には CHA2DS2‑VAScス コアが、抗凝固薬投与時の出血 リネクの評価

G.

投与量 、使用

抗凝 固薬

方法 に関す る
注意

itrよ HAS― BLEDス

コアがそれぞれ有用である。 このほか、高齢患者 ではがんや転倒の既

往、ポ リフアーマシーも大出血の リスクとされる。
ワルフアリン

[ワ ーフアリン]は 定期的に

PT‑lNRを 確認することによ り抗凝固作用

がモニターできるが、DOACは モニターができないため、定期的に腎機能を確認 して用量
が適正であるか見直 しが必要である。

ワルウアリンおよび DOACは それぞれ、併用薬 との相互作用に十分注意が必要である。
他 の薬効群の
薬剤 との相互
作用 に関する
注意

CYPの 関与する主な相互作用は、別表 4を 参照cリ バーロキサバンは強い CYP3A(あ る
いはP糖 蛋白)阻 害薬である複数の薬剤が併用禁忌に指定されている。ダビガ トランや
エ ドキサバンはP糖 蛋白阻善薬 との相互作用に注意が必要である。特にダビガ トランは
強力な P糖 蛋白阻害薬であるィ トラコナゾールは併用禁尋である。
ワルフアリンはビタミン Kを 多く含む食品や健康食品の摂取にも注意が必要であり、
納豆 、ク ロレラ、青汁に関 しては摂取 しないよ うに指導す る。

H

消化性潰瘍治療薬 は特に逆流性食道炎 (GERD)に おいて長期使用され る傾向にあるが、薬
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消化性潰瘍 物有害事象も知 られてお り、長期使用は避けたい薬剤である。
レ [ネ キンウム
プロ トンポンジ阻害薬 (PPI)(エ ツメプラゾーザ
治療薬

]、

[タ

ランツプラジール

ケプロン]、 ラベ プラゾール [パ リエ ッ ト]、 オメプラゾール [オ メプラール])は 、

その有効性に関する報告が多く、第一選択 として使用される。
高齢者の特性
を考慮 した薬
剤選択

H2愛 容体結抗薬 も有効な治療薬であるが、腎排泄型薬剤であることから腎機能低下
により血 中濃度が上昇 し有害事象の生 じる可能性が高 くなる。また、高齢者ではせん妄
や認知機能低下の リスクの上昇があり、可能な限 り使用を控える。
ボノプラザン

[タ

ケキヤブ]は PPI同 様に強力な胃酸分泌抑制作用があ り、PPI使 用

時の注意に準 じた経過観察を考慮する。
PPIは 安全性が高い葉剤であるが、長期投与により大腿骨頚部骨折などの骨折 リスク
の上昇やクロス トリジウム・ディフィンル感染症の リスクが高まることが報告されてい
投与量、使用

る。さらに長期使用によるアルツハ イマー型認知症の リスクの上昇についても報告があ

方法に関する

る。

注意

H2受 書体結抗菓

(フ

ァモチジン [ガスター]、 ニザチジン [ア シノン]、 ラエチジン

[ザ ンタック])は 、腎排泄型であり、腎機能が低下 している患者の使用の際に注意す

る (代 表的腎排泄型薬剤は別表 3を 参照)。

PPHま CYP2C1 9て 代謝 され るが、代謝における同酵素の寄与率は薬剤によ り異 なる。
他の 薬効群の

難治性 GERμ や事荘の食 道炎 tⅢ 単 I恥 :内 服 1■ ■る消化管出血 リスクの高 い症例 を除 いて

薬剤 との相互

は、3週 間 を超 える投与は控 え、継続す る場合にも常に リスクを考慮す る。CYPの 関与

作用 に関す る

する主な相互作用は、別表 4を 参照。

注意

H2受 容体桔抗薬の うち、シメチジン

[タ

ガメッ ト]は 複数の CYP分 子種 を阻害す るこ

とか ら、薬物相互作用に注意 を要す る。

NSAIDsは 上部消化管出血や腎機能障害、心血管障害などの薬物有害事象の リスクを有 して
おり、高齢者に対 して特 に慎重な投与を要する薬剤の一つである。
NSAIDs(セ レコキシブ
シカム

レカム]〜
[ロ ザ

[セ

レコックス]、 ロキツプロフエン

[ロ キソニン]、

ロルノキ

ジク ロフエナク [ボ ルタレン]な ど)の 使用はなるべ く短期間に

とどめるとともにi上 部消イ
ビ管出血の危険があるため、プロ トンポンプ阻害薬や ミツプ
高齢者 の特性
を考慮 した薬
I.

剤選択

消炎鎮痛薬

ロス トール [サ イ トテック]の 併用を考慮する。
セ レコキンブ、メロキシカム [モ ー ビック]等 の選択的 00X‑2阻 害業 は NSAIDs潰 瘍
発生の リスクの低減が期待できるため、特に消化性潰瘍の既往のある高齢者で NSAIDs
を使用せざるを得ない場合に使用を考慮する。
アセ トアミノフェン

[カ

ロナール]は NSAIDsに は分類されないが、消化管出血や腎

機能障害、心血管障害な どの薬物有害事象の リスクが NSAIDsに 比べて低いと考えられ
るため、高齢者に鎮痛薬を用いる場合の選択肢として考慮される。

NSAIDsは 腎機能 を低下 させ る リス クが高 いため 、軽度 の腎機能障害 を認める ことが
投与量、使用

多い高齢者 においては、可能な限 り使用 を控 え、やむ を得ず使用す る場合でもなるべ く

方法 に関す る

短期間・ 低用量での使用 を考慮する。また、心血管疾患の リスクも高めるため、 これ ら

注意

NSAIDsの 外用剤 と
の基礎疾患 を合併する高齢者 へ の投与 についても注意が必要である。
NSAIDsを 含有す る一 般用医薬品等 との併用でも薬物有害事象が問題 と
内服薬の併用や、
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なる可能性 が あるため、注意 が必要である。
アセ トア ミノ フ ェン を高用量 で用 いる場合 は肝機能障害の リスクが高 くなるため注
意が必要 である。一般用医薬品等 を含 めて総合感 冒剤等 に含 まれ るアセ トア ミノフェン
との重複 にも注意す る。
いずれ の鎮痛薬 を用 いるに しても、疼痛の原因・ 種類 を評価 した上でそ の内容に応 し
た治療 を行な うことが重要であ り、適切 な評価 を行 うことな く鎮痛薬 を漫然 と継続す る
ことは避 けるべ きである。

他 の薬効群 の

抗血小板業や抗凝固薬、精資ステロイドの併用患者ではNSAIDs漬 瘍のリスクが上昇
するため、これらの薬剤を使用する場合は、なるべくNSAIDsの 変更・早期中止を検討

薬剤 との相互

するcレ エン ロアンジオテンシン系阻害来

作用 に関す る

ド [ラ ンックス]、 アプセ ミド [ダ イアー ト]Ⅲ ス ピロプラク トン [ア ルダク トン]、 ト

注意

リク ロルメチアジ ド [フ ルイ トラン]な ど)と NSAIDsの 併用 により腎機能低下や低ナ
トリウム血症の リスクが高まるため、 これ らの併用はなるべ く避けるべ きである。

(ARB、

ACE阻 書業な ど)、 利尿薬

(フ

ロセ ミ

急性気道感染症の うち感冒や、成人の急性副鼻腔費、Att β 滴血性連鎖球菌が検出され て
いない急性咽頭費、慢性呼吸器疾息等の基礎疾息や合併症 のない成人の急性気管支炎 (百 日
咳を除 く)、 および軽症の急性下痛症については、抗菌薬投与を行わないことが推奨されて い
る。一方、高齢者 は上罷の感巣症であつても重症化する恐れがある ことに注意が必要である。
細菌感染症が想定され抗菌薬を開始す る場合は、原則的にはその細菌感染症の想定さ
高齢者 の特性
を考慮 した薬
剤選択

れるまたは判明 している起因菌に感受性を有す る抗菌薬を選択す る必要がある。不必要
に広域なスペク トラムを有する抗菌薬の長期使用は、薬剤耐性菌の増加に繋がる恐みが

あるため注意が必要である。
治療期間についても、原則的には感染症の種類毎の標準的な治療期間を達守する。治
療期間が短すぎる場合には治療失敗や再発の恐れが、また治療期間が不必要に長過ぎる
場合 は薬剤耐性菌の増加に繋がる恐れがあるため注意が必要てある。
投与量に関 しては、疾患や抗菌薬の種類毎に標準的な投与量を連守す るが、高齢者 で
は腎機能や肝機能が低下 している場合も多いため、それ らの状況に応 して適切な用法・

J.
抗微 生物薬
抗
(抗 菌薬 口

用量の調整を行う。ただ し、急性疾患では、まず十分量を投与 し有効性を担保すること

ウイルス薬 )

が、治療タイミングを逸 しないためにも肝要であり、高齢者であるか らといつて少なす
ぎる投与量で使用 した場合、有効性が期待できないだけでな く、薬剤耐性菌の増加に繋
投与量 、使 用
方法 に関す る
注意

がる恐れもあるため注意が必要である。投与量を調華する場合、一回投与量を減ず るか、
または投与間隔を延長す るかの判断は、薬理作用等の薬剤特性を考慮 して行う。例えば、
フルオ ロキプロン系抗歯薬 (ガ レノキサシン [ジ エニナック]、 ンタフロキサシン [グ

レースビット]、 レポフロキサシジ [ク ラビツト]、 トスフロキサシン [オ ゼックス]な
ど)等 の濃度依存性抗菌薬 の場合は、一 回投与量 は減ず る こと無 く、投与間隔 を延長す
るほ うがよいと考 え られ る。
バ ンコマインン塩酸塩やア ミノグ リコシ ド系抗 菌薬 (カ ナ マイシン)、 フルオ ロキ ノ

ロン系就歯来、セフエピム [マ キンピーム]、 アンクロビ″ [ゾ ビラツクス]な どの薬
剤については、腎機能の低下した高齢者では薬物有害事象のリスクが高いため特に注意
が必要である。
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マク ロライ ド系抗菌薬

(ク

ラリス ロマイシン

[ク

マイシン [エ リス ロシン])や アプール系抗真菌菓
ミヨナゾール

[フ

ラリス、クラリシッ ド]、 エ リス ロ

(イ

トラコナゾール

[イ

トリジール]、

ロリー ド]、 ポ リコナゾー,レ [ブ イ フエン ド]、 フルヨナゾール 〔
ジフ

ルカン])は CYPの 阻害作用が強 く、 この経路で代謝される他の薬剤の血中濃度が上昇
し薬物有害事象が問題となる恐れがある。CYPの 関与する主な相互作用は、別表 4を 参
照。カルバペネム系統菌業は、パルプロ酸ナ トリウム [デパケン]と 併用 した場合、パ
ルプロ酸の血中濃度が低下するため併用禁忌である。
他の薬効群の
薬剤 との相互
作用 に関す る
注意

フルオロキプロン系抗菌業 は NSAIDsと の併用で痙攣誘発の恐れがあるため注意が必
要である。
テ トラサイクリン系抗菌薬

(ミ

ツサイクリン [ミ ノマイシン]、 ドキシサイクリン [ビ

プラマイシン]、 アク ロマインシ)、 フルオ ロキプロン系統菌薬 は、アル ミニウムまたは
マグネシウム含有案剤、鉄剤 との同時服用で、キ レー トを形成 し吸収が低下するため、
併用を避けるか、服薬間隔を空ける必要がある。
ワルフアリンは抗菌薬との併用時に抗菌薬の腸肉細菌抑制作用 によ リビタミンK産生
が抑制され 、抗凝固作用が増強する恐れがあるため、血液凝固能を注意深 くモニタリン
グ し必要に応 じ用量を調整する必要がある。
抗 ⅢV葉 、抗 HCV薬 は、薬物相互作用が問題となる組み合わせが多岐に渡 り、且つ血
｀
注重深 く確認する必
中進産の変動 も大きいものが多いため、問題がないかどうか個別にす
要がある。

便秘の原因となる薬剤 (表 1を 参照)を 使用 している場合は、原因となる薬剤の変更 B中
止を検肘する。水分制限が ある疾患でなけれ ば、水分摂取を促 し、食物繊性 を取 り入れた食
事療法 と適度な運動で改善を図る。
マグネシウム製剤 (酸 1と マグネシウム)は 浸透圧下剤 として用量調節 しやす く、頻用
されているが、高齢者は腎機能が低下 しており、高マグネシウム血症に注意が必要であ
る。
高齢者の特性
を考慮 した薬
剤選択

K.

ル ビプロス トン [ア ミティーザ]は 、クロライ ドチヤネルアクチペー ターであり、血
ヽ
清中電解賀に影響なく便をやわらか くさせるためて硬便のため排便困難 となつている症
状に使用を検討する。
ナルデメジン [ス インプロイク]は 、オ ピオイ ド誘発性の難治性便秘であれば使用を
検討する。

緩下薬

マグネシウム製剤 を使用する場合は、低用量から開始 し、高用量の使用は避ける。定
期的に血清マグネシウム値 を測定 し、高マグネシウム血症の症状である悪心・嘔吐、血
投与量、使用

圧低下、徐脈、筋力低下、傾眠などの症状がある場合はマグネシウム製剤の中止と受診

方法 に関す る

をすすめる。

注意

刺激性下剤 は長期連用により耐性が生 して難治性便秘に発展することがある。また、
セ ンナなどに含まれ るアン トラキ ノン誘導体は大腸運動異常や偽 メラノーシス を引き
起 こす。刺激性下剤の使用は頓用にとどめるべ きである。

他の薬効群の
薬剤 との相互

マグネシウム製剤 は、フルオロキプロン系 Hテ トラサイクリン系抗菌薬 などの吸収 を
低下させるため、 これ らの薬剤との服用間隔を 2時 間程度空ける必要がある。
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作用 に関す る
注意

抗 コ リン作用を有する薬剤 は、口渇、便秘の他 に中枢神経系への有害事象 として認知機能
低下やせん妄などを引き起 こす ことが あるので注意が必要である。
認知機能障害の発現に関 しては、ペースラインの認知機能、電解質異常や合併症、さ
らには併用薬の影響な ど複数の要因が関係するが、特に抗 コ リン作用 は単独の薬剤の作
投与量 、使用
方法 に関す る
注意

用ではな く服用薬剤の総 コ リン負荷が重要 とされ、有害事象の リスクを示す指標 として
Anticholinergic risk scale(ARS)な どが用いられることが ある。
抗 ヨリン系葉剤 の多くは急な中止により離脱症状が発現するリスクがあることにも
留意する。

抗コ リン作用を有する薬物のリス トとして表にまとめた。列挙されている薬剤が投与
されている場合は中止・ 減量を考慮することが望ましい。
三環系抗うつ薬

(イ

ミプラミン

Eイ

ミドール、 トフラニール]、 クロ

ミプラミン [ア ナフラニール]、 アミトリプチリン

抗 うつ薬

[ト

リプタノール]

など)
パキンルコ
パロキセチン に
フェノチアジン系抗精神病薬 (ク ロルプロマジン [コ ン トミン]、 レポ
メプロマジン

抗精神病薬

L.抗 コ リン

[ヒ ルナミン、レポ トミン]な

ど)

非定型抗精神病薬 (オ ランザピン [ジ プレキサ]、 ク 由ザ ピン

[ク

ロ

ザ リル])

系薬

トリヘキシ7エ ニジル

パーキンソン病治療薬

他 の薬効群の

作用 に関する
注意

ピペ リデン [ア キネ トン]

抗不整脈薬

ジツピラミ ド Eリ スモダン]

骨格筋弛緩薬

薬剤 との相互

過活動膀脱治療薬
(ム

スカリン曼ゃ体結抗業
)

腸管鎮痙薬
制吐薬
‖2受 容体結抗薬

Hl受 容体措抗薬

[ア ーテン]

チザ三ジン [テ ルネリン]
オキシブチニン [ポ ラキス]、 プロピベ リン [バ ップフォー]、 ソリ
フェナシン [ペ シケア]な ど

´

ア トロピン、ブテルスコポラミン [ブ スコパン]な ど
プロクロルペラジン

[ノ

′ヽミン]

メ トクロプラミド [プ リンペラン]
すべての ‖2受 容体措抗薬 (シ メチジン [タ ガメット]、 ラニチジン [ザ
ンタック]な ど)
すべての第一世代 ‖1受 容体措抗薬 (ク ロルフエニラミン[ア レルギン、
ネオ レスタミン、ビスミラー]、 ジフエンヒ ドラミン [レ スタミン]
など)

※高齢者の安全な薬物療法ガイ ドライン 2015に 列挙され ている抗 ヨ リン作用のある薬
剤、Anticholinergic risk scaleに strongと して列挙されている薬剤および Beers
criteria 2015の Drugs with Strong Antichotinergic Propertiesに 列挙 されている

薬剤の うち日本国内で使用可能な薬剤に限定 して作成
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別表 2

その他の特に慎重な投与を要する薬物の リス ト
薬物

分類
(ク

抗 パー キ ン
ソン病薬

パー キ ンソン病治療

可能な限 り使用 を控える。

認知機能低下、せん妄 、過鎮静、

薬 (抗 コ リン薬 )

代替薬

ドパ

口腔乾燥、便秘 、排尿症状悪化、

[ア ーテン]、

尿閉

ビペ リデ

[ア キネ トン])

ン

経 ロス テ ロ イ ド薬
(プ レドニゾロン、メチ

ルプレドニ ゾロン

[メ

ンデ ロン]な ど)

[リ

慢性安定期の COPD患 者に は使用すべ きて

呼吸筋の筋 力低下および呼吸不

な い。

全の助長、消化性潰瘍の発生

ド 増悪時、 Ⅲ期以上の症例や入院管理が必

ロール]、 ベタメタゾシ

ジギタリス

:L―

リヘキシフエニジル

(ト

ステ ロイ ド

主な薬物有害事象 ・理 由

推奨 され る使用法

ラス又は一般名)

要な患者ては、プ レ ドニ プ ロン 40mg/日 を
5日 間投与が勧め られ る了

ジゴキ ンシ [ジ ゴシン、ハ

0.125mg/日 以下に減量す る。

ー フジゴキシン]

高齢者では 0.125mg/日 以下でもジギタ リ

ジギタリス中毒

ス 中毒の リスクがあるため、血中濃度や
心電図によるモ ニタTが 難 しい場合には
中止 を考慮す る。

利尿薬

ル ー プ利 尿 薬
(フ

ロセミド [ラ シック

ス]な ど)

必要最小限の使用にとどめ、循環血策量

起立性低血圧、
腎機能低下、
転倒、

の減少が疑われる場合、中止または減量

電解買異常

を考慮する。
適宜電解賢・ 腎機能のモニタリングを行
う

アル ドス テ ロ ン拮 抗
薬

(ス

ピロノラク トン

[ア ルダク トン A]、

プレレノン

β 遮断薬

[セ

ェ

ララ])

非選 択 的 β 遮 断薬
(プ ロプラノロール [イ

ンデラル]、 カルテオ ロ
ール

[ミ

ケラン])

適宜電解買・ 腎機能 のモ ニ タ リング を行

高 K血 症

つ。
特に (高 値 、腎機能低下の症例 では少量
の使用に とどめる。
気管支喘息や COPDで は β

f選

択的 β 遮断

薬 に限 るが、その場合で も適応 自体 を慎

呼吸器疾患の悪化や喘息発作誘
発

重に検討す る。
カル ベ ジ ロー ル [ア ーチス ト]は 、心不
全合併 COPD例 で使用可 (COPDの 増悪の報
告が少な く心不全へ の有用性が上回る。
気管支喘息では禁忌 )。

α 遮断薬

受容体サ ブタイ プ非

可能な限 り使用 を控 える。

選択 的 αl受 容体遮

代替薬

断薬

(テ

ラゾシン [ハ イ

トラシン、′｀ソメット]、

:(高 血圧 )そ の他の降圧薬

(前 立腺肥大症)シ ロ ドシン [ユ リー フ]、

タムス ロシン [ハ ルナール ]、 ナ フ トピ
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起立性低血圧 、転倒

プラゾシン

[ミ

ニ プレ

ス]、 ウラピジル

ジル [フ リバス]、 植物製剤な ど

ブ

[エ

ランチル]、 ドキサゾシ
ン [カ ルデナリン]な ど)

第一世代 h
受容体措抗
薬
制吐薬

容

受

体

措

抗

薬

一

(第

可能な限 り使用 を控 える。

認知機能低下、せん妄の リスク、

鳴

口腔乾燥、便秘

世代 )

メ トク ロプラ ミ ド [プ リ

可能な限 り使用 を控 える。

ドパ ミン受容体遮断作用により、

ンペ ラン]、 プ ロク ロル

パーキンツシ症状の出現・悪化が

ペ ラジン

起きやすい。

[ノ

ぜ

′｀ミン]、

プ ロメタジン [ヒ ベルナ、
ピレチア]

過活動膀脱
治療薬

オキンブチエ ン (経 口)
[ポ ラキス]

可能な限 り使用 しない。

尿閉、認知機能低下、せん妄の リ

代替薬 と して :他 のムスカ リン受容体措

スクあり。

抗薬

ム ス カ リン受容 体 措
抗薬

(ッ

リフエナシン

[ペ シケア]、

トルテ ロ

ジン [デ トルシ トール]、
フェッテ ロジン

[ト

.

口腔乾燥、便秘の頻度が高い。

低用量 か ら使用Ь

日腔乾燥、
排尿症状の悪化、
便秘 、

前立腺肥大症 の場合は αl受 容体遮断琴

尿閉

との併用。
必要時、緩下剤 を併用する。

ビエ

ース]、 イミダフエナシ
ン

[ウ

リトス、ステーブ

ラ]、 プロピベ リン [バ
ップフォー]、 オキンブ
チエ ン経皮吸収型 [ネ オ
キ シテー プ])

骨粗怒症治
療薬

活性型 ビタミン D3製 剤
(ア ルフアカルシ ドール

アルフアカルシ ドールは lμ g/日 以上の

サ プリメン トを含む Ca製 剤 との

投与は控える。

併用で高 カル シウム血症 による

ワンア
[ア ルフアロ‐ル、

認知機能低 下やせん妄な どを引

ルフア]、 エルデカルシ ト

き起 こす ことが あるので注意が

ール [エ デイロール])

必要である。

(高 齢者の安全な薬物療法 ガイ ドライン

2005(日 本老年医学会 )、 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 り改変引用 )
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別表 3

代表的腎排泄型薬剤
薬効分類

抗菌薬

抗ウイルス薬
H2受 容体措抗薬

糖尿病治療薬

不整脈治療薬

抗凝固薬
高尿酸血症治療薬
強心配糖体

精神 口神経疾患治療薬

薬物名

フルオ ロキ ノロン系抗菌薬 (レ ボフ ロキサシ ン他)
バ ンコマイシン塩酸塩
ア ミノグ リコシ ド系抗菌薬 (ゲ ンタマイシン硫酸塩)
バ ラシク ロ ビル塩酸塩
アシク ロビル
オセルタミビル リン酸塩 他
ファモチジン
ラニチジン塩酸塩 他
メ トホル ミン塩酸塩
シタグ リプチンリン酸塩水和物
ア ログ リプチン安息香酸塩 他
シベ ンゾリンコハ ク酸塩
ジソピラミ ド
ピルシカイニ ド塩酸塩 他
ダ ビガ トラ ンエテキシラー トメタンスルホン酸塩
リバー ロキサバ ン 他
ア ロプリノール
ジゴキシン
メチルジゴキシン 他
炭酸 リチ ウム
スル ピリ ド
リス ペ リ ドン
ア マ ンタジ ン塩 酸塩
メマ ンチ ン塩 酸塩
他
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他

別表 4.CYPの 関与する基買,阻 害薬,誘 導薬の代表例 (特 に高齢者での使用が想定
)
され注意が必要な
CYP分 子種

CYP2C9

CYP2019

CYP2D6

※

〔

阻害薬
基資の血中濃底を
上昇させる薬物等

〕 〔

チザニジン
ラメルテオン
デ ュロキセチン
ワルフアリン
フェニ トイン
グ リメピリド、グリベ ンクラミド、
ナテグリニ ド
ジク ロフェナク、セ レコキシブ
フルバスタチン

CYPlA2

GYP3A注 1、

基賞
阻書薬や勝導薬からの
相互作用を受ける薬物

2)

基質

〕〔

フルボキサ ミン
シプロフロキサシン
メキシレチン
ミコナゾール、フル コナ
ゾール
ア ミオダ ロン
ブコ ローム

フルボキサ ミン
ボリコナゾール
ール
ール
プラゾ
ポ
リコナゾール、 フルコ
メプラゾ
ランツ
、
オ
ナ ゾール
パ ロキセチン
デキス トロメ トルファン
テル ビナフィン
ノル トリプチ リン〜マプロチ リン
シナカルセ ト
メ トプロロール
ミラベグ ロン
ア トモキセチン
デ ュロキセチン
トルテ ロジン
トリアプラム、アルプラゾラム、ブ イ トラコナゾール、ボ リ
コナゾール、ミコナゾー
ロチゾラム
コナゾール
ル、フル
スボ レキサ ン ト
｀
′
ス
シンバスタチン、ア トル スタチン クラリ ロマイシン、エ
ニ ソルジピン、フエロジピン、アゼ リス ロマイシン
ジルチアゼム、ベラパ ミ
ル ニ ジピン、ニ フエジピン
ル
リバーロキサバ ン
グ レープフルーツジュー
チカグ レロル
エ プレレノン
ス
(相 互作用を受ける薬物)は 、その

謗導案
基賞の血中濃度を
低下させる薬物等

〕

リファンピシン

リフアンピシン

リフアンピシン、 リフ
ァ ブチン
フ ェノパル ビタール 、
フ iニ トイン、カル バ
マゼ ピン
セ ン トジ ョー ンズワー
ト

CYP分 子種で代謝される薬物 である。基資の薬物は、同 じ代謝

酵素の欄の阻害薬 (血 中濃度を上昇させる薬物等)、 誘導薬 (血 中濃度を低下 させる薬物等)の 薬物 との併
用により相互作用が起 こり得る。一般 に血中濃度を上昇させる阻害薬との組み合わせでは基質の効果が強
まって薬物有害事象が出る可能性があり、血中濃度を低下させる誘導薬 との組み合わせでは効き目が弱 く
なる可能性がある。なお、多くの場合、基質同士 を併用 してもお互いに影響はない。
上記薬剤は 2倍 以上あるいは 1/2以 下への AUCも しくは血中濃度の変動 による相互作用が基本的に報告

※

されているものであり、特に高蛉者での使用が想定され、重要であると考えられる薬剤をリス トアップし
ている。抗 HIV薬 、抗 HCV薬 、抗がん薬など相互作用を起 こしうる金ての薬剤を含めているものではない。
組み合わせによつては 5倍 以上、場合によつては 10倍 以上に血中濃度が上昇するものもある。
※

本表はすべ てを網羅 したものではない。実際に相互作用 に注意すべ きかどうかは、医薬品添付文書 の記
載や相互作用の報告の有無な ども確認 して個別の組み合わせ ごとに判断すること。

注1

ベ ンプジアゼ ピン系薬や Ca拮 抗葉は主に CYP3Aで 代謝される薬物が多い。本 リス トでは、そのなかでも
CYP3Aの 寄与が高 いことが良く知 られている薬物を例示 した。

注2

消化管吸収における CYP3A、 P糖 蛋自の寄与は不明瞭であることが多く、また両方が関与するケースもみ
られることに注意を要する。また CYP3Aの 阻害薬については、P糖 蛋白も阻害す る場合が多い。
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)薬

(別 紙

物動態、腎機能低下時及び薬物相互作用について

(1)加 齢に伴 う薬物動態および薬力学の変化
O薬 物動態
薬物動態は、吸収 (Absorption)、 分布 (Distribution)、 代謝 (Metabolism)、 排泄
(Excretion)の ADMEと 略称されるステップにより規定される。それぞれ加齢により
以下 (蓉 )の ような影響を受けるが、特に代謝や排泄は加齢の影響を受けやす く、薬
物の消失能力 (薬 物クリアランス)に 関わるので重要である。
一般に、多くの薬物は体内曝露量 と効果 日薬物有害事象の関連性が高 く、その体内
曝露量を規定する因子 として濃度時間曲線下面積 (Area Under the Curve i AUC)が あ
る。薬物を投与 した場合、AUC=投 与量/全 身 (あ るいは経 口)ク リアランスの関係があ
るため、高齢者で肝クリアランスや腎クリアランスの低下に伴 う全身 (あ るいは経 口)
ク リアランスの残存率に応 じて減量することにより、理論的には肝機能や腎機能が正
常な場合 と同 じ AUCを 維持 で きる。 これは、後述す る腎機能低下時の投与設計
(Giust卜 Hayton法 )や CYPの 阻害 によるAUCの 変化などの考え方の基本となる。
表

1.加 齢 に伴 う生理学的変化 と薬物動態 の 変化
.加

吸収

分布

的に伴 う生理学的変化

一般的な薬物動触の変化

消化管運動機能低下
消化管血 流量低下
胃内 pH上 昇

最高血中濃度到達時間延長
(薬 剤によ つては血中濃度上昇
あるいは低下)

体脂肪率増大

脂溶性薬物 の分布容積増大
(血 中半減期延長)

体内水分量減少

水溶性薬物 の分布容積減少

血 策中アル ブミン濃度低下

酸性薬物 の蛋白結合率低下

肝重量減少
代謝

肝ク リアランス低下
※相互作用の影響も重要

肝 血 流量低下

薬物代謝酵素活性低下
腎血流量低下
排泄

腎クリアランス低下
※高齢者で特に影響が大きい

糸球体濾過量低下
尿細管分泌低下

O薬 力学
薬物 血 中濃度 が 変動 しな くて も、加齢 に伴 い標 的分子 へ 反応性 が 変化す る薬物 もあ
る。 β 受容体刺激薬 に対す る感受性低下 、抗不安薬や睡眠薬 、抗 コ リン薬 に対す る感
受性克進 な どが知 られ ている。
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(2)ク レア

リアラ ンス

上 る腎機能評価

I

腎排泄型薬物の投与量設定には、適切な腎機能評価が重要であり、不適切な腎機能
評価は適量投与や過少投与につながる。腎機能評価は実測のク レアチエンクリアラン
ス (CCr)で 行うことが理想であるが、実臨床において全例測定することは非現実的で
ある。また、腎機能低下があつても、高齢者の場合、血清ク レアチエン値 (SCr)は 正
常範囲内であることが多い。 したがって、薬物投与量を設定する際は、SCrだ けで判
断せず、COckcroftTGault式 (CG式 )に よる推纂 Ccr、 または推算糸球体濾過量 (eGFR)
による腎機能評価が必要である。ただ し、CG式 による推算 Ccrは 肥満患者では腎機能
を過大評価 してしまうこと、また Jaffe法 で測定された SCrを 基準に作成された式で
あるため、本邦のほとんどの施設で採用 されている酵素法で測定された SCrを 用いる
際は、実測 SCrに 0.2を 加えて計算する必要がある点に留意する。

(3)推 算糸球体濾過量

(eGFR)に よる腎機能評価

標準化 eGFR(単 位 :mL/min/1.73m2)は 、各患者の体格が一律 1.73m2で ぁると仮定
した場合の腎機能であり、特に体格の小さい高齢女性等では腎機能の過大評価に伴 う
過量投与につながるため、その言まで1ま 投与量設定には適 さない。 したが って、cGFR
を投与量設定に用 いる際には、個 々の患者の体表面積 に合わせた eGFR(個 別化 eGFR)
を用 いる必要がある。なお、薬物の投与量が体重や体表面積あた りで設定されている
対応す る腎機能 としては標準化 eGFR
既に体格を考慮 している投与量のため、
場合には、
:mL/min/1.73m2)を 用いる。

(単 位

(4)ク レアチエンを いた腎機能評価め問

点 とシス タチ ン

性

SCrは 、長期臥床、サル コペニ ア・ フ レイルな ど筋 肉量 が少 な い患者 では、腎機能
を反映 しない こ とが 多 い。 この よ うな患者 では、筋 肉量 に影響 され な いシスタチ ン C
を用 いた 腎機能推算 式が有用である。
表 2.各 種 腎機能評価 方法 とその特徴
ロク リアラ ンス

ク レ

Ccr=

(■

(哩

B酵 素法 (本 邦での測定法 )で 測定 され た SCr
を用 いる際 は、実測値に 0,2を 加 えて代入

40‑年 齢)X体 重
72XSCr

・ 筋肉量 が少な い患者 では腎機能 を過大評価
L肥 満患者 では腎機能 を過大評価

※女性は、0,85を 乗ずる
蒋要猶二化 eGFR (SCrか ら算 出 )

94x』 亭齢
eGFR=194 x SCr 1・ °
※女性は、0.739を 乗ずる
1固

月ulヒ eGFR (

で個 々の患者 の体格は考慮 しない式のため、薬剤
投与量設定には適さない場合が多い
・ 筋肉量が少ない患者 では腎機能 を過大評価

‑0.287

B薬 剤投与量設定 に適 して いる

)

個別化 eGFR=標 準化 eGFR x

患者の体表面積

。筋肉量 が少な い患者 では腎機能 を過大評価

1.73
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標 準 化 eGFR(シ ス タチ ン Cか ら算 出 )
9xO.996年 齢)̲8
男性 :eGFR=(104 x CysC 1'°
・
女性 :eGFR=(104 x CysC 1・ 019

x O。

996年 齢 xO。 929)‑8

t薬 剤投与量設定に適 している

個別化 eGFR(シ ス タチ ン Cか ら算 出 )
個 男Jtt

eGFR=標 準 化 eGFR X

・ 筋肉量の影響 を受けな い
・ HⅣ 感染、甲状腺機能異常、シク ロス ポ リンな
どの薬剤投与 の影響を受ける可能性がある

患者の体表面積
1.73

(5)薬 剤投与量 の簡便 な設定方法

・個々の患者の体格は考慮 しない式のため、薬剤
投与量設定には適 さな い場合 が 多い
。筋肉量 の影響 を受けな い
・HⅣ 感染、甲状腺機能異常、シク ロス ポ リンな
どの薬剤投与の影響 を受ける可能性がある

(Giusti― Hayton法 )

腎機 能 低 下 患 者 に 対 す る 腎排 泄 型 薬 剤 の 投 与 量 を設 定 す る簡 便 な 方 法 と して
Giust卜 Hayton法 が ある。下記の式で求め られ る補正係数 (G)を 常用量 に乗算す る こ
とで対象患者 に対ナ る至適投与量 を、または投与間隔 を除す る事 によ り延長す べ き投
与間隔 を算 出す る ことが で きる。下記の式 において 、 一 般 に 腎機能 正常 者 の

Ccrは

100mL/minと して考 える。また 、Ccrの 代わ りに eGFRを 用 いて もよい。
補 正係数 (G)=1‑投 与薬剤 の尿 中未変化体排泄率

※

X

(

1‑

対象患者 の Ccr
腎機能 正常者 の

※ 静脈内投与時の値を使用する、または経 口投与時の値を使用する際は生物学的利用率 (F)で 除
することによ り補正 したものを用 いる
※ 代謝物が活性を有する場合は、代謝物の尿中排泄率も考慮する
例 :フ ァモチジン (常 用量 40mg/日 、尿中未変化体排泄率 80%)を Cor 50mL/minの 患者に投与す
る場合、投与補正係数 Gは 、卜0.8XO.5=0.6と なる。補正係数から、この患者では 40mg/日
XO.併 24mg/日 を投与することで腎機能正常者とほぼ同じ血中濃度になる。

(6)薬 物相互作用
薬物相互作用の発現機序 には 、薬物動態学 (pharmacokinetics)的 相互作用 と薬 力
学 (pharmacodynamics)的 相互作用 が ある。
薬物動態学 的相互作用 は、薬物 の 吸収 、分布、代謝 、排泄 が他 の薬物 によ り影響 を
受 け、血 中濃度 が 変動す る こ とによつて過剰 な効果の発現 (中 毒 )や 効果の減弱が起
こる場 合 を い う。代表的な もの には 、肝臓 での 薬物代謝酵素活性 の 阻害な どが ある。
薬物相 互作用の 約 40%が 代謝部位 での薬物動態学的相互作用 で ある ことが報告 され て
お り、その相互作用の 多 くが シ トク ロム P450(GYP)を 介 した機序 で あるが 、 トラン
ス ポー ター を介 した重 要 な相互作用の報告 も増 えている。薬 力学的相互作用は、薬物
の体 内動態 (血 中濃度 )に は変化 はないが 、受容体 な どの作用 部位 での相互作用や同
様 の 薬効 の重複 な どによつて、効 果 の増強や減弱 が起 こる場合である。気管支拡張薬
と気管 支収縮作用 を有す る β 受容体遮断薬 の併用 による喘息症状 の悪化 、中枢神経抑
制薬の併用 による傾眠 、抗 ドパ ミン作用 を有す る薬剤の併用 による薬剤性 パ ー キ ンソ
ニ ズム 、抗 コ リン作用 を持 つ薬物 の 併用 による口渇、排尿障害 、便秘 な どが あげ られ
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る。

(7)CYP の関与する

互作用

CYP分 子種の薬物代謝への寄与は CYP3A、 CYP2D6、 CYP2C、 CYPlA2の 分子種で 90%以
上 を占めている。特に CYP3Aは ヒ ト小腸および肝臓における最も主要な CYPで あり、
CYPに より代謝される薬物の うち約 50%に 関係す る。ある CYP分 子種による消失 (ク リ
アランス)の 寄与が高 い基質 (代 謝 を受ける薬物)で も、臨床用量ではその CYP分 子
種を阻害 しない場合が多く、代謝の寄与の程度 と阻害の程度は別に考える必要がある。
陶 状況下 (ヒ トに投与
ア
薬物代謝酵素の活性変化による相互作用については、カ レ
した状況下)で 基質薬の消失 (ク リアランス)に 該当の代謝酵素がどの程度寄与 して
いるのかと、阻害薬あるいは誘導薬が該当の代謝酵素の活性をどの程度阻害あるいは
増大するのかを評価す ることが重要となる。

(8)相 互作用の回避とマネジメン ト
薬物相互作用は、単に治療効果の減弱あるいは増強のみならず、時 として重大な有
害作用をおよはす ことが あり、その評価 と回避が重要な位置づけとなる。相互作用に
よる血中濃度の変化の大きさが、どの程度効果や薬物有害事象 に影響するかは、薬剤
および症例個別に考える必要が ある。常に相互作用に関する認識 を持ち、最新の情報
の収集に努め、患者個別に相互作用を評価することが、薬物療法の安全性確保の観点

から重要な要件 となる。 (
相互作用を起 こす可能性のある薬剤の組み合わせが処方されている場合、処方の経
緯、患者背景、相互作用により起 こ り得る作用の重篤度、代替薬に関する情報などを
考慮 して、効果及び有害作用のモニタァ、中止、減量、代替薬べの変更等を行 い、処
方の適正化を図る ことが重要である。

′ｔ
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