
（プロフィール）

高齢者医療における
診療ガイドラインの活用

昭和３５年 鳥取県生まれ

昭和６０年 東京大学医学部卒業

平成６年 東京大学医学部老年病学教室助手

平成８年 ハーバード大学研究員

平成１２年 杏林大学医学部高齢医学 講師

平成１４年 同 助教授

平成１６年 東京大学大学院医学系研究科加齢医

学助教授（平成１９年 准教授へ職名変更）

平成２５年７月 同教授

推奨著書：薬は５種類まで（PHP新書）

秋下 雅弘
東京大学医学部附属病院 老年病科 教授
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 エビデンス不足：特に要介護高齢者や
後期高齢者

 専門性と多病性：専門領域以外の多疾患
と多彩な病像、障害への対処

 安全性：医原性疾患が多く、濃厚な医療提
供はしばしば適切でない．逆に過少医療も
懸念．

 多様な医療現場：急性期～慢性期病院、
クリニック、介護施設、在宅医療

高齢者に対する医療提供の難しさ
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高齢者のEBMとガイドライン

高血圧

脂質異常症

糖尿病

ＣＫＤ

後期高齢者？ 要介護？
認知症？

合併したら？

臓器別管理？

⇒個別にしかも包括的に考えた治療



高齢者脂質異常症診療ガイドライン 2017
（日本老年医学会）

CQ2 スタチンは高齢者の心血管イベント発症リスクを低
下させるか？

【要約】
●高齢者におけるスタチン治療は冠動脈疾患の二次予
防効果が期待できる（推奨グレード A）．

●前期高齢者（75 歳未満）の高 LDL-C 血症に対する
スタチン治療は冠動脈疾患，非心原性脳梗塞の一次
予防効果が期待できる（推奨グレード A）．

●後期高齢者（75 歳以上）の高 LDL-C 血症に対する
脂質低下治療による一次予防効果は明らかでない．



高齢者高血圧診療ガイドライン 2017
（日本老年医学会）

III-CQ1 高齢者高血圧の降圧薬開始基準となる血圧
値と到達目標の血圧値はいくつか？
【要約】
a）65～74歳には140/90 mmHg以上の血圧レベルを降圧
薬開始基準として推奨し，管理目標140/90 mmHg未満
にする．（推奨グレード A）

75歳以上では 150/90 mmHg未満を当初の目標とし，忍
容性があれば 140/90 mmHg未満を降圧目標とする．
（推奨グレード A）．

b）自力で外来通院できないほど身体能力が低下した患者
や認知症を有する患者では，降圧薬開始基準や管理
目標は設定できず個別に判断する．（推奨グレードB）
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年齢階級別にみた多剤処方の割合

（呉市国民健康保険及び後期高齢者医療広域連合 多剤集計）

内服薬のみ（入院外、 14日以上）

厚労省第2回「高齢者医薬品適正使用検討会」資料より
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60

薬剤数

１）薬物有害事象の頻度
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*
*

*

20

東大病院老年病科
入院患者2,412名の解析

２）転倒の発生頻度

都内診療所通院患者
165名の追跡調査（2年間）
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(%)
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薬剤数

6剤以上
5剤以上

*P<0.05 
vs 5剤以下

*P<0.05 
vs 4剤以下

高齢者の多剤併用と老年症候群：
何剤からPolypharmacy？

(Kojima T, Akishita M, et al. Geriatr Gerontol Int 2012)



－全国高齢者20年の追跡調査－

自立

手段的日常
生活動作に
援助が必要

基本的＆手段的
日常生活動作に
援助が必要

死亡 0

1

2

3

63-65 66-68 69-71 72-74 75-77 78-80 81-83 84-86 87-89

年齢

(70.1%)(19.0%)

(10.9%)

自立度の加齢変化パターン ＜男性＞

秋山弘子（東京大学高齢社会総合研究機構）ほか アメリカ老年学会2008年次大会



（Minds2014より）



非高齢者 前期高齢者 後期高齢者 フレイル

益（効果）

害（有害作用）

治療による益と害の加齢変化（イメージ）

？

？
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高齢者に対する適切な医療提供の指針

1. 高齢者の多病と多様性

2. QOL維持・向上を目指したケア

3. 生活の場に則した医療提供

4. 高齢者に対する薬物療法の基本的な考え方：

・有害事象や服薬管理、優先順位に配慮した

薬物療法を理解し、実践する。

5. 患者の意思決定を支援

6. 家族などの介護者もケアの対象に

7. 患者本人の視点に立ったチーム医療

作成：厚労科研研究班（主任：秋下雅弘）、日本老年医学会、
全国老人保健施設協会、日本慢性期医療協会 協力：日本医師会

（日本老年医学会HP）
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重篤な有害作用が出やすい薬剤

有害作用の頻度が多い薬剤

安全性に比べて有効性が劣る／
より安全な代替薬がある

特に慎重な投与を要する薬物とは

Potentially Inappropriate Medications

Beers 基準（米国）

STOPP（欧州）

慎重投与薬のリスト（日本老年医学会）
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高齢者に対して特に慎重な投与を
要する薬物のリスト

＋

高齢者の処方適正化ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾂｰﾙ
＋
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高齢者の処方適正化スクリーニングツール

・特に慎重な投与を要する薬物のリスト
・75歳以上の高齢者および75歳未満でもフレイル～
要介護状態の高齢者を対象
・慢性期、特に1か月以上の長期投与を適用対象
・利用対象は実地医家による非専門領域の薬物療法
・薬剤師、服薬管理の点で看護師も利用対象

・高齢者全般を対象
・利用対象は、上記リストと同様

・開始を考慮するべき薬物のリスト

Screening Tool for Older Person’s  appropriate 

Prescriptions for Japanese: STOPP-J
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リストの意味

特に慎重な投与を要する薬物のリスト

薬物有害事象の回避

服薬数の減少に伴うアドヒアランスの改善

開始を考慮するべき薬物のリスト

高齢者に対する過少医療の回避

高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015
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章別採択論文数

項目 細目
一次選択論文 採択論文

ハンド
サーチ
論文

MEDLINE Cochrane 医中誌 計 MEDLINE Cochrane 医中誌 計

1 精神疾患

BPSD 212 202 251 665 91 38 23 152

31不眠 150 65 212 427 45 14 25 84

うつ 167 172 160 499 61 50 7 118

2 神経疾患
抗認知症薬 216 143 359 40 37 46 123

47
パーキンソン病 147 122 269 45 47 52 144

3 呼吸器疾患 肺炎、COPD 197 102 120 419 16 9 7 32 14

4 循環器疾患
抗血栓薬、抗不整脈薬 169 136 162 467 51 25 0 76

13
心不全薬 232 146 336 714 50 29 14 93

5 高血圧 139 150 44 333 53 38 16 107 2

6 腎疾患 CKD 86 99 116 301 22 36 15 73 4

7 消化器疾患 GERD、便秘など 105 51 63 219 83 36 44 163 27

8 糖尿病 155 136 291 41 42 83 3

9 脂質異常症 177 125 302 139 57 196 3

10 泌尿器疾患 164 144 110 418 164 23 20 207 17

11 筋・骨格疾患 骨粗鬆症、RA 235 168 313 716 71 26 14 111 12

12 漢方薬 241 60 202 503 45 12 0 57 7

13 在宅医療 92 65 57 214 25 22 19 66 1

14 介護施設の医療 77 17 52 146 77 17 37 131 4

15 薬剤師の役割 43 32 40 115 43 31 8 82 2

総計 3,004 2,135 2,238 7,377 1,162 589 347 2,098 187
採択論文がすべて本文に引用されたわけではない。引用文献数については各章の本文を参照。

高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015
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本ガイドラインにおけるエビデンスの質・
推奨度の評価方法 1

●評価手順：総体エビデンスの質

1. サマリー/薬剤リストに対する引用文献・参考文献を挙げる

2. サマリー/薬剤リストごとに、グレードを下げる評価・上げる評価を行う
※評価は研究デザインごとに行い、エビデンスの質はRCT「高」、観察研究「低」から開始
●グレードを下げる5要因の評価：該当する場合、エビデンスの質を下げる
●グレードを上げる3要因の評価：該当する場合、エビデンスの質を上げる

3. グレードの上げ下げの結果から、最終的なエビデンスの質が決定

研究
デザイン

エビデンスの質
(スタート地点)

グレードを下げる
5要因の評価

グレードを上げる
3要因の評価

エビデンスの質
(Quality of Evidence)

RCT 高からスタート

バイアスのリスク
非一貫性
非直接性
不精確さ
出版バイアス

※RCTでは行わない

高/中/低/不十分

観察研究 低からスタート

バイアスのリスク
非一貫性
非直接性
不精確さ
出版バイアス

効果の程度が大きい
用量・反応勾配
すべての交絡因子

バイアスのリスク：研究にバイアスのリスクがあるか 非一貫性：研究によって治癒効果の推定値が大きく異なる・ばらつきがあるか
非直接性：CQと評価される研究との間に臨床状況・集団・条件などの相違があるか 不精確さ：その研究が十分なサンプルサイズ/イベント数を含んでいるか
出版バイアス：専門家としての知見に基づいて評価

（先行研究があれば、そこでの評価結果を用いる） （参考 相原守夫：GRADEシステム. http://grade-jpn.com/）

高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015
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本ガイドラインにおけるエビデンスの質・
推奨度の評価方法 2

●評価手順：推奨度

サマリーの内容、薬物リストについて、強く推すか・弱く推すかを“強”または
“弱”で示す（「推奨する」、「推奨しない」の記載は行わない）。

以下の決定要因について「はい」に該当する項目が多いほど、推奨度は「弱」にな
る。

推奨の強さの決定要因 推奨度

望ましい効果と望ましくない効果のバランスが不確実

強/弱
エビデンスの質が低い

患者の価値観や好みの不確実さ、あるいは相違

正味の利益がコストや資源に見合うかどうか不確実

（参考 相原守夫：GRADEシステム. http://grade-jpn.com/）

高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015



認知機能低下を理由とした
「特に慎重な投与を要する薬物のリスト」の代表的薬剤

薬剤
（クラスまたは一般名）

主な副作用・理由 エビデンスの質と推奨度

抗精神病薬

錐体外路症状、過鎮静、認知機能低下、脳血管
障害と死亡率の上昇
非定型抗精神病薬には血糖値上昇のリスク

エビデンスの質；中
推奨度；強

ベンゾジアゼピン系
睡眠薬・抗不安薬

過鎮静、認知機能低下、せん妄、転倒・骨折、
運動機能低下

エビデンスの質；高
推奨度；強

三環系抗うつ薬
認知機能低下、便秘、口腔乾燥、
誤嚥性肺炎、排尿症状悪化、尿閉

エビデンスの質；高
推奨度；強

パーキンソン病治療薬
（抗コリン薬）

認知機能低下、せん妄、過鎮静、便秘、
口腔乾燥、排尿症状悪化、尿閉

エビデンスの質；中
推奨度；強

オキシブチニン(経口)
尿閉、認知機能低下、せん妄
口腔乾燥、便秘

エビデンスの質；高
推奨度；強

H1受容体拮抗薬（第1世代） 認知機能低下、せん妄、口腔乾燥、便秘
エビデンスの質；中
推奨度；強

H2 受容体拮抗薬 認知機能低下、せん妄
エビデンスの質；中
推奨度；強

（高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015）
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「特に慎重な投与を要する薬物のリスト」に含まれる
その他の主な薬物

薬剤
（クラスまたは一般名）

主な副作用・理由 推奨される使用法
エビデンスの質
と推奨度

非ベンゾジアゼピ
ン系睡眠薬

転倒・骨折。そのほかベ
ンゾジアゼピン系と類似
の有害作用の可能性あり

漫然と長期投与せず、減量、中止を検討
する。少量の使用にとどめる

エビデンスの質;
中
推奨度;強

スルピリド 錐体外路症状
可能な限り使用を控える。使用する場合
には50mg/日以下に。褐色細胞腫にスルピ
リドは使用禁忌

エビデンスの質;
低推奨度;強

複数の抗血栓薬（抗
血小板薬、抗凝固
薬）の併用療法

出血リスクが高まる
長期間（12カ月以上）の使用は原則とし
て行わず、単独投与とする

エビデンスの質;
中
推奨度;強

ループ利尿薬

腎機能低下
起立性低血圧、転倒、
電解質異常

低用量の使用にとどめ、循環血漿量の減
少が疑われる場合、中止または減量を考
慮する。適宜電解質・腎機能のモニタリ
ングを行う

エビデンスの質;
中
推奨度;強

SU薬
低血糖とそれが遷延する
リスク

可能な限り使用を控える。
代替薬としてDPP-4阻害薬を考慮。

エビデンスの質;
中
推奨度;強

NSAIDs
腎機能低下、上部消化管
出血のリスク

1．使用をなるべく短期間にとどめる
2．中止困難例では消化管の有害事象の予
防にプロトンポンプ阻害薬やミソプロス
トールの併用を考慮

エビデンスの質;
高
推奨度;強
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「特に慎重な投与を要する薬物のリスト」の
使用フローチャート 1

*：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

ある

ないまたは患者の不同意

可能

困難 非薬物療法があれば導入

有効

効果不十分

範囲内

範囲外

有効*

疑わしい

リストにある薬物を処方している

代替薬はあるか 代替薬に変更

新規薬剤への切り替え

減量・中止は可能か 減量・中止

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

代替薬の継続

慎重に継続

慎重に継続

推奨される使用法の範囲内か 効果はあるか

高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015



薬物
（クラスまたは一般名）

推奨される使用法
（対象となる病態・疾患名）

エビデンスの質と
推奨度

L-ドパ（DCI配合剤）

精神症状あるいは認知機能障害を合併するか、症状改善の必要性が
高い高齢パーキンソン病患者。
1日量150mgから開始し、悪心・嘔吐などを観察しながら増量し至適用
量にする

エビデンスの質;高
推奨度;強

インフルエンザワクチン
高齢者での接種が奨められる。特に、呼吸・循環系の基礎疾患を有す
る者に奨められる

エビデンスの質;高
推奨度;強

肺炎球菌ワクチン
高齢者での接種が奨められる。特に、呼吸・循環系の基礎疾患を有す
る者に奨められる。インフルエンザワクチンとの併用が奨められる。

エビデンスの質;高
推奨度;強

ＡＣＥ阻害薬

心不全
誤嚥性肺炎ハイリスクの高血圧
（脳血管障害と肺炎の既往を有する高血圧）

エビデンスの質;高
推奨度;強

ARB
心不全に対してACE阻害薬に忍容性のない場合に使用。
低用量より漸増

エビデンスの質;高
推奨度;強

スタチン
冠動脈疾患の二次予防、および前期高齢者の冠動脈疾患、脳梗塞の
一次予防を目的に使用する

エビデンスの質;高
推奨度;強

受容体サブタイプ選択的α１
受容体遮断薬

前立腺肥大症による排尿障害。
特に尿閉の既往がある場合（尿閉後の使用でカテーテル再留置率が
減少）

エビデンスの質;高
推奨度;強

DMARDs 活動性の関節リウマチの診断がついたとき
エビデンスの質;高
推奨度;強

開始を考慮するべき薬物のリスト
対象：前期高齢者を含む対象病態、注意事項あり
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作成メンバー

日本医療研究開発機構研究費・高齢者の薬物治療の安全性に関する研究研究班
および

日本老年医学会・高齢者薬物療法のガイドライン作成のためのワーキンググループ

■研究代表者
秋下雅弘 東京大学大学院医学系研究科加齢医学

■分担研究者（五十音順）

荒井秀典 国立長寿医療研究センター

荒井啓行 東北大学加齢医学研究所老年医学分野

石井伸弥 東京大学大学院医学系研究科加齢医学

岩﨑 鋼 石巻市雄勝診療所

江頭正人 東京大学医学部附属病院教育・研修部

大類 孝 東北大学加齢医学研究所
高齢者薬物治療開発寄附研究部門

小島太郎 東京大学大学院医学系研究科加齢医学

鈴木裕介 名古屋大学大学院医学系研究科
地域包括ケアシステム学

須藤紀子 杏林大学医学部高齢医学

高山 真 東北大学病院
総合地域医療教育支援部・漢方内科

鳥羽研二 国立長寿医療研究センター

古田勝経 国立長寿医療研究センター

■分担研究者（五十音順）

堀江重郎 順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学

松井敏史 杏林大学医学部高齢医学

水上勝義 筑波大学大学院人間総合科学研究科
スポーツ健康システム・
マネジメント科学専攻

楽木宏実 大阪大学大学院医学系研究科
老年・総合内科学

■研究協力者（五十音順）

青木裕章 順天堂大学医学部泌尿器科学

猪阪善隆 大阪大学大学院医学系研究科腎臓内科学

竹屋 泰 大阪大学大学院医学系研究科
老年・総合内科学

冨田尚希 東北大学加齢医学研究所
老年医学分野

溝神文博 国立長寿医療研究センター
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作成メンバー

■査読者（学会・団体名五十音順）

［全国老人保健施設協会］
大河内二郎 介護老人保健施設竜間之郷

［日本高血圧学会］
小原克彦 愛媛大学

［日本呼吸器学会］
金子 猛 横浜市立大学医学部呼吸器病学

［日本骨粗鬆症学会］
宗圓 聰 近畿大学医学部奈良病院

整形外科・リウマチ科

［日本在宅医学会］
山中 崇 東京大学医学部在宅医療学拠点

［日本消化器病学会］
中島 淳 横浜市立大学肝胆膵消化器病学

［日本循環器学会］
山下武志 心臓血管研究所

百村伸一 自治医科大学さいたま医療センター

［日本神経学会］
浦上克哉 鳥取大学

武田 篤 仙台西多賀病院

中島健二 鳥取大学神経内科（2015年9月13日より）

冨本秀和 三重大学神経内科（2015年9月13日より）

［日本腎臓学会］
柏原直樹 川崎医科大学

［日本糖尿病学会］
鈴木 亮 東京大学糖尿病代謝内科学

［日本動脈硬化学会］
木下 誠 帝京大学内科学

［日本東洋医学会］
飯塚徳男 山口大学医学部附属病院漢方診療部

［日本泌尿器科学会］
横山 修 福井大学泌尿器科学

［日本リウマチ学会］
杉原毅彦 東京都健康長寿医療センター

膠原病リウマチ科

［日本薬学会］
鈴木洋史 東京大学医学部附属病院薬剤部

［日本老年精神医学会］
角 徳文 香川大学精神神経医学

■作成相談者
吉田雅博 国際医療福祉大学化学療法研究所附属病院

人工透析・一般外科
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ポリファーマシーを避けるために

予防薬のエビデンスは妥当か？

対症療法は有効か？

薬物療法以外の手段は？

優先順位は？

個々の病態と生活機能、生活環境、
意思・嗜好などを考慮して判断



「高齢者の安全な薬物療法GL2015」からの課題

 医療提供体制；一元管理、多職種協働

 情報共有ツール；いつまでお薬手帳？

 エビデンス不足

 高齢者の意識；薬依存と忌避

27



多職種、特に医師と薬剤師の連携が鍵！

処方
カンファ

確認：合併症、相互作用、PIM

• アドヒアランス
• 支援ツール
• 教育（生活指導含む）

28



平成28年度診療報酬改定と薬剤管理

新設

薬剤総合評価調整加算 250 点（退院時に１回）

[算定要件]  

保険医療機関に入院している患者

(1)入院前に６種類以上の内服薬(入院時において当
該患者が処方されている内服薬のうち、頓用 薬及び
服用を開始して４週間以内の薬剤を除く。)が処方さ
れていたものについて、処方内容を総合的に評価した
うえで調整し、当該患者の退院時に処方される内服薬
が２種類以上減少した場合

外来では、

薬剤総合評価調整管理料 250 点（月１回に限り）



東大病院；薬剤師による持参薬評価テンプレートを用いたスクリーニング

入院時 薬剤師による持参薬評価テンプレートを用いたスクリーニング

7種類の評価項目

提案等を記載

・薬剤調整希望あり

・高齢者の安全な薬物療法GL該当

・薬剤管理能力の低下

・薬効重複

・効果や副作用の観点

・薬物間相互作用

・疾患、肝・腎機能の観点

30



＜本研究開発の作業行程＞

多剤処方・PIMと
取り組みの実態調査

認知症, 老健, 在宅医療
病院／薬局薬剤師

H28年度 H29年度

連携ガイド原案

医療現場間、
医師・薬剤師間
ですり合わせ
現場試行

連携ガイド
完成

4月 4月 3月

AMED平成28～29年度 長寿科学研究開発事業

研究開発課題名：高齢者の多剤処方見直しのための

医師・薬剤師連携ガイド作成に関する研究

研究開発代表者：秋下雅弘

一般向け
啓発パンフ
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「特に慎重な投与を要する薬物のリスト」のコード化

非選択的 β遮断薬の医薬品コードリストでの記載例

研究、医療現場で広く利用するためにリストの電子化が必要．
医薬品コード、国際コード（ATCコード）を入力．
 エクセルで学会ホームページ等を通じて広く公開していく．
 ATCコードについては国際誌に投稿中．



高齢者の薬との付き合い方

自己判断で薬の使用をやめない

使っている薬は必ず伝えましょう

むやみに薬を欲しがらない

若い頃と同じだと思わない

薬は優先順位を考えて最小限に

一般向け啓発用パンフレットの作成

老年薬学会、老年医学会
のHPに掲載
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日本医師会からかかりつけ医向けの手引き

今後、疾患編
高血圧
糖尿病
脂質異常症
認知症
の作成を予定

（日本医師会、日本老年医学会のHPに掲載）



患者の特徴・
健康状態注1)

カテゴリーⅠ カテゴリーⅡ カテゴリーⅢ

①軽度認知障害～
軽度認知症

①中等度以上の認知症

①認知機能正常 または

かつ または ②基本的ADL低下

②ADL自立
②手段的ＡＤＬ低下、
基本的ADL自立

または

③多くの併存疾患や機
能障害

重症低血糖が
危惧される薬剤
（インスリン製剤、
SU薬、グリニド薬
など）の使用

なし注2) 7.0%未満 7.0%未満 8.0%未満

あり注3)

65歳以上
75歳未満

75歳以上

7.5%未満 8.0%未満 8.0%未満 8.5%未満

(下限6.5%) (下限7.0%) (下限7.0%) (下限7.5%)

高齢者糖尿病の血糖コントロール目標

【重要な注意事項】 糖尿病治療薬の使用に当たっては、日本老年医学会編「高齢者
の安全な薬物療法ガイドライン」を参照すること。薬剤使用時には多剤併用を避け、副
作用の出現に十分に注意する。

（日本糖尿病学会、日本老年医学会合同委員会）



厚労省「高齢者医薬品適正使用検討会」
（平成29年4月開始）

1.高齢者の薬物療法の現状分析

2. ポリファーマシー対策のガイドライン等

3.多様な医療現場の情報収集、管理体制

4.安全性と適正使用の理解・意識の向上

5.検討に必要な調査・研究の実施


