
当院は県内で最も後期高齢化率の高い自治体の中枢
病院であり、必然的に受診者・入院患者の多くが後
期高齢者で占められています。

当院では平成21年に持参薬の安全利用を目的に
『持参薬取り扱い手順』を運用開始し、入院時に持
参薬を確認していますが、正しく内服ができていな
い患者が多く、また、高齢者の40% から50% は正
しく薬を服用できていないとの報告もあります。そ
こで、更に正しい内服ができない割合が増えると思
われる後期高齢者について、服薬状況の検討および
背景因子の解析を行いました。

対象は平成24年1月から平成24年4月の期間に、
自宅より入院した持参薬のある74歳以下15名・75
歳以上の後期高齢者45名です。

調査は、それぞれの年齢層について持参薬チェック
表の確認を行い、持参薬の残薬数の誤差が2日未満
は正しく内服ができている、誤差が2日以上は正し
く内服ができていないと定義し、この2つに分類し
ました。背景因子については、①認知症の有無、②
ADL 自立状況、③介護者（64歳以下の同居者を介
護者と定義）の有無、④訪問看護・ヘルパー利用の
有無を調査しました。
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後期高齢者の持参薬についての検討

発　表　者 片岡　晶美 愛媛県　国民健康保険久万高原町立病院

共同研究者 小川　かおり

持参薬取り扱い手順 ③ 
入院時の持参薬取り扱い手順 

１）担当看護師は持参薬の有無を確認し、持参薬があれば持参薬チェック表（以下「チェック表」とする。）とともに薬局へ持っていく。 
  （チェック表は医療機関ごとに作成） ※ 入院時に薬剤の処分方法について、本人または家族に説明し同意書をもらう。 
２）薬剤師はチェック表に記入し、チェック表のみを病棟へ持っていく。 
３）担当看護師は主治医にチェック表を提示する。 
４） 主治医は持参薬の継続・中止の指示をチェック表に記載し、医師確認欄にサインをする。 
５）担当看護師はチェック表に指示受けサインをし、チェック表を薬局へ持っていく。 
６）持参薬を指示内容に応じ処理する。 
≪継続薬≫ 
  ① 薬剤師は継続指示薬を処理し、チェック表の薬剤師確認欄へサインをする。 
  ＜継続薬処理方法＞ 
   ア.） 定期処方の日数に合わせる。 
   イ.）残った継続薬は7日分または14日分で分ける。 
    ※ 継続薬は病棟で管理するが、14日分を超える向精神薬は薬局で管理する。 
  ② 薬剤師は処理した継続薬とチェック表を病棟へ持っていく。 
  ③ チーフ看護師は内服薬管理手順に準じ、継続薬を処理する。   
≪中止薬≫ 
   ・薬局にストックし、退院時に調整・処理する。  
   ・再開時は、新処方とする。（院内採用のない薬剤は、持参薬を使用する） 
≪途中中止時≫ 
   ①・現在内服中の薬 
    ・持参薬チェック表 
    ・医師指示録のコピー   を薬局へ持っていく。      
   ②薬剤師は調整・処理後、持参薬チェック表に『中止』と記入し、病棟へ持っていく。 
    ※・３つが揃わないと、薬局では受け付けない。 
        ・一旦中止となった薬は、原則再利用しない。（院内採用のない薬剤は、持参薬を使用する） 
 ７）全ての処理が終了したら、チーフ看護師はチェック表へサインをし、カルテ（処方指示録の前）に綴る。 
   ※入院中に持参薬が終了した場合は、チェック表に“終了”と記入する。 
 
 
 

 

久万高原町立病院  
 ・県内で最も後期高齢化率の高い自治体の中枢病院 
  （久万高原町：28.8％ 愛媛県：14.4％ Ｈ24.7末） 

 ・受診者、外来患者の多くが後期高齢者で占められている 

① 背  景 

  

Ｈ２１年に「持参薬取り扱い手順」を運用開始 

●入院時に持参薬確認 

  → 正しい内服ができていない患者が多い 

●高齢者の４０～５０％は正しく薬を服用できていないとの報告 

●更に正しい内服ができない割合が増えると思われる後期高齢者 

  → 服薬状況の検討および背景因子の解析 

目 的 

持参薬チェック表 ④ 

☆それぞれの年齢層について持参薬チェック表の確認 
 持参薬残薬数の誤差が 
    １日以下 → 正しく内服ができている 
    ２日以上 → 正しく内服ができていない  ２つに分類 
☆背景因子 
  ①認知症の有無 ②ＡＤＬ自立状況 
  ③介護者（64歳以下の同居者を介護者と定義）の有無  
  ④訪問看護・ヘルパー利用の有無       を調査 

 

② 
 期間：平成２４年１月から平成２４年４月 
  自宅より入院した持参薬のある７４歳以下１５名 
         〃             ７５歳以上４５名 
                                                          （後期高齢者） 

対 象 

方 法 
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結果です。
持参薬の内服状況は、74歳以下で正しく内服がで
きていないのは53%、75才以上で正しく内服がで
きていないのは76% でした。

（やはり、後期高齢者の内服は、正確ではありませ
ん。）

認知症の有無については、正しく内服ができている
後期高齢者も、正しく内服ができていない後期高齢
者も、ほとんど差はありませんでした。
正しく内服ができている認知症ありの4名は、全員
介護者ありでした。

ADL 自立状況については、正しく内服ができてい
る後期高齢者も、正しく内服ができていない後期高
齢者も、ほとんど差はありませんでした。

介護者の有無については、正しく内服ができている
後期高齢者は、介護者ありが64%、正しく内服がで
きていない後期高齢者は、介護者ありが24% でした。

訪問看護・ヘルパーの利用有無については、正しく
内服ができている後期高齢者も、正しく内服が出来
ていない後期高齢者も約30% の利用率でした。な
かでも、ヘルパーの利用率が高くなっています。
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⑥ 認知症の有無 
（75歳以上） 

認知症
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認知症
あり
36%
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自立なし
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自立なし
64%

自立あり
36%
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ｎ＝11 

（ｎ＝4） 

（ｎ＝7） 

⑦ ＡＤＬ自立状況 
（75歳以上） 

ｎ＝34 

正しく内服ができている 正しく内服ができていない 
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ｎ＝34 

介護者の有無 
（75歳以上） 

正しく内服ができている 正しく内服ができていない 

（ｎ＝8） 

（ｎ＝26） 

利用なし
71%

利用あり
29%

利用あり
27%

利用なし
73%

ｎ＝11 

（ｎ＝3） 
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⑨ 訪問看護・ヘルパーの有無 
（75歳以上） 

ｎ＝34 

正しく内服ができている 正しく内服ができていない 

（ｎ＝10） 

（ｎ＝24） 

   訪問看護・・・3名 

      ヘルパー・・・8名 
   両方利用・・・2名 

※利用ありというのは・・・ 
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後期高齢者についての服薬状況の検討および背景因
子の解析を行った結果、以下のような結論となりま
した。

・後期高齢者の76% が正しい内服ができていない
・介護者がいると、正しく内服ができる割合が高い
・認知症の有無と ADL 自立状況については、先行

文献では正しい内服ができない原因の一つとされ
ていたが、今回の調査では関与していない

・訪問看護・ヘルパー利用の有無は、関与していない
　利用ありでも約7割が正しく内服できていない

これまでも入院中に退院後の服薬の自立に向けて介
入してきましたが、個々の家庭環境を把握・考慮し
た内容ではありませんでした。
今後は
・本人・介護者へ個別性のある服薬指導を行う
・介護者の存在は重要であるが、当町では後期高齢

単身者や後期高齢夫婦世帯が多いため、退院時に
入院中の内服への理解に関する情報や指導内容の
情報を関係施設へ提供する

・ヘルパーの教育などを充実させ、福祉方面からの
援助・協力を得るなど医療・福祉が協力し、地域
包括ケアの充実をはかることで、患者・家族・病
院・関係施設が一体となった医療安全への取り組
みを目指したいと考えます。

ご静聴ありがとうございました。

これまでも入院中に退院後の服薬の自立に向け介入してきた 

   個々の家庭環境を把握・考慮した内容ではなかった 

⑪ 

●本人・介護者へ、個別性のある服薬指導を行う 

●介護者の存在は重要であるが、当町では後期高齢単身者や
後期高齢夫婦が多いため、退院時に入院中の内服への理解
に関する情報や指導内容の情報を、関係施設へ提供する 

●ヘルパーの教育などを充実させ、福祉方面からも援助・協力
を得るなど医療・福祉が協力し、地域包括ケアの充実を図る 

患者・家族・病院・関係施設が一体となった
医療安全への取り組みが必要 

 後期高齢者の７６％       正しく内服ができていない 

  

⑩ 
後期高齢者について服薬状況の検討及び背景因子
の解析を行った結果、以下のような結論となった 

 介護者がいる       正しく内服ができる割合が高い 

 

 

 

  

 認知症の有無 

 ＡＤＬ自立状況 

 

 

  

今回の調査では関与していない 
先行文献では正しい内服ができな
い原因の一つとされていたが… 

訪問看護・ 
ヘルパー利用
の有無 

今回の調査では関与していない 
利用ありでも約７割が正しく内服で
きていない 
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