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外来患者の内服管理の現状

発 表 者 村本 雅子 （山口県：周防大島町立東和病院）

共同研究者 平井 孝幸、西村 美代子

まとめと考察です。

ペーパーレス化はできませんでしたが、印刷物

の削減は可能でした。

透析後、フューチャーネットウェブへの入力、

ダブルチェックの業務が増えました。

業務効率が向上、時間短縮ができました。

短縮した時間を利用して、主にフットケアに取

り組むことができました。
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�．はじめに
病院のある島は、山口県の東の端にあり瀬戸

内海で３番目に大きい島で金魚の形をしてい

る。人口１８，７５０人、高齢化率は４８．５％であり、

病院を受診される方の多くは高齢者である。
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外来での通院治療は、処方された薬が正しく

内服されていることを前提としている。

今回外来通院中の方が入院した時、持参した

薬の数が合わないことが何度もあったため、飲

み忘れの実態や自宅での薬の管理についてアン

ケート調査を行ったので、その結果を報告する。
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用語の定義

服薬指導：薬剤師による内服に関する指導

残薬 ：外来で処方された薬で飲み残した
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薬

アドヒアランス：患者が積極的に治療方針の決

定に参加し、その決定に従って治

療を受けること

一包化 ：処方された薬を内服するタイミン

グ毎に一つにまとめること
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�．倫理的配慮
アンケートを実施する際に、アンケートの目

的、使用方法、また協力する・しないの他、ア

ンケートの内容で対象者に不利益が及ばないこ

とを説明し、同意を得られた方のみを対象とし

た。
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�．実施期間
平成２５年４月～５月 外来診療日の１２日間

対象者 外来通院中（眼科を除く）の患者

様１００名を無作為抽出

方法 アンケート用紙に沿った、聞き取

り調査

アンケート内容

薬の飲み忘れの有無

飲み忘れた後の対処方法

飲み忘れの工夫について です

�．結果
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１．対象者の属性

年齢 ３０～５０歳代 ９名

６０歳代 ２２名

７０歳代 ２８名

８０歳代 ３６名

９０歳代 ５名

性別 男性：３８ 女性：６２名

家族構成 独居：２４名

夫婦２名：２５名

子供と同居：１９名
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２．内服薬の管理 自分：９４名

自分以外

（子：２名、ヘルパー：１名

配偶者：２名）
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３．飲み忘れについて

１）飲み忘れの有無 有：４７名

３０～５０代：７名

６０代：１２名

７０代：１５名

８０代：１４名

９０代：１名

無：５１名

２）回数（１週間のうち） １回：３０名

３回：３名 ５回：１名 ７回：１名
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３）内服忘れの時間帯 朝食後 １２名

昼食後 １６名

夕食後 ７名

寝る前 ２名

朝食前 ２名

昼食前 １名

夕食前 １名

食間 ２名

�� � þ
u"

４）飲み忘れの理由 薬が多い：３名

症状が軽い：８名

５）対処方法 気づいた時に飲む：１４名

そのまま飲まない：３２名

Xè�� � ý
×�

Ú�
��

Q �ý� !Ô

Q �ýÒð���

Q�íb$;�èw�

Q�:
ý;Fêw�

Q ��ôÓ
ÕQ�N�º<�
lk ���

Q ° DQ!Qý;� �3��

QÏç=9�à";N��

４）飲み忘れ防止の工夫

工夫の有無 有：５０名 無：３６名

工夫の方法 お薬ボックス、お薬カレ

ンダー

直接日付を記入する

残りの薬を確認する

テーブルの上や、いつも

見える所に置く

コップ・水・薬をセット

で置いておく

食べたら飲む癖をつける
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４．服薬指導について

受けたことがある：２４名

受けたことが無い：６３名

５．残薬について

そのまま持っている：４８名

捨てた：１３名
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�．考察
ある製薬会社の生活習慣病患者の薬の飲み忘

れに関する調査では、約半数の４６．３％が薬を飲

み忘れることがあり、理由は、「うっかり」が

７５．５％に達していると報告されている。

今回の調査でも、４９％の方が飲み忘れたこと

があると答えている。現役世代（３０～５０歳代）

の対象者数が９名と少なかったが、そのうち７

名が薬の飲み忘れを経験している。現役世代の

飲み忘れは、就業などの理由から薬を飲むタイ

ミングが決まっていないことが大きな理由と考

える。

薬の飲み忘れは、高齢であることが理由の一

つと予測していたが、６０歳代から８０歳代では、

飲み忘れの割合が２５％～３０％と年代別では大き

な違いは認められなかった。薬の飲み忘れの頻

度は、週１回程度がほとんどであった。その理

由として、「薬が多い」「症状が軽いから」を１１

名（２２％）の方が挙げている。この事は、薬の

内容について十分理解していないか、薬を内服

することを重要と考えていないためと考えられ

る。残りの３８名（７８％）の方は無回答である。

特に理由はなく、うっかりしていた為と考える。

飲み忘れの工夫は、約半数の５０人がお薬ボッ

クスやお薬カレンダーを利用する等の工夫をし

ている。また、薬を飲むことを習慣付ける工夫

も行われている。

|l>

�þ&
4�*�,h#%�l��=þý"j�"�
�Ô
'Ö;(�

Y
=>5)=À«¬ä4QQQ

?�ý4��_�|
�Â^?H

?�,*��ý�
>_�|w^?H

�+�m,z���Õ

秋下は、第５１回日本老年医学会の教育講演の

なかで、多剤併用は、飲み忘れや飲み間違いと

いった服薬アドヒアランス低下を招き易く、ま

た、高齢者の服薬数は年齢ではなく保有疾患数

に依存し、高齢者は合併症のために多剤併用に

なりがちであると述べている。私たち看護師は、

年齢ではなく、多く疾患を持ち薬の処方が多い

患者に注意を向ける必要があることがわかっ

た。外来受診時に、「お薬は残っていませんか？

忘れずに薬は飲めていますか？」と声を掛ける

ことで、内服状況が確認できる。薬が残ってい

るようであれば、理由を患者と一緒に考え、医

師に相談することも必要になってくる。

外来で、しっかり関わることで、薬剤師の服

薬指導に繋げることもできる。薬を一包科する

ことや、処方日数を少なくするなどの対処も考
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福井県高浜町発！住民―行政―医療のかけはしを目指した住民有志
団体「たかはま地域医療サポーターの会」の活動

発 表 者 今井 宗雄 （福井県：たかはま地域医療サポーターの会）

共同研究者 寺本 富美江、横田 行雄、小幡 真宏、松本 万美、井階 友貴

えられる。
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�．結語
薬の飲み忘れは、高齢者に限らず各年代に見

られた。年齢だけでなく、就業の有無や生活の

実態に合わせた、具体的な説明が必要である。

外来看護師の役割は、内服薬の説明のみに留

まらず、内服状況を把握し、医師や薬剤師と連

携して薬の飲み忘れを防ぐことである。
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１．背景・目的

高浜町は福井県の最西端にあり，人口１万人

強の，きれいな海岸で有名な町である．町内の

病院・診療所は，社会保険高浜病院（急性期４０

床／療養型７５床），内科開業医と，高浜町国民健

康保険和田診療所（いずれも無床診療所）の３

つのみである．平成１３年には町内に１３名，うち

高浜病院に１１名の常勤医師が勤務し，心臓カテー

テル検査などの専門的な医療も提供されていた

が，全国的な医療崩壊の波は例外なく高浜町に

も訪れ，平成２０年には町内の常勤医は一時的に

５名まで減少した．残った医師や，首長，地域

医療推進室をはじめとする行政担当者らは，町

の医療を存続させようと，懸命に業務を進めて

いた．

そのような地域医療崩壊の現状にもかかわら

ず，町民は町の医療に無関心であった．交通手

段を持つ町民らは，直接隣町の病院にかかるよ

うになり，町の医療や医療者，行政担当者に見

向きもしなくなっていた．

町民の医療への関心の低さと，住民―行政―

医療のかかわりの少なさに危機感を覚えていた
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