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１．はじめに 

 

高齢化の進行による複数疾患に対処する併用処方は薬物有害事象の頻度が高

く、いわゆるポリファーマシーの克服が、患者 QOL向上と医療費削減に向けた鍵

となっている。折しも 2016（平成 28）年度診療報酬改定にて厚生労働省が薬剤

総合評価調整加算を新設したことで、患者が、マスコミの取り上げるポリファー

マシー問題に触れる機会も増えている。また、患者自身がインターネットから薬

剤情報を入手して自分なりのイメージを持つことも当たり前の時代となってい

る。医療関係者においては、ポリファーマシーへの対処例を学べる書籍も増え、

ポリファーマシー対策への理解力も対応力も確実に深まりつつあり、徐々に改善

の方向に進むものと期待される。 

 

ポリファーマシーの定義としては単に「5～6 剤以上の処方」とされることも

あるが、本来は、10剤処方でもポリファーマシーでない、2剤処方でもポリファ

ーマシーとなるなど、いずれの場合もあり「患者さんの併発疾患の治療に必要と

されるより多くの薬剤が処方され、薬物有害事象が発生しやすい状態」と定義す

る方がより適切と考えられている。 

 

筆者は、2005（平成 17）年頃から、薬学生の卒業研究の一環としてポリファ

ーマシーに起因する副作用発現の評価ツールの作成を手探りで始め、多くの方か

らアドバイスや激励を受けながら共同研究を進めてきた。2019（令和元）年から

は、当研究所において医療現場での実践的な活用を意識した本格的な実用版の開

発を行い、ようやく完成したツールを POLSET（Polypharmacy Side Effect Tool）

と命名した。 

 

POLSET を使用すると「多剤処方にポリファーマシーとなる可能性がある」こ

とが把握しやすい。予期せぬ副作用から患者を守るためには、ポリファーマシー

に介入するタイミングを逃さないことが大切ともいわれているが、薬局・病院な

ど、忙しい日常業務に追われる中で、処方箋に記載されているすべての薬につい

て、詳細な副作用情報の収集と整理には大変な労力が必要となる。POLSET を活

用すれば、処方全体としての副作用発現リスクの全容が瞬時に把握できるので、

患者背景に応じたさらなる詳細調査も円滑に進めやすくなり、医師・薬剤師ほか

の医療関係者がチームとして最善の対応を検討しやすくなるものと期待される。 

 

 

２．多剤処方ではなぜ副作用発現リスクが増加するのか 

 

在宅患者における薬物治療に伴う副作用の全国調査によると薬物有害事象の
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発生頻度は、14.4％であった1。65 歳以上の入院高齢患者 700 例の調査では、処

方の約 5％に薬物有害事象を認めたとの報告がある2。また、救急外来でも病棟管

理でも頻繁に薬物有害事象を経験するとの医師からの指摘もある。 

 

（１）投薬数と薬物有害作用の関連性のエビデンス 

 

処方で発現する副作用の重複（薬効は異なるが、同じ副作用を持つ薬剤）によ

る発現頻度の増強は原因薬剤の数に比例して増加する。また、薬剤間相互作用（以

下、相互作用）は、医薬品添付文書（Package Insert、以下 PI）に「併用禁忌」

や「併用注意」と記載されているが、それらの相互作用に起因する副作用発現頻

度の増強は、相互作用のある薬剤数のほぼ 2乗に比例して増加する。これに関し

ては、服薬数と薬物有害作用の関係を調べた鳥羽らの研究、および、精神神経系

の服薬に関する水上からの指摘によれば、図表 1のとおりである。 

 

【図表 1】投薬数と薬物有害作用の関連性 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）1) 鳥羽研二, 秋下雅弘, 水野有三ら. 薬物起因性疾患. 日本老年医学会雑誌 

1999 ; 36：181-185. 

2) 水上勝義. 薬剤による認知機能障害. 精神経誌 2009 ; 111：947-953. 

 

彼らの報告からは、単剤の副作用発現頻度をすべての原因薬剤について加算し

た結果を評価できるツールの開発が、相互作用の影響を評価するのに優先して、

まずは必要と考えられる。富口らが保険薬局で実施した副作用発現の聞き取り調

査で得られた結果も重要なので、次に取り上げる。 

 

（２）保険薬局で実施された副作用発現アンケート調査結果の分析 

 

昔から、特に精神科処方に関するポリファーマシーが指摘されていたが、2013

年に（株）日本アポック毛呂岩井薬局（現在はアポクリート（株））において、

富口らは、多剤処方で副作用発現が多い原因を探り効果的な副作用対策を検討す

るため、大学病院の精神神経科受診者 214名を対象とした副作用発現（眠気、口

                              
1 恩田光子, 今井博久, 正野貴子ら. 在宅患者における薬物治療に伴う副作用―全国調査からの考察―. 薬剤疫学 2016 ; 21 : 1-11. 
2 Fushiki Y, et al.: Polypharmacy and Adverse Drug Events Leading to Acute Care Hospitalization in Japanese Elderly. General 

Medicine, 15 (2) : 110-116, 2014 

“薬物有害作用は服薬数と直接関係の正相関をもつ”  （鳥羽 et al.） 

文献 1の図 4では“薬物有害作用は服薬数にほぼ比例する”傾向がみられる 

 

“複数の抗コリン薬を含む多剤処方では、単剤の抗コリン作用が軽度であっ

ても多剤併用による抗コリン作用の総和が問題となる。実際の臨床場面で

は、原因薬剤を一剤に特定できない場合も少なくない” （水上） 
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渇、便秘）の有無に関する聞き取り調査を実施した（倫理委員会承認済）。精神

神経科で処方される薬剤に共通して多い副作用として眠気、口渇、便秘が挙げら

れ、患者の服薬アドヒアランス低下につながりやすい。214名の患者の処方箋（服

薬数は 2～16）につき、眠気の副作用は 86 名が発現しており副作用発現率は

40.2％、口渇は 68名で 31.8％、便秘は 51名で 23.8％であった。 

 

【図表 2】アドヒアランスへの影響が大きい、眠気、口渇、便秘、に関する副作用発現率（縦軸）と 

合計スコア（横軸）のグラフと相関係数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）1) 富口匡史, 船橋公美, 松本剛ら. 精神科薬剤の副作用対策を紙媒体で行うことの有用性の検討、 

第 32 回アポック研究発表会(東京)、2013 

2) 著者のグループでの解析結果～東北医科薬科大学卒業論文、2015 

 

図表 2は「眠気」「口渇」「便秘」それぞれの副作用発現率と合計スコアの関

係を描いたグラフである。すべてにおいて、副作用発現率と合計スコアとの相関

は強く、併用薬剤数より合計スコアの方がかなり強い。実際、たとえ少数の併用

薬剤数でも合計スコアの高い処方や、逆に、併用薬剤数が多くても合計スコアの

低い処方が存在することを示唆しており、3章で具体例を紹介する。 

 

 筆者らのグループが 214の処方（この中に併用禁忌は含まれていない）を分析

した結果を図表 3 に示す。これらの処方を(1)相互作用（併用注意）のある薬剤

ペアを含む処方群、(2)それ以外の処方群（添付文書に併用による副作用発現の

注意喚起がないもの）に 2 分類したところ、 注意喚起が無い群の(2)は全体の

45％と半数近くあり、しかも、副作用発現が多かった。これにより、相互作用の

影響ではなく原因薬剤の重複に起因する副作用発現の重要性が確認できた。 
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【図表3】多剤処方に起因する副作用発現：重複効果 vs 薬剤間相互作用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）1) 富口匡史, 船橋公美, 松本剛ら. 精神科薬剤の副作用対策を紙媒体で行うことの有用性の検討、 

第 32 回アポック研究発表会(東京)、2013 

2) 著者のグループでの解析結果～東北医科薬科大学卒業論文、2016 

 

次に、(1)の処方群と(2)の処方群での副作用発現率を比較すると、（1）の相

互作用を含む処方群でやや大きい傾向がみられる（図表 3）ものの、有意水準 5％

でのχ2 乗検定を実施したところ両者に有意差（p>0.05）はなかった。つまり、

併用処方における副作用発現の主たる要因は、原因薬剤の重複による副作用発現

頻度の合計（合計スコア）により説明できることが判明した。 

 

相互作用の影響は、併用禁忌では非常に強いが、併用注意ではマイルドなもの

が多いことが知られている。214処方中に併用禁忌の薬剤ペアがゼロであったこ

とは、薬剤管理システムの発達や薬剤師から医師への疑義照会の徹底のおかげで、

患者に大きなリスクを伴う多剤処方全体の中ではきわめて少ない可能性が示唆

された。筆者が仙台の薬局から提供してもらった情報からも、処方受付のほぼ

200回に 1回の割合で併用禁忌の疑義照会がなされており、併用禁忌の薬剤ペア

を含む処方は非常に少ないことが確認された。 

 

 

３．多剤処方の副作用発現リスクの全貌が瞬時に見えてくる 

～POLSETによる解析例 
 

本章では、典型的な多剤処方例を、POLSET を用いた副作用発現リスクのシミ

ュレーション結果を紹介する。POLSET での発現頻度のスコア化の決め方から、

薬剤数も合計スコアもあまり大きくない場合は、合計スコアの約半分の値が発現

頻度の目安と考えることができる。 
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（１）2剤でもリスクが高く要注意、16剤でもリスクが低く安心 

 

2章で紹介したアンケート調査の結果から、処方の内在する副作用発現リスク

は薬剤数より合計スコアとの強い相関を示すことが明らかになったが、その具体

例を紹介する（図表 4）。1 つ目は、2 剤処方ながら、眠気の主訴があった処方

例であり、相互作用はないがどちらも単剤での発現スコアが大きく、合計スコア

は 44 と高かった。2 つ目は、16 剤処方ながら眠気の主訴はなく、原因薬剤は 9

剤であり合計スコアは 41と薬剤数が多い割には低めであった。 

 

【図表 4】2剤処方と 16剤処方 
 
 
 

 

 

 

（出所）POLSET 出力から筆者作成 

（２）転倒が起きやすい多剤処方 

 

次に、薬剤性転倒が惹起する可能性のある処方例を取り上げる。図表 5 には

POLSET に処方薬・用量を入力後、出力ボタンを押して表示される画面と主な機

能の説明を加えた。13 剤処方は入院した高齢女性患者が持参したもので、少し

前には転倒による骨折での入院歴もあった。処方薬リストからは、高血圧、糖尿

病、狭心症、気管支喘息、慢性蕁麻疹、慢性胃炎の併発が推測され、POLSET の

出力結果から副作用発現リスクの全貌を確認した。 

 

【図表 5】入院した高齢患者の持参した処方箋の 13剤と用量を入力した時の POLSET出力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）POLSET 出力から筆者作成 
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人体マップをみると赤色の臓器が多いことから、この処方では全身的に副作用

発現リスクが高いので、患者背景に配慮したポリファーマシー可能性への注意喚

起が必要である。DataGridView（図表 5、人体図の右隣の表）から発現リスクの

高い順番に、副作用名、合計スコア、原因薬剤の重複数を把握でき、さらに「原

因薬剤」をクリックして、その副作用の原因薬剤リストとスコアを表示できる。

図表 5から、本処方での発現リスク（合計スコア）の高い副作用は、1位：めま

い・ふらつき(123、★10)、2位：眠気・傾眠（80、★5）、3位：頭痛・頭重 (77、

★9) 、と続いており、最後までスクロールすると、延べ副作用数は 337 項目で

あった。図表 6から各副作用の重複薬剤も多く、かつ、原因薬剤のスコアの大小

にも大きなばらつきが確認される。 

 

【図表 6】発現リスクが高い副作用の重複する原因薬剤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）POLSET 出力から筆者作成 

 

「めまい・ふらつき」は、ほとんどの薬剤ではその他の副作用に分類されるが、

ピンク色なので POLSETの「重大な副作用」のウィンドウを確認すると（図表 7）、

リリカカプセルでは「めまい・ふらつき」が重大な副作用として扱われているこ

とがわかる。 
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【図表 7】3つのサブウィンドウ（重大な副作用、腎臓、肝臓）、 

重複薬剤数での副作用ランキング  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）POLSET 出力から筆者作成 

 

患者背景に腎機能異常がある場合、POLSET の「腎臓」ウィンドウを表示させ

（図表 7）、発現リスクのある副作用とスコアを把握して注意を払いたい。本処

方では人体マップの腎臓部分は黄色で中リスクであるが、もし処方変更後に緑色

や水色になれば腎機能への影響に配慮したより安全な処方に代わったことにな

る。合計スコアの高い副作用には患者背景に合わせて注意が必要であり、例えば、

主訴に食欲不振がある場合は、食欲不振は合計スコアが 59 と高く、一度は薬剤

起因性の可能性も検討すべきことが示唆される。 

 

PI に記載の「転倒」だけでなく、薬剤起因性転倒のリスクファクターとなり

得る他の副作用まで少し広げて、例えば 9項目（めまい、眠気、ふらつき、立ち

くらみ、脱力感、運動失調、錐体外路障害、パーキンソン症状、せん妄）まで含

めた“広義の転倒”（以下、代表語：転倒◎9）の合計スコアは 244、また、原

因薬剤は 10剤（図表 6）であり、患者の転倒リスクが懸念される結果であった。 

 

転倒リスクの高いポリファーマシー例が神崎により報告されており、何度も転

倒して困っていた患者に対して、入院時の 11 剤処方から、適切な治療を行うた

め半年間にわたり計 6回の処方変更が実施された。POLSETで求めた、転倒◎9の

時系列変化をグラフ化（図表 9）したところ、報告にある患者の主訴「ふらつき・
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歩行障害」の強さを時系列変化で記録したグラフとほぼ一致する傾向がみてとれ

た。転倒は薬剤性以外の起因も多く、1つの処方だけではその鑑別が難しい場合、

処方変更に伴う転倒リスクを時系列変化で把握することで、原因の所在も明らか

にしやすい可能性が示唆される。 

 

13剤処方（図表 5）が患者背景を考慮した上でポリファーマシーとみなすこと

ができた場合、まずは効能効果面から、不適切な薬剤群の代替や減薬・減量を検

討することになるが、その検討過程において、薬剤の有害事象を減らす代替薬の

選択支援にも POLSET を活用すると有用である。図表 8（左側）のポリファーマ

シーを解消するために 13 剤処方（図表 5 の事例と同じ）からの再設計後の処方

として図表 8（右側）に示す 8 剤処方へ減薬した場合の POLSET の出力を確認し

た（図表 8）。これらの処方から起こり得る副作用項目数は変更前の 337項目か

ら変更後は 226項目に減少していた。 

 

【図表 8】処方変更前後のスコア比較ウィンドウ（青色は減少、オレンジ色は増加） 

図表 5 の 13 剤処方から、再設計により、8 剤処方へ変更。人体マップの色変化は安全性の度合いを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）POLSET 出力から筆者作成 
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人体マップの色表示の変化（図表 8）から、副作用発現リスクは減少しており

（赤～黄、緑）安全性が増している。副作用比較ウィンドウからも、大部分の副

作用で合計スコアが半分～数分の 1まで減少（青）して安全性が高くなったこと

が見てとれる。転倒◎9 は（合計スコア 244、原因薬剤 10）から（77、5 剤）へ

と減り、転倒リスクは大きく低下した。 

 

ただし、副作用比較ウィンドウをスクロールして先を見ると、過敏症や網膜症

害などは合計スコアが増加（オレンジ）している。筆者らがさまざまな処方変更

例で確認した経験からも、一般的には代替時でも減薬時でも、スコアが大きく増

加してしまう副作用（オレンジ）も散見されることから、それらをチェックして、

再設計処方が本当に当該患者に支障のないものかどうかの安全性確認が必要で

ある。 

 

【図表 9】薬剤起因性「転倒」に関わる副作用を 9項目とした場合の 

合計スコアの時系列変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）POLSET 出力から筆者作成 

文献：神崎恒一, 秋下雅弘, 葛谷雅文. 薬剤起因性歩行障害. Geriat Med 

2011 ; 49 : 473-476. 

 

（３）処方カスケード問題と POLSET 

 

処方カスケードは、他の薬の副作用を治療するために新たな薬が処方されると

いう、陥りやすいポリファーマシーの代表的なもので、いったん引き起こされる

と発見することが簡単ではなく、しばしば長い経過をたどって深刻な問題に陥っ

てしまうことが知られている。ポリファーマシーを引き起こす薬物有害事象（＝

副作用）を新たな疾患ととらえ、POLSET を使ってさまざまな副作用発現リスク

を網羅的に確認する中で、この患者の処方では気になる副作用の発現リスクがど

の程度あるかを合計スコアから確認、さらに、原因薬剤のリストと各スコアを確

認してみることで処方カスケードに陥らないためのヒントが得られる可能性は
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高いと思われる。13剤処方（図表 5）の場合なら、食欲不振にはスコアが 6以上

の原因薬剤（図表 6）だけでも 5つもあるので、もし食欲不振の主訴があった場

合、まずは薬剤性起因の可能性を一度は疑ってみるべきかもしれない。 

 

患者が浮腫を生じ、ポリファーマシーの可能性が気になる場合には、POLSET

を使って浮腫の発現リスクを確認してみると有用と思われる。図表 10には 13剤

処方例における浮腫の原因薬剤ウィンドウを示したが、合計スコアも高めなので、

患者背景によっては薬剤起因性の浮腫が生じる可能性も否定できない。筆者らの

経験からは浮腫が合計スコアのランキング上位に出てくる処方はよくみられる。 

 

【図表 10】13剤処方（図表 5）における薬剤起因性浮腫の原因薬剤ウィンドウ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）POLSET 出力から筆者作成 

 

４．POLSETはどんな時に役立つのか 

 

（１）チーム医療と薬剤師教育への応用 

 

これまでに筆者らと薬局・薬剤師の共同研究として、POLSET の雛形（副作用

発現重複ツール）を活用して服薬指導をより効果的に実施する可能性を検討した

結果から、ツールの有用性に関する学会報告なども行ったので、ここで紹介する。 

 

【共同研究の概要】 

〇経験が 1 年未満の薬剤師や 5 年以上の薬剤師に、サンプルの処方箋を用い、

処方内容が変更されたと仮定して、患者に副作用に関する指導をする際の重

点項目を事前に挙げてもらった。薬剤師には、変更内容を処方箋や薬歴上で

の比較により実施してもらった。 

 

〇その後、ツールで副作用発現頻度の変化予測を解析。 

 

〇その結果、副作用発現リスクの増加を予測したが、実際は減少するものも多
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い結果となった。理由は、処方に劇薬やハイリスク薬があると薬剤師の判断

はその薬に強く影響され、比較的リスクが低い薬剤のリスクを見落としやす

いと考えられる。 

 

【得られた示唆】 

〇薬剤師による副作用増減予測 

・処方が多剤になると各薬剤の代表的な副作用ばかりに目が行きがちで重複

した副作用の発現リスクの上昇を加味した総合的なケアが難しい。 

・薬剤師により副作用の増加は予想できたものでも、ツールによりスコアの

変動を確認するまでは、どの程度の増加になるかまでは予想できなかった。 

 

〇ツール活用による質の変化 

・添付文書を 1 つ 1 つ見ていくよりも簡便に副作用発現頻度を把握すること

ができる。 

・ツールを利用することで個々の副作用発現頻度は小さくても多剤処方によ

り重複して発現のリスクが高くなる副作用に気づくことができた。 

 

〇ツール活用による薬剤師業務上の利点 

・解析結果を電子薬歴に記録しておくことで、服薬指導時のポイントが明確

になった。個別化された服薬指導が実現できる可能性がある。 

・処方変更による起こり得る副作用を未然に総合的に判断することができる

ため、処方医に処方提案や情報提供をする際の資料として有用である。 

・薬剤師の経験に頼らず、副作用発現頻度を客観的に知ることができる。 

 

上記の薬局での活用例や、医療現場の多忙な状況を考えると、服薬指導の支援

ツールとしての POLSET の有用性が期待される。また、ポリファーマシー対策を

事例で学ぶ本を学習する際に、さまざまな処方例での副作用発現リスクを自分で

予想してから、POLSET を補助ツールとして使い、副作用発現リスクを網羅的に

チェックして考察することも合わせて行えば、トレーニングがより効果的になる

ものと期待される。 

 

（２）診療報酬改定 薬剤調整加算 

 

2016 年度に初めて導入された、診療報酬改定で、医薬品の適正使用推進のた

め、多剤投薬の患者の減薬を伴う指導の評価に保険点数がついたが、忙しい外来

の中でシステマティックに薬を見直す余裕がないともいわれていた。2020 年度

の改定では、医療チームによるポリファーマシー対策の推進も保険点数の対象と

された。国のサポート体制も整うことで、病院での医師とコメディカルによるチ

ームとしてのポリファーマシー対策も活発化しており、処方の安全性を検討する

際の支援ツールとして POLSET を活用すれば、医療従事者間でのやり取りに幅が

出てくることも期待できるのではないだろうか。 
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（３）副作用発現リスクをビジュアルに示す AIマップと POLSETの連携 

  

川上らはこれまでの長い間、同効薬全体を対象とする副作用発現リスクの AI

解析～副作用 SOM（詳しくは次号 Healthcare note を参照）に取り組んできた。

すべての系統薬の副作用 SOMと連携することで、(1) 副作用発現頻度の低い同効

薬を代替薬として検討したいときに、副作用 SOMマップからすぐに探すことがで

きる。また、(2) 副作用 SOMにより近い将来の発現リスクが高いと予測された新

規の副作用項目も POLSETに取り込んで表示することが可能となる。副作用 SOM

と POLSETが連携することで、処方の安全性管理の支援を強化できるものと期待

できる。 

 

 

５．POLSETの開発と副作用発現リスクの定量的評価の実際 

 

POLSET を開発するには、第 1 に、鳥羽らや水上の報告および富口らの調査か

ら、単剤の副作用発現頻度を原因薬剤につき加算した結果を定量的に評価するツ

ールが必要であり、第 2 に、副作用情報として医療現場で使用されている PI 情

報を採用する。 

 

（１）単剤ごとの添付文書情報から多剤処方のビジュアル情報へ 

 

副作用情報として医療現場で使用されているのは医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関する法律（いわゆる薬機法）に基づいて作成され

る公文書である PI の情報であり、副作用の記載表現の統一性は不十分であるも

のの、その情報の信頼性は極めて高い。最近では AI を用いた副作用 SOM3の研究

からも PI情報の信頼性が明らかになっている。 

 

そこで、PI に記載の副作用発現頻度情報をスコア化し、多剤処方で重複する

副作用をスコアの重み付きで足し算して合計スコアを作成する。合計スコアや重

複数、原因薬剤のリストとスコアなどを提示することで処方全体として発現リス

クの高い副作用を網羅的に評価できるツールを目指した。さらに、臓器ごとの副

作用につき合算し、人体マップのイラスト上に「臓器別副作用発現頻度の色表示」

をして、発現頻度が高いリスク群を赤色、中リスク群を黄色、低リスク群を緑色

で、ひと目で確認できるビジュアルな情報として表示する。注意を払うべき副作

用群がひと目でわかるデザインの POLSET は、副作用の発現リスクをイメージし

やすいポータルとして、さらに必要な詳細情報に、見通し良く進めるようにする

とともに、適切な服薬指導へのヒントが得られ、副作用を未然に回避できる可能

                              
3 添付文書の副作用情報を元に自己組織化マップ（SOM; Self-Organizing Map）を作成したもので、全く異なる薬効であっても類似し

た副作用を持つ薬剤は、マップ上に近隣に配置される。これを用いると、類似副作用を持つ医薬品群をビジュアルで容易に発見でき

る。 
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性を高めることを目指すツールとした。 

 

【図表 11】単剤ごとの添付文書情報から多剤処方のビジュアル情報へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）筆者作成 

 

約 2 万におよぶ医療用医薬品の PI で副作用情報の記載に大きなばらつきがあ

ることを実際に確認すると、POLSET の作成にはたくさんの難題が待ち受けてい

ることがすぐにわかる。開発の過程では次に示すようなプログラムやデータベー

ス、ファイルなどの作成が必要になった。 

・POLSETメインプログラム 

・副作用頻度-スコア対応表 

・PIの副作用自動抽出プログラム（XML対応） 

・一般名と販売名との対応表 

・ジェネリック薬副作用情報を先発薬の副作用頻度情報に置換 

・複数の効能効果あり薬剤対応ファイル 

・すべての副作用書き出しファイル 

・同義語処理用補助ファイル 

・各種の POLSETの持つデータベース作成用自動処理実行プログラム 

・データ更新のための自動処理実行プログラム 

 

 

処方薬 
全体での 
副作用情報 

単剤ごとの 
副作用情報 
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（２）副作用発現頻度のスコア化、同義語処理と拡張 

 

PIの副作用情報は、図表 12の副作用発現頻度にその一部を示すように、レン

ジで示されているものも多い。そのため、現状では、発現頻度の加算にはそのス

コア化が必須となり、副作用発現頻度-スコア対応表を考案して使用した。スコ

ア化の妥当性については、副作用 SOMの研究によっても確認済であるが、副作用

SOMより細分化して頻度情報の精度をできる限り維持することに努めた。 

 

POLSET では、頻度そのものにほぼ比例するスコアであること、低い頻度も考

慮する必要があることも踏まえてスコアを割当てており、その妥当性については、

これまでに多くの処方を解析した結果から良好であると判断している。将来的に

は、一部の微修正も必要になるかもしれない。 

 

【図表 12】添付文書に記載の副作用発現頻度のスコア化 

副作用発現頻度 スコア 副作用発現頻度 スコア 

20％以上 41 1～3％未満 5 

5～20％未満 26 0.1～2％未満 
3 

20％未満 
21 

1％以上 

10％以上 1％未満 

2 
5～10％未満 16 0.5％未満 

1～10％未満 12 0.1～1％未満 

10％未満 
11 

0.1～0.5％未満 

5％以上 0.1％未満 1 

1～5％未満 
7 

頻度不明 2 

0.5～5％未満 発現なし 0 

5％未満 
6  

0.1～5％未満 

（出所）筆者作成 

 

ジェネリック医薬品では副作用発現調査がされないため、すべて頻度不明と記

載されており、先発薬の頻度を用いた。先発薬でも一部の副作用には頻度不明も

散見され、今後の追加調査も望まれる。最近では、PI で頻度不明となっている

発現頻度を理論的に推測できる場合も増えている。例えば筆者のグループでは、

脳の AI シミュレーションにより、薬剤性パーキンソニズムを惹起する医薬品群

の投薬に伴う眼球サッケード運動の遅れの度合いから、PI で頻度不明とあった

一部の薬剤の頻度を推定できている。 

 

PI では副作用名の表記が統一されておらず、同一医薬品メーカーであっても

表記にばらつきがみられる。例えば、副作用“ALP 上昇”なら、4682 製品では

AL-P 上昇と記載されているが、他の製品では、ALP 増加、AL-P の上昇、アルカ
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リフォスファターゼの上昇、血中 AL-P上昇、血中アルカリホスファターゼ増加、

など延べで 37 通りの表記が散見された。“言葉のゆらぎ”は統一した上でスコ

アや重複数の加算をしないと、信頼性が低下する。また、例えば口渇なら、口渇、

口内乾燥、唾液分泌欠乏などの関連する副作用もまとめた方が良さそうである。

そこで、約 2万の PIから収集した全ての副作用情報を分析して、言葉のゆらぎ、

および、同義語とみなすことができる副作用項目を、同一の副作用群として統一

して処理する機能を持たせた。POLSET で用いる名称は一番多くの製品で使用さ

れている副作用名を「代表語」として採用した。同義処理が実行されると POLSET

では、例えば、代表語「カリウム上昇」の合計スコア、重複数などが表示される

が、「カリウム上昇」の中に「高カリウム血症」の記載が含まれているか POLSET

の同義語 1ボタンを押すと原因薬剤の実際の同義語も表示され確認できる。 

 

転倒、錐体外路障害（EPS）、QT延長、などのように、実際には複数の他の副

作用項目もリスクファクターとなり得る場合、同義語処理を拡張して、それらの

包括的な発現リスクを把握できるように広義の代表語という概念を導入した（3

章参照）。 

 

 

６．おわりに 

 

約 30年前のソリブジン薬害事件4を経て、現在では併用禁忌のあるハイリスク

の多剤処方が使用される機会は限定的であると思われる。そこで、併用禁忌を含

まない処方を対象として、鳥羽らの報告や PI の副作用情報を元に、ポリファー

マシーの安全性対策を支援するツール POLSET を開発し、その有用性を検証でき

た。 

 

忙しい通常業務と並行して、処方の安全性に関する根拠となるデータも盛り込

みながら、医師へのエビデンスが伴ったレポートを作成する際、POLSET と副作

用 SOM を合わせて支援ツールとして活用すれば、ビジュアルで理解しやすい資

料が作りやすくなり、薬剤師の負担を軽減してくれると思われる。また、ツール

の活用によって副作用の重複部分が明らかになるので、現場経験が浅い人にとっ

ては聞き取りのポイントが絞り込みやすくなり、服薬指導の良いきっかけとなる

ことも期待される。POLSET の医療現場での活用が広まれば、医療現場からの要

望に応える形で、POLSET の利用価値をさらに高めるさまざまな機能の追加・拡

張が、さほどの困難なく可能になるだろう。 

 

POLSETは、日本医科大学千葉北総病院薬剤部 浜田康次氏（当時）、東北医科 

                              
4 1993年に抗癌剤（5-FU）を服用中の癌患者に帯状疱疹でソリブジンを併用したところ、相互作用と考えられる副作用により死亡例（15

人）が出た事件。この事件をきっかけに添付文書の記載方法の在り方が厚生労働省で検討された。また、この事件において、薬剤師

のチェック機能が不十分であったことを指摘する声も聞かれている。 
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薬科大学講師 星憲司氏をはじめ多くの薬剤師、教員、学生の皆さんと一緒に共

同研究を進めてきた。進捗報告を学会で行う度に、医療現場の皆さんからの激励

と要望を受け、そのおかげで研究を継続でき今日の形となった。ここに関係した

方々へ謝辞の意を示したい。 
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 19.01.28 19-01 「医療・福祉分野における外国人雇用のあるべき姿」 編集主幹 市川 剛志 
    ～ 事業者連携による協働体制の構築 ～ 寄稿 株式会社メディカルシステムサービス 
        メディカルシステムサービス事業開発部 次長 

        一般社団法人ワムタウン推進本部 理事 
        福原 亮 
     
 19.02.25 19-02 近未来社会における医療安全管理システムの提案 編集主幹 市川 剛志 
   Society5.0実現に向けた AXR の応用 寄稿 東京大学大学院 
        医学系研究科 
        教授 小山 博史 
     
 19.03.18 19-03 「粧（よそお）う」ことからフレイル予防を考える 編集主幹 市川 剛志 
    ～ フレイルの入り口を抑える化粧療法 ～ 寄稿 資生堂ジャパン株式会社 
        美容戦略部 
        ライフクオリティー推進グループ マネージャー 
        医学博士 介護福祉士 
        池山 和幸 
     
 19.04.15 19-04 「出資持分承継について」 編集主幹 市川 剛志 
    ～ 新認定医療法人制度の移行期限迫る ～ 寄稿 税理士法人 山田＆パートナーズ 医療事業部 
        山本 竜也 
     
 19.05.20 19-05 飯塚病院における新看護提供方式 編集主幹 市川 剛志 
    ～ セル看護提供方式Ⓡの実際とその効果 ～ 寄稿 株式会社麻生 飯塚病院 
        副院長兼看護部長 
        森山 由香 
     
 19.06.24 19-06 認知症における音楽療法とその効果 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 一般社団法人臨床音楽協会 代表理事 
        メディカルクリニック柿の木坂 院長 
        東京女子医科大学 名誉教授 
        岩田 誠 
        独立行政法人国立病院機構 
        京都医療センター・宇多野病院 音楽療法士 
        京都認知症総合センター 音楽療法士 
        一般社団法人臨床音楽協会 理事 
        飯塚 三枝子 
        株式会社フェイス グループ戦略推進本部 
        音楽医療事業 リーダー 
        中務 佐知子 
     
 19.07.22 19-07 痛みの可視化 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 株式会社浜松ファーマリサーチ 
        受託試験部 医学博士 

        夏目 貴弘 
     

 19.08.19 19-08 患者・医師・病院、三方良しの遠隔 ICU 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 株式会社 T-ICU 代表取締役社長 
        聖マリアンナ医科大学 救急医学教室 非常勤講師 

        東京女子医科大学 集中治療科 非常勤講師 
        中西 智之 
        集中治療専門医 救急科専門医 麻酔科専門医 

     
 19.09.17 19-09 セントラルキッチン導入による効果と課題 編集主幹 市川 剛志 

    寄稿 一般社団法人みやぎ保健企画 
        セントラルキッチン事業部 統括責任者 
        松本 まりこ 

     
 19.10.28 19-10 地域医療連携推進法人日光ヘルスケアネット 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 栃木県知事 福田 富一 
        栃木県医師会長 太田 照男 
        地域医療連携推進法人 日光ヘルスケアネット 

        代表理事 上中 哲也 （日光市副市長） 
     
 19.11.25 19-11 「医療・福祉分野における外国人雇用のあるべき姿 ２」 編集主幹 市川 剛志 
    ～ 外国人材の定着化に向けた具体的な取り組み ～ 寄稿 一般社団法人ワムタウン推進本部 理事 
        株式会社メディカルシステムサービス 
        事業開発部 次長 
        福原 亮 
     
 19.12.23 19-12 自宅でできる！ 編集主幹 市川 剛志 
   オンライン管理型心臓リハビリテーションシステム｢リモハブ｣ 寄稿 株式会社リモハブ 
        代表取締役 CEO 
        谷口 達典 
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バックナンバー 【2020年発行分】 

 

 

 

 

 

 

 

発行日 No. タイトル 執筆者

09. 9.25 09-24 （寄稿）ＭＳ法人における新事業承継税制の活用について 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　医療事業部
　　　　税理士　高橋　琴代　　　　

09. 9.30 09-25 （寄稿）株式市況が医療法人の出資持分評価価額に与える影響について 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　代表社員
　　　　税理士　加藤　友彦　　　　

09.10.30 09-26 （寄稿）キャッシュフローの考え方と設備投資時の留意点 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　代表社員
　　　　税理士　加藤　友彦　　　　

09.11.30 09-27 （寄稿）医療機関再起に向けた新手法 編集主幹　市川 剛志　
　～事業再生ＡＤＲの適応性について～ 執筆　センチュリー法律事務所

　　　　弁護士　住田　昌弘　　　

（注）☆：Education note、★：Special edition、◇：Public note、◆：Public Benefit Corporation note、その他はHealthcare note。

 20.01.27 20-01 地域ニーズを見据えた介護事業戦略 編集主幹 市川 剛志 
   「全世代型」の社会保障アプローチへの転換 寄稿 富田ケアセンター有限会社 
        代表取締役社長 
        山中 祥吉 

     
 20.02.25 20-02 ＰＸを用いた患者中心の医療サービス評価 編集主幹 市川 剛志 
   日本および海外における潮流とその背景 寄稿 株式会社スーペリア 代表取締役 
        一般社団法人日本ペイシェント・ 
        エクスペリエンス研究会 代表理事 
        曽我 香織 
        東海大学医学部 血液･腫瘍内科 教授 
        東海大学総合医学研究所 所長 
        一般社団法人日本ペイシェント・ 
        エクスペリエンス研究会 理事 
        安藤 潔 

     
 20.03.23 20-03 「あをに工房」による要介護高齢者就労の実態と可能性 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 株式会社リールステージ 代表取締役社長 
        あをに工房合同会社 代表社員 
        中山 久雄 

     
 20.04.20 20-04 医療ツーリズムと医療の国際化 編集主幹 市川 剛志 
   この10年の変遷から今後を占う 寄稿 中央大学大学院 戦略経営研究科 教授 
        多摩大学大学院 特任教授 
        真野 俊樹 

     
 20.05.25 20-05 新たな病院建築・運営に挑む 編集主幹 市川 剛志 
   長崎リハビリテーション病院立ち上げまでの軌跡 寄稿 一般社団法人是真会 
        長崎リハビリテーション病院 理事長 
        栗原 正紀 

     
 20.06.22 20-06 地域連携広報の必要性 編集主幹 市川 剛志 
   「みんなのくらちゅう」と「わが街健康プロジェクト。」の取り組み 寄稿 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 
        倉敷中央病院 地域医療連携部 部長 
        十河 浩史 

     
 20.07.20 20-07 高齢者・がん患者の健康を化粧のちからで支援 編集主幹 市川 剛志 
    ～ 地域共生社会における化粧の役割 ～ 寄稿 株式会社 資生堂 社会価値創造本部 
        ダイバーシティ＆インクルージョン室 
        エンパワーメントサポートグループ 
        池山 和幸 

     
 20.08.31 20-08 公平な医療サービスの提供を目指して 編集主幹 市川 剛志 
   痛みの見える化の試み 寄稿 大阪大学大学院 生命機能研究科 
        特別研究推進講座 MRI 協働ユニット 
        痛みのサイエンスイノベーション共同研究講座 
        特任教授(常勤) 
        中江 文 

     
 20.09.28 20-09 ウィズコロナ／アフターコロナの医療法人経営 編集主幹 市川 剛志 
    ～ 医療法人の合併・出資持分承継 ～ 寄稿 税理士法人 山田＆パートナーズ 医療事業部 
        山本 竜也 
     
 20.10.30 20-10 『足指着地で健康な体に変えていく』 編集主幹 市川 剛志 
    ～ 機能性シューズでパラダイムシフトを起こす ～ 寄稿 株式会社 BMZ 取締役社長 
        髙橋 毅 
     
 20.11.30 20-11 ウィズコロナの時代の病院経営 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 一般社団法人日本病院経営支援機構 理事長 
        豊岡 宏 
     
 20.12.25 20-12 周産期医療における遠隔医療 編集主幹 市川 剛志 
    － 遠隔モバイル胎児モニターの実際と胎児モニタリングの歴史 － 寄稿 メロディ・インターナショナル株式会社 CEO 
        尾形 優子 
        香川大学瀬戸内圏研究センター 特任教授 
        日本遠隔医療学会 名誉会長 
        原 量宏 
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発行日 No. タイトル 執筆者

09. 9.25 09-24 （寄稿）ＭＳ法人における新事業承継税制の活用について 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　医療事業部
　　　　税理士　高橋　琴代　　　　

09. 9.30 09-25 （寄稿）株式市況が医療法人の出資持分評価価額に与える影響について 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　代表社員
　　　　税理士　加藤　友彦　　　　

09.10.30 09-26 （寄稿）キャッシュフローの考え方と設備投資時の留意点 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　代表社員
　　　　税理士　加藤　友彦　　　　

09.11.30 09-27 （寄稿）医療機関再起に向けた新手法 編集主幹　市川 剛志　
　～事業再生ＡＤＲの適応性について～ 執筆　センチュリー法律事務所

　　　　弁護士　住田　昌弘　　　

（注）☆：Education note、★：Special edition、◇：Public note、◆：Public Benefit Corporation note、その他はHealthcare note。

 21.01.29 21-01 コロナ禍における介護事業経営とは 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 天晴れ介護サービス総合教育研究所株式会社 
        代表取締役 
        榊原 宏昌 

     
 21.02.22 21-02 なぜ自治体病院は経営的に赤字になるのか？ 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 松阪市民病院 総合企画室 副室長 
        世古口 務 

     
 21.03.31 21-03 救急医療管制支援システム(e-MATCH)の開発について 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 特定非営利活動法人 
        ヘルスサービス R&D センター（CHORD-J） 
        ディレクター 
        大田 祥子 
        理事長 
        脇田 紀子 

     
 21.04.26 21-04 ICT がつなぐ、あなたの医療と介護 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 特定非営利活動法人 
        滋賀県医療情報連携ネットワーク協議会 
        代表常任理事 
        本多 朋仁 
        常任理事 
        永田 啓 

     
 21.05.31 21-05 小規模病院による地域医療課題の解決 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 医療法人社団守成会 広瀬病院 理事長 
        廣瀬 憲一 

     
 21.06.30 21-06 光免疫療法を基にした楽天メディカル社の医薬品・医療機器開発 編集主幹 市川 剛志 
    ― 頭頸部癌における新たな治療選択肢 ― 寄稿 楽天メディカルジャパン株式会社 

     
 21.07.26 21-07 救急医療現場から起業した経緯について 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 国立大学法人千葉大学 
        大学院医学研究院救急集中治療医学教授 
        中田 孝明 

     
 21.08.23 21-08 外国人介護人材（ベトナム）育成の取り組み 編集主幹 市川 剛志 
    ～ 人材育成システムと QMS（Quality Management System） ～ 寄稿 社会医療法人愛仁会 本部 国際事業統括部長 
        坪 茂典 
        富山短期大学 健康福祉学科 准教授 
        小平 達夫 

     
 21.09.21 21-09 新しく救急部門を構築するための戦略 編集主幹 市川 剛志 
    ～ 救急医療は文化であり、システムである ～ 寄稿 社会福祉法人京都社会事業財団 
        京都桂病院 救急科 部長 
        寺坂 勇亮 

     
 21.10.18 21-10 最先端脳科学に基づく次世代脳トレ 編集主幹 市川 剛志 
   認知機能の維持・向上に向けて 寄稿 株式会社 NeU（ニュー） 代表取締役（CEO） 
        長谷川 清 

     
 21.11.29 21-11 転倒対策の最前線 編集主幹 市川 剛志 
    ～ 要介護の原因第４位である転倒・骨折から日本人を守る ～ 寄稿 株式会社 Magic Shields（マジックシールズ） 
        取締役／ユーザー体験責任者 
        杉浦 太紀 

     
 21.12.20 21-12 糖尿病患者の方々の QOL 向上につながる 編集主幹 市川 剛志 
   採血のいらない非侵襲血糖値センサー 寄稿 ライトタッチテクノロジー株式会社 代表取締役 
        山川 考一 
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バックナンバー 【2022年発行分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行日 No. タイトル 執筆者

09. 9.25 09-24 （寄稿）ＭＳ法人における新事業承継税制の活用について 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　医療事業部
　　　　税理士　高橋　琴代　　　　

09. 9.30 09-25 （寄稿）株式市況が医療法人の出資持分評価価額に与える影響について 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　代表社員
　　　　税理士　加藤　友彦　　　　

09.10.30 09-26 （寄稿）キャッシュフローの考え方と設備投資時の留意点 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　代表社員
　　　　税理士　加藤　友彦　　　　

09.11.30 09-27 （寄稿）医療機関再起に向けた新手法 編集主幹　市川 剛志　
　～事業再生ＡＤＲの適応性について～ 執筆　センチュリー法律事務所

　　　　弁護士　住田　昌弘　　　

（注）☆：Education note、★：Special edition、◇：Public note、◆：Public Benefit Corporation note、その他はHealthcare note。

 22.01.31 22-01 デイサービス送迎車の相乗りによる交通弱者支援サービス 編集主幹 市川 剛志 
   『福祉 Mover』 寄稿 一般社団法人ソーシャルアクション機構 
        代表理事 
        北嶋 史誉 

     
 22.02.28 22-02 持続可能な介護経営に向けて 編集主幹 市川 剛志 
    ～ ショートステイ向けシステムの導入で収益改善 ～ 寄稿 社会福祉法人由寿会 理事 
        由井 聖太 
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     シートの余分なスペースをトリミング: はい
     ページの拡大・縮小を許可: いいえ
     マージン: 左 36.85, 上 36.85, 右 36.85, 下 36.85 ポイント
     横方向のスペース(ポイント): 17.0079 
     縦方向のスペース(ポイント): 17.0079 
     トンボスタイル 4,幅 0.28,長さ 28.35,距離 8.50(ポイント)
     ページ周囲にフレームを追加: いいえ
     シートサイズ:  200.000 x 200.000 インチ / 5080.0 x 5080.0 mm
     シートの最適化:  最適サイズ
     レイアウト: 1列 1行
     調整:  左上
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