
三友堂病院における
がん化学療法の現状と展望
～抗がん薬の有害事象必須ポイント～

• 2020年9月28日（月曜日）20:15～21:00
• がん薬物療法連携充実のための研修会《講演２》
• 三友堂病院薬剤部 中村新



お知らせ
〔保険医療機関及び保険薬局の皆さまへ〕
他の保険医療機関及び保険薬局からのレジメンの照会や情報提供等に関する連絡体制
• 連絡先：三友堂病院薬剤部
• 担当薬剤師：中村（または大石）
• TEL：0238-24-3707（直通）
• FAX：0238-24-3732（薬剤部専用）
• 担当薬剤師メールアドレス：shin713-n.2318@sanyudo.or.jp

（注意1）メールによる情報提供や問い合わせにつきましては、必ず保険薬局名、担当薬剤
師名、患者ＩＤ等を記載してください。

（注意2）「三友堂病院がん化学療法レジメン一覧（9月最新版）」と「特定薬剤管理指導加
算2用病院指定形式トレーシングレポート」は、病院ホームページへ掲載しておりますので
各自ご活用ください。なお、データ（PDFまたはWord）をご希望される方は、メールにて
添付送信いたします。担当薬剤師メールアドレスまでお問い合わせください。

mailto:shin713-n.2318@sanyudo.or.jp


本日の研修会の目的・内容

【目的】
外来がん化学療法連携充実加算算定要件（施設基準）に該当する研修会
情報共有、共通言語の理解
医療安全の推進
連携、相互理解による円滑な副作用発現状況の把握

【内容】
1. 当院の外来化学療法室の紹介・実績
2. 抗がん薬の種類と有害事象
3. 連携充実のための運用方法



１、当院の外来化学療法室
の紹介・実績



当院における化学療法の実施について
外来化学療法加算１

（１）抗悪性腫瘍剤を注射
・外科（消化器・乳腺)・呼吸器内科・消化器内科など癌診療科

± 腫瘍内科（月2回：昭和大学江東豊洲病院）
± 緩和ケア科（2人主治医制）

（２）抗悪性腫瘍剤以外を注射
・潰瘍性大腸炎・クローン病・関節リウマチなど
[レミケードR（インフリキシマブBS）・エンタイビオR ・ステラーラR・オレンシアRなど]



外来化学療法室

当院では、外来のほか入院患者においても、患者が外来化学療法室に訪室し、抗悪性腫瘍薬
剤を、外来化学療法室の看護師が投与します。

病棟では、抗悪性腫瘍薬剤の注射薬投与をしておりません。

【スタッフ】
• 室長：化学療法審議委員会委員長（外科医師1名）
• 担当外来看護師：1～2名（予約件数により変動）
• 担当管理栄養士：1名
• 担当薬剤師：1～2名

【病床数】6床（ベット3床・リクライニングシート3床）
【予約枠】（月）～（金）の平日のみ：9時3枠・11時3枠・13時3枠（1日最大計9枠）



病院５階 緩和ケア外来



外来化学療法室



抗がん薬調製室・安全キャビネット



・外来化学療法室と隣接した腫瘍内科診察室
・同一フロアにある緩和ケア病棟



新規化学療法導入患者数
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年度別化学療法実施のべ件数

472 522 588
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94

2017年度 2018年度 2019年度
【外来】のべ件数（件） 【入院】のべ件数（件）



診療科別のべ件数
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2020年4月～6月 がん種別実施のべ件数
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S-1・Cape等を含むレジメン実施件数

食道がん 胃がん 膵・胆道がん 大腸

2017年度

17件

S-1+PTX     1 S-1+CDDP
S-1+PTX
Cape+HER

1
1
2

- - XELOX
BV+XELOX
SOX
BV+Cape

3
4
1
4

2018年度

14件

S-1+PTX 1 S-1+CDDP
Cape+HER＋CDDP
Cape+HER

2
1
2

- - XELOX
BV+XELOX
BV+Cape

5
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1

2019年度

16件

- - S-1+CDDP
Cape+HER＋CDDP
Cape+HER
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S-1+GEM 1 XELOX
BV+XELOX
SOX
BV+SOX
BV+Cape
BV+ロンサーフ
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1
1
1
1
1



MEMO



２、抗がん薬の種類と
有害事象



がん化学療法のレジメン

レジメンとは、抗がん剤・輸液・支持療法（制吐剤などの副作用対策）薬の種類や量、期
間、手順などを組み合わせた時系列的な治療計画書のことです。

（例）大腸癌 BV+mFOLFOX6 （2週毎）

ベバシズマブ（BV) 5mg/kg 点滴90分

レボホリナート(l-LV) 200mg/㎡点滴2時間
オキサリプラチン(L-OHP) 85mg/㎡点滴2時間

フルオロウラシル（5-FU） 400mg/㎡静注

フルオロウラシル（5-FU） 2400～3000mg/㎡ 46時間持続静注
（携帯型ディスポーザブル注入器）



身長・体重の確認

【用量設定】
体表面積㎡
体重kg

【用量調節】
腎機能
肝機能
年齢
全身状態



財団法人日本医療機能評価機構 医療事故情報収集等事業
医療安全情報

No.22 2008年9月：化学療法の治療計画の 処方間違い
処方間違いにより腫瘍用薬を非投与日に投与した事例が報告されています。

No.93 2014年8月：腫瘍用薬のレジメンの 登録間違い
腫瘍用薬のレジメンの登録を行った際、内容を間違えて登録し、患者に投与された事例が報告さ
れています。

No.104 2015年7月：腫瘍用薬処方時の体重間違い
誤った体重で腫瘍用薬を処方したため、過量に投与された事例が報告されています。

No.140 2018年7月
総投与量の上限を超えて腫瘍用薬を投与した後、患者に影響があった事例が報告されています。
総投与量は、患者の生涯にわたって投与する累積量です。



機能状態尺度
Performance 
Status : PS

• ECOG（米国の腫瘍学の団体の1つ）が決めた、
Performance Status（PS）の日本臨床腫瘍研究グ
ループ（JCOG）による日本語訳。

• 化学療法は原則、PSが0～2の全身状態で実施する。

スコア 定義
０ まったく問題なく活動できる。発病前と同じ日常生活が制限なく行える。
１ 肉体的に激しい活動は制限されるが、歩行可能で、軽作業や座っての作業は行うことが

できる。例：軽い家事、事務作業
２ 歩行可能で、自分の身のまわりのことはすべて可能だが、作業はできない。日中の50％

以上はベッド外で過ごす。
３ 限られた自分の身のまわりのことしかできない。日中の50％以上をベッドか椅子で過ご

す。
４ まったく動けない。自分の身のまわりのことはまったくできない。完全にベッドか椅子

で過ごす。



有害事象(Adverse Event：AE)の重症度評価

有害事象共通用語規準（Common Terminology Criteria for Adverse Events :CTCAE ）

米国国立がん研究所（NCI: National Cancer Institute）によって策定。CTCAE v5.0が最新版
である（2019年3月時点）。

日本語版は、JCOG（日本臨床腫瘍研究グループ：Japan Clinical Oncology Group）によっ
て作成・公開されている。

一般的な重症度評価（Grade）は5段階に分類。さらに、それぞれの有害事象についてGrade
分類の詳細が定義されている。



有害事象共通用語規準
v5.0日本語版JCOG版

（CTCAE v5.0 - JCOG）

日常生活動作 Activities of Daily Living (ADL)
 *身の回り以外の日常生活動作（instrumental ADL）
とは、食事の準備、日用品や衣服の買い物、電話の使
用、金銭の管理などをさす。

 **身の回りの日常生活動作（self care ADL）とは、入
浴、着衣・脱衣、食事の摂取、トイレの使用、薬の内
服が可能で、寝たきりではない状態をさす。

重症度 症状
Grade 1 軽症; 症状がない, または軽度の症状がある; 臨床所見または検査所見のみ; 

治療を要さない
Grade 2 中等症; 最小限/局所的/非侵襲的治療を要する; 年齢相応の身の回り以外の

日常生活動作の制限*
Grade 3 重症または医学的に重大であるが, ただちに生命を脅かすものではない; 入

院または入院期間の延長を要する; 身の回りの日常生活動作の制限**
Grade 4 生命を脅かす; 緊急処置を要する
Grade 5 AE による死亡



各種抗がん薬の分類と略語について
～当院の採用注射薬剤を中心に～

① 化学療法～細胞障害性抗がん薬～

② 分子標的治療薬～抗体薬～



【①化学療法～細胞障害性抗がん薬～】

(1)アルキル化薬
ナイトロジェンマスタード類
・シクロホスファミド（エンドキサンR）：CPA

(2)代謝拮抗薬
フッ化ピリミジン系
・フルオロウラシル（5-FU）：5-FU
シタラビン系
・ゲムシタビン塩酸塩（ジェムザールR）：GEM
葉酸拮抗薬
・メトトレキサート（メソトレキセートR）：MTX
・ペメトレキセドナトリウム（アリムタR ）：PEM



【①化学療法～細胞障害性抗がん薬～】

(3)抗腫瘍性抗生物質
アントラサイクリン系
・エピルビシン塩酸塩（ファルモルビシンR ）：EPI
マイトマイシン系
・マイトマイシンC（マイトマイシンR ）：MMC

(4)白金製剤
・シスプラチン（ランダR ）：CDDP
・カルボプラチン（パラプラチンR ）：CBDCA
・オキサリプラチン（エルプラットR ）：L-OHP



【①化学療法～細胞障害性抗がん薬～】

(5)植物アルカロイド
ビンカアルカロイド系
・ビノレルビン酒石酸塩（ナベルビンR ）：VNR
タキサン系
・パクリタキセル（タキソールR ）：PTX 
・パクリタキセルアルブミン懸濁型（アブラキサンR ）：nab-PTX
・ドセタキセル水和物（タキソテールR ）：DTX
微小管伸長阻害薬
・エリブリンメシル酸塩（ハラヴェンR ）
トポイソメラーゼⅠ阻害薬
・イリノテカン塩酸塩水和物（カンプトR ）：CPT-11
・イリノテカン塩酸塩水和物リポソーム製剤（オニバイドR ）
トポイソメラーゼⅡ阻害薬
・エトポシド（ラステットR ）：VP-16



【②分子標的治療薬～抗体薬～】

がん特異的な標的分子に対する特異的な作用をもつ薬剤
抗体薬は大分子であり、それぞれに特有の副作用がある

（１）EGFRに対する抗体薬 [抗HRE2抗体・抗EGFR抗体]
・トラスツズマブ（ハーセプチンR ）：HER HER2 ・乳癌・胃癌
・ペルツズマブ（パージェタR ）：PER HER2 ・乳癌
・トラスツズマブエムタンシン（カドサイラR ） HER2 ・乳癌

・パニツムマブ（ベクティビックスR ）：P-mab RAS遺伝子野生型 ・大腸癌
・セツキシマブ（アービタックスR） ：C-mab



【②分子標的治療薬～抗体薬～】

（２）VEGFに対する抗体薬 [抗VEGF抗体]
・ベバシズマブ（アバスチンR ）：BV 大腸癌・非小細胞肺癌・乳癌
・ラムシルマブ（サイラムザR ）：RAM 胃癌・大腸癌

（３）PD-1に対する抗体薬 [抗PD-1抗体]
・ニボルマブ（オプジーボR ） 胃癌・食道癌.
➡免疫チェックポイント阻害薬
PD-1、PD-L1、CTLA-4を標的にし、免疫細胞を活性化することで抗腫瘍効果を得る



抗がん薬の有害事象必須ポイント

有害事象AE：がん薬物治療で生じたあらゆる好ましくない症状や徴候
有害事象は、必ずしも治療が原因と特定できるものだけを指すのではない
抗がん薬の薬物有害反応＝副作用×有害事象

細胞障害性抗がん薬の副作用
分子標的治療薬の副作用

免疫チェックポイント阻害薬
⇒従来の抗がん薬とは機序の異なる副作用「免疫関連有害事象（irAE）」



（１）骨髄抑制

有害事象 Grade１ Grade2 Grade3 Grade4

白血球減少 ＜LLN-3,000/mm3; 
＜LLN-3.0×10e9 /L

＜3,000-2,000/mm3; 
＜3.0-2.0×10e9 /L

＜2,000-1,000/mm3; 
＜2.0-1.0×10e9 /L

＜1,000/mm3; 
＜1.0×10e9 /L

好中球数減少 ＜LLN-1,500/mm3;
＜LLN-1.5×10e9 /L

＜1,500-1,000/mm3; 
＜1.5-1.0×10e9 /L

＜1,000-500/mm3; 
＜1.0-0.5×10e9 /L

＜500/mm3; 
＜0.5×10e9 /L

血小板数減少 ＜LLN-75,000/mm3; 
＜LLN-75.0×10e9 /L

＜75,000-
50,000/mm3; 
＜75.0-50.0×10e9 /L

＜50,000-
25,000/mm3;
＜50.0-25.0×10e9 /L

＜25,000/mm3; 
＜25.0×10e9 /L

貧血（ヘモグ
ロビン減少）

ヘモグロビン
＜LLN-10.0 g/dL;
＜LLN-6.2 mmol/L; 
＜LLN-100 g/L

ヘモグロビン
＜10.0-8.0 g/dL; 
＜6.2-4.9 mmol/L;
＜100-80 g/L

ヘモグロビン
＜8.0 g/dL;
＜4.9 mmol/L;
＜80 g/L; 輸血を要す
る

生命を脅かす; 緊急処
置を要する



（１）骨髄抑制

【白血球減少（好中球減少）】

好中球数減少時期＝投与後7～14日前後（3週以上経過後の場合もある）

発熱性好中球減少症（FN）などの致死的な合併症を起こす

顆粒球コロニー形成刺激因子（G-CSF）の使用
「G-CSF製剤適正使用ガイドライン：日本癌治療学会2018年版」



（１）骨髄抑制

【血小板減少症】 ・・・血小板輸血

【赤血球減少（貧血）】・・・赤血球濃厚液輸血

《発熱性好中球減少症（FN）》
「日本臨床腫瘍学会ガイドライン2017年版」
定義：好中球数が500/mm3未満、あるいは48時間以内に500/mm3未満になる可能性がある

1000 /mm3未満の状態、かつ口腔内温38℃（腋窩温37.5℃）の発熱を生じた場合



（２）消化器症状

【口内炎】

・フッ化ピリミジン系（5-FU、S-1、Cape）・MTX・アントラサイクリン系

抗がん薬による直接的な口腔粘膜障害（一次的口内炎）
好中球減少に伴う口腔内感染による口内炎(二次的口内炎)
➡口腔ケア、ポビドンヨードなどによる含嗽

有害事象 Grade１ Grade2 Grade3 Grade4
口腔粘膜炎 症状がない, または

軽度の症状; 治療を
要さない

経口摂取に支障がな
い中等度の疼痛また
は潰瘍; 食事の変更
を要する

高度の疼痛; 経口摂
取に支障がある

生命を脅かす; 緊急
処置を要する



（２）消化器症状

【悪心、嘔吐】

有害事象 Grade１ Grade2 Grade3 Grade4
食欲不振 摂食習慣の変化を

伴わない食欲低下
顕著な体重減少や
栄養失調を伴わな
い摂食量の変化; 経
口栄養剤による補
充を要する

顕著な体重減少ま
たは栄養失調を伴
う（例: カロリーや
水分の経口摂取が
不十分）; 静脈内輸
液/経管栄養/TPN 
を要する

生命を脅かす; 緊急
処置を要する

悪心 摂食習慣に影響の
ない食欲低下

顕著な体重減少, 脱
水または栄養失調
を伴わない経口摂
取量の減少

カロリーや水分の
経口摂取が不十分; 
経管栄養/TPN/入
院を要する

-

嘔吐 治療を要さない 外来での静脈内輸
液を要する; 内科的
治療を要する

経管栄養/TPN/入
院を要する

生命を脅かす



悪心、嘔吐

種類と原因：発現時期

急性：投与開始後1～2時間から24時間以内に発現し消失
→セロトニン、5-HT３受容体が関与

遅発性：投与後24～48時間頃に発現し2～5日間持続する
→サブスタンスP、NK１受容体が関与

予測性：精神的な要因（抗がん薬による悪心嘔吐の経験）



注射抗がん薬・催吐性リスク分類
日本癌治療学会・その他

① 高度リスク：90％を超える患者に嘔吐発現 ・EPI・CPA・CDDP

② 中等度リスク：30～90％の患者に嘔吐発現 ・CBDCA・CPT-11・L-OHP

③ 軽度リスク：10～30％の患者に嘔吐発現 ・PTX・DTX・5-FU・GEM・VP-16・PEM

④ 最小度：10％未満の患者に嘔吐発現

 多剤併用療法では最も催吐性リスクが高い抗がん薬に準じて対策をする。
組み合わせにより単剤の場合より高い催吐性リスクに分類されるものがある。



悪心、嘔吐予防対策

・日本癌治療学会「制吐薬適正使用ガイドライン2015 年10 月【第2 版】一部改訂版 ver.2.2 
（2018 年10 月）」・その他ガイドライン参照
➡催吐性リスクにより異なる
急性（初日）
遅発性（2日目以降）

NK-1受容体拮抗薬：アプレピタント（イメンドR)・ホスアプレピタント（プロイメンドR）
5-HT３受容体拮抗薬：第一世代グラニセトロン、第二世代パロノセトロン（アロキシR）
ステロイド：デキサメタゾン（DEX）静注6.6～9.9mg （±経口4～8mg/日）
±非定型抗精神病薬（MARTA）：オランザピン（ジプレキサR）5mg



（２）消化器症状

【下痢】・【便秘】
有害事象 Grade１ Grade2 Grade3 Grade4
下痢 ベースラインと比

べて＜4回/日の排
便回数増加; ベース
ラインと比べて人
工肛門からの排泄
量が軽度に増加

ベースラインと比
べて4-6回/日の排
便回数増加; ベース
ラインと比べて人
工肛門からの排泄
量の中等度増加; 身
の回り以外の日常
生活動作の制限

ベースラインと比
べて7回以上/日の
排便回数増加; 入院
を要する; ベースラ
インと比べて人工
肛門からの排泄量
の高度増加; 身の回
りの日常生活動作
の制限

生命を脅かす; 緊急
処置を要する

便秘 不定期または間欠
的な症状; 便軟化薬
/緩下薬/食事の工
夫/浣腸を不定期に
使用

緩下薬または浣腸
の定期的使用を要
する持続的症状; 身
の回り以外の日常
生活動作の制限

摘便を要する頑固
な便秘; 身の回りの
日常生活動作の制
限

生命を脅かす; 緊急
処置を要する



下痢

下痢の発現に特に注意すべき細胞障害性抗がん薬
・CPT-11・VP-16・フッ化ピリミジン系（5-FU・S-1・Cape）など

発現機序
①早発性の下痢：投与直後24時間以内、一過性。コリン作動性。
②遅発性の下痢：投与後24時間以降～2週間。腸管粘膜障害。

《CPT-11：遅発性の下痢・・・活性代謝物SN-38による腸管粘膜障害》
・酸性の飲食物や腸内を酸性にする整腸剤は避け、腸内アルカリ化処方薬や半夏瀉心湯の併用
・SN-38の主な代謝酵素UDP– グルクロン酸転移酵素（UGT1A1）遺伝子多型について
（UGT1A1＊6、UGT1A1＊28） について、いずれかをホモ接合体（UGT1A1＊6/＊6、 UGT1A1＊28/＊28）又はい
ずれもヘテロ接合体 （UGT1A1＊6/＊28）としてもつ患者では、UGT1A1の グルクロン酸抱合能が低下し、SN-38の
代謝が遅延する ことにより、重篤な副作用（特に好中球減少）発現の可能性が高くなる



（３）末梢神経障害
有害事象 Grade１ Grade2 Grade3 Grade4
末梢性感覚
ニューロパチー
（しびれ）

症状がない 中等度の症状; 身
の回り以外の日
常生活動作の制
限

高度の症状; 身の
回りの日常生活
動作の制限

生命を脅かす; 緊
急処置を要する



（３）末梢神経障害

【末梢神経障害】
手足のしびれ、痛み、知覚異常などに特に注意すべき細胞障害性抗がん薬
・白金製剤：CDDP・CBDCA・L-OHP
・タキサン系：PTX・DTX 
・ビンカアルカロイド系

《L-OHPによる末梢神経障害》
急性：投与直後～数日以内に一過性の知覚異常。手足、口周囲に多い。

➡寒冷刺激により誘発、増悪する。
慢性：累積投与量に依存して出現。ボタンがかけにくい、文字が書きにくい、歩きにくい

などの機能障害。



（４）皮膚障害・手足症候群
有害事象 Grade１ Grade2 Grade3 Grade4
手掌・足底発赤
知覚不全症候群
（手足症候群）

疼痛を伴わない軽微な皮
膚の変化または皮膚炎
（例: 紅斑, 浮腫, 角質増
殖症）

疼痛を伴う皮膚の変化
（例: 角層剥離, 水疱, 出
血, 亀裂, 浮腫, 角質増殖
症）; 身の回り以外の日
常生活動作の制限

疼痛を伴う高度の皮膚の
変化（例: 角層剥離, 水
疱, 出血, 亀裂, 浮腫, 角
質増殖症）; 身の回りの
日常生活動作の制限

-

ざ瘡様皮疹 体表面積の＜10%を占め
る紅色丘疹および/また
は膿疱で, そう痒や圧痛
の有無は問わない

体表面積の10-30%を占
める紅色丘疹および/ま
たは膿疱で, そう痒や圧
痛の有無は問わない; 社
会心理学的な影響を伴う
; 身の回り以外の日常生
活動作の制限; 体表面積
の＞30%を占める紅色丘
疹および/または膿疱で, 
軽度の症状の有無は問わ
ない

体表面積の＞30%を占め
る紅色丘疹および/また
は膿疱で, 中等度または
高度の症状を伴う; 身の
回りの日常生活動作の制
限; 経口抗菌薬を要する
局所の重複感染

生命を脅かす; 紅色丘疹
および/または膿疱が体
表のどの程度の面積を占
めるかによらず, そう痒
や圧痛の有無も問わない
が,抗菌薬の静脈内投与
を要する広範囲の局所の
二次感染を伴う

爪囲炎 爪襞の浮腫や紅斑; 角質
の剥脱

局所的治療を要する; 内
服治療を要する（例: 抗
菌薬/抗真菌薬/抗ウイル
ス薬）; 疼痛を伴う爪襞
の浮腫や紅斑; 滲出液や
爪の分離を伴う; 身の回
り以外の日常生活動作の
制限

外科的処置を要する; 抗
菌薬の静脈内投与を要す
る; 身の回りの日常生活
動作の制限

-



（４）皮膚障害・手足症候群

【皮膚障害】
抗EGFR抗体（パニツムマブなど）による皮膚障害
➡ ざ瘡様皮疹・皮膚乾燥・爪囲炎



（４）皮膚障害・手足症候群

【手掌・足底発赤知覚不全症候群（手足症候群：hand-foot syndrome：HFS）】
・フッ化ピリミジン系：Capeなど
➡ 指先や手掌・足底などの四肢末端に、しびれ、知覚過敏、疼痛、発赤、色素沈着、腫脹、

水疱などが現れる。

《参照》厚生労働省：重篤副作用疾患別対応マニュアル
手足症候群 平成22年3月（令和元年9月改定）



（５）心毒性

①アントラサイクリン系：EPI
心筋障害、不可逆的、用量依存性、蓄積性

②抗HER2抗体：トラスツズマブ・ペルツズマブ
心機能障害、可逆的
＊原則３か月ごとに心エコー検査



（６）その他

【過敏症（急性・遅発性）】
発疹・紅斑・掻痒感・浮腫・咳・呼吸困難・血圧低下
・PTX・CDDP・L-OHP・CBDCA
PTX：投与前にデキサメタゾン・ジフェンヒドラミン・ファモチジンが必要
L-OHP：投与回数を重ねることで発現しやすくなる

【インフュージョンリアクション】
抗体薬によっておこる症状：悪寒・発熱・めまい・呼吸困難・蕁麻疹・低血圧
＊投与30分前に抗ヒスタミン薬・解熱鎮痛薬・ステロイド等を投与



（６）その他

【腎障害】
CDDP：尿細管や間質細胞を直接障害することによって腎障害を起こす

➡尿量を増やすことが有効、輸液を3000mL/日以上投与することが推奨される

【高血圧】・【タンパク尿】
抗VEGF抗体：ベバシズマブ・ラムシルマブ

【電解質異常】
・CDDP：尿細管障害により低ナトリウム血症、高カリウム血症、低カルシウム血症
・抗EGFR抗体：低マグネシウム血症、血清マグネシウム値のモニタリング



３、連携充実のための
運用方法







三友堂病院 外来化学療法情報提供文書

【連携充実加算算定：対象患者】
外来化学療法室にて、病院薬剤師が「外来化学療法情報提供文書」を患者へ交付
保険医療機関または保険薬局へ文書を提示するよう指導

《記載項目》
・レジメン名・実施状況・投与薬剤名・投与量
・有害事象：重症度（Grade）評価（CTCAE Ver5 JCOG版）
・その他：検査値・特記事項

レジメン毎に、発現頻度（％）の高い有害事象を文書に記載

例）XELOX：悪心 下痢 口腔粘膜炎 末梢神経障害 手足症候群



服薬情報提供書（トレーシングレポート）

【保険薬局：薬剤服用歴管理指導料・特定薬剤管理指導加算２】
服薬情報提供書（トレーシングレポート）を病院薬剤部までFAX返信をお願いします
「病院指定形式トレーシングレポート」をご活用ください
トレーシングレポートと併行してメール添付データによる情報提供も受け付けます
（例）写真などの画像（皮膚症状・浮腫の程度等）

《記載項目》
・経口抗がん剤や支持療法薬の服用状況
・副作用の有無：発現状況の確認
・その他：報告・提案事項

（注意）特定薬剤管理指導加算２を算定しない場合
➡原則「服薬情報提供書（トレーシングレポート）（書式は問いません）」のFAX返信をお願いします

次回外来診察予定日（次クール
開始日）の３日前まで！



MEMO



2023年 新病院開院予定



ご清聴ありがとうございました。
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