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『内服抗がん剤の併用禁止薬を同時処方により患者死亡』

○○病院（朝日新聞）

それまで使っていた「フルツロンⓇ」から効果の強い「ティーエスワンⓇ 」に変更した。

併用が禁止されている二つの経口抗がん剤が同時に処方され、患者が副作用に

よる多臓器不全で死亡していたことが明らかになった。



2009年12月31日報告分まで過去5年間に副作用報告

受理（141,332人）副作用報告数（情報収集中の報告；122,951人）

死亡転帰（10,054人；因果関係が否定できない[2,165人；A評価]）

厚生労働省からの副作用情報

休薬が必要な

抗がん剤を安全

対策を考慮！

薬品名 人数
イレッサ錠 145

アクチバシン注
グルトパ注

137

ティーエスワンカプセル 122
タルセバ錠 79

メソトレキセート錠 72
★抗がん剤が上位を占めています



そこで，関西電力病院では
疑義照会システムを介した

がん化学療法のレジメン共有
による薬薬連携を開始した。



連携構築前後の休薬が必要な
内服抗がん剤のレジメンの改訂

関西電力病院では，病院薬剤師 2名にてレジメンにて監査完了後に処方
箋を薬剤部から患者に窓口にて手渡し。
利点；保険調剤薬局での内服抗がん剤の監査に役立つ
問題点；主治医の記入に時間が掛かり，病院薬局での待ち時間が生じる

レジメンをエクセル化して主治医の入力時間が短縮，見易く，保険調剤
薬剤師にわかりやすくした

手書きレジメン
⇩

自動計算ができる
エクセルレジメン



・｢日々の抗癌剤投与計画書｣
エクセルファイルを作成
赤枠のみ記入する

・本人への病名告知の状況欄
を追加

投与量・投与スケジュール
投与開始日・終了予定日・処方
日数のほか、朝・夕などの開始
時間も指定

残薬・途中中止確認欄を追加
残薬数も記入

図３．休薬が必要な内服抗がん剤の
レジメンの内容



保険調剤薬局での変化

抗がん剤の処方に対して・・・・・・・・・・・・・・？

患者からどのように聞く？

どのように説明する？？

⇒告知されている？・・・・・⇒告知の有無がわかる！

⇒何のがん？・・・・・・・・・・⇒病名・何クール目が確認！

⇒服薬・休薬期間は？・・・⇒服用・休薬期間がわかる！

⇒この用量で大丈夫？・・・⇒用量の根拠を把握！

⇒副作用の対処法は？・・⇒チェックツールが確立！

抗がん剤は他の薬剤と違い情報共有がなければ
安心・安全な指導ができない！のでは？

連携構築前 連携構築後



投与
計画書

連携構築前（２００９年５月まで）

院外薬局
薬局

患者

照合

確認

主治医

患者

外来

照合

告知は？
病名は？

休薬期間は？
用量計算の根拠は？

疑義照会

すべきなのか？



投与
計画書 FAX＊

院内薬局

患者

照
合

照
合

確認

主治医

患者

関西電力病院
外来

服薬説明
副作用チェック

薬
局

に
提

出

院外薬局より疑義照会

告知・病名
休薬期間

用量計算の
根拠

「疑義照会下さい」

投与
計画書

連携構築後（2009年６月から）の疑義照会システムの流れ
薬薬連携によりエクセルファイルのレジメンを疑義照会により保険調剤薬局に送信する

＊誤送信に注意必要



保険調剤薬局で確認頂いている事項
• 処方箋と投与計画書との

照合
– 患者氏名、ＩＤ番号

– 薬品名

– 投与量

– 投与日数

• 休薬状況

• 服用状況
– 残薬確認

• 身長・体重
– 特に、体重は著しく減少する

場合がある

• 体表面積
– 身長・体重から体表面積算

出表等で確認

• 他剤との相互作用
– 他の抗がん剤等を併用して

いないか

• 服用期間の明記（薬袋に記
載）と説明
– 「○月○日から○月○日服

用分」などと手書きする

• 副作用

• ワルファリンの服用状況

ＴＳ－１；トレーシングレポート（関西電力病院用）にて報告
保険調剤にて記載⇒関西電力病院薬剤部にＦＡＸ



調剤薬局の連携構築前後の比較

抗がん剤治療について積極的に勉強できた

薬の説明において基礎知識の必要性がわかった

他の薬局・病院と副作用の説明を話し合えた（疑問・不安の解消）

患者への服薬指導の充実で薬剤師のやる気がアップ

わかる不明治療計画

事前に把握可能
直接聞かないと

分からない

患者背景・

コンプライアンス

わかる不明告知状況

後前

調剤薬局における意識の変化

患者情報



関西電力病院の運用実績

件数

薬品名 2010年1月 2011年4月 2011年7月

TS-1 35 22 30

UFT・ユーゼル 16 2 5

ゼローダ 8 0 2

フルダラ 2 0 0

スーテント 1 1 3

その他 0 0 3

合計 62 25 43

TS-1が最も多く使用されており，次にUFT・ユーゼルである。



薬薬連携の運用改善(2010年12月より）

• 処方箋コメントの改善

Rp)

ﾃｨｰｴｽﾜﾝ配合ｶﾌﾟｾﾙＴ20 6cp

♦指示書有り♦

分２ 朝夕食後 14日分

最初の処方箋コメント

Rp)

ﾃｨｰｴｽﾜﾝ配合ｶﾌﾟｾﾙＴ20 6cp

【調剤薬局様へ】

投与計画書あり 疑義照会して下さい

分２ 朝夕食後 14日分

改善後の処方箋コメント

【対象となる内服抗がん剤】
ティーエスワン（カプセル・顆粒）
ユーエフティ（カプセル・顆粒） 注）ロイコボリン（もしくはユーゼル）併用時
ゼローダ錠 スーテントカプセル フルダラ錠
ラステットＳカプセル テモダールカプセル ペラゾリン細粒

タイケルブ＋ゼローダ
（注）ホルモン剤・インターフェロン製剤等で，細胞毒性等の副作用が少ない抗がん剤は

例外とする。



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成23年7月

平成23年4月

平成23年1月

平成22年1月

疑義照会率の推移
疑義照会なし（近隣以外）

疑義照会あり（近隣以外）

解説）疑義照会の改善のために処方せんに内服抗がん剤へのコメントを変更した
結果，近隣以外の保険調剤薬局からも疑義照会されるようになった。⇒100％達成。

「指示書あり」のコメント変更

疑義照会あり（近隣薬局）

疑義照会率

疑義照会率１００％達成



TS-1 副作用チェックのフローチャートTS-1 副作用チェックのフローチャート

①下痢

②発疹 全身の痒み

回数
口内炎の有無

YES ４回以上
or YES

薬剤部に
連絡

NO NO or
3回以下

YESNO NO

経過観察

③38℃以上の発熱

④食事摂取可能
飲水 500ml 以上

YES

NO

主
治
医
に
連
絡

③38℃以上の発熱

YES



＜事例１＞休薬期間・残薬確認

• なぜ「13.5日分」の処方？

• 病名告知は？

• 休薬期間は？

「疑義照会してください」のコメントあり

＜処方１＞20XX年 Y月 1日
ﾃｨｰｴｽﾜﾝ配合CP T20 6CP 分2 朝夕食後 13 日分

指示書有

ﾃｨｰｴｽﾜﾝ配合ＣＰ 3CP 分1 夕食後 1 日分
【調剤薬局様へ】
投与計画書あり。疑義照会してください



図７．＜事例１＞休薬期間・残薬確認

• 胃癌告知済み

• 投与スケジュールは
問題ない事がわかる

• 残薬記入欄にて３
Capが服用できてい
ない事がわかる

28日

20XX年Z月12日 20XX年A月9日

20XX年A月17日



＜事例１＞休薬期間・残薬確認

• FAXされた投与計画書で判明したこと

(1) 処方日数の確認（自宅残薬が 3cap）

(2) 休薬期間の確認（2週予定の休薬期間が４週間に延長）

(3) 病名告知が行われている

• 本人と調剤薬局薬剤師との会話で判明したこと

– 検査値異常で休薬期間が延長されたと医師より説明あった

• 本人に確認したこと

– 休薬期間、残薬数、副作用と考えられる自覚症状の有無

服薬コンプライアンスには問題なく、
用法用量を確認して「自信を持って」投薬

疑問解決！



〈処方内容〉第１クール 3,4週目
ﾃｨｰｴｽﾜﾝ配合CP T20 ６CP 分2 朝夕食後 14 日分

◆指示書有◆

〈処方内容〉第２クール 1,2週目
ﾃｨｰｴｽﾜﾝ配合CP T20 ６CP 分2 朝夕食後 14 日分

◆指示書有◆

＜事例２＞服薬コンプライアンス維持

患者背景

• 膵癌術後の腹膜播種再発

• ジェムザール治療後

• 増悪傾向のためティーエスワンを服用開始



• 保険調剤薬局の窓口にて患者様からの質問

• 「ティーエスワンを服用しているが、検査数値
（CA19-9）が改善されない。いつになったら効
果がでるのか？」

＜事例２＞服薬コンプライアンス維持

？
？

？



• 膵癌の告知済み

• ティーエスワンの第
２クール前半の２週
間分が処方

• 予定通り内服指示

図⒏＜事例２＞服薬コンプライアンス維持



• 「ティーエスワンを服用しているが、検査数値
（CA19-9）が改善されない。いつになったら効
果がでるのか？」

＜事例２＞服薬コンプライアンス維持

「ティーエスワンの効果が出る方でも１クール服
用時点で効果が明らかになるのはその約6割で
ある」と説明し理解を得た

投与計画書より２クール目（４投２休）初日

コンプライアンス維持！



＜事例3＞処方意図の患者説明
• 60歳代 男性

(1)プレドニン錠の処方意図が処方箋・患者への
問診では不明

(2) 内服抗がん剤のように「疑義照会」を促す
コメントはないが、(1)の理由で疑義照会

アルサルミン細粒 90% 3g 分3 毎食後 21 日分
バクタ配合錠 1 錠 分1 朝食後 21 日分
オメプラール錠 20mg 1 錠 分1 眠前 21 日分
マグラックス錠 330mg 3 錠 分3 毎食後 21 日分
イソジンガーグル液 7%（30ml） 1 本 1日3回 うがい
ビコスルファート Na 内用液「CH」 10ml 2 本 便秘時・1 回10~15滴

メチコバール錠 500μg 3 錠 分3 毎食後 21 日分

プレドニン錠 5mg 12錠 分2 朝昼食後 4 日分
（day2 より 4 日間飲み切りどめ）



図９．＜事例3＞処方意図の患者説明

•投与計画書がFAX

•非ホジキンB細胞リンパ腫

(R-CHOP 療法実施中)

内服プレドニンの指示が、
レジメンとしてday2~5 にあり

「神経障害増悪傾向の
ためオンコビン減量
(68.4%)」と、メモ記載



＜事例3＞処方意図の患者説明

• 病院薬局へ疑義照会

• 電話での応対と共に「投与計画書」がFAX

プレドニンが化学療法レジメン(R-CHOP療法)の一部と
判明
⇒「プレドニン錠」の内服が抗がん剤治療であると説明

R-CHOP療法の１剤であるオンコビン注による神経障害
が疑われていたことが判明
⇒「メチコバール錠」は神経障害に対する治療と考えら

れ、その旨説明
⇒メチコバール錠内服の意義を疑っていた患者に内服

継続を促すことができた



トラブル防止例でのまとめ

• 良かった点

– 副作用問診・詳細な服薬指導を十分な投薬時間を
使って行うことは、調剤薬局スタッフの意識・レベル
の向上に寄与したと考えている

• 今後の課題

– 内服抗がん剤以外でもイメンドや R-CHOP のプレド
ニンなどでは、レジメン情報の共有が望まれる

連携開始時は調剤薬局側として不安があった

近隣病院と調剤薬局が連携する利点は大きい



病院（医師、病院薬剤師）・
調剤薬局薬剤師間の連携のまとめ

• 利点
– 薬物療法において同じ

目線（知識）で対応

– 適正かつ安全な薬物治
療の提供に繋がる

• 問題点
– 調剤薬局からの情報が

フィードバックされない

＊TS-1トレーニングシートにて

当院に情報提供してください



抗がん剤に限らず，薬の安全な服薬指導，コンプライアンス

の向上に薬-薬連携は重要な役割を果たします。

お薬手帳の活用ならびに当院の疑義照会を介した連携などを

参考に『安全＆安心な患者の薬物治療』をご検討ください。

ご清聴，有難うございました。

最後に

現在 大鵬薬品のホームページでも参照できます


