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はじめに

・｢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１．休薬が必要な内服抗がん剤のレジメンの内容

関西電力病院では、平成20年から院外処方せん

の休薬が必要な内服抗がん剤安全対策上などの
問題を克服するために，経口抗がん剤対象に投与
計画書（以下、レジメン）を作成していた（図１）。
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「疑義照会下さい」

平成21年6月から、門前にある保険薬局5店舗との

間で、疑義照会システムを介した患者ごとの休薬が
必要な経口抗がん剤のレジメン共有による薬薬連携
を開始した（図2）。

図２．経口抗がん剤のレジメン共有方法
既存の疑義照会システムの運用を活かした情報共有



平成21年 実施後1年の経過時の問題点

薬薬連携を区・市・府単位での計画が必須

院外でのレジメン管理 約88.0%
１．レジメンの共有化が約12.0%できていない

２．門前薬局以外からの疑義照会がない

内服抗がん剤レジメン共有化
薬薬連携のアピールが必要

第19回医療薬学会年会In長崎にて発表



はじめに
連携の問題点である門前薬局以外との連携

に対し処方せんの内服抗がん剤のコメント内
容の変更（図３）に着手したり，病院薬剤部門
ホームページ（図４）および大阪府薬ニュース
（図５）などの掲載で連携強化を行った。 ４年

を経過した薬薬連携の評価を，活動経緯と現
状を報告する。

？

？



図３．薬薬連携の運用改善
●処方せんのコメントを改善

２０１１年１１月より

「指示書あり」⇒「投与計画書あり」＋「疑義照会して下さい」

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

運用の改善策は，門前薬局以外からの
疑義照会対応策を講じるため



図３．病院薬剤部門ホームページによる案内

図４．病院薬剤部門のホームページによる案内
保険調剤薬局からの疑義照会によるレジメンの共有化



【関西電力病院における「抗がん剤の薬薬連携」のお知らせ】

関西電力病院から抗がん剤が処方されている患者さんへの
対応についての周知依頼がございました。
院外処方せん中の内服抗がん剤の「用法・用量・投与量・
投与日数」記載の下にあるコメントにおいて『投与計画書有り。
疑義照会してください』とある場合は，06-7501-1404 へ処方
せんをFAXして下さい。また，病院ホームページの『薬剤部』

サイトにも資料を掲載しておりますので，ご参照下さい。
【お問い合わせ先】
関西電力病院 薬剤部TEL；06-6458-5821（代表）

平成24年7月4日
第163号

大阪府薬剤師会発行
Tel:06-6947-5481
Fax;06-6947-5480

図４．大阪府薬ニュースの掲載で連携強化

図５．大阪府薬ニュースに掲載
関西電力病院から発行される抗がん剤処方せんの対応



報告
実績調査
平成24年8月～平成25年3月までの8ヶ月間の

経口抗がん剤のレジメンを対象に保険調剤薬局
からのFAXによる疑義照会率を後ろ向きに調査

を行なった。また、レジメン記載欄【内服の残数】
記入についても加えて調査を行なった。

疑義照会推移
2010年から2013年までの変遷

2013年5月からの新システムの紹介・運用など



結果（実績）
• 件数(2012年8月～2013年3月) 34.4件/月

• 処方薬剤
テモダール

スーテント その他(ベサノイド、フルダラ
エンドキサン、ラステット)

ゼローダ

UFT・
ユーゼル TS-1

門前 211 (68.1%) 0 (0.0%) 211 (68.1%)

門前以外 78 (25.2%) 21 (6.8%) 99 (31.9%)

計 289 (93.2%) 21 (6.8%) 310

照会あり 照会なし 計



結果（実績）
• 残薬記載件数(2012年8月～2013年2月) 合計295件

• 院外処方箋に反映

記入なし 記入あり

余りなし 余りあり

52.5％
47.5％

70.4％
29.６％

例）連携がコンプライアンス向上に貢献したと考えられる事例
TS-1が13日分処方
⇒残薬が1日分あることを医師が認識していることが疑義照会

で判明し、適切に服薬指導



疑義照会率の推移
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門前薬局への処方箋は全て照会あり
門前以外の調剤薬局からは照会のない場合がある

門前薬局
照会あり

門前薬局以外
照会あり

門前薬局以外
照会なし

大阪府薬ニュース掲載
ホームページに掲載処方箋コメントの変更



5月7日から外来診療を
新病院での新システムを導入しSTART 

旧病院 新病院

ABC
放送局



ファイルメーカーを使用した
内服抗がん剤レジメン管理システム



・｢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

身長・体重・体表面積・血清Cre・Ccr・本人への告知

レジメン名・1クールの日数・レジメン投与開始日

今クールの開始日・終了予定日・処方の服用日・残数

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

過去の投与量（過去4クールまで表示）



検査値確認済み関電
華子

濱口
良彦指導内容（保険調剤薬局）

□コンプライアンス・残薬の確認
□服用期間の説明
□休薬期間の確認
□併用禁忌薬品の確認
□副作用の確認
□その他（記載自由）
⇒関西電力病院薬剤部へFAX
⇒病院に情報共有



保険調剤薬局での指導内容のフィードバック内容
平成25年8月12日～START・・・・⇒8月23日までのFAX送信

指導内容
確認時
変化なし

確認時
変化あり

薬品名

イレッサ

タルセバ

TS-1顆粒

イレッサ

タシグナ

服用期間の説明 12 1 イレッサ

休薬期間の説明 9 1 タルセバ

併用禁忌薬の確認 12 0 タシグナ

タルセバ

イレッサ

TS-1顆粒

TS-1/CDDP

ハイドレア

TS-1

ゼローダ

門前薬局 １３件 ３件 合計 １６件

10 4副作用の確認

⇒計画書では8月23日～9月８日ですが，
　　患者に確認8月22日～9月23日
　　（隔日投与）でした。確認をお願いします

⇒併用薬ありません

⇒TS-1を飲みだすと食欲が落ちるようです
　　下痢（ー），便秘（＋）発熱（－）

⇒本日は肝機能について説明なかった。
前回のタルセバによる皮膚症状が残っている
リンデロンVGローションでの対応（処方あり）

⇒副作用も多少あるがひどくなく，食欲も少し出てきた

確認時の内容

⇒残薬なし

10コンプライアンス・残薬の確認

⇒問題なし

⇒前回の㋇１日に６包残あり。今回は残薬０。

⇒コンプライアンス不良，イレッサも飲み忘れることあり

5

⇒㋇22日に來局より㋇21日からの服用指示だが㋇22
日夕より服用の指示（指導）をした

⇒初回だったので残薬と副作用の確認は
　　していません

⇒前回同様の隔日投与であることを説明

⇒2日分残薬あり

⇒重篤なものは今のところなし
体のしんどさは隔日投与によって楽になった

門前薬局以外

その他 12 3

⇒代理（家族）の方だったために残薬確認できず
約７Capの残薬があるそうです。１日おきの服用確認。
次回の診察時に残薬のことを主治医に相談をするよう
に伝言済み



薬薬連携の疑義照会を使用した
保険調剤薬局の指導内容のフィードバックを

電子カルテに入力し情報共有化
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新病院移転後の内服抗がん剤レジメン共有化
による疑義照会依頼件数



関西電力病院関西電力病院との内服抗がん剤との内服抗がん剤
レジメン共有のレジメン共有のFAXFAX疑義照会疑義照会薬局薬局

現在地



定型的な伝達手段

お薬手帳

別紙

伝言

コメント欄に入力する
⇒書式が決まっていない

利用率55%(2010年)

｢仕組み｣ではない

患
者
本
人
次
第

疑義照会

医療機関同士で連携する仕組みが存在

双方向



レジメン情報(病名告知、体表面積、腎機能、残薬など)
を病院と院外調剤薬局が共有することで、内服抗がん
薬の安全な投与とコンプライアンス向上に寄与できる。

情報伝達には疑義照会の仕組みが有用。

調剤薬局からの情報共有も可能（有効利用）。
⇒真の薬 薬・連携での情報共有化と考える。

疑義照会は、既存の仕組みであり、病院側で必要な
情報を答えられる体制を作れば、他施設でも同様の
ネットワークを構築できる。

まとめ


