
医師・薬剤師看護師の協働体制
《抗がん剤に対する患者の安全対策の取組み！》
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薬剤部
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大阪府病院薬剤師会
第一支部研修会にて講演（一部抜粋）
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医師
治療決定

疾患の説明
治療の同意・説明

看護師（病棟・外来）
がん認定看護師 中心に

患者に面談し，
副作用対策，
栄養管理，
緊急時の対応など説明

皮膚ケアの説明

薬剤師（病棟・外来）
がん認定薬剤師中心に

投与スケジュールの
薬学的評価・確認
患者に面談しスケジュールと
薬効，副作用対策
曝露対策などを説明

抗がん剤の調製（レジメンより）

患者
がん化学療法
の理解を深め，
患者参加型の
治療を推進

オーダ 指示受
レジメンに より指示

チームでの治療説明
Follow up体制



がん対策でのチーム（協働作業）

入院・外来
化学療法室

（投与）

抗がん剤
投与前
説明

がん対策
委員会

抗がん剤治療

抗がん剤
調製

抗がん剤
レジメン

承認・作成

化学療法
委員会

がん
カンファレンス



4月4日 消化器癌の内視鏡治療 藤原

4月11日 消化器癌の外科治療 池田(温)

4月18日 胃癌症例 北村・池田(一）

4月25日 抗癌剤の総論 中尾

5月2日 休み

5月9日 アンケート

5月16日 胃癌症例 東

5月23日 NET 河本

5月30日 大腸癌症例 福田・池田(-)

6月6日 食道癌症例 東

6月13日 胃癌 東

6月20日 大腸癌 萩・細田

6月27日 胆膵 藤原

7月4日 胃癌症例 野口

7月11日 食道癌 矢入・池田(-)

7月18日 肝癌 中村

7月25日 抗癌剤の副作用（栄養障害） 薬剤部

8月1日 癌と漢方 薬剤部

8月8日 臨床研究論文について 井上(直）

がんカンファレンスの日程表



がん対策でのチーム（協働作業）

入院・外来
化学療法室

（投与）

抗がん剤
投与前
説明

がん対策
委員会

抗がん剤治療

抗がん剤
調製

抗がん剤
レジメン

承認・作成

化学療法
委員会

がん
カンファレンス

外来・入院
投与前
説明

被爆
予防策



がん対策委員会から薬剤部に依頼

入院・外来患者への医師との協働作業として説明依頼

抗がん剤の初回投与について服薬指導依頼
○薬の説明（注射・内服薬）
○副作用への注意点
○曝露対策についての説明

緩和医療として麻薬などの服薬指導依頼
○薬の説明（内服・外用薬）
○副作用への注意点
○管理上の注意点



1週目 2週目 3週目 4週目 5週目 合計
4月 0 0 0 0 0 0
5月 1 5 3 7 4 20
6月 1 5 5 5 3 19
7月 4 3 2 1 1 11
8月 1 3 3 1 8
9月

消化器外科 血液内科 呼吸器内・外科 合計
4月 0 0 0 0
5月 14 6 0 20
6月 8 8 3 19
7月 8 1 2 11
8月 8 0 0 8
9月

薬剤師全員で取組みに参加；現状3名が中心となり説明

外来・入院患者への抗がん剤・緩和医療での初回指導



がん化学療法の説明での協働作業
（スケジュール・副作用対策・曝露対策など冊子を作成し説明）



抗がん剤の冊子

複数の抗がん剤使用レジメン
S-1＋CDDP

FOLFOX
FOLFIL
RPMI

CBDCA+Alimta
・
・
・

計 60部

現在進行形

単剤の抗がん剤使用レジメン
S-1

タシグナ
フルダラ

ベルケイド
ナベルビン

・
・
・

計 約20部

新規薬剤の場合メーカに依頼



抗がん剤曝露対策の
患者教育用説明書の有用性

関西電力病院 薬剤部 がん認定看護師 化学療法室長（外科）

倉橋 基尚，眞継賢一，中尾祐子，松本里佳，井上直也，濱口良彦

目的
医療スタッフの曝露防止に主眼が置かれており，曝露教育は
医師，薬剤師，看護師等の医療スタッフに対するものが多い

抗がん剤曝露の危険性は抗がん剤投与患者の家族において
も同様であるが，日本においては，患者に対する抗がん剤曝
露対策の教育はほとんど行われていない。
関西電力病院での曝露対策の患者教育について説明書を作
成内容の有用性などを調査した



国・都道府県のがん拠点病院より
がん化学療法の増加⇒複雑化，内服薬でも対応

抗がん剤の適正使用
（レジメンの運用・院外内服抗がん剤など）
問題点；院内に主眼が置かれている

抗がん剤の曝露について入院・外来での曝露対策が
取組みがない
問題点；抗がん剤の曝露対策医療スタッフに主眼が
置かれている

参考文献；日本における抗がん剤取り扱い指針
日本病院薬剤師会 日本看護協会のみ



抗がん剤投与患者さん、ご家族（介護者）の安全管理について 

 

抗がん剤は投与後しばらくの間、尿や便に残ります。便や尿などに直接触れて

も健康に害を及ぼすようなことはまずありませんが、できる範囲で結構ですので

以下の対策をお取りください。 

 

 

対策を取る期間について 

●抗がん剤投与後２日間、対策をお取りください。３日目以降は特別な対策は必要ありま

せん。 

●内服の抗がん剤等で連日服用するお薬に関しては、最終内服日から２日間下記の対

策をお取りください。 

●下記の抗がん剤を投与されている場合は７日間対策をお取りください。 

ファルモルビシン、シスプラチン、ゲムシタビン、タキソテール、ドキソルビシン、エンドキ

サン、オンコビン、エトポシド、ブレオ 

 

日常生活の注意 

◆男性の方も、便座にこしかけて排尿してください。 

◆尿がこぼれた場合は、トイレットペーパーできれいにふきとってトイレに流してください。 

◆使用後のトイレは、トイレのふたをして水を流してください。このとき水を２回流したほう

がよいでしょう。 

◆出血した時はトイレットペーパーできれいにふきとりトイレに流してください。 

◆トイレの後や血液が手に付いた場合は石鹸で手をよく洗ってください。 

 

排泄物（尿、便）、嘔吐物についての注意 

◆ストーマ用品や、オムツなどの処理は手袋を着用して行ってください。二重にしたビニー

ル袋に入れ、密閉して一般ごみとして廃棄してください。その後石けんと流水で十分に

手を洗いましょう。 

◆排泄物が皮膚についたら、直ちに水道水で十分に洗い流し、さらに石鹸で洗いましょ

う。 

◆排泄物、嘔吐物の付着部位に異常が現われたらすぐ診察を受けてく

ださい。 

 

排泄物、嘔吐物が付着した寝具、衣類等の取り扱い 

◆排泄物、嘔吐物で汚れた洗濯物は直接洗濯機に入れ、通常の洗剤を用いて２度洗濯

してください。このとき単独で洗濯し、その他の洗濯物とは分けて洗うようにしてくださ

い。 

 

● 汗は通常の量では対策はいりませんが、大量の汗をかいている場合は、上記の対策

をお取りいただくほうが良いでしょう。 

関西電力病院 外来化学療法室・薬剤部  ２０１１．7．13 作成 

関西電力病院 ホームページ
薬剤部参照⇒コピー可能



抗がん剤は投与後しばらくの間、尿や便に残ります。便
や尿などに直接触れても健康に害を及ぼすようなこと
はまずありませんが、できる範囲で結構ですので以下
の対策をお取りください。

対策を取る期間について

●抗がん剤投与後２日間、対策をお取りください。３日目以降は特
別な対策は必要ありません。
●内服の抗がん剤等で連日服用するお薬に関しては、最終内服
日から２日間下記の対策をお取りください。
●下記の抗がん剤を投与されている場合は７日間対策をお取りく
ださい。

対策を取る期間
尿中残留が48時間未満の薬剤⇒投与後2日間
尿中残留48時間以上の薬剤⇒投与後7日間

対策を取る

ファルモルビシン、シスプラチン、ゲムシタビン、タキソテール、
ドキソルビシン、エンドキサン、オンコビン、エトポシド、ブレオ



抗がん剤は投与後しばらくの間、尿や便に残ります。便
や尿などに直接触れても健康に害を及ぼすようなことは
まずありませんが、できる範囲で結構ですので以下の
対策をお取りください。

日常生活の注意

◆男性の方も、便座にこしかけて排尿してください。
◆尿がこぼれた場合は、トイレットペーパーできれいにふきとってト
イレに流してください。
◆使用後のトイレは、トイレのふたをして水を流してください。このと
き水を２回流したほうがよいでしょう。
◆出血した時はトイレットペーパーできれいにふきとりトイレに流し
てください。
◆トイレの後や血液が手に付いた場合は石鹸で手をよく洗ってくだ
さい。



排泄物（尿、便）、嘔吐物についての注意
◆ストーマ用品や、オムツなどの処理は手袋を着用して行ってくだ
さい。二重にしたビニール袋に入れ、密閉して一般ごみとして廃棄
してください。その後石けんと流水で十分に手を洗いましょう。

◆排泄物が皮膚についたら、直ちに水道水で十分に洗い流し、さ
らに石鹸で洗いましょう

◆排泄物、嘔吐物の付着部位に異常が現われたら
すぐ診察を受けてください。

排泄物、嘔吐物が付着した寝具、衣類等の取り扱い
◆排泄物、嘔吐物で汚れた洗濯物は直接洗濯機に入れ、通常の
洗剤を用いて２度洗濯してください。このとき単独で洗濯し、その他
の洗濯物とは分けて洗うようにしてください。
汗は通常の量では対策はいりませんが、大量の汗をかいている場
合は、上記の対策をお取りいただくほうが良いでしょう。



方法・対象
抗がん剤曝露説明書の評価

2011年8～11月の4ヶ月間
対象；当院で初回化学療法が施行された患者

外来化学療法⇒薬剤師および看護師
入院化学療法⇒薬剤師
今回作成した抗がん剤曝露説明書を用いて
曝露対策を説明した。
その後同意を得られた患者にアンケート用紙を
配布した。



年齢 平均（min－max） 67.9 (55－81)

性別 男性 18
女性 13

がん腫 肺がん 11
大腸がん 11
胃がん ４
膵がん ３
卵巣がん １
悪性胸膜中皮腫 １

患者背景



患者使用レジメン

（肺がん） PEM,PEM+CBDCA,CBDCA+VP16,CBDCA+PTX，
CBDCA+PEM+BEV，VNR+CDDP

（大腸がん） UFT/LV，FOLFIRI，FOLFOX，FOFOX+BEV

（胃がん） S1、S1＋CDDP、PTX

（膵がん） GEM

（卵巣がん） CBDCA+PTX

（悪性胸膜中皮腫） PEM＋CDDP

PEM：pemetrexed,CBDCA：carboplatin,VP16：etoposide, PTX：paclitaxel
BEV：bevacizumab, VNR：vinorelbin, FOLFIRI：fluorouracil,levofolinate,irinotecan併用療法
FOLFOX：fluorouracil,levofolinate,oxaliplatin併用療法, S1：tegaful,otastat,gimestat,GEM：gemcitabine
CDDP: cisplatin,UFT/LV: tegaful･uracil/leucovorin併用療法



結果

• アンケートは43名に対して配布し，31名
から回答を得た。（回収率72.1％）

• 化学療法の実施場所は外来化学療法
１８名，入院化学療法１３名であった。



問１、パンフレットを読まれてどう思わ
れましたか？

0.0

0.0

0.0

0.0

3.3

96.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

1

本人、家族ともに、知って
おくべきだと思う。

治療を受けている本人は
知るべきだが、家族には
知らせたくない。
家族は知っておくべきだ
が、本人は知らないほう
が良い
知っておくべきだが、でき
れば知りたくなかった。

知らなくてもよい。

その他　

回答率（％）



問２、説明を受けたほうが良いと思わ
れる方

0.0

100.0

71.0

0 .0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

その他

家族

本人

回答率（％）



問３、内容を読まれて、実際に対策を
取ろうと思いますか？

0.0

0.0

3.3

96.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

その他

取ろうと思わない

一部取ろうと思う

取ろうと思う

回答率（％）



問４、内容を読まれて、ご自身で対策を取る
ことが難しいと思われる箇所はありますか？

9.7

90.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

ない

ある

回答率（％）



問５、内容を読まれて、ご自身で対策を取ることが
難しいと思われる箇所はありますか？
●車椅子のため
●高齢のために排泄物がこぼれたのがわからない

問６、もっと詳しく知りたいと思われた箇所はありま
すか？
●家族に対する影響を具体的に知りたい

問５・問６ 回答



考察
• 我々が当初考えていたよりも患者は曝露対策

に関心が高く，対策を取ろうと考えていた。

• 説明した対処内容は患者および家族が家庭で
も実施可能と考えられた。

• 説明時は抗がん剤曝露説明書の内容を基本
に，患者個々の状況も考慮し対応していくこと
が必要であると考えられた。

• 家族への説明は慎重に行わなければならない
と考える。
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抗がん剤のミキシング

＊実務実習生が作成



エアロゾル曝露

バイアル内が陽圧のまま
針を抜かないこと

図 エアロゾル現象

薬液吸引時、バイアルの内圧が高いま
ま針を抜くとエアロゾルが噴出しやすい。

溶解時、溶解液注入によりバイアルの内圧が上昇したまま針を抜くとエアロゾルが噴出する。



抗がん剤を扱う際の安全性を重視した薬剤部の作業

アンプル内の残薬は，空バイアルに充填し廃棄



プライミングとクローズプラネクターの取り付けルール
プライミングを行なう際に，2種類＊以上のプライミングがある場合はクローズシス

テムのためにプラネクター＊を付けています。少し手間ですがよろしくお願いします。
例）
Rp．1 Rp．2
５％TZ250mg 大塚生食注 500mL
カルボプラチン450mg パクリタキシセル 69mg
上記の場合は2種類共にプライミングを行い，先にクローズシステムのパシローシ

ステムをつける。先には，パラフィルムを付ける。

キロサイド大量療法・少量持続，メソトレキサート大量療法，リツキサン時間厳守医
薬品などの場合にプライミングルートをポンプ専用ルート（テルモ）を使用する。
Rp. キロサイド5400mg

ソリタT3 300mL
ポンプ用ルート

＊プアラネクター
パシローシステム

先に付ける

記載有り



曝露対策の実証調査

医療薬学会in新潟にてポスター発表



ベッド周囲 調製者の手 ボトル ルートの先端

ﾎﾞﾄﾙとルート接続時 ＋＋＋ ＋＋＋ ＋＋ ＋＋＋

ボトル交換時 ＋＋＋ ＋＋＋ ＋ ＋＋＋

ボトル交換時
（抗がん薬単独）

－ － － －

ボトル交換時
（抗がん薬複数）

＋＋ ＋＋ ＋ ＋＋

ボトル交換時
（抗がん薬単独）

－ － － －

ボトル交換時
（抗がん薬複数）

－ － － －

曝露（被曝）
薬剤部内の抗がん薬調製方法

抗がん薬輸液
ボトルのまま

抗がん薬輸液
プライミング後末端ロックなし

抗がん薬輸液
プライミング後末端ロックあり

抗がん剤調製後の曝露に関する検討



ベッド周囲 調製者の手 ボトル ルートの先端

ﾎﾞﾄﾙとルート接続時 ＋＋＋ ＋＋＋ ＋＋ ＋＋＋

ボトル交換時 ＋＋＋ ＋＋＋ ＋ ＋＋＋

曝露（被曝）

抗がん薬輸液
ボトルのまま

薬剤部内の抗がん薬調製方法

ボトルの被曝状況 ルートの被曝状況ベッド周囲の被曝状況 調製者の被曝状況

抗がん剤調製後の曝露に関する検討



ベッド周囲 調製者の手 ボトル ルートの先端

ボトル交換時
（抗がん薬単独）

－ － － －

ボトル交換時
（抗がん薬複数）

＋＋ ＋＋ － ＋＋

ベッド周囲 調製者の手 ボトル ルートの先端

ボトル交換時
（抗がん薬単独）

－ － － －

ボトル交換時
（抗がん薬複数）

－ － － －

抗がん薬輸液
プライミング後末端ロックなし

抗がん薬輸液
プライミング後末端ロックあり

薬剤部内の抗がん薬調製方法
曝露（被曝）

薬剤部内の抗がん薬調製方法
曝露（被曝）

抗がん剤調製後の曝露に関する検討



抗がん剤調製後の曝露に関する検討

プライミングしない場合
先端まで抗がん薬あり

先端から抗がん薬の
薬液が落ちたあと

プライミングを輸液で行い
ロックシステムあり

プライミングしない場合
先端まで抗がん薬あり



がん対策でのチーム（協働作業）

入院・外来
化学療法室

（投与）

抗がん剤
投与前
説明

がん対策
委員会

抗がん剤治療

抗がん剤
調製

抗がん剤
レジメン

承認・作成

化学療法
委員会

がん
カンファレンス

アナ
フィラキシー

対策



抗がん剤投与時のアレルギー
観察方法の運用開始説明会

H24.6から
START

抗がん剤のアナフィラキシー事例があり

対策実施の流れ



パクリタキセル
アナフィラキシーについて

パクリタキセルの適応症
卵巣がん，非小細胞肺がん，乳がん，胃がん
比較的高率に過敏症が発現することが知られており，重篤な過
敏症の防止のために前投薬が必要
前投薬；ステロイド剤（デキサメタゾン）

抗ヒスタミン剤（ジフェンヒドラミン）
ヒスタミンH2受容体拮抗剤（ファモチジン，ラニチジン）

⇒前投薬を行った症例でも重篤な過敏症の発現あり
⇒バイタルサインなどのモニタリングは必須

パクリタキセル投与時過敏症
⇒約8割が投与開始10分以内に発現

⇒臨床経験上も投与早期に発現多
⇒投与開始後1時間・・・バイタルサインのモニタリングを頻回に

薬剤部主催の安全管理勉強会「がん副作用対策」より



パクリタキセルのアナフィラキシーについて

同じタキサン系薬剤であるドセタキセル（タキソテール®）の過敏

症は比較的軽度⇒アナフィラキシー様ショックには注意！
⇒国内においては前投薬は必須ではありません⇒すべて使用！
⇒欧米ではステロイド剤による前投薬が行われています。

原因物質

溶解補助剤
ポリオキシエチレンヒマシ油

パクリタキセル

添加物として無水エタノールを含有
アルコールに過敏症（慎重）

ポリオキシエチレンヒマシ油含有製剤（シクロスポリン注射液等）
⇒過敏症の既往歴のある場合には投与禁忌

薬剤部主催の安全管理勉強会「がん副作用対策」より



ペニシリン系 セフェム系
注射薬 注射薬 注射薬

スルバシリン1.5g セファメジンα注射用0.5g ロピオン
ゾシン静注用2.25g セフマゾン点滴静注用バッグ1g
ゾシン静注用4.5g パセトクール静注用1gバッグ 内服

ビクシリン注射用1g フルマリン静注用0.5g インテバンSP25mg
注射用ペニシリンＧカリウム100万単位 フルマリンキット静注用1g ソランタール錠100mg

ペントシリン注射用1g スルペラゾンキット静注用1g ナイキサン錠100mg
ペントシリン静注用2gバッグ セフォタックス注射用0.5g ボルタレン錠25mg

ピシバニール１KE/５KE モダシン静注用１ｇ ボルタレンSR37.5mg
内服 セフィローム静注用１ｇ レリフェン錠400mg

サワシリン錠250 ファーストシン静注用１ｇ ロキソニン錠60mg
サワシリン細粒 ファーストシン静注用１ｇバッグS ロルカム4mg

ユナシン錠 注射用マキシピーム1g クリノリル錠
ユナシン細粒小児用10% マキシピーム点滴静注用バッグ セレコックス錠100mg

クラバモックス小児用ドライシロップ ソレトン錠８０
ランサップ800（サワシリン含有） 内服 ハイペン錠100mg

外用 セフゾンカプセル100mg モービック錠10mg

ビクシリン膣坐剤 セフゾン細粒小児用10％
アルコール系 フロモックス錠100mg バファリン３３０mg

パクリタキセル（タキソール） フロモックス小児用細粒10％ バイアスピリン錠１００mg
ドセタキセル（タキソテール）20mg/80mg メイアクトMS錠100mg

無水エタノール注 メイアクトMS小児用10％ カロナール錠200mg
消毒用エタプロコール バナン100mg カロナール細粒20％

３％ホルマリンアルコール バナンドライシロップ
５％ホルマリンアルコール パンスポリンT錠200mg パラミヂンカプセル300mg
エタノール局方５００ｍｌ ファロム150mg

清拭用アルコール 外用 PL顆粒
ハイポエタノール モダシン点耳液

ベンクロジドエタノール ベストロン耳科用
滅菌ハイポアルコール

ネグミン液 ジアグノグリーン注射用25mg SG顆粒
ネグミンシュガー 複方ヨードグリセリン メチロン注
イソジンガーグル 希ヨードチンキ
アンカロン錠100 ヨウ化カリウム
アンカロン注150 ヨウ化カリウム軟膏

イソジンゲル4g/90g ヨウ素
オフサグリーン静注用25mg ヨードホルムガーゼ

カデックス軟膏0.9%
産婦人科用イソジンクリ ム

スタデルムクリーム
ボルタレンゲル

アンダームクリーム
アンダーム軟膏

セクターローション
インテバンクリーム

ヤクバン20
カトレップパップ
フェルナビオン
ゼポラステープ

セルタッチ70/140
ロキソニンパップ100mg

ロキソニンテープ50mg/100mg

アドフィード40/80

外用

ボルタレンサポ25mg

ボルタレンテープ

アンヒバ坐剤200mg

モーラステープ
モーラステープL

ボルタレンサポ50mg
レクトス５０

インテバン坐剤25mg
インテバン坐剤50mg
アンヒバ坐剤100mg

平成22年9月現在
関西電力病院　薬剤部

ヨード系 ピリン系

アレルギー薬品薬効チェック　リスト     

モーラス30/60
スミルスチック

ＮＳＡIＤｓ



抗がん剤（パクリタキセル）投与中にアナフィラキシーが！

看護師（関電花子さん）は，
初回の抗がん剤投与なのでアナフィラキシーなどの不安があった

予防投与の前投薬は投与計画書の通り施行したが・・・不安がよ
ぎった

普段 投与後 5分ぐらいの経過観察をしていたが，不安に思い5分

以上経過観察をしていた

突然呼吸困難などのアナフィラキシー様ショックが早期に発見でき
た

対処として直ぐにコールし，報告がスムーズに行われた

医師，看護師などのスタッフ確保，救急カート準備の依頼

事前学習・知識の活用

レジメン・パスなどの観察手順を認識

アレルギーの可能性が否定できなかった

アナフィラキシー対応マニュアルの知識活用

日頃の救急カートの適切な管理



インフィュージョンリアクション

• リツキシマブ「リツキサン」やトラスツズマブ
「ハーセプチン」などの分子標的治療薬の薬
物投与中または投与開始後２４時間以内に
多く現れる薬物有害反応（副作用）の総称

• 発症機序は明らかではないが、細胞が障害
される過程で産生・放出されたサイトカインな
どが炎症・アレルギー反応を引き起こすこと
が原因となっていると推測される。



発現時期・期間と症状

【過敏反応】
・薬剤点滴開始30分以

内に発症することが多い
・Ⅰ型過敏症は再投与で
重症化する

【インフュージョン・リアク
ション】
・薬剤点滴中またはその
直後に発症し、点滴終了
より24時間以内に回復

する
・2回目以降、投与回数

の増加に伴い、発現頻
度とGradeが低くなる



過敏症が発現する時期

パクリタキセル
ドセタキセル

アレルギーの80%は
投与1～2回目に出現

エルプラット 白金製剤は
投与回数が増えると，

蓄積性によりアレルギーの
発現頻度が高くなる

カルボプラチン

シスプラチン

リツキサン 投与初回では，
infusion reactionの
出現頻度が高いハーセプチン

ロイナーゼ
アレルギー出現時は

重篤化する可能性がある



インフィュージョンリアクションの
発現しやすい状況

• リツキシマブ

• 初回投与時（８０％）

• 投与開始３０分から２時
間

• 注入速度を上げた直後
から３０分以内

• 発現頻度高、重篤化

• 腫瘍量の多い患者

• 脾腫を伴う患者

• 心機能、肺機能障害を
有する患者

• トラスツズマブ

• 初回投与時

（約４０％軽度～中等度）

• 投与中～投与開始後

２４時間以内

• 肺転移や循環器疾患
などにより安静時呼吸
困難のある患者



投与回数と発現時期
（リツキサン）

（シスプラチン）

初回にインフュージョンリアクションの発現率が高い

３回目以降に過敏症の発現率が高い



過敏症に注意を要する抗がん剤

• シスプラチン

• カルボプラチン

• L-アスパラギナーゼ

• シタラビン

• メソトレキサート

• エトポシド

• ブレオマイシン

• パクリタキセル

• ドセタキセル

• オキサリプラチン



過敏症・インフュージョンリアクション
に対する関電病院マネージメント

• 過敏症が起こりやすい薬品について

薬剤部⇒医療スタッフへの注意喚起
日々の投与計画書

薬品の横にスタンプを押し
注意喚起をはかる



過敏症注意Ａ

過敏症注意Ｂ

ロイナーゼ
パクリタキセル
ドセタキセル
リツキサン（初回のみ）
ハーセプチン（初回のみ）
アービタックス（初回のみ）
オキサリプラチン（5回目

～）
カルボプラチン（5回目～）
シスプラチン（5回目～）

トーリセル
レミケード
ブレオ
キロサイド（大量療法時）
リツキサン（2回目～）
ハーセプチン（ 2回目～ ）

アービタックス（ 2回目～ ）

オキサリプラチン（４回目まで）
カルボプラチン（ ４回目まで）
シスプラチン（ ４回目まで）

スタンプを押して注意喚起
過敏症に対する観察項目を
定めた用紙を作成し、患者状態
のチェックを行う

スタンプを押して注意喚起



アセスメントする項目

• 患者のアレルギー歴（薬物・食物・有機溶剤）
治療歴

• 白金（プラチナ）製剤：シスプラチン✖なら「カ
ルボプラチン」や他の白金製剤も避けるべき

• ドセタキセル・パクリタキセル：無水エタノール
含むためアルコール過敏✖

• 有機溶剤含：ドセタキセル・パクリタキセル

エトポシド→有機溶剤過敏に注意



症状

• 過敏症の前駆症状：掻痒感、紅潮、じんま疹、鼻閉、
咳くしゃみ、呼吸困難感、悪心、嘔吐、便意、尿意、
腹痛

• 重度：血圧低下、呼吸困難、喘息、気管支痙攣、不
整脈

• インフィュージョンリアクション軽度～中等度

• 発熱、悪寒、悪心、頭痛、疼痛、掻痒、発疹

• 咳、めまい、虚脱感

• 重度：血圧低下、血管浮腫、低酸素血症、気管支痙
攣、肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心原性ショック



異常の早期発見

• 患者の「何かおかしい」に反応すること

• 原因と思われる薬剤を中止する

• ﾙｰﾄは別ﾙｰﾄ、または吸引後ﾙｰﾄを交換して
使用

• 症状が改善しても、「遅発性」も考慮して



患者教育

• 投与開始前にリスクについて十分説明を

• 同意書

• 薬剤師・看護師など別の角度からの説明

• 症状出現時、異常を自ら医療者へ伝えられる
ように。自己判断での我慢・軽視⇒重篤化

• 具体的な説明は患者の不安をまねく？

⇒その後の対応が重要。具体的な対処法、緊
急時の連絡先、投与開始１０分の付き沿い



観察用紙の使い方

• 目的

パスがないレジメンも存在しており、観察（時
間・項目など）の指標とするため

①パスがあればパスも準備（両方記入）

②調剤済みの抗がん剤に上記の印鑑（はんこ）
があれば「抗がん剤アレルギー観察用紙」を
使用する

③用紙記入後、入院カルテに貼付（外来の場
合には計画書の裏に貼付）

過敏症注意Ａ 過敏症注意Ｂ



抗がん剤 アレルギー症状観察用紙
（各病棟に配置）

号室 様

時間 記録 Nsサイン
5分後

１０分後
15分後
３０分後
４５分後
７５分後

１２０分後
１８０分後

指定抗がん剤開始後
（計画書に捺印されているもの）



背部、手掌、足底の痺れ･違和感

関節痛・筋肉痛・疲労感

悪心・嘔吐・金属味・下痢・腹部膨満

血管浮腫・多汗症・発熱・熱感

尿失禁・骨盤内の痛み

末梢神経系

皮膚組織

内分泌系

消化器系

筋骨格系

呼吸器系

発疹・掻痒・蕁麻疹・発赤・局所びまん性紅斑

泌尿生殖器

咳嗽・喘息・過呼吸・鼻炎・くしゃみ・嗄声・呼吸速迫・胸絞感・低酸素血
症・気管支けいれん・呼気延長・咽頭、喉頭浮腫・チアノ－ゼ

心臓循環系 胸痛・動悸・低血圧・高血圧・頻脈・徐脈・不整脈浮腫・貧血・局所梗塞

中枢神経系 拍動性の頭痛・めまい・意識混濁・意識消失

主な過敏症の徴候と症状



がん対策でのチーム（協働作業）

入院・外来
化学療法室

（投与）

抗がん剤
投与前
説明

がん対策
委員会

抗がん剤治療

抗がん剤
調製

抗がん剤
レジメン

承認・作成

アナ
フィラキシー

対策

化学療法
委員会

がん
カンファレンス

院外処方
薬薬連携

レジメン共有



休薬が必要な内服抗がん剤の
薬薬連携による院外の保険調剤薬局

との協働作業は・・・・

関西電力病院ホームページ 薬剤部門
【医療関係者さまへ】の欄を参照してください。

題名 『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について』



がん対策でのチーム（協働作業）

抗がん剤治療

入院・外来
化学療法室

（投与）

抗がん剤
投与前
説明

がん対策
委員会

抗がん剤
調製

抗がん剤
レジメン

承認・作成

化学療法
委員会

アナ
フィラキシー

対策

外来・入院
投与前
説明

がん
カンファレンス

院外処方
薬薬連携

レジメン共有

被爆
予防策

被爆
予防策

被爆
予防策

院内
教育講演

抗がん剤
後発薬品



薬剤部主導での院内安全研修
（3年間継続中）

• 抗がん剤の安全対策

• 感染症に対する抗菌剤・消毒剤

• 褥瘡に関する薬剤中心の基礎知識

• 静脈・経腸栄養に関する基礎知識

• 緩和薬物療法（麻薬・向精神病薬）について

• 糖尿病薬の基礎知識と適正な取扱い

• 薬事法について

• 医薬品安全管理責任者の1年間の総集編



患者の安全対策に関する薬剤師の連携体制

病院での連携体制

連携強化必須



関西電力病院 薬剤師への提言

• 患者中心の医療に意識を変えること

薬の取扱い，協働業務など

• 「患者」＝「家族」と考えて行動すること

指導を含む対応など

• 業務は薬剤師全員で考え取組むこと

マニュアルは常に更新されるもの

新たな業務も皆で取組めば苦にならない



ご清聴ありがとうございました
新関西電力病院建設 （地下2階， 18階建て）

平成25年5月移転予定

トップレベルの医療水準により
患者さま満足度ＮＯ．１を目指す

見学に来てく
ださいね！


