
 
お薬手帳でつなぐ、ささえる 

地域医療連携 
 

～がん化学療法情報を共有する～ 

化学療法 お薬手帳で知らせ隊 
墨東病院 

＜薬剤科＞〇秦哲磨、 

吉澤寛朗、江頭あかね、 

◎賀川智子、林みどり 

＜看護部＞ 星野晴美 

＜外 科 ＞  宮本幸雄 
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お薬手帳とは 
1冊に 

まとめてね 

継続した薬剤の情報を提供することにより、 

患者に経時的に記載された薬歴を所持してもらい 

薬剤使用の適正化を図る。 

（厚生労働省より） 
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 2017年度 院外処方箋（内服・外用薬）発行率： 84.7％ 

     外来注射抗がん薬実施件数： 3,198件 
 

薬剤科では地域医療機関や保険調剤薬局薬剤師との 

合同研修会やアンケートを通じて意見交換、調査を行ってきた   

2017年～ 
地域がん診療連携拠点病院 

情報共有への要望、必要性の高さを認識 

墨東病院 
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1 テーマ選定理由 

【がん化学療法を行っている患者】 

• 治療スケジュール、副作用など、患者が関わる複数の医療

機関で必要とされる情報が多い一方で、その共有は十分と

は言えない。 

• 院外薬局や地域医療機関などとの情報共有ツールとしての

お薬手帳が十分活用されていない。 

    共有が望ましい情報を検討し、がん化学療法の 

   お薬手帳用シールを作成することを考えた。 

お薬手帳の活用 4 



のり 

手書き 手書き 

これまで交付していたお薬手帳用シート 
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2 現状と問題点 

①  ｢がん化学療法レジメン登録申請書｣を転用して
おり、記載する情報の精査ができていない。 

 

②  A5普通紙に印刷しており、お薬手帳に糊付けす
る必要がある。 

 

③  外来化学療法室でのみ使用しており、入院患者
への導入ができていない。 
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3 改善策 
①  ｢がん化学療法レジメン登録申請書｣を転用しており、記

載する情報の精査ができていない。 

 

 

②  A5普通紙に印刷しており、お薬手帳に糊付けする必要
がある。 

 

 

③  外来化学療法室でのみ使用しており、入院患者への導
入ができていない。 

 

記載項目の検討・内容の整理 

A6サイズのシールへ変更 

薬剤科内の運用ルールを策定し導入する 
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お薬手帳は誰のためのもの？ 

患者 

病院 薬局 
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患者は・・・ 患者 
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資料がいっぱい！ 
どれを見たらいい？ 

【がん化学療法を行うにあたり】 

• 医師から 

  治療方針、注意事項について 

• 薬剤師から 

  治療スケジュール、用法用量、 

  注意すべき副作用について 

• 看護師から 

  緊急時の対処法、 

  来院～帰宅までの治療日の1日の流れ 
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院外薬局では・・・ 

抗がん薬だ！ 

吐き気止めが
出ているぞ？ 

・TS-1配合OD錠25mg 1回2錠 
1日2回 朝夕食後 14日分  

・イメンドカプセル80mg 1回1カプセル 
1日1回 朝食後 2日分 

・デカドロン錠4mg 1回2錠 
1日1回 朝食後 3日分  

 
・ビーソフテンクリーム 1本 塗布 適宜  
・ロコイド軟膏 1本 塗布 顔 適宜 
・アンテベートクリーム 1本 塗布 身体 適宜 
 

薬局 

外用薬が何で
こんなに？ 
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・TS-1配合OD錠25mg 1回2錠 
1日2回 朝夕食後 14日分  

 
・ビーソフテンクリーム 1本 塗布 適宜  
・ロコイド軟膏 1本 塗布 顔 適宜 
・アンテベートクリーム 1本 塗布 身体 適宜 
 

・イメンドカプセル80mg 1回1カプセル 
1日1回 朝食後 2日分 

・デカドロン錠4mg 1回2錠 
1日1回 朝食後 3日分  

薬の処方意図が不明確 

薬局 
服用日、スケジュール、休薬期間は？
何のレジメン？何に対する薬？ 
併用薬は？特に注意する副作用は？ 
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抗がん薬 

吐き気止め 

外用薬 



薬局 TS-1を例に取ると 
・TS-1配合OD錠 25mg 1回2錠 

1日2回 朝夕食後 14日分  
単剤の場合   
 【４週間内服 ２週間休薬】 

 【２週間内服、１週間休薬】 

 【２週間内服、２週間休薬】 

注射薬併用の場合 
 【３週間内服、２週間休薬】 

患者さんから聴取する 
しかないが、 
本人もよく分かってい
なさそうだ・・・ 

どっちで説明
したらいい？ 病名・適応レジメンが不明確 
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 【２週間内服、２週間休薬】 

 【２週間内服、１週間休薬】 

https://4.bp.blogspot.com/-DxvbLuHooM0/WDASI7SC90I/AAAAAAAA_6A/mK2OKr_a4A02ld-xm23TQpc3M-rHLefmgCLcB/s800/doctor2_09_question.png


他の病院でも・・・ 

何の治療をしている人？ 
レジメン、投与量、 
 スケジュールは？ 
併用禁忌、注意薬は？ 

病院 
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https://4.bp.blogspot.com/-jfMqcnl0bTc/VZ-RzwjXXjI/AAAAAAAAvPo/ddah_hb_v70/s800/doctorw_question.png


2017年に院外薬局薬剤師を対象に行ったアンケート 
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① 

② 
③ 
④ 
⑤ 
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・スケジュール 

・副作用の発現時期と初期症状 

 

 

① 

③ ⑤ 

④ 

レジメンNo.403 

都立墨東病院薬剤科TEL03-3633-6151（内線2424） 

携帯性 

患者 

薬局 病院 

①投薬スケジュール・休薬期間 

②告知の有無 

③注意している副作用 

④病名 ※「がん」とは表記しない 

⑤指導時の注意点 
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都立墨東病院薬剤科TEL03-3633-6151（内線2424） 
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一般的な      

抗がん薬レジメンの 

お薬手帳用シール 

免疫チェックポイント

阻害薬レジメンの 

お薬手帳用シール 
 

従来の抗がん薬とは

副作用および発現 

状況が異なる 



現在までに作成したお薬手帳シール 

肺がん    オプジーボ 

       キイトルーダ 

       CBDCA+PTX+BV 

       シスプラチン+ビノレルビン 

       CDDP+PEM 

       CDDP+PEM+BV 

胃がん   オプジーボ 

       SOX 

       RAM+PTX 

食道がん FAP 

泌尿器   オプジーボ 

        キイトルーダ 

        GC（ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ+ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ） 

婦人科   AP 

       ddTC  

       TC 

 

 

乳がん   TC 

       ハラヴェン 

       ハラヴェン+ハーセプチン+パージェタ 

       ハーセプチン+パージェタ+ドセタキセル 

胆道・胆管・膵臓  

       GEM+CDDP 

       ゲムシタビン単剤 

膵臓    GEM+nab-PTX 

血液    R-CHOP 

大腸がん mFOLFOX6+Pmab 

       mFOLFOX6+BV 

       FOLFIRI+RAM 

       FOLFIRI+BV 

       SOX 

       SOX+BV 

       XELOX 

       IRIS 

32種 
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作成～運用開始までの院内での流れ 

（院内のがん化学療法委員会で適宜報告、了承を得て行っている） 

2017年11月  外来化学療法指導時に院外薬局への情報提供目的にレジメン                        

         シートの抜粋様式の配布について了承を得た。 

 

 

2018年10月  お薬手帳シールの記載内容について了承を得た。 

2018年11月  お薬手帳シールの運用開始について了承を得た。 

          外来患者において運用開始。 

          薬剤科内の運用手順を策定。入院患者において運用開始。 

 

※がん化学療法委員会：医師、看護師、薬剤師、医事課職員で構成 

 

 

 

ＱＣ活動開始 お薬手帳シールの作成 
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運用開始後・・・ 

現在までのお薬手帳用シール配布枚数 ※12月18日時点 

外来患者： １６枚   入院患者： ２０枚 
 

 

患者の声 

 ・わかりやすい。便利。 

 ・脱毛が始まる時期が気になっていたのでよかった。 

 

科内の薬剤師より 

 ・副作用の時期が説明しやすい。 
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院外薬局薬剤師からの意見 

  近隣６薬局（当院の院外処方箋応需率約7割）の 

 薬剤師２９名から運用開始時にご意見をいただきました。 

 

 

適切 

41% 

やや不適切 

0% 

全く不適切 

0% 

記載内容について 

とても適切 
５９％ 

役立つ 

28% 

.あまり役

立たない 

0% 

全く役立た

ない 

0% 
回答なし 

3% 

今後の業務に役立つか 

大いに役立つ 
６９％ 
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4 結果 
①  ｢がん化学療法レジメン登録申請書｣を転用しており、記

載する情報の精査ができていない。 

 

 

②  A5普通紙に印刷しており、お薬手帳に糊付けする必要
がある。 

 

 

③  外来化学療法室でのみ使用しており、入院患者への導
入ができていない。 

 

記載項目の検討・内容の整理 

A6サイズのシールへ変更 

薬剤科での運用ルールを策定し導入する 
23 



スケジュールの把握、副作用発現時期と初期症状の理解向上 

治療内容、副作用情報の共有、他剤と抗がん薬の一括管理 
24 

薬剤使用の適正化 



今後の取り組み 

• お薬手帳用シール交付対応レジメンの拡大。 

• 院内登録レジメンの公開。（病院HP等での閲覧を可能に） 

• 内服のみ院外処方の患者への関与。 

• 薬局から病院へ患者情報のフィードバック方法の検討。 

  

25 



ご清聴ありがとうございました 
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宮本医師 

星野看護師 賀川 

秦 江頭 

吉澤 

林 

墨東病院 北斎廊下にて 


