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1 テーマを選定した理由 
 近年、地域医療において医療機関の間での連携が求められている。より安全で安心な医療の一端を担うため病

院と保険薬局が情報共有し、地域連携を構築することを目的にテーマを選定した。 
 
2 現状の問題点 
 昨今、癌化学療法の多様化に伴い、点滴と内服薬の多剤併用療法も増えてきた。現在、外来治療室で抗癌剤を

点滴した後に、保険薬局で内服の抗癌剤を受け取る流れが主流である。しかし、保険薬局では治療内容を把握す

る方法が処方箋しかなく、患者の治療計画、治療段階や現在の状況など、詳細な情報を入手することは困難であ

る。また当院においては人員の関係上、薬剤師が外来化学療法への全件介入は出来ておらず、薬剤師による服薬

指導や副作用状況の確認などが十分におこなえていないのが現状である。休薬期間を要するレジメンは服用方法

が複雑であり、しっかりとした服薬指導を受けないことは、自宅でのアドヒアランス低下が懸念される。患者が

安全安心に、外来で化学療法が継続できるように、病院と保険薬局が連携できる体制を整える必要がある。 
 
3 改善策 
 2017 年 6 月以降、当院外来治療室で抗癌剤を点滴後、保険薬局で抗癌剤の内服薬を受け取るレジメン（XELOX
療法、SOX 療法）に該当する患者を対象とした。地域の保険薬局の協力を受け、情報共有とフィードバックが

できる情報共有文書を作成し、化学療法委員会の了承を受けて運用を開始した。まず、情報共有文書の発行につ

いては了解を得られた患者のみとした。了解を得られたならば、外来治療室の看護師が電子カルテより用紙を出

力し、患者のレジメン名および治療内容、当日の内服処方等の変更点や注意点、その他連絡事項を記入し、患者

に渡す。その用紙を患者から保険薬局の薬剤師へ渡してもらい、当院からの情報を保険薬局へ提供する。薬局薬

剤師が服薬指導の際に、気づいた点や病院への連絡事項があればコメント欄へ記入し、保険薬局から当院薬剤科

へ FAX にて返信してもらう。当院薬剤科で FAX 内容を確認し、情報共有が必要な内容は電子カルテに記載し、

周知徹底を行う。また、緊急性の高い副作用情報などは直ちに主治医に連絡する。また外来治療室看護師にも

FAX のコピーを渡し、院内でも情報共有する。このような方法で、病院から保険薬局への一方的な情報提供だけ

でなく、保険薬局からもフィードバックを受けることで情報共有の体制を整えた。 
 
4 結果と今後の取り組み 
 当院と地域の保険薬局との連携が始まったことにより、保険薬局では患者の治療計画や治療段階、現在の状況

を把握できるようになった。また、当院の薬剤科では患者の副作用状況やアドヒアランスについて把握すること

ができた。その際、保険薬局からの情報提供により処方不要な薬剤の削除ができた例や、外来治療室看護師から

の情報提供により、保険薬局で内服薬の残数の調整をすることができた例もあった。今後も病院と保険薬局の地

域連携を進めていき、地域で患者をケアできるよう活動していきたい。 

－113－



東部地域病院 
テーマ名 

XELOX 療法を初めとした保険薬局との患者指導の連携について 
サークル名 お薬飲めたね                 
メンバー名 薬剤科 ◎益子里美、○若林千草、豊田真史、  

川島千夏、安藤志帆         
      看護部  夏目真美、大山延枝、杉山麻美、   

中村奈津美              
    

1 テーマを選定した理由 
 厚生労働省は 2025 年に向けた地域包括ケアシステムの構築に伴い、医療計画では医療連携を推進しており、

地域全体で切れ目なく必要な医療が提供されることを目指している。そのため地域医療において、医療機関の間

での連携が求められている。東部地域病院（以下、当院）では地域の診療所や病院からの紹介制をとっており、

地域医療連携を重視しているが、当院と地域の医療機関との架け橋となる保険薬局の協力も必要不可欠となる。

より安全で安心な医療の一端を担うために、病院と保険薬局が連携できる地域環境の体制を構築することを目的

として、テーマを選定した。 
 
 
2 現状の問題点 
 昨今、化学療法の多様化に伴い、外来での抗癌剤治療が増えている。点滴と内服による多剤併用療法を受ける

場合、患者は病院で抗癌剤を点滴し、保険薬局で内服の抗癌剤を受け取るという流れになる。抗癌剤治療が外来

にシフトするに従い、患者と接する機会の多い保険薬局薬剤師の役割は重要となっている。こうした状況下で、

外来での抗癌剤治療を進めるにあたり、以下のような問題点があがった。 
 
① 保険薬局における患者治療に関する情報が十分でない 

例えば、SOX 療法を行う患者は、外来でオキサリプラチンの点滴を受け、保険薬局で TS-1 の内服薬を受け取

る。TS-1 の内服薬から推測されるレジメン（多剤併用療法）は数多くあり、レジメンに組まれる注射薬抗癌剤

により、生じる副作用も変わってくる。しかし保険薬局では、TS-1 の内服処方せんと患者からの情報のみで調

剤・服薬指導を行うことになる。レジメン名も検査値もわからない状態で、適切な服薬指導を実施するのは困難

である。 
入院治療であれば、病棟薬剤師の介入により治療計画を踏まえた指導や、検査値推移より起こりうる副作用へ

の対応ができる。患者は、入院治療同様、外来治療も同程度のフォローが受けられるべきである。したがって、

保険薬局に対して患者がどのような治療計画のもと抗癌剤治療を受けているのか、治療段階、現在の状況などを

踏まえた情報提供が大切になってくる。 
 

② 外来治療室において当院薬剤師が指導する機会が少ない 
当院での外来治療室では、医師と看護師が主となり治療が始まる。薬剤科ではレジメンチェック〈参考資料１〉

を行っており、電子カルテから投与期間や抗癌剤等の用量が適切であるか確認している。また、抗癌剤治療を開

始する一部の新規患者にがん薬物療法認定薬剤師・外来がん治療認定薬剤師による指導を実施している。薬剤科

の人員の関係で継続の患者にも必要に応じて指導しているものの、すべての患者に毎回指導するには至ってない。

そのため、当院薬剤師だけでは、患者の服薬状況や副作用の把握等、十分な服薬指導ができているとは言えない。 
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③ 服薬方法が複雑化することによる患者のアドヒアランスの低下 

外来において点滴治療が適切に実施されても、自宅での内服薬による治療が確実なものにならなければ十分な

治療効果が得られない。休薬期間を要するレジメンであれば、服薬方法が複雑化しコンプライアンスの維持が難

しくなる。実際に、次回外来受診の際、内服抗癌剤の残薬が確認されることもあり、自宅でのアドヒアランスが

懸念されている。 
 
これらの３つの問題点を踏まえ、患者が安全安心に外来で化学療法を継続できるよう、病院と保険薬局が連携

できる体制を整える必要がある。また病院と薬局が連携するためには、薬薬連携にとどまらず、外来化学療法の

医師や看護師を含めた連携も不可欠であると考えられる。 
 

  
3 改善策 
地域の保険薬局の協力を得て、コメント欄を利用したフィードバックもできる情報共有文書を作成し、化学療

法委員会の承認を受け運用を開始した〈参考資料２〉。 
●対象 

2017 年 6 月以降に外来で点滴の抗癌剤と内服の抗癌剤を併用するレジメン（XELOX 療法、SOX 療法〈参考

資料１〉に該当する患者 
●運用期間 
2017 年 6 月 26 日～11 月 17 日（現在継続中） 
●運用目的 
① 院内・院外で患者情報を共有し、きれめのない患者支援を行う 
② 保険薬局に対し、多剤併用（点滴+内服）の外来患者への服薬指導および副作用のフォローを行ってもらう 
●運用手順 
【病院での当日運用】 
１）外来治療室の看護師が電子カルテより薬局への情報共有文書を出力し、対象患者のレジメン内容、当日の外

来処方の変更点や注意点を記入する 
２）情報提供の同意を得られた患者に文書を渡す。 
3）患者には処方箋と一緒に、その情報共有文書をかかりつけ薬局で渡すよう説明する。 
【保険薬局での運用】 
薬局薬剤師が服薬指導を行った際に、気がついた点や病院への連絡事項があれば、情報共有文書のコメント欄

へ記入してもらい、当院薬剤科へ FAX で返信してもらう。 
【病院での後日運用】 
１）当院薬剤科で FAX 内容を確認し、外来治療室に FAX のコピーを渡す。 
２）必要な情報は電子カルテに記録する。記録は外来看護師にも分かるようコメント欄に記載し、看護師とも情

報共有する。医師には診察記事の関連事項に記録を残すことにより共有する。 
３）緊急性の高い副作用情報等については、直ちに主治医に連絡をする。 
  
病院からの一方的な情報提供だけでなく、保険薬局からのフィードバックを受ける体制を整えた。そしてこれ

らの情報は薬剤師のみの共有に留まらず、医師や看護師を含めて情報共有できるようにした。 
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4 結果と今後の取り組み 
●結果 
情報共有文書を配布した数：18 名 62 件（XELOX 療法 58 件、SOX 療法 4 件） 
薬局からフィードバックがあった件数：3 件 （回収率 約 5％） 
以下に情報提供とフィードバックの例を示した。 
【XELOX+BV 療法の患者 A】 
情報共有文書には以下のような情報が提供された。 

薬局からのフィードバックにより以下の情報が得られた。 

オキサリプラチンによって出現する悪心嘔吐の副作用を予防するためのデカドロン錠が前回まで処方されて

いた。しかしレジメンの変更により、オキサリプラチンが中止となったためデカドロン錠は必須ではなくなる。

薬局では患者の内服薬の処方箋に加え、外来での点滴の情報が加わったことにより、レジメンに関連した処方に

まで監査が行き届くようになった。その結果、保険薬局からの疑義照会へとつながり、不要な薬剤を減らすこと

ができた。 
 
【XELOX+BV 療法の患者 B】 
情報共有文書には以下のような情報が提供された。 

薬局からのフィードバックにより以下の情報が得られた。 

当院で点滴している間は医師や看護師による見守りがあるが、その後の患者の様子を観察することはできない。

一方、処方薬を受け取る保険薬局では点滴後の患者の体調変化を観察することができる。次回の外来まで時間が

空くため、点滴直後に気になっていたことも次回の受診時には患者自身忘れてしまう。また、その間は保険薬局

で対応することが多いことから、病院と薬局で情報共有を行うことで継続して患者の状態を知ることが可能とな

った。 
また、抗癌剤による皮膚障害にはこまめなケアが大切である。治療内容や処方薬、副作用については医師や看

A 様は、抗癌剤治療中で、内服薬と 

☑ ベバシズマブ（点滴） □オキサリプラチン（点滴）の併用療法を行なっています。 

本日の処方は ☑ 継続 です。 

XELOX+BV 療法でしたが PLT 低下のため休薬。その後ゼローダ+BV 療法で再開となっています。 

点滴後、だるさ・食欲低下の訴えあり。 

点滴はオキサリプラチンがなくなりアバスチンのみということなので、デカドロン錠の処方は疑義照会によ

り削除となりました。万が一、強い吐き気がでるようであれば病院に電話するようお伝えしました。 

B 様は、抗癌剤治療中で、内服薬と 

☑ ベバシズマブ（点滴） ☑ オキサリプラチン（点滴）の併用療法を行なっています。 

本日の処方は ☑ 継続 です。 

手足の黒ずみあり。やや乾燥気味ですがクリーム塗布できているようです。クリーム残っているようなので

処方は出ていません。 

・点滴終了直後からしびれを感じているとのことです。自宅では水仕事をするときにピリピリ、チクチクとし

た刺激のようです。ゼローダの 2 週間の服用が終わった頃には落ち着くとのことです。 

・やや乾燥気味との情報を頂いておりますが、薬局にて最近保湿クリームの使用はしていないとのお話がでま

した。皮膚状態悪化防止のため、継続して塗布してもらうようお伝えしました。 
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護師からも説明があるが、患者にとっては情報量が多く把握しきれないこともある。薬局では使い方や使い心地、

普段はどのようにしようしているか等、お薬に着目した指導が行われる。病院と薬局で医療従事者それぞれの目

線での丁寧な指導は患者の安心につながるだけでなく、アドヒアランスの向上にも大きな役割を果たすと考えら

れる。 
 
【XELOX+BV 療法の患者 C】 
情報共有文書には以下のような情報が提供された。 

薬局からのフィードバックにより以下の情報が得られた。 

 患者 C が実施している XELOX 療法は 21 日間で１サイクルである。１日目に点滴をし、１日目から 14 日目

までゼローダ錠を内服し、次のサイクルまでの 7 日間は休薬となる。他の内服薬と服用日数が異なる場合や、服

用方法が複雑になる場合に、患者のコンプライアンスが低下し、残薬として残ってしまうことがある。今回は残

薬があるために処方日数が変更となったが、薬剤情報共有文書により明確に伝わり薬局でのスムーズな対応につ

ながったと考えられる。また、病院と薬局双方の情報より内服・外用薬の残薬が明らかとなり、アドヒアランス

の不良が懸念された。そのため薬局では繰り返し指導を行ってもらえるようになり、当院ではフィードバック情

報から服薬状況の再確認ができるようになった。 
 
●今後の取り組み 
 情報共有文書により薬局との連携が深まった結果、不要な薬剤の処方を減らすことができるほか、外来治療室

看護師からの情報提供により内服薬の数を調整することができるようになった。一方で、保険薬局からのフィー

ドバックの件数が 3 件と少なかった理由として、①薬剤師会等への呼びかけが十分ではなかったこと ②患者に

よる情報共有文書の渡し忘れ ③保険薬局で情報共有文書の有効活用がされていないことが考えられる。具体例

を示して保険薬局でどのような情報が欲しいか、当院ではどのようなフィードバックが欲しいかを明確にする必

要がある。以上の反省点をふまえ、看護師、保険薬局の薬剤師等と話し合い情報共有文書の様式を改善して新た

に運用を開始した〈参考資料３〉。情報提供欄を増やし看護師等からのコメントをより詳しく書き込めるように

改善し、薬局から当院へのコメント欄にはチェック項目をつけることでフィードバック件数の増加を図った。 
また、保険薬局からのフィードバックを受けて、外来で治療を受けた患者のその後の情報を得ることで、不要

な薬剤の削減や患者に合った細やか指導に繋がるように介入したいと考える。 
そして、今回行ったような運用を継続して病院と保険薬局の地域連携を促進させ、患者がより良い医療を受け

られるように活動していきたい。 

C 様は、抗癌剤治療中で、内服薬と 

☑ ベバシズマブ（点滴） ☑ オキサリプラチン（点滴）の併用療法を行なっています。 

本日の処方は ☑ 継続 です。 

内服指示 14 日間です。自宅に 1 週間分あり、本日は 7 日分の処方となっています。 

内服のゼローダ錠は手持ち 1 週間分あるとの事で、手持ちと合わせて 14 日分服用してもらう様お伝えしま

した。C 様は処方箋応需日以外にも薬局にお越しくださることがあり、服用方法のご説明をさせて頂いており

ます。 

また、ヘパリンクリームの手持ちが余っている様です。治療上必要と思われますので今回そのままご用意し、

こまめに使用していただくようお伝えしております。次回以降ご調節くださいますと幸いです。 
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〈資料 1〉 
薬剤科レジメンチェック表 
●XELOX 療法 

身長 体重 体表面積

cm kg ㎡

歳 M・F Scr. AUC OCS確認

mg/dl mg/dl

調剤

鑑査①

鑑査②

↓ ２１日間 （次回 ／ 以降）

調剤

鑑査①

鑑査②

↓ ２１日間 （次回 ／ 以降）

外科

ＩＤ： 医師：

アルコール

禁

有・無氏名：

印

XELOX(＋アバスチン)＊1ｸｰﾙ21日間ＰＤまで 大腸癌（進行再発癌・術後i補助化学療法）

７．５mg/kg

経口

薬品名 投与量

カベシタビン

オキサリプラチン １３０mg/㎡ 点滴静注 　●

２０００mg/㎡

投与方法 １日目・・・・・・・・・・・・・・・・・・14日目

　●

カルテ確認

点滴静注 （●）

　

/    /

カベシタビン

アバスチン

薬品名

ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ前回処方　　　　有

／　　　～　　日分

無アバスチン

オキサリプラチン

カベシタビン

薬品名 /    /

オキサリプラチン

アバスチン

カルテ確認

ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ前回処方　　　　有

／　　　～　　日分

無

 
 
●SOX 療法 

身長 体重 体表面積

cm kg ㎡

歳 M・F Scr. AUC OCS確認

mg/dl mg/dl

カルテ確認 調剤 鑑査① 鑑査②

（次回 ／ 以降）

カルテ確認 調剤 鑑査① 鑑査②

（次回 ／ 以降）

印

外科（H27.2.10申請）

ＩＤ： 医師：

アルコール

禁

有・無

投与量 投与方法 １日目・・・・・・・・・・14日目

SOX　　＊１クール21日間　PDまで 大腸癌・胃癌（進行再発癌）

氏名：

●

薬品名

ＴＳ－１ ４0～６０mg/㎡/回 経口 ●（１日２回１４日間連日投与、１週間休薬）

オキサリプラチン 100 ～130mg/㎡ 点滴静注(2時間)

ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ

薬品名 /    / TS-1前回処方

有　／　～    日分

無

＊「胃癌」は原則L-OHP100mg/㎡

↓２１日間

ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ

薬品名 /    / TS-1前回処方

有　／　～    日分

無

↓２１日間  
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〈資料 2〉 
        保険薬局 様 

（ ID ）（ 患者氏名 ） 様は、抗癌剤治療中で、内服薬と  

□ベバシズマブ（点滴） □オキサリプラチン（点滴）の併用療法を行なっています 

投与スケジュールおよび主な副作用は以下のようになっております。宜しくお願いします 

本日の処方は □初回  □継続  □変更 です 

 □初回：服用方法の指導を特にお願いします □継続：副作用の確認をお願いします 

 □変更：内服錠数の変更点の指導を特にお願いします 

（理由：WBC(Neu)↓ PLT↓  Hb↓ 手足症候群  下痢  口内炎  嘔気  その他 ） 

 

 

 

患者情報共有にご協力ください。服薬指導の際にお気づき等ありましたら宜しくお願いたします。 

東部地域病院薬剤科 FAX 番号：03-5682-0355  

保険薬局より病院へ連絡事項 
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〈資料 3〉 
 

        保険薬局 様 

（ ID ） 

（ 患者氏名 ）        様は、抗癌剤治療中で、内服薬と  

□ベバシズマブ（点滴） □オキサリプラチン（点滴）の併用療法を行なっています 

投与スケジュールおよび主な副作用は以下のようになっております。宜しくお願いします 

本日の処方は □初回  □継続  □変更 です 

 投与量変更 ：□ ベバシズマブ 減量・増量 （           ） 

□ オキサリプラチン 減量・増量（           ） 

□ 内服薬 減量・増量 （           ） 

検査 data 持参 ：□ あり  □なし 

変更理由： WBC(Neu)↓ PLT↓  Hb↓  

手足症候群   下痢   口内炎   嘔気   （          ） 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

患者情報共有にご協力ください。服薬指導の際にお気づき等ありましたら宜しくお願いたします 

東部地域病院薬剤科 FAX 番号：03-5682-0355  

保険薬局より病院へ連絡事項 

 

□指導中、特に気になる点はありませんでした 

 

□追加指導しました 

 

□以下について、次回、来院時に確認してください 
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