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                皮膚腫瘍科 吉野公二 
１ テーマ選定理由 
 最先端医療であり、世界的にも注目を集めている免疫チェックポイント阻害薬（以下 ICIとする）はオプジーボを代表と

し、悪性黒色腫、非小細胞肺癌、腎細胞癌、等で適応承認され、当院においても使用件数は年間900件を超える。ICIは殺

細胞性抗がん剤とは違う有害事象（免疫関連有害事象＝irAE）を発症することが特徴である。発症から短期間で重症化し、

死亡例も報告されていることからその有害事象の特徴を理解して、適切にマネジメントすることが極めて重要である。この

為、当院では院の免疫チェックポイントチームを発足し、説明・同意文書の作成と職員指導を実施してきた。 
当院では初回の ICI投与導入を入院で実施し、外来に移行するシステムを導入している。看護師は患者のセルフマネジメ

ントに対して指導を行うが、当院に採用から間もなく、irAEも医学的に確立していないため、指導媒体は統一されておらず、

看護師の力量により指導内容が異なる。また、診療科により患者の重症度に差があるため、看護師の意識にも差が感じられ

る。そこで、患者指導を標準化することにより irAE に対する看護師の意識が変化し、患者のセルフマネジメントに結びつ

くとともに、入院から外来（通院治療センター）に継続して行われる看護が充実すると考えこの活動に至った。 
２ 現状と問題点 
（１） 看護師の ICIおよび患者セルフマネジメントに関する知識不足 

 ICIに関しては、看護師に向けた説明会が行われていない  
 殺細胞性抗がん剤との違いを十分に理解できていない 

（２） 看護師による患者指導の標準化がされていない  
 irAEの観察や患者指導を網羅する標準看護計画がなく、患者指導が統一されていない 
 患者の理解度について評価がなされていない 

（３） 通院治療センターと病棟間の ICI投与患者のシームレスな情報共有の仕組化 
 病棟・外来継続看護依頼書（化学療法）に irAEに関する項目がない 
 irAE発現後に外来治療へ戻る場合は、通院治療センターと病棟間の連携ツールがない 

３ 改善策の立案と実施 
（１） 看護師の ICIおよび患者セルフマネジメントに関する知識の向上 

 ICIに関する説明動画全5本とし、DVDを作成。メンバー部署の全看護師が視聴 
（２） 看護師による患者指導を標準化する 

 ICI投与患者は、治療開始前に説明動画を視聴 
 標準看護計画（SNP）「がん免疫療法を受ける患者の看護」を作成 
 irAEに関する観察項目と指導項目（看護指示）を電子カルテにセット登録 
 説明動画はホームページとYouTubeに掲載し、体調のセルフチェック後、早期外来受診へつなげる 
 患者のセルフマネジメント行動に関するチェックシート（以下患者チェックシートとする）を作成  

（３） 通院治療センターと病棟間の ICI投与患者のシームレスな情報共有の仕組化 
 テンプレート「病棟・外来継続看護依頼書（化学療法）」の内容と継続看護に関わる運用を修正 

※ 取り組み前後に、看護師へアンケートを実施し、患者指導の実態と意識の変化を調査 
４ 取り組み結果と今後の課題 
患者からは薬の事が良くわかったと好評を得ている。アンケート結果より、患者指導に対する看護師の意識と指導項目の

選択数は有意に改善した。患者チェックシートは目標が明確で、患者と共に評価でき、成長度を可視化できた。更に病棟・

外来継続看護依頼書の内容と運用を修正したことにより、効率的な情報収集とシームレスな情報共有が実現した。以上のよ

うに患者指導を標準化したことにより、irAEに対する看護師の意識は変化し、患者のセルフマネジメント能力は向上した。 
現在、活動開始当初の目標は達し、更なる目標である irAE が疑われる患者の入院をスムーズな受け入れに取り組んでい

る。そのために外来で使用する問診票のテンプレート化や救急外来の対応フローを作成し、救急患者 100％の受け入れと、

活動の定着を目指している。この活動を定着させるためには、院内の全看護職員が ICIについての理解を深める必要がある。

そこで、院の免疫チェックポイントチームと連携し、経験のある職員からの指導・情報伝達を計画的に行っている。 
今後さらに患者さんにとって安心・安全な療養環境となるため、地域と全都立病院にこのチーム医療を拡大し、患者サー

ビスの向上と、医療の質の向上に取り組んでいきたい。そして、未知な範囲が多い ICIによるがん免疫療法について世界に

発信してできるよう活動をしていく。
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１ テーマ選定理由 
 最先端医療であり、世界的にも注目を集めているオプジーボを初めとする免疫チェックポイント阻害薬

（immune checkpoint inhibitor：ICI）は悪性黒色腫、非小細胞肺癌、等に適応承認され、当院においても使

用件数は年間 900 件を超え増加している。さらに院内採用薬品はこの他にキイトルーダ、ヤーボイがあり、

臨床試験も始まり今後も増加が見込まれている。ICI は海外でも高い評価を受けているが、殺細胞性抗がん剤

による有害事象とは異なる有害事象（immune-related adverse events：irAE）を特徴とし、発症から短期間

で重症化し死亡症例も報告されている。このためこの irAE の特徴を理解して、医療者だけでなく、患者自身

も適切にマネジメントすることが極めて重要である。 
当院では初回の ICI 投与による治療開始は入院で導入し、以後外来の治療センターに移行している。患者に

安全な医療を継続するため、当院では院の免疫チェックポイントチームを立ち上げ、職員教育と患者指導に着

目し活動を行い、治療に際しては、主治医からの説明のほか、薬剤師が薬剤の作用や irAE の説明を行ってい

る。看護師も患者のセルフマネジメント確立に向けた患者指導と、異常の早期発見・対応に努めている。しか

し、オプジーボは当院で採用から間もなく irAE の発現時期など医学的にも確立していない。更に、irAE に

関する知識や経験値に差があり、指導の際に用いる指導媒体については統一されたものがなく、看護師の力量

により指導内容が異なることがあった。さらに通院治療センターや病棟ごとに取り扱う患者の重症度が異なる

ため、部署間の治療や irAE に対する意識にも差が感じられた。 
 患者が治療を継続するには、患者自身が irAE に対する理解を深め、セルフ

マネジメントを行うことが重要となる。そこで、患者指導を標準化することに

より看護師の指導に対する意識も変化し、その結果患者のセルフマネジメント

能力の向上に結びつくと考えた。また病棟と外来の通院治療センター間の連携

を強化することで継続看護の充実が図れると考え今回の取り組みに至った。 
 
２ 現状と問題点 
 現在、当院では ICI 投与患者の初回導入は原則入院で実施し、その後外来通院治療センターに移行（図 1）
している。 
［図 1 ICI 投与患者の初回導入フロー］ 

 
ICI の使用頻度が多い呼吸器内科（113・112 病棟）、皮膚腫瘍科（305B 病棟）の病棟と全診療科を対象と

する通院治療センターの看護師により、部署の現状についてフィッシュボーン分析（図 2）を実施。結果、問

題点を 3 つに集約した。 
（１） 看護師の ICI および患者セルフマネジメントに関する知識不足 

看護師が ICI に関する説明を受ける機会は、診療科単位で行われる製薬メーカーからの説明会のみで、

－4－



   
看護師全員が説明を受ける機会はない。ICI の適応疾患は順次拡大しているものの、従来の殺細胞性抗が

ん剤との違いを十分理解できていないまま患者指導に関わる場合がある。患者が退院後もセルフマネジメ

ントを継続できるような患者指導が必要であるが、看護師個人の力量に任されている。また、殺細胞性抗

がん剤と混同し、観察項目や指導内容が患者にそぐわないケースが見受けられた。  
（２） 看護師による患者指導の標準化がされていない 

既存の標準看護計画（以下 SNP）に「化学療法を受ける患者の看護」があるが、irAE の観察項目や諸

症状に対する看護・指導内容を網羅する計画はないため、統一した患者指導ができていなかった。そのた

め、患者のセルフマネジメントについての評価指標も明確ではない。また、医師や薬剤師が患者指導を行

っており、看護師の中にはそれ以上の内容をどのように指導すれば良いか分からない為に、指導を実施し

ていない看護師もいた。 
（３） 通院治療センターと病棟間の ICI 投与患者のシームレスな情報共有が仕組み化されていない 

 入院で ICI を投与された患者が初めて外来の通院治療センターへ移行する場合、病棟・外来継続看護依

頼書（テンプレート）に患者情報（レジメン・投与経路・ＡＤＬ等）を入力し、病棟と通院治療センター

間で共有する。しかし、このテンプレートには irAE に関する項目が網羅できていない。また、irAE 発

現後に外来治療に再移行する場合は、両者の情報共有となるツールがないため、通院治療センターの看護

師は電子カルテに記載された膨大な入院時の経過記録から情報を収集しなければならない。1 日に 70 名

近い患者を受け入れる通院治療センターにおいて、要約されていない経過記録からの情報収集は時間と労

力を要する。 
［図 2 フィッシュボーン分析］ 

 
 
３ 改善策 
 取り組みの全体イメージを図 3 に示す。  ［図 3 改善策の全体イメージ］ 
（１） 看護師の ICI および患者セルフマネ

ジメントに関する知識の向上 
① ICI に関する説明動画の作成 
「ICI投与によるがん免疫療法と通院

治療センターのご利用について」の説

明と同意書を 5 本に分けて動画化、各

部署で使用しやすいように DVDを作

成し、病院ホームページ・You Tube
へ掲載する。 

［動画のタイトル］ 
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セルフマネジメントの概念がない

ステージⅣ：治療へのモチベーション
を維持するのが困難な病期

高齢者である

既存の化療より楽な治療と捉えている

患者の理解度に応じた
説明をしている

製薬会社の既存のパンフレットのみ

製薬会社のパンフレットのみ

ＳＮＰ「化学療法を受ける患者の看護」
立案しておりirAEとの整合性がない

院内共通のパンフレットが無い

勉強会に参加できていない

入院が2泊3日と短期間のため指導する
時間が少ない

従来の化療との違いが判らない

薬剤師が説明しているから
必要性を意識しにくい

患者のニーズに差を感じる

薬剤師の説明内容を把握できいない

病棟NSや薬剤師のオリ内容が
わからない

集団オリに移行しており、
個別対応できる時間が減少

基準となる指導媒体がない

患者の滞在時間が約1時間で
時間的な制約がある

色々な説明があり分からなくなってしまう

原病によるものか副作用によるものか分からない

観察項目について「何を・いつまで」
示されたものがない

外来化学療法テンプレートはｉｒＡＥの症状に
特化した内容になっていない

通治と病棟間の情報共有できるツールがない

時短勤務者、
異動が多い

薬剤師や看護がどのように
説明しているのかわからない

ｉｒAEの説明方法が
統一されていない

患者の知識の確認する
タイミングか決まっていない

副作用がいつでるのかわからない

次の外来まで我慢や様子をみればよいと思う

救急外では重症度が
優先されがち

救急外来での判断の難しさ

医師の力量に差がある

電話対応では患者の様子がわからない

医師が診ているだろうという安心感

同じことを何回も聞かれことへの嫌気がある

夜間などできる検査に制限がある

ＣＴＣＡＥ評価の限界
Ｇｒが低くても重大な副作用の可能性あり

多臓器に副作用があり
各科の連携が必要

確立された副作用
対策がない

入退院を繰り返す患者に対して
知識の確認がおろそかになる

関わる時間が短いため患者の変化
がわかりずらい

フローシートの入力に時間がかかる

新しいことを覚える余裕がない

渡される資料が多く重要度が不明

製薬会社のパンフレットが
周知されていない

薬剤師

病棟は薬剤師が
常駐している

通治は薬剤師が
常駐していない

通知で薬剤変更する場合
薬剤師の説明機会がない

患者への説明回数が異なる

調剤薬局では診療明細書で
治療内容を把握している

調剤薬局の薬剤師は何に
重点を置いてモニタリング

するか十分理解できていない

irAEの経験値の差がある

繰り返しの治療で状態の
悪い患者が多い

病棟看護師

殺細胞性の化療患者に
注意が向いてしまう

2週間毎に入退院を繰り返しており
マネジメントはできていると思い込んでいる

看護用
ツール

ICIを使用している患者かどうか
すぐにわからない

通治看護師

医師
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 ICI を慎重に投与する方とは 
 通院治療センターで投与を行う場合 
 ICI の有害事象とは 

② メンバー部署の全看護師が説明動画を視聴し、ICI の知識を学ぶ 
（２） 看護師による患者指導の標準化 

① ICI 投与によるがん免疫療法を受ける患者に、治療開始前に説明動画を視聴してもらう 
② 標準看護計画（Standard Nursing Plan：SNP）「がん免疫療法を受ける患者の看護」を作成し、irAE

の観察項目と患者セルフマネジメントに向けた指導内容を明示 
③ 観察項目と患者指導項目を電子カルテにセット展開 
④ 患者のセルフマネジメント能力について、知識と行動から評価するチェックシートを作成（以下、

患者チェックシート） 
（３） 通院治療センターと病棟間における ICI 投与患者のシームレスな情報共有の仕組化 

電子カルテ内のテンプレート「病棟・外来継続看護依頼書（化学療法）」の内容と運用の修正 
 ICI に関して、使用薬剤名、irAE の項目を追加 
 irAE を発現し、入院加療したのち外来治療に再度移行する場合、病棟・外来継続看護依頼書を作

成して情報を要約し、病棟と通院治療センター間の情報共有とする 
 
４ 効果測定 
（１） 上記の取り組みの前後に、ICI 投与患者への指導について、呼吸器内科（113・112 病棟）、皮膚腫瘍

科（305B 病棟）の病棟と全診療科を対象とする通院治療センターの看護師へアンケート調査を実施。取

り組み前後の 2 群間における看護師の意識の変化として、患者指導の実施、指導項目、ICI の理解を統計

指標（Wilcoxon 符号付き順位検定、McNemar 検定）を用い比較する。 
（２） 取り組み後の看護介入により、患者のセルフマネジメントにつなげることができたか、患者チェック

シートをもとに確認する。 
 
５ 結果 
（１） ICI に関する説明動画の作成 

医師・看護師・薬剤師で構成される院内の免疫チェックポイントチームと連携し、ICI 投与によるがん

免疫療法と通院治療センターのご利用についての説明と同意書を 5 本に分けて動画化した。患者が irAE
の種類・症状を確認後、現在の体調のセルフチェックができ、状況により早期に外来受診へつなげられる

ように作成していた。irAE への早期対応の重要性を意識付けられるように工夫した。 
動画はホームページに掲載し、部署で使用しやすいように DVD を作成（図 4）、YouTube にも掲載し

ている。患者からは「同意書で説明されるだけよりイメージしやすい」「一度聞いただけでは分からない

から何度でも確認できるのが良い」と好評を得ている。 
 
［図 4 ホームページ画面・動画画面］            
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（２） SNP「がん免疫療法を受ける患者の看護」および観察項目・指導項目をセット展開 
［図 5 SNP「がん免疫療法を受ける患者の看護」］ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
SNP の内容（図 5）について看護部記録委員会の   ［図 6 フローシート観察項目（一部）］ 

審議にかけ、承認を得た。観察項目は、フローシート

のマスターから症状をセット展開した（図 6）。また、

日々の指導項目がわかるように、看護指示にもセット

展開できるように作成した。これにより、どのような

看護介入が必要であるか共通認識でき、看護師からは

指導内容が落ちずに実施できて良い、という意見があ

った。 
 
 
 
 
 
（３） 当該部署の看護師に対するアンケート結果 

配布数 81、回収数 81、回収率 100％、有効回答数 66、有効回答率 81％だった。 
① 対象者の属性 

看護歴は 20-29 年の看護師が多いが、部署歴は 1 年が多くベテランであっても部署歴が短い。また、

ICI 投与患者を担当したことがあるか、という質問に対し、63 名（95％）が担当したことがあると回

答している。なお、担当したことがないと回答した 3 名（5％）の部署歴は、いずれも 1 年であった。 
 

② 患者指導に対する看護師の意識の変化 
看護師の患者指導に対する意識の変化について、患者への指導状況、指導項目数、理解項目数を総合

して取組前後を比較した。Wilcoxon 符号付き順位検定により検定した結果、取り組み前に比べ、取り

組み後は有意な改善がみられた(p=0.000000131)。 
 

 ③ 患者への指導状況の変化（表 1）        ［表 1 取組前後における患者への指導状況の変化］ 
患者指導を行うかどうかについて、取り組み前後

を比較した。取り組み前に患者指導を行うと回答し

た看護師は 47 名、取り組み後は 55 名となり有意な

改善が見られた（McNemar 検定、p=0.004678）。 
しかし、取り組み後も 11 名が患者指導を行わない

と回答した。その理由として、「指導の必要性は理解

できたが、動画を視聴した後の患者への具体的な指
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導方法が分からない」と述べている。他の自由意見としては、「ちゃんと勉強しないと患者に説明でき

ない」「ファーストラインで治療している患者にはどう指導すべきか」といった意見も聞かれた。 
 

   ④ 患者指導時の指導内容の変化（表 2）      ［表 2 取組前後における指導項目数の比較］     

 指導に必要と考える内容 6 項目を選択項目とし、

取り組み前後を比較した。選択数 0 項目が約半分に

減り、5 項目が 4 倍に増え、有意な改善がみられた

(Wilcoxon 符号付き順位検定、p=0.00000381)。最も

多く選択された項目は、有害事象出現時の対処方法

であり、選択数が少なかったのは、作用機序と有害

事象であった。また指導内容については、「ここを押

さえておけば良いという自信になる」「各項目をどの

タイミングで指導すべきかわからない」という意見が聞かれた。 
                        
⑤ ICI への理解の変化（表 3）         ［表 3 取組前後における ICI 理解項目数の比較］     

 ICI の知識として必要な内容 8 項目を選択項目とし、

取り組み前後を比較した。取り組み前の選択数の中央

値 3.5 に対し、取り組み後は中央値 6 になった。理解

項目数が増えており、有意な改善がみられた。

(Wilcoxon 符号付き順位検定、p=0.000002) 
また、「こんなに有害事象があるとは知らなかった」

「自分で理解していなかったところが分かった」

「DVD 教材は看護師の勉強になる」という意見が聞

かれた。  

        

⑥ 患者指導に際して困っていること 
 患者指導を行う際に、困っていることがあるかについて取り組み前後を比較した。 

取り組み前に、困っていると回答した看護師は、取り組み後は減少した。「初めは指導項目が多いと

思ったが、ひとつひとつを患者と確認していくのでそんなに大変ではないと感じた」「確実に指導しな

いといけない内容が資料にも動画にも書かれているので安心」という意見が聞かれた。 
また、病棟・外来継続看護依頼書の修正に対しては、通院治療センターの看護師から「患者の情報を

遡らなくても、要約されているので効率的である」と意見があり、病棟看護師からは「これまで患者掲

示板や経過記録でしか残せなかった情報が、両部署が確認しやすいテンプレートで共有できるので良い」

という意見が聞かれた。 
  

（４） 看護介入による患者のセルフマネジメントの行動変化    ［図 7 患者チェックシート］ 
  今回の取り組み期間中に、初回導入を入院して行い

看護介入できた患者は 11 名であった。その後、外来

通院治療センターで治療を継続している患者は 9名。

患者自身で体調の変化に気づき、自ら病院に連絡し

外来を受診。その結果、irAE 発現と診断され入院と

なった患者は 5 名であった。 
入院時に、irAE の観察と患者指導が確実に行える

ように電子カルテ上にセット展開し、患者自身の

irAE に対する理解度を評価するチェックシートを作

成した（図 7）。実際に使用した患者からは「これだ

けのことを理解しないといけない薬なんだ」「毎日症
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状をチェックしなければならないのは、こういうことがあるからですね」と真剣に勉強する姿が見受けら

れた。また、指導にあたった看護師からは「患者のセルフマネジメントに関わっているという意識になっ

た」「5 日間でこれだけ患者が変わることが分かり驚いた」という意見が聞かれた。   
  

 
 
 
 
６ 考察 
（１） 看護師の ICI および患者セルフマネジメントに関する知識の向上について 

アンケートの結果から、指導項目数と理解項目数は有意に増加した。これは、説明動画による視覚的効果

と、そこから得た知識が看護実践と融合した結果によるものである。 
 

（２） 看護師による患者指導の標準化について 
これまでは、医師や薬剤師が指導しているから看護師は指導しなくても良い、という声があった。取り組

み後は、ICI に関する説明動画を視聴したことで、ICI に対する理解項目数も増加し、患者が退院後もセル

フマネジメントを継続できるような患者指導を看護師が行う必要があると理解した結果である。 
患者のセルフマネジメントチェックシートは指導内容を具体的に示すものでもあり、患者目標が明確であ

り、かつ患者と看護師が共有することで一緒に行動を評価できるものとなった。看護師は、患者の理解度を

日ごとに把握する。チェックすることで、理解できていない点や弱点が見える化され、患者のニードに呼応

して、看護師はより具体的に個別性のある説明や指導をすることができた。 
 
（３） 通院治療センターと病棟間における ICI 投与患者のシームレスな情報共有の仕組み化について 

病棟・外来継続看護依頼書のテンプレート項目を見直し、ICI にも対応可能なものに修正した。また、再

度外来治療へ戻る際に、irAE の状況や治療内容、治療に対する患者の思いなどを要約してテンプレートに

記載する運用に変更したことで、情報共有を図り、情報収集の効率化につながった。また、今後は病棟で実

施した患者セルフマネジメントチェックシートを活用し、理解が十分でない項目についてポイントを絞って

指導を継続していくことで、病棟と外来のシームレスな看護を行っていくことができる。 
 

７ 今後の取り組み 
 今回の活動当初は、患者指導体制の標準化と病棟と外来の情報共有が目標であった。しかしその目標は超え、

新たな目標へと進んでいる。 
それは、院の医師・看護師・薬剤師等で構成されている免疫チェックポイントチームと連携し、irAE が疑

われる患者を早期受診に導き、さらに入院をスムーズに受け入れるようにしていく事である。そのために説明

動画は病院ホームページと YouTube へ掲載しており、ホームページ上で irAE 症状をセルフチェックし、そ

の結果により受診を促すメッセージを表示させるようにしている。また、irAE をスクリーニングする院内統

一の問診票や診療対応フローを作成し、irAE 救急患者 100％の受け入れと、活動の定着を目指している。こ

の実現のためには、院内の全看護職員が免疫チェックポイント阻害薬について理解を深められるよう、経験の

ある医師・看護師からの指導・情報伝達・学習会の開催を計画的に継続するともに、免疫チェックポイントチ

ームへの職種の拡大も重要である。 
 院外においては、この活動はがん治療や irAE に対するチーム医療の体制づくりを目指す多くの学会、薬剤

師会、他病院からも注目を集めており、講演を依頼され実施している。 
さらにこのチーム医療を全都立病院に、共通のチーム医療として整備・拡大することにより、患者サービス

の向上はもちろん、多くの irAE 事象を共有でき医療の質の向上に寄与できる。そして、安心・安全な医療・

看護の提供と、未知な範囲が多い ICI によるがん免疫療法について世界に発信できるよう、この活動を拡大し

ていきます。 
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