
XELOX療法を初めとした 
保険薬局との患者指導連携について 

サークル名：お薬飲めたね 
 

〈薬剤科〉○若林千草、豊田真史、川島千夏、安藤志帆、◎益子里美 

〈看護部〉  夏目真美、大山延枝、杉山麻美、中村奈津美 



薬薬連携 

病院 

院外処方箋 

院外処方箋 



外来化学療法の流れ 

①抗癌剤の点滴 

外来受診 

②内服薬の受取り 

院外処方箋 



リクライニングできるベッドで 
ゆったりと治療を受けて頂けます。 
 
ベッド数は４床です。 
各ベッドはカーテンの仕切りがあり 
テレビ、照明が設置されています。 
室内には給茶機もあります。 

 東部地域病院の外来化学療法室 



   外来化学療法室の使用患者数 

            ９月 101 

           10月 92 

           11月 88 

           12月 75 

H29年  １月 89 

       2月 95 

     3月 88 

患者数（名） 

H28年  ４月 87 

            ５月 80 

            ６月 82 

            ７月 87 

            ８月 85 

 総 数 1,049 名 

 月 平 均 87.4名 



男性 

56% 

女性 

44% 

 外来化学療法室の患者背景  

  男女比   年齢層 

30代 

40台 

50代 

60代 

70代 

80代 

30歳代：1％ 
40歳代：1％ 
50歳代：3％ 
60歳代：37％ 
70歳代：43％ 
80歳代：15％ 

※30-40代：ｲﾝﾌﾘｷｼﾏﾌﾞ 

※地域柄、高齢者の割合が多い 

58% 



 H28年度 外来化学療法室での使用レジメン
（月平均） 

使用レジメン 癌種 患者数（名) （％） 

GEM+(ｎ)PAC 膵癌 12 19.3 

DOC 肺癌・前立腺癌 8 12.9 

XELOX 大腸癌 5 8.1 

G-SOX 胃癌 4 6.5 

SOX 大腸癌 ４ 6.5 

21％ 

※インフリキシマブ：7名（11.3％）等 



カペシタビン（ゼローダ）内服開始 
（1日2回 朝夕食後 14日間内服 
            ：day1夕～day15朝まで） 

day1 

  
休薬期間 

day14 day21 

オキサリプラチン （L-OHP）点滴（day1のみ） 

S-1 内服開始 
（1日2回 朝夕食後 14日間：day1夕～day15朝まで） 

day1 

  
休薬期間 

day14 day21 

オキサリプラチン（L-OHP）点滴（day1のみ） 

 XELOX療法  

 SOX療法  

大腸癌・胃癌で用いる 
内服薬との併用抗癌剤治療 



問題点① 
保険薬局における患者情報の不足 

外来 

院外処方箋 

どんな治療計画？ 
検査値は大丈夫？ 

生じやすい副作用は？ 



問題点② 
当院薬剤師の指導機会が少ない 

（入院患者の指導は100%に対して、 
外来患者の指導は十分できていない） 

抗癌剤の点滴 

指導は初回だけ？ 
服薬状況は？ 
副作用は？ 



薬剤科レジメンチェック表（個人ワークシート） 

• レジメン内容 

• 支持療法内容 

• 投与期間 

• 休薬期間 

• 投与量 

• 投与時間 

• 検査値 



問題点② 
当院薬剤師の指導機会が少ない 

（入院患者の指導は100%に対して、 
外来患者の指導は十分できていない） 

抗癌剤の点滴 

指導は初回だけ？ 
服薬状況は？ 
副作用は？ 



問題点③ 
患者のアドヒアランス※の低下 

※アドヒアランス： 
病気に対する治療方法について患者が十分に理解し、服用方法や薬の種類を十分に納得
したうえで、治療を実施・継続すること 



・レジメン内容 
・外来処方の 
   変更点や注意点 

薬局から病院へ
のコメント欄の

作成 

・治療スケジュール 
・主な副作用 



第68回 葛飾区薬剤師研修会 
平成28年7月23日(日) 14:00～17：45 
「XELOX療法をはじめとした保険薬局との患者指導の連携について」 
東部地域病院 薬剤科 松本啓一 

東京都城東地区がん診療連携拠点病院薬剤師合同研修会 
がん薬物療法における情報共有の問題点 
平成29年5月20日(日) 14:00～17：45 
「XELOX療法をはじめとした保険薬局との患者指導の連携について」 
東部地域病院 薬剤科 益子 里美 

薬剤師研修会等でのインフォメーション 



運用方法 
 情報共有文書を作成し、患者の同意を得られれば薬局
へ配布。必要に応じてフィードバックして頂く。 

 院外処方箋 
＋ 

情報共有文書 

文書コメント欄を利用して 
フィードバック 

カルテ記載
情報共有 

緊急性があれば
直ちに主治医へ

連絡する 



運用計画 

•対象：XELOX・SOX療法（同意が得られた患者） 
 
•期間：2017年6月26日～10月17日 
   （現在も継続中） 
 
•運用目的 
①院内・院外で患者情報を共有し、切れ目ない患者支援  
 を行う 
②保険薬局に対し、多剤併用抗癌剤治療中の外来患者 
 への服薬指導および副作用のフォローを行ってもらう 



結 果 

•情報共有文書の配布件数  

 52件（患者数としては18名） 

 内訳：XELOX療法 48件、SOX療法 4件 

 

•薬局からのフィードバックの利用件数 

 3件 返信率 約6％ 



    〈 事例１〉 内服薬の削減 

A様は、内服薬と 
 

☑ ベバシズマブ（BV）点滴の併用療法 
☑ 継続 
  
ＸELOX+BV療法でしたが血小板数低下のため、オキサリプラチン
を休薬し、ゼローダ+BV療法に変更。 
点滴後、だるさ・食欲低下の訴えあり。 

（病院からの情報提供） 



点滴のオキサリプラチンがなくなったため、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。 

（薬局からのフィードバック） 

不要な薬剤を減らすことができた 



〈事例２〉 継続した患者把握と指導 

B様は、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。 
☑ 継続  
 
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。クリーム残っているようなので処方されていません。 

（病院からの情報提供） 



・点滴終了直後からしびれあるようです。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。 
・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。 

（薬局からのフィードバック） 

患者のアドヒアランスが向上した 



〈事例３〉 複雑な服薬方法への対応 

C様は、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。 
☑ 継続 
 
内服指示は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。 

（病院からの情報提供） 



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ようです。次回以
降ご調節くださいますと幸いです。 
 

（薬局からのフィードバック） 

情報共有により薬局での 
スムーズな対応につながった 

約2万円の薬剤費削減 



患者さんの声 

説明は何度聞
いても良い 

是非やってほしい 

文書をコピーし
他のかかりつけ
薬局にも持参 
している 

自分では詳しい 
ことを薬局に 
伝えることが 

難しいため助かる 



問題点の改善 

保険薬局からの意見 

事例を紹介 

患者さんが治療に対して不安を持っている点 
保険薬局での服薬指導時の理解度など 
をフィードバッグして欲しい 

病院からの回答 

何をフィードバッグしたらよいか 
分からない 
 



治療スケジュールや 
副作用情報を削除 



基本事項については
チェックのみで記載
が完了するよう工夫 

コメントを詳細に書き
込めるようスペースを
確保 

薬局から病院への 
コメント欄について 
よくある事由は 

チェックのみで回答 
出来るように工夫 

        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 

 

 



薬薬連携 今後の取り組み 

処方箋  
＋  

情報共有文書 

円滑な医療連携 
 

不要な薬剤の削減 
継続した患者フォロー 

より良い医療の提供 



ご清聴 
ありがとうございました 


