
患者情報・検査値の
活用方法

2021.1.20

横浜市立大学附属市民総合医療センター

外来がん治療認定薬剤師

杉山 菜穂



本日の内容

当院のツール紹介

ホームページの活用法

副作用評価～検査値～

副作用評価～身体状況～



本日の内容

当院のツール紹介

ホームページの活用法

副作用評価～検査値～

副作用評価～身体状況～



当院のツール紹介

院外処方せん

問診表

お薬手帳シール

副作用情報共有シート

ホームページ



院外処方せんに関する注意事項

院外処方せんには使用期限があります。
処方せん左側「交付年月日」を含めて4日間です。
早めに、最寄の保険調剤薬局へご提出ください。

後発医薬品（ジェネリック医薬品）への変更をご希望の場合は
各保険調剤薬局にてご相談ください。
（医師の指示により変更ができない場合もありますのでご了承ください）

下記の情報は保険調剤薬局でより安全にあなたのお薬を管理し
ていくために有用な情報です。知られたくない場合には、右半分
を切り離し、
左半分のみをご提出いただいても構いません。

保険調剤薬局への連絡事項

下記項目は、処方鑑査、服薬指導の際、ご活用ください。
服薬指導終了時に、切り離し、お渡しいただいて構いません。

検査値（直近3ヵ月の検査から）

身体情報
身長 170.0  cm （2015/04/01） 体表面積 1.69   ㎡
体重 60.0   kg   （2015/04/01）

当院採用薬やがん化学療法に関する情報は、当院薬剤部HPをご参照ください。

→ http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~urayaku/index.html
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項目 結果 検査日 項目 結果 検査日

WBC L    1200   /μL 4/1 T-Bil 0.5  mg/dL 4/1

Neu 74      % 4/1 Alb L      3.2    g/dL 4/1

Hb 13.1   g/dL 4/1 Cr 0.55 mg/dL 4/1

Plt 35  10^4/μL 4/1 K 4.0  mEq/L 4/1

CK 50     U/L 4/1 CRP 0.25 mg/dL 4/1

AST 15    U/L 4/1 HbA1c 5.4%(NGSP) 4/1

ALT 10    U/L 4/1 PT(INR) 0.90    INR 3/23



院外処方せん

処方せんに点線をつけ、左側の検査値は患者の自由意志により

薬局へ提出

直近3か月以内の主要検査項目

身長・体重などの身体情報

保険調剤薬局への連絡事項

下記項目は、処方鑑査、服薬指導の際、ご活用ください。
服薬指導終了時に、切り離し、お渡しいただいて構いません。

検査値（直近3ヵ月の検査から）

身体情報
身長 170.0  cm （2015/04/01） 体表面積 1.69   ㎡
体重 60.0   kg   （2015/04/01）

当院採用薬やがん化学療法に関する情報は、当院薬剤部HPをご参照ください。

→ http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~urayaku/index.html

項目 結果 検査日 項目 結果 検査日

WBC L    1200   /μL 4/1 T-Bil 0.5  mg/dL 4/1

Neu 74      % 4/1 Alb L      3.2    g/dL 4/1

Hb 13.1   g/dL 4/1 Cr 0.55 mg/dL 4/1

Plt 35  10^4/μL 4/1 K 4.0  mEq/L 4/1

CK 50     U/L 4/1 CRP 0.25 mg/dL 4/1

AST 15    U/L 4/1 HbA1c 5.4%(NGSP) 4/1

ALT 10    U/L 4/1 PT(INR) 0.90    INR 3/23



問診表



CTCAE（Common Terminology Criteria for Adverse Events）

米国国立がん研究所（NCI: National Cancer Institute）によって

策定された有害事象（AE）共通用語規準

CTCAE v5.0が最新版（2021年1月時点）

日本語版はJCOG（Japan Clinical Oncology Group）によって

作成・公開されている

一般的なGradeは5段階に分類される

それぞれの有害事象について、Grade分類の詳細が定義されている



CTCAEとは

Grade 1
軽症; 症状がない, または軽度の症状がある; 

臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない

Grade 2
中等症; 最小限/局所的/非侵襲的治療を要する; 

年齢相応の身の回り以外の日常生活動作の制限

Grade 3

重症または医学的に重大であるが, ただちに生命を脅かすもの

ではない; 入院または入院期間の延長を要する; 

身の回りの日常生活動作の制限

Grade 4 生命を脅かす; 緊急処置を要する

Grade 5 AE による死亡
Grade 説明文中のセミコロン（;）は「または」を意味する。

*JCOGホームページ参照



ポケットCTCAE
検査値からわかる副作用の重症度分類（市大センター病院 ver.）



ポケットCTCAE
身体状況からわかる副作用の重症度分類（市大センター病院 ver.）



お薬手帳シール

抗がん剤の投与量、
支持療法薬も含めた
点滴の内容を記載

レジメン名、
クール数、day

連携充実加算

①実施しているレジメン

②レジメンの実施状況

③抗悪性腫瘍剤の投与量

④主な副作用の発現状況

⑤そのほか医学・薬学的

管理上必要な事項



副作用情報共有シート

2020年度から「連携充実加算」開始

副作用状況とその対策について記載

処方せん・お薬手帳とあわせて薬局に
提出するよう説明

連携充実加算

①実施しているレジメン

②レジメンの実施状況

③抗悪性腫瘍剤の投与量

④主な副作用の発現状況

⑤そのほか医学・薬学的

管理上必要な事項



本日の内容

当院のツール紹介

ホームページの活用法

副作用評価～検査値～

副作用評価～身体状況～



ホームページの活用法

大腸-XELOX療法



ホームページの活用法



ホームページの活用法



ホームページの活用法



ホームページの活用法

登録レジメンの標準投与量・スケジュールがわかる

院外処方せんから患者さんの身体情報、
お薬手帳シールから実投与量がわかる

処方せん記載の最新の検査値から肝・腎機能などに応じた、
投与量の鑑査ができる

当院での患者指導内容がわかる



本日の内容

当院のツール紹介

ホームページの活用法

副作用評価～検査値～

副作用評価～身体状況～



副作用評価～検査値～
検査値からわかる副作用の重症度分類（市大センター病院 ver.）



血液
Grade1 Grade2 Grade3 Grade4

白血球減少 /μL ＜3,300－3,000 ＜3,000－2,000 ＜2,000－1,000 ＜1,000

白血球減少（新単位）
10^3
/μL ＜3.3－3.0 ＜3.0－2.0 ＜2.0－1.0 ＜1.0

好中球数減少 /μL ＜2,000－1,500 ＜1,500－1,000 ＜1,000－ 500 ＜ 500

貧血 g/dL ＜13.8－10.0 ＜10.0－8.0 ＜8.0；輸血を要する
生命を脅かす

；緊急処置を要する

血小板減少（新単位）
10^3
/μL ＜180－75 ＜75－50 ＜50－25 ＜25

今日の採血結果では
血小板が30 10^3/μL。
だけど、今日も
S-1が処方されている…

注）上記表は当院の施設基準値を基に算出



肝機能
Grade1 Grade2 Grade3 Grade4

AST増加※ U/L ＞30－90 ＞90－150 ＞150－600 600＜

ALT増加※ U/L
(男) ＞42－126
(女) ＞23－ 69

(男) ＞126－210
(女) ＞ 69－115

(男) ＞210－840
(女) ＞115－460

(男) 840＜
(女) 460＜

T-Bill増加※ Mg/dL ＞1.5－2.25 ＞2.25－4.5 ＞4.5－15 15＜

※ベースラインが異常値の場合、別途規定あり

この肝機能で、
今日の抗がん剤投与量は
大丈夫かな…？

注）上記表は当院の施設基準値を基に算出



肝機能

肝機能に注意が必要な薬剤

イリノテカン ドキソルビシン

エトポシド ドセタキセル

エピルビシン パクリタキセル

エベロリムス ビノレルビン

エリブリン ビンクリスチン

エンコラフェニブ/ビニメチニブ メソトレキセート

シクロホスファミド ラパチニブ

ソラフェニブ レゴラフェニブ

c.f.抗悪性腫瘍薬コンサルトブック改訂第2版、がん化学療法レジメンハンドブック改訂第6版より抜粋



腎機能
Grade1 Grade2 Grade3 Grade4

クレアチニン増加 mg/dL

(男) ＞1.07-1.605 (男) ＞1.605-3.21 (男) ＞3.21-6.42 (男) 6.42＜

(女) ＞0.79-1.185 (女) ＞1.185-2.37 (女) ＞2.37-4.74 (女) 4.74＜

クレアチニンはそんなに
悪くないけど、
CCrはどうだろう？

注）上記表は当院の施設基準値を基に算出



腎機能

腎機能に注意が必要な薬剤

エスワン カルボプラチン（Calvert式にて投与量算出）

エトポシド シクロホスファミド

エリブリン シスプラチン

オキサリプラチン ブレオマイシン

オラパリブ ペメトレキセド

カペシタビン メソトレキセート

c.f.抗悪性腫瘍薬コンサルトブック改訂第2版、がん化学療法レジメンハンドブック改訂第6版より抜粋



本日の内容

当院のツール紹介

ホームページの活用法

副作用評価～検査値～

副作用評価～身体状況～



副作用評価～身体状況～
身体状況からわかる副作用の重症度分類（市大センター病院 ver.）



CINV
Grade1 Grade2 Grade3

食欲不振 食欲は落ちたが食生活に変化なし
体重減少・栄養失調を伴わない摂取量減少、

経口栄養剤による補充が必要
顕著な体重減少or栄養失調を伴う
経管栄養/点滴加療を要する

体重減少
ベースラインより5-＜10％の減少

治療は要さない
ベースラインより10-＜20%の減少

栄養補給が必要
ベースラインより≧20％の減少
経管栄養/点滴加療を要する

悪心 吐き気あり、食生活は変化なし
吐き気あり、体重減少・栄養失調・脱水を伴

わない食事量の減少
吐き気あり、食事・水分が殆どとれない

経管栄養/点滴加療/入院を要する

嘔吐 治療を要さない
外来での点滴加療を要する；

内科的治療を要する
経管栄養/点滴加療/入院を要する

予防の制吐薬はなにを
使ってるんだろう？
いつから気持ち悪いの？



リスク別推奨制吐療法
高度催吐リスクに対する制吐療法

day 1 2 3 4

アプレピタントカプセル（mg） 125 80 80

5HT 3受容体拮抗薬（パロノセトロン、グラニセトロン等） ●

デキサート注（mg） 9.9 6.6 6.6 6.6

中等度催吐リスクに対する制吐療法
day 1 2 3 4

5HT 3受容体拮抗薬（パロノセトロン、グラニセトロン等） ●

デキサート注（mg） 9.9 6.6 6.6

※ CBDCA（AUC≧4）ではアプレピタント併用（オプション L-OHP、IFM、CPT-11など）

低度催吐リスクに対する制吐療法
day 1 2 3 4

デキサート注（mg） 6.6

※必要に応じノバミン、メトクロプラミドを追加する

最低度催吐リスクに対する制吐療法
day 1 2 3 4

制吐剤は必要ない

c.f.制吐薬適正使用ガイドライン2015年10月第2版一部改訂版 ver.2.2より抜粋改変



がん患者の吐き気

消化管の狭窄

腸閉塞

脳腫瘍

電解質異常

薬剤性

腹水

抗がん剤以外にも
気持ち悪くなる原因は
いろいろある。。。



下痢・便秘・口腔粘膜炎

便秘と言ってるけど
ベースは？
いつ出ないんだろう？

Grade1 Grade2 Grade3

下痢 通常回数＋3回以内の増加 通常回数＋4-6回の増加 通常回数＋7回以上の増加

下痢
（ストマ）

ベースラインより排泄量の軽度増加
ベースラインより排泄量の中等度増加

身の回り以外のことに影響あり
ベースラインより排泄量の高度増加

身の回りのことができない

便秘
不定期 or 間欠的な症状
下剤や食事の工夫が必要

定期的な下剤の使用、持続的な症状
身の回り以外のことに影響あり

下剤を使用しても便がでにくい
身の回りのことができない

口腔粘膜炎
症状がない or 軽度の症状

食事の変更はない
経口摂取はできるが、痛み・潰瘍あり

食事の変更が必要
強い痛み

経口摂取できない



下痢・便秘・口腔粘膜炎

便秘に注意が必要な薬剤

ビノレルビン ビンクリスチン

ビンブラスチン ビンデシン

下痢に注意が必要な薬剤

エスワン ドセタキセル

イリノテカン メソトレキセート

カペシタビン カバジタキセル

口腔粘膜炎に注意が必要な薬剤

エスワン プララトレキセート

カペシタビン メソトレキセート



がん患者の下痢・便秘

がん

術後

感染症

腸閉塞

薬剤性の便秘

薬剤性の下痢 このリンデロンV®
ローションは
どこに使うんだろう？



末梢神経障害・手足症候群

保湿はできているかな？
歩けなくなったり、
身の回りのことに影響が
出てきている？

Grade1 Grade2 Grade3

末梢神経障害 違和感がある
中等度の症状

身の回り以外のことに影響あり
高度の症状

身の回りのことができない

手足症候群
痛みのない皮膚の腫れ、赤み、
爪の変形・色素沈着、違和感

痛みのある皮膚の赤み・腫れ・水ぶくれ・
出血・爪の著しい変形や脱落
身の回り以外のことに影響あり

強い痛みを伴う皮膚のはがれ・
水ぶくれ・出血・ただれ・かさぶた

身の回りのことができない



末梢神経障害・手足症候群

末梢神経障害に注意が必要な薬剤

エリブリン パクリタキセル

オキサリプラチン ビンクリスチン

シスプラチン ブレンツキシマブベドチン

ドセタキセル ボルテゾミブ

手足症候群に注意が必要な薬剤

カペシタビン リポソーマルドキソルビシン

スニチニブ レゴラフェニブ

ソラフェニブ レンバチニブ



さいごに

当院には院外処方せん・問診表・お薬手帳シール・副作用情報

共有シート・ホームページなどのツールがあります

モニタリングの際にご活用ください

世界共通の副作用評価指標に基づいた適切な副作用評価を

患者さんにとって、有益かつ安全な治療のために



ご清聴ありがとう
ございました


