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当センターの外来化学療法における
レジメン運用と
代表レジメンのチェックポイント

本日の内容

1. 連携充実加算（特定薬剤管理指導加算2）

2. レジメン運用

3. 外来化学療法の流れ

4. レジメン紹介

令和２年度診療報酬改定の概要（個別的事項） 厚生労働省保険局医療課

連携充実加算 施設基準

地域の保険薬局等との連携体制として、

次の２つが求められている

① 地域の薬局薬剤師を対象とした研修会の開催

② 化学療法レジメンのホームページ掲載

特定薬剤管理指導加算2 施設基準

特定薬剤管理指導加算2 算定要件

参加

確認
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◆ 化学療法レジメン公開 ◆
姫路医療センターホームページ → 各診療科 →

薬剤部 → 保険薬局の皆様へ → 8.がん薬物療法レジメン

連携充実加算 算定要件
化学療法の経験を有する医師又は化学療法に係る
調剤の経験を有する薬剤師が、抗悪性腫瘍剤等の
副作用の発現状況を評価するとともに、副作用の発
現状況を記載した治療計画等の文書を患者に交付
する

※患者に交付する文書

①実施しているレジメン ②レジメンの実施状況 ③抗悪性腫瘍剤等の投与量

④主な副作用の発現状況（CTCAE v5.0で評価） ⑤その他 医学・薬学的管理上必要な事項

療養のため必要な栄養の指導を実施する場合には、
管理栄養士と連携を図る

治療計画書

 治療実施当日に交付

 治療内容・一般的な副作用
と発現時期等を記載

交付文書 ①
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事前問診票 2種類
◆ 抗がん薬用（全員交付） ◆ 免疫チェックポイント阻害薬用

（オプジーボ®、キイトルーダ®など投与患者のみ）

交付文書 ②

採血結果
院外処方せんで確認可能

当日採血結果は外来化学療法室使用患者全員に交付

交付文書 ③

特定薬剤管理指導加算2
対象患者
連携充実加算を届け出ている保険医療機関にお
いて、抗悪性腫瘍剤が注射されている悪性腫瘍
の患者

化学療法のレジメン等について、文書により交付
されている

特定薬剤管理指導加算2 算定要件

レジメン等の文書を確認
患者の同意を得て、服用状況、副作用の有無等を確認
保険医療機関に必要な情報を文書等で提供する

本日の内容

1. 連携充実加算（特定薬剤管理指導加算2）

2. レジメン運用

3. 外来化学療法の流れ

4. レジメン紹介
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姫路医療センターにおける
レジメン管理・オーダリングシステムの運用～院内登録から投与まで～

レジメン作成（レジメン登録申請書の作成）

レジメン審査委員会 審査・承認

院内登録

◆レジメン審査委員会事務局（薬剤部）

・審査前
事前審査・委員会資料作成

・承認後
治療計画書の作成
電子カルテへ処方登録

前日まで： 処方オーダ・治療計画書作成・化療ベッド予約

当日： 採血・レントゲン等 チェック
医師診察 実施可否の判断

当日： ルート確保・投与開始

調製開始

当日： 治療効果と副作用の把握

審査

承認

申請書、根拠となる
文献・資料の提出

レジメン管理・オーダリングシステムの運用
～院内登録から投与まで～

レジメン作成（レジメン登録申請書の作成）

レジメン審査委員会 審査・承認

院内登録

◆レジメン審査委員会事務局（薬剤部）

・審査前
事前審査・委員会資料作成

・承認後
治療計画書の作成
電子カルテへ処方登録

審査

承認

申請書、根拠となる
文献等の提出

・レジメン登録申請書
・根拠となる文献等の資料

･審査依頼書の作成
･レジメン項目チェック
･事前評価

・抗がん剤投与量
・投与間隔
・投与方法
・投与順序
・配合変化･安定性
・制吐剤の必要性

提出された申請書類文献等
から
エビデンスの評価を行う

レジメン作成（レジメン登録申請書の作成）

レジメン審査委員会 審査・承認

院内登録

◆レジメン審査委員会事務局（薬剤部）

・審査前
事前審査・委員会資料作成

・承認後
治療計画書の作成と登録
電子カルテへ処方登録

審査

承認

申請書、根拠となる
文献等の提出･治療計画書の雛形作成と登録

（医師は電子カルテより患者ごとに作成する）

姫路医療センターにおける
レジメン管理・オーダリングシステムの運用～院内登録から投与まで～
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休薬期間の設定

・治療レジメンを電子カルテに登録し一元管理

・抗がん剤と支持療法の種類・投与量・投与時間・投与スケジュール・

治療期間などを規定

本日の内容

1. 連携充実加算（特定薬剤管理指導加算2）

2. レジメン運用

3. 外来化学療法の流れ

4. レジメン紹介

外来治療当日の流れ

医師診察 治療実施可否の判断
治療実施可

調製開始

採血・レントゲン等 検査
薬剤部

体重・血圧・体温 チェック外来化学療法室

副作用確認
（採血データ・患者問診）

ルート確保・投与開始 点滴中に栄養指導

管理栄養士

事前問診票を用いた問診
◆ 抗がん薬用（全員交付） ◆ 免疫チェックポイント阻害薬用

（オプジーボ®、キイトルーダ®など投与患者のみ）
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PS（performance status ）・・・全身状態の指標

CTCAE v5.0（有害事象共通用語基準）を用いた副作用評価

毎回点滴日に新しい用紙を交付
治療後の体調変化を記載して、次回治療時に持参してもらう
点滴当日に問診票記載内容を外来化学療法室スタッフが確認
点滴終了時に患者へ返却する

当てはまる症状の上にある数字がGrade

本日の内容

1. 連携充実加算（特定薬剤管理指導加算2）

2. レジメン運用

3. 外来化学療法の流れ

4. レジメン紹介

キイトルーダ® +CDDP+Pem
キイトルーダ®（Pembrolizumab）

シスプラチン（CDDP）

アリムタ® （Pemetrexed）

呼吸器内科 非小細胞肺癌

原則4クール終了後、キイトルーダ® +Pem維
持療法へ移行

免疫チェックポイント阻害薬
+

殺細胞性抗がん薬

治療スケジュール インターバル：21日

生食　100mL

+ キイトルーダ

生食　100mL

+

+ ﾃﾞｷｻｰﾄ 9.9 ㎎ 12 mg

生食　100mL

+ アリムタ

アプレピタントカプセルセット

■２・３日目は朝食後に内服

生食　500mＬ

+

生食　250mＬ

+ シスプラチン

薬剤名
用量

投与方法 投与時間
（㎎/㎡）

60分

③

静注
30分ｱﾛｷｼ　（0.75）　1V  

ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ

として

30分

② ソルデム３A　500mL 静注

①
200mg/body 静注

⑥
静注 60分

硫酸Mg補正液1mEq/mL 10mL

④
500mg/㎡ 静注 10分

⑤
内服

day１は
⑥開始時

30分

⑧
60～75mg/㎡ 静注 60分

⑦ マンニットールS注射液 300mL 静注

60分⑨ ソルデム３A　500mL 静注
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補液に含める内容

生理食塩液を含めた補液 合計 1.6 L～2.5 L（4時間～4時間30分）

経口補液 当日シスプラチン投与終了までに1L程度

マグネシウム 合計 8 mEq

強制利尿薬 20%マンニトール150 mL～200 mL程度，
または，フロセミド20 mg静注

出展：日本肺癌学会 シスプラチン投与におけるショートハイドレーション法の手引き

治療中の確認ポイント①
シスプラチン

姫路医療センター 呼吸器内科のシスプラチンレジメンは

「ショートハイドレーション法」で実施

日本の添付文書に基づいた
シスプラチン投与方法

適当な輸液

1000～2000mL

シスプラチン＋
生理食塩液 or ブドウ糖－食塩液

500～1000mL

適当な輸液

1000～2000mL

4時間以上

4時間以上

2時間以上

2.5～3L以上の輸液と
10時間以上の点滴時間が必要！！

ショートハイドレーションの投与例

生理食塩液100mL+パロノセトロン0.75mg+デ
キサメタゾン9.9mg

シスプラチン＋生理食塩液
全体で500mL

維持液500mL+硫酸マグネシウム4mEq

併用抗がん薬+生理食塩液

維持液500mL+硫酸マグネシウム4mEq

20％マンニトール150mL

生理食塩液500mL

約1.5
時間

1時間

2時間

10分

適時

1時間

15分

1時間

1時間

1時間

輸液量
約2.5L

Day1 アプレピタント125mg
Day2、3 アプレピタント80mg
Day2～4 デキサメタゾン8mg

内服

経口補液
1L推奨

出展：日本肺癌学会 シスプラチン投与におけるショートハイドレーション法の手引き

合計
約4.5時間

治療中の確認ポイント①
シスプラチン

腎障害予防

day2-3 経口補液（OS-1など）1000mL摂取勧める

高度催吐性リスク

day1 アプレピタント125mg、day2-3 アプレピタント80mg

day2-4 デカドロン8mg内服

点滴後に水分摂取ができていたか？
制吐剤を忘れなく服用できていたか？
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治療中の確認ポイント②
アリムタ®

重篤な副作用軽減（添付文書抜粋）

① 葉酸：
本剤初回投与の7 日以上前から葉酸として1 日1 回0.5mg を連日経口投
与する。なお、本剤の投与を中止又は終了する場合には、本剤最終投
与日から22 日目まで可能な限り葉酸を投与する。

② ビタミンB12：
本剤初回投与の少なくとも7 日前に、ビタミンB12 として1 回1mg を筋肉
内投与する。その後、本剤投与期間中及び投与中止後22 日目まで9 週
ごと（3 コースごと）に1 回投与する。

◆皮疹予防 （当院では皮疹が出現した場合に投与することが多い）

海外試験においてｱﾘﾑﾀ®投与前日から投与翌日までの3日間ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ
を１日８mgを１日２回経口投与されている。

フォリアミン® 5mg 0.1錠 （粉砕） １日１回連日内服

メコバラミン注500μg 2A 筋注

服用できて
いるか？

皮疹出現？

免疫チェックポイント阻害薬の副作用はいつ、どのような臓器に出てくるかわかりません
また、投与が終了してから遅れて出てくることも・・・

症状を確認し、早期に発見することが大切

当院では、1型糖尿病の早期発見のために、尿糖セルフチェックについて説明を実施

治療中の確認ポイント③
キイトルーダ

～免疫チェックポイント阻害薬の副作用～

姫路医療センターにおける
尿糖セルフチェック運用手順

外来で免疫チェックポイント阻害薬の初回投与時、医師指示確認し、

看護師から患者へ説明

*糖尿病治療中など、測定不要の場合あり。医師指示ある場合のみ説明

週2回の測定曜日を指定

*主治医外来診察日の前日は測定するように曜日調整

尿糖検査薬（新ウリエース Ga等）は患者自身でドラッグストアで購入を依頼

原則週2回 朝食前の尿で測定

（－）・（±）

週2回の尿糖測定継続

（＋）

翌日に再度検査

再検査結果
（－）・（±）

当日の診察時間内に病院へ連絡
主治医 or 外来化学療法室 or 各診療科外来

（＋＋）・（＋＋＋）

再検査
（＋）・（＋＋）・（＋＋＋）

特定薬剤管理指導加算2に
関する情報提供
•「特定薬剤管理指導加算2」 の情報提供であることを記載

（トレーシングレポート等との区別をするため）

•患者ID・患者名（カナ氏名）・生年月日

•服薬状況 （抗がん薬以外も確認お願いします）

•副作用発現状況（CTCAE v5.0のGrade記載）

情報提供は薬剤部直通FAX 079-225-3244へ送信してください。

当院で作成しているフォーマットはありません。
レジメン内容に関する問い合わせは病院代表（079-225-3211）か

ら薬剤部へお願いします。
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