がん化学療法における患者支援

胃がん患者の化学療法を
外来移行するため

社会医療法人財団
慈泉会

相澤病院

シスプラチン・TS-1療法時の
輸液の少量・短時間化を
導入・運用
がん化学療法を受ける患者のQOL向上を支援するために，
入院治療から外来への移行が進められている．
社会医療法人財団慈泉会相澤病院
（長野県松本市）
では，
大量補液を必要とするために入院で実施されていた胃がん
化学療法を外来移行するため，シスプラチン・TS-1 療法に
ショート・ハイドレーションを導入・運用した．
その実際と効果について紹介する．

外来移行のキーポイントは
腎機能障害と悪心・嘔吐を
予防すること

OS-1 を併用しても尿量が確保できること

与では，成人の場合，投与前の輸液が 4

がわかり，入院する必要はないと感じま

時間以上，本剤投与が 2 時間以上，投与

した」
と言う．

後の輸液が 4 時間以上，合計 10 時間以上

そこで同センターでは，シスプラチン・
TS-1 療法の外来移行を検討した．

かかるとされている．
「そのままの投与時間で外来移行するこ

シスプラチン
（CDDP）
・TS-1（ティー

「外来移行の目的は患者さんのQOL向

とはできません．そこで，5 時間で実施

療法は胃がんを対象とした化
エスワン ® ）

上です．患者さんがいつもどおりの生活

することを目標に，その方法を模索しま

学療法で，わが国においては現在，進行・

環境に近づくために化学療法を行ってい

した．単に従来の輸液によるハイドレー

再発胃がん治療の第一選択と考えられて

るのですから，入院よりも外来のほうが

ションを減量して時間を短縮するのでは

いる．

患者さんの負担も少なくなると思いまし

腎機能障害が予防できないので，輸液以

相澤病院がん集学治療センターの中村

た．外来移行のために胃がん患者さんに

外の方法でハイドレーションが可能なも

将人医師は，
「シスプラチンはかつて腎機

とって最もよい治療法であるシスプラチ

の，つまり，経口からハイドレーション

能障害や悪心・嘔吐などの有害事象による

ンを諦めるのではなく，最もよい治療法

が可能な飲料を探しました」

影響で入院治療が必須でしたが，アプレ

を外来で行えるようにしようというコン

ピタント
（イメンド）という制吐薬を投与

セプトです」

することで悪心・嘔吐がほぼ抑えられるよ

外来移行するために課題となったのは，

同センターのがん薬物療法認定薬剤師
の中村久美さんも，
「イメンドによって悪
心・嘔吐が劇的に改善され，患者さんが“よ

うになり，患者さんは食事や水分もとれ

“入院時に長時間かけて行っていた輸液

く食べられて楽です” と言われ，入院中

るようになりました．腎機能障害に関し

（ハイドレーション）をいかに短時間で行

のベッドで過ごす時間を持て余すように

ても，輸液だけのハイドレーションに

うか” だったという．シスプラチンの投

なったことで，悪心・嘔吐の問題はクリア

ショート・ハイドレーション：シスプラチン投与時に，腎機能を保護するために長時間をかけて投与される大量の輸液を，少量かつ短時間で投与する方法
CDDP：cisplatin，シスプラチン
月刊ナーシング
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医師の中村将人さん．
「シスプラチン・TS-1
療法という有効な治
療法を継続すること，
患者さんのQOLを向
上することがショー
ト・ハイドレーション
導入の目的です」

ことでしか安全性の確保は示せないと思

ほうが負担が少ないと思います．有害事

います．シスプラチンの添付文書はイメ

象や薬剤に関しては薬剤師がきちんと説

ンドもOS-1 も存在していない 1980 年代

明しているので，私たち看護師は患者さ

のもので，現在の医療レベルを反映した

んの不安に関すること，OS-1 を確実に飲

ものではないため，手順を追って慎重に

んでいただくための工夫などを説明して

検証していければ患者さんの安全は確保

います．外来移行を始めた当初，私たち

できると考えました」

は食事に加えてOS-1 を飲むことによる

そうした段階を踏むことで，2015 年に

患者さんが “OS-1 も治療の 1 つ” ととら

時間にすることができたという．

えていただくと，しっかり飲んでいただ
くことができました」
と言う．

薬剤師の中村久美さ

各職種の専門性を活かした

ん．
「経口補水液OS-1
による水分・電解質確
保によって，シスプ
ラチンの有害事象で
ある腎障害を予防で
きると考えレジメン
パスを作成しました」

患者指導が必須

できると思いました．外来移行で最も課
題となったのは腎機能障害の予防です．

ショート・ハイドレーションを実施する

周辺が腫れていないか，発赤が生じてい

にあたっては，医師，薬剤師，看護師な

ないかなどを観察し，患者さんには刺入

どの各職種の専門性を活かした多方面か

部の痛みや灼熱感，違和感があったら声

らの患者指導が重要である．具体的には，

をかけてもらうように話しています．ま

①シスプラチン投与による腎障害や悪心・

た輸液中にトイレに行って排尿している

嘔吐発現の可能性があること，②輸液や

か，気分不快が生じていないかも観察の

強制利尿薬使用が腎障害回避のためのポ

ポイントとなります」

イントであること，③経口補水液の飲用

ハイドレーションの時間短縮化は
「ショ

が輸液の量を減らすための代替の意味を

ート・ハイドレーション」といわれるが，

もつこと，④尿量・体重・飲水量の測定が

同センターが 2015 年に導入した 3 時間投

重要であること，⑤適正な制吐薬使用を

与は「ベリー・ショート・ハイドレーショ

徹底すること，⑥シスプラチン投与後に

ン」
と名づけられ，その適応は，74歳以下，

食欲不振が続く場合は必ず医療スタッフ

PSは 0 ，クレアチニン・クリアランス

に連絡すること，などである．
薬剤師の中村久美さんは，レジメンご

そのころ，日本静脈経腸栄養学会で消化

との患者用パンフレットを作成し，シス

器手術前の水分・電解質確保にOS-1 を使

プラチン投与当日に説明しているという．

用するという方法を知り，OS-1 による経

「有害事象が起こる可能性，イメンドや

口からのハイドレーションで輸液時間を

硫酸マグネシウムを投与する意味，OS-1

短縮できると思いました」
と言う．

の飲水量，翌日からの薬剤服用（支持療

そこで経口補水液オーエスワン
（OS-1：

当院に連絡すべき帰宅後の異変などを家

スも作成し，2011 年，5 時間投与による

族とともに聞いてもらいます」

外来移行に踏み切った．
外来でのレジメンパス作成に当たって
は，外来移行前後の腎機能のデータなど
を随時とり，患者の安全が確保されてい

ョート・ハイドレーションを安全に実施す

シスプラチンの 8 日前に服用するTS-1
に関しては，TS-1 服用の当日に説明して
いる．
同センター看護師の木村純子さんは，

ることを確認したという．
「腎機能のデー

「患者さんには多くの情報が提供されるの

タだけでなく，食事の摂取量などのデー

で，TS-1 に関してはTS-1 当日，シスプ

タもとりました．症例データを蓄積する

ラチンに関してはその当日に説明される

Vol.38 No.2 2018.2

（Ccr）60mL/分以上である．ベリー・シ

法）
，悪心・嘔吐が発生したときの対処法，

㈱大塚製薬工場）
を組み込んだレジメンパ
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ショート・ハイドレーションによる輸液
実施時には，看護師による観察も重要と
なる．
「穿刺部の観察が重要になります．

看護師の木村純子さ
ん．
「 がん患者さんの
残された時間や日常
生活の有効活用を考
えると，外来で化学
療法を行う時間はで
きるだけ短いほうがい
いと実感しています」

90

患者さんの負担を心配しました．ただ，

はシスプラチン投与をさらに短縮し，3

薬剤師による説明で使用される
患者用パンフレット

相澤病院の胃がんシスプラチン・TS-1 療法
1 クール
8 日目

TS-1

21 日目

21 日間
連日経口投与

朝・夕食後内服

2 クール
36 日目

14 日間
休薬

看護師は患者にOS-1
が治療点滴と同じ効果
があることを伝え，点
滴終了時にOS-1 の服
用を声かけする

クール繰り返し

シスプラチン療法

● 8 日目のシスプラチン療法（ベリー・ショート・ハイドレーション）
制吐薬
硫酸マグネシウム

利尿薬

シスプラチン

60 分

30 分

80 分

5分

イメンド
（内服薬）

OS-1 500mL

（投与後 60 分以内）

※抗がん薬も含めすべての輸液が 500mL/時で実施される

血管洗浄

患者は帰宅途中
にOS-1 を服用

るにはある程度良好な全身状態が必要で
あるため，このような適応基準を設けた
という．

患者の「短くなってよかった」
という言葉で

時間短縮化のメリットを実感
同センターでシスプラチン投与時間を
5 時間から 3 時間に短縮した 2015 年，木

がん集学治療センターに設置されているOS-1の自動
販売機．3 時間投与を終えた患者が購入し帰宅する

村純子さんはこの “ 2時間の差” について，
さまざまなことを感じたという．

「これまでに外来で行ったショート・ハ

投与翌日に患者さんに電話をし，尿量が

「外来移行したばかりの 5 時間のころは

イドレーションのデータを調査してもら

確保されているか，むくみはないか，体

安全に投与できていることに安心した一

い，患者さんが適応基準を満たしていれ

重が異常に増えていないか，支持療法の

方，しばらくすると 5 時間外来にいるこ

ば他の医師もこの方法を導入してくれま

制吐薬がきちんと服用できているかを確

とをつらく感じている患者さんが多くい

した．患者さんが “短くなってよかった”

認しています」
と木村さんは話した．

ることに悩みました．“ 5 時間も輸液をし

“明るいうちに帰れてうれしい” と言われ

ているのが嫌だから治療をやめたい” と

たことで，2 時間短縮できてよかったと

中村将人医師は，
「ショート・ハイドレー

言われる患者さんもいたので，もっと外

感じると同時に，尽力いただいた医師や

ションを導入する際，その目的を医師，

来滞在時間を短くできないかと感じるよ

薬剤師に感謝しました」

薬剤師，看護師が共有することがなによ

うになりました」

◆

OS-1 も 5 時間投与のときは投与中に

りも大切です．そして今後は，外来でし

当初，ベリー・ショート・ハイドレーシ

500mL，翌日と翌々日に 1,000mLずつ

かも短時間で実施できるメリットをより

ョンは中村医師の患者に限定されていた

飲むスケジュール
（合計 2,500mL）
だった

多くの患者さんに提供しなければいけな

が，木村さんは，
「担当医が違うだけで患

が，3 時間投与になってからは投与後 1

い」
と言う．相澤病院がん集学治療センタ

者さんがこの利益を受けられないことは

時間以内に 500mLのみと少量化された．

ーは，今後も，がん患者の安全とQOL向

「投与時間が短縮されたことで患者さん

上を確保しながら効率の高い化学療法を

少なくしたい」
と思い，医師や薬剤師に相
談したという．

の負担も軽減されたと思います．ただ，

チームで提供していく．
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