
117

　講　　座 北里医学 2016; 46: 117-121　

Received 9 May 2016, accepted 6 June 2016
連絡先: 藤田哲夫 (北里大学医学部泌尿器科学)
〒252-0374  神奈川県相模原市南区北里1-15-1
E-mail: tfujita@med.kitasato-u.ac.jp

「第30回北里腫瘍フォーラム」

進行性腎細胞癌に対する分子標的薬治療における問診票導入の取り組み
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　進行性腎細胞癌に対する分子標的薬に特有の有害事象をマネージメントするため，化学療法セン

ター (現: 集学的がん診療センター) での化学療法問診票を基に，分子標的薬問診票を作成した。

作成した問診票を，電子カルテシステムにてテンプレート化し，特有の外来患者呼び出しシステム

を構築した。その結果，分子標的薬の相対容量強度が上昇した。
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はじめに

　進行性腎細胞癌に対する分子標的薬は，2008年に本

邦で保険適応となり，2016年現在，ソラフェニブ (ネク

サバール)，スニチニブ (スーテント)，エベロリムス

(アフィニトール)，テムシロリムス (トーリセル)，ア

キシチニブ (インライタ)，パゾパニブ (ヴォトリエン

ト) の6剤が使用可能である。各第III相臨床試験1-6と同

等の優れた治療効果を実臨床でも体感し，多くの症例

が恩恵を受けている一方，特有の有害事象のマネージ

メントに苦慮することも少なくない。当科では，分子

標的薬治療導入早期から，有害事象マネージメントに

積極的に取り組み，治療効果の向上を目指してきた。

今回，分子標的薬に特有の有害事象に着目した分子標

的薬問診票を作成し，電子カルテシステムに導入した

ので，その取り組みと効果につき報告する。

方　　法

　化学療法センター (現: 集学的がん診療センター) で

の化学療法問診票 (Figure 1) を基に，分子標的薬治療

で出現頻度の高い有害事象に着目し，新たに分子標的

薬問診票 (Figure 2) を作成した。作成した問診票を，

電子カルテシステムにてテンプレート化し，医師と看

護師との間で情報を共有できるようにした。スニチニ

ブ治療の相対容量強度 (%) は，4週間の実際の投与量

を標準投与量 (50 mg×28日 = 1,400) で除した数値に

100を掛けて算出した。

実際の流れ

　通常，外来患者呼び出しシステムの「検査結果」が

「全てあり」になると，外待合室の患者を中待合室に

「案内」し，「中待合室」への「到着」を確認後，診察

室に「呼び込み」を行うが，分子標的薬治療患者で

は，この流れを変更し，新たな流れを作成した。

　分子標的薬治療患者では，「フリーコメント」に「分

子問診」のコメントを付すことにした。先ず，「フリー

コメント」に「分子問診」のコメントがある場合，医

師の診察前に，看護師が患者を処置室に呼び入れ，血

圧測定，体重測定，体温測定，動脈血酸素飽和度測定

の後，患者自身に問診票を記入させ，看護師が補足し

た。次に，看護師が問診票を基にテンプレートに入力

した後，外来患者呼び出しシステムの「患者コメン

ト」を活用し，「患者コメント」に「●」を付すことに

した。医師は，該当患者の「患者コメント」に「●」

が付されたことを確認の上，カルテを開き，問診票の

内容を確認した。その後，外待合室の患者を中待合室

に「案内」し，「中待合室」への「到着」を確認後，診

察室に「呼び込み」を行い，診察を行った。

結　　果

　問診票の導入により，相対容量強度が比較可能で

あったスニチニブ治療において，導入前が平均53.9%

であったのに対し，導入後は平均66.0%へと，有意に

上昇した (P = 0.0341，Figure 3)。
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Figure 1.  Questionnaire sheet for chemotherapy
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Figure 2.  Questionnaire sheet for molecular targeted therapy
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考　　察

　腎細胞癌は，抗癌剤や放射線に対する感受性が低

く，根治手術後の再発・転移巣や手術不能の進行性腎

細胞癌に対する治療選択肢は，従来，インターフェロ

ンやインターロイキンといった免疫療法に限定されて

いた。von Hippel-Lindau病の原因遺伝子と腎細胞癌の

発癌との関連が明らかにされて以降，腎細胞癌の分子

機構が明らかにされ，それに伴い，分子標的薬の開発

が急速に進んだ。2016年現在，本邦でもソラフェニブ

(ネクサバール)，スニチニブ (スーテント)，エベロリ

ムス (アフィニトール)，テムシロリムス (トーリセ

ル)，アキシチニブ (インライタ)，パゾパニブ (ヴォ

トリエント) の6剤が使用可能である。第III相臨床試験

による各薬剤の奏効率と無増悪生存期間の中央値は，

ソラフェニブで10%と5.5か月1，スニチニブで31%と

11.0か月2，エベロリムスで1%と4.0か月3，テムシロリ

ムスで8.6%と3.8か月4，アキシチニブで19%と6.7か月5，

パゾパニブで30%と9.2か月6であり，従来の免疫療法で

の10〜20%の奏効率7,8と比較して高い治療効果が得ら

れており，実臨床でも同等の効果を体感している。一

方で，従来の免疫療法では認められなかった多彩な有

害事象が認められ，治療効果を高めるためには，その

マネージメントが重要とされている。

　当科での分子標的薬の初期投与症例の検討9では，第

III相臨床試験と比較して発現頻度の低い有害事象があ

ることが判明した。その多くは，患者自身の訴えによ

る有害事象であり，何らかの理由で患者自身が訴えな

い可能性が示唆された。そこで，化学療法センター

(現: 集学的がん診療センター) で使用されていた化学

療法問診票を活用することを発案した。問診票の活用

によって有害事象の頻度が第III相臨床試験と同等とな

り，かつ，相対容量強度が上昇した。

　今回，分子標的薬治療で出現頻度の高い有害事象に

着目した新たな分子標的薬問診票を作成し，作成した

問診票を，電子カルテシステムにてテンプレート化し

た。さらに，特有の外来患者呼び出しシステムを構築

したことにより，さらなるマネージメント効率の向上

が期待される。

　分子標的薬の有害事象マネージメントは，医師のみ

では限界があり，入院導入時の病棟薬剤師や外来治療

時の外来看護師の協力，さらに，有害事象に応じた皮

膚科や呼吸器内科の併診を必要とする。Arakawa-Todo

ら10も，治療早期の薬剤師の介入による有害事象マ

ネージメントにより，治療効果の向上を認めたと報告

している。今回作成した分子標的薬問診票を活用する

ことにより，さらに適格なマネージメントが可能とな

り，治療の忍容性を向上させられる可能性が示唆され

た。
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Figure 3.  Relative dose intensity

Mean relative dose intensity post questionnaire was significantly higher than
pre questionnaire.
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