
九州大学
病院

福岡地区 主要病院

福岡地区 保険薬局

病院と保険薬局薬剤師の協働により、ICI治療中～治療中止後も継続して
irAEを意識した患者指導を実践する

病院に連絡すべき
臨床症状

治療
アルゴリズム

ICI使用
履歴

irAE
モニタリング
ツール

ICI使用患者のirAEモニタリング

irAE出現後のステロイド治療支援
・コンプライアンスの向上
・副作用マネジメント
・漸減によるirAE再燃モニタリング

irAEの
基礎知識

地域におけるirAE対策、標準化のイメージ



ICI治療を実践する病院

irAEマネジメント体制構築の支援 irAEマネジメントの必要性に関する
啓発活動

保険薬局

✓ irAEマネジメントに関する知識習得の
ための勉強会開催

✓ 連携支援ツールの作成
✓ 病院とのirAEマネジメント連携体制構

築に向けて

✓ irAEマネジメントに関する体制構築のため
のノウハウの共有

✓ 体制構築の問題点と改善策について、
ディスカッション

✓ iAEマネジメント資材の共有
✓ ICIの地域連携体制構築に向けて

九州大学病院

病診薬連携によるirAEモニタリングの実現に向けて

irAE MSCPirAE MSP

「Fukuoka irAE Management System : FRENS」

福岡市薬剤師会

irAE Management Basic Seminar 
for Community Pharmacists



1回目
2019/06/10

期待される成果

準備

２回目
2019/09/27

体制構築・知識の向上

３回目
2020/01/30

1. 病院・薬局薬剤師の連携が深まり、最適なｉｒＡＥマネジメント体制が構築できる

2. 病薬連携におけるｉｒＡＥマネジメント体制について必要な要素を明らかにでき、全国への波及効
果が期待できる

3. 参加施設のデータを集約することで、取り組み前後の成果が評価できる
4. 免疫チェックポイント阻害薬の適正使用推進に貢献する

（Lecture）
九州大学病院 薬剤部

「薬剤師として知っておきたい
免疫チェックポイント阻害薬の
注意点」

（Lecture）
九州大学病院 薬剤部
「チーム医療によるirAEマネジメ
ント」

✓ 薬局薬剤師のICIに対する認
知度の現状把握

✓ 病薬連携を行うにあたり課
題の抽出

（short Lecture）
九州大学病院 薬剤部

「みんなで学ぼう免疫チェックポ
イント阻害薬～基礎編」

（Lecture）
九州大学病院 内分泌内科
坂本竜一 先生

「新たながん治療薬と新たな副
作用への備え～内分泌障害を
知る」

（Discussion）
「病薬連携におけるirAEマネジメ
ント体制作り」

✓ 連携に必要な知識の習得
✓ 連携に必要なツールの作成

（short Lecture）
九州大学病院 薬剤部

「みんなで学ぼう免疫チェックポ
イント阻害薬～基礎編」

（Lecture）
九州大学病院 呼吸器内科
濵田直樹 先生
「初歩から学ぶ間質性肺炎」

（Discussion）
「病薬連携におけるirAEマネジメ
ント体制作り」

✓ 連携に必要な知識の習得
✓ 連携に必要なツールの作成

irAE Management Basic Seminar for Community Pharmacists

irAE MSCP プログラム

（short Lecture）
九州大学病院 薬剤部

「みんなで学ぼう免疫チェックポ
イント阻害薬～基礎編」

（Lecture）
九州大学病院 皮膚科
伊東孝道 先生
「皮膚障害について」

（Discussion）
「病薬連携におけるirAEマネジメ
ント体制作り」

✓ 連携に必要な知識の習得
✓ 連携ツールの活用方法

4回目
2020/11/16

次回の開催は
6月を予定

（テーマ）
下痢・大腸炎

【会の構成】

①Short Lecture
ICIとirAEについての
基礎講座

②Lecture
チームICIの専門医
よりirAEについての
講義

③Discussion

病薬連携における
irAEマネジメント体
制構築について



irAE MSCP

✓ 保険薬局薬剤師が専門医からの講義を希望するirAE

irAE 希望数
（人）

下痢/大腸炎 40

劇症1型糖尿病 40

甲状腺/下垂体障害 27

irAE 希望数
（人）

間質性肺炎 40

皮膚障害 30

心筋炎 17

セミナー毎にアンケート調査を実施し、
薬局薬剤師からの要望をセミナー内容（構成）に反映

毎回のセミナーで、病院薬剤師からの
ICI short Lectureを実施し知識の定着を図る

保険薬局で想定されるICI患者の症例を提示する

最近、下痢気味でね、、。
いつも通院治療している病院は遠い
から、近くのクリニックの先生から
下痢止めを処方してもらいました。

（処方せん）
ロペラミド錠®（1）1錠1×下痢時 10回分
ミヤBM錠® 3錠3×毎食後 7日分

男性 56歳 右中葉肺癌

こんな患者さんがいたらどうしますか？

お薬手帳より
オプジーボ注 240㎎ 2週間間隔
で使用中

最近、なんだかきつくて。
風邪かしらねぇ。
食欲もないのよ。
ちゃんと食べないと。

女性 65歳 右中葉肺癌

こんな患者さんがいたらどうしますか？

お薬手帳より
オプジーボ注 240㎎ 2週間間隔
で使用中

葛根湯 3包3×毎食前 7日分
クリニックからの処方

irAE Management Basic Seminar 
for Community Pharmacists



◆2 cm×4 cm

◆福岡市薬剤師会作成

◆病院薬剤師が貼付
（お薬手帳更新時は薬局で貼付）

？？？？

～ 情報提供手段 ～

2020/1～
九州大学病院で
貼付を開始

2020/11～
市内の6施設（病院）で
貼付を開始

ICI使用履歴の確認ツール

FRENS

irAE Management Basic Seminar for Community Pharmacists



FRENS

irAE Management Basic Seminar for Community Pharmacists

？？？？irAEモニタリングツール

すぐに病院に連絡が
必要な症状 次回受診時に報告が

必要な症状

【上段】
患者による
チェックも可能

【下段】
薬剤師による
Grade評価

☑形式で
各irAEの
初期症状を記載

FRENS
※市薬剤師会のHPから
入手できるよう準備中

～ 薬局におけるirAEモニタリング支援 ～



第１弾：2020年度
【病院薬剤師】
「ICI使用履歴確認シール」をお薬手帳に貼付する。
【保険薬局薬剤師】
「ICI使用履歴確認シール」で、ICI投与歴が確認可能な患者に、
「irAEモニタリングツール」を使用して、面談を実施する。

「Fukuoka irAE Management System : FRENS」

irAEモニタリングツールICI使用履歴


