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図表2 経口抗がん薬管理表の例（項目のみ抜粋）
投与開始前チェック項目
（初回）
●前治療歴
●副作用歴
● 現在の内服薬
●アレルギー歴
●肝機能、腎機能
●問診事項（日常生活について）
●患者説明事項

副作用モニタリング項目
（２回目以降）
●次回申し送り
●評価・処方提案
●スキンケアの実施状況
●服薬アドヒアランス
●副作用 • HFS＊の症状
• 高血圧
• その他の自覚症状
＊Hand-Foot Syndrome：手足症候群
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