
厚生労働省「造血幹細胞移植医療体制整備事業」

2016年2月21日　サピアタワー5階
ステーションコンファレンス東京501AB





4つの講演：

「同種造血幹細胞移植について」東海大学医学部付属病院　町田真一郎

「造血幹細胞移植看護の実際と今後の課題」東海大学医学部付属病院　大塚敦子

「造血幹細胞移植患者における口腔ケアの考え方」東海大学医学部付属病院　太田嘉英

  特別講演「造血幹細胞移植におけるチーム医療〜Win  &  Win  &  Winを目指して〜」
大阪市立大学医学部附属病院　日野雅之



パネルディスカッション１：

　　「移植医から見たチーム医療」

司会：
　鬼塚　真仁　　東海大学医学部付属病院
パネリスト：
　日野　雅之　　大阪市立大学医学部附属病院  
　立花　崇孝　　横浜市立大学附属病院  
　仲里　朝周　　横浜市立市民病院  
　池田　宇次　　静岡県立静岡がんセンター  
　町田　真一郎　東海大学医学部付属病院



パネルディスカッション１：
　　「移植医から見たチーム医療」

* 
先生が目指している造血幹細胞移植医療はどのようなものですか？

* 日野先生：
* すべての患者が元気になって退院する
* どの患者も治療を受けたことに納得する治療
* 患者負担の少ない治療

* 立花先生：
* 患者負担の少ない治療
* 移植後に再発してしまってもフォローする。再発後は病気と向き合う医療

* 仲里先生：
* 治療選択の中心は患者と家族
* 医師と患者・家族とのチーム医療

* 池田先生：
* 治療後の結果にかかわらず、選択した治療に後悔しないような医療
* 再発するようなことがあっても患者本人が病気したことに意義を見いだせる関わり

* 町田先生：
* 治療に満足出来る医療



パネルディスカッション１：
　　「移植医から見たチーム医療」

* 
先生は何をチーム医療に期待しますか？

* 日野先生：
* 各職種の専門化した知識をチームとして一つに統合して提供する

* 立花先生：
* 患者と家族に提供する

* 仲里先生：
* 生存率延長と死亡率低下
* かつ、この治療成績がスタッフのやりがいにつなげられるように取り組む

* 池田先生：
* 医師以外の他職種の専門性を取り入れ治療に活かす
* また、このことで、スタッフが自分も役立っているといいうことに満足を得
ることが出来る

* 町田先生：
* 移植医療が個別化しているため、各職種の専門性を患者個人に活かせるチー
ム医療



パネルディスカッション１：
　　「移植医から見たチーム医療」

* 
先生の御施設におけるチーム医療の問題点は何でしょうか？

* 日野先生：
* 人不足
* 点滴が多すぎる
* 看護師の病棟異動
* 非寛解移植や複数回の移植が増えたことで看護師への負担が多い

* 立花先生：
* 各職種間のまとまりが悪い

* 仲里先生：
* 患者の高齢化が進んでいて、（介助や搬送や身の回りのことに関するナース
コールへの対応などで）移植治療だけに専念出来ていない

* 池田先生：
* 異動により習熟したスタッフの確保が困難、特に看護師の異動
* リハビリ科の移植患者へのリハビリの必要性に対する理解が欠けている

* 町田先生：
* 限られた少ない人に頼っている部分が多い



パネルディスカッション１：
　　「移植医から見たチーム医療」

* 
御施設での問題点に限らず、チーム医療の今の問題点はどこにあると思われますか？

* 日野先生：
* みんなが同じ目線でチーム医療をすることが大切。若いスタッフも臆せず発言
できる環境作り

* 立花先生：
* 病院のシステム作りとリーダーシップをとれる医師の不在

* 仲里先生：
* 年間移植件数が少ない施設では、移植以外の血液疾患を診る必要があるため、
移植だけするのではない

* オンラインなどを使って件数の多い施設から学ぶ場が欲しい
* 池田先生：
* 自施設で行っていることが全国の施設と比べても遜色ないということをスタッ
フが知らない。それを知ることで、モチベーションを上げて仕事に取り組むよ
うになる

* 町田先生：
* 限られた人だけに頼るのではなく、システムとして機能するチーム医療の確立



パネルディスカッション１：
　　「移植医から見たチーム医療」

* 

* 日野先生：
* ホームドクターをもつ方がいい。でも、血液疾患、特に移植は敬遠されるの
で移植施設に頼らざるを得ない現状がある

* 立花先生：
* 移植患者は自施設で 後まで診ている。近医でフォローされてても、半年に
一回くらいは移植した病院でフォローするのがいい（アメリカの現状を参考
にすると）

* 仲里先生：
* 自施設で 後まで診ている。今後は連携も必要

* 池田先生：
* 移植患者の紹介元の病院に移植を含めた血液疾患の講義（？）に行き啓蒙し
ている



パネルディスカッション２：

　「チーム医療実施における課題」

司会：
　近藤　咲子   慶應義塾大学病院   
　正門　由久   東海大学医学部付属病院   
パネリスト：
　岩鼻  まゆみ   防衛医科大学校病院   
　今野  朱美   東北大学病院   
　松川　恵梨子   横浜市立大学附属病院     
　平野　弘美   神奈川県立がんセンター
　小野　加奈絵   札幌北楡病院
　大塚　敦子   東海大学医学部付属病院



パネルディスカッション2：
　　「チーム医療実施における課題」

* 
岩鼻　まゆみ　様　防衛医科大学校病院

* 結果：
*  5つのミッションのうち丸は3つ。
できなかったのは「専門スタッフ
の固定化」と「専門職もICに同
席」

* 今後の課題：
* 看護師が必ずICへの同席ができる
よう総合的な調整が必要

* 看護部の教育方針からスタッフが
長年固定されることはない。ス
タッフ育成はずっと課題

* 朝15分のカンファレンスは医師に
も看護師にも好評。患者さんの
QOLそのものに直結して効果を上
げている。継続できるよう努力を
続けたい
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今野　朱美　様　東北大学病院

* 結果：
* メディカルスタッフが揃っており，
専門性を発揮して移植患者に多職種
が介入している

* 現状としては体制は整っている

* 今後の課題：
*  IC、説明と同意が、患者・家族の意
思決定の場で非常に重要だが、ICは
医師がするものと思っているところ
がある

* チーム医療で移植に取り組むという
マインドは、どんな問題が生じたと
きにでも、多職種がその専門性を発
揮して介入していければ、問題は解
決に進むのではないかと感じる



パネルディスカッション2：
　　「チーム医療実施における課題」

* 
* チームについて
*  病棟と無菌室，小児科，外来がすべて違う階にあり、継続して物事を見ていく点はまだまだ弱い  

* カンファレンスについて
*  カンファレンスの回数も全然できていない

* 情報の共有
*  情報を100%共有することが現在難しいが、チームを作っていく中で改善できる課題

* 専門スタッフの固定化
*  看護師はローテーションという問題がありまして，専門的な職種をその視点でずっと継続で診ていくのが難しい現状
*  移植患者を長期的にフォローしていったり，チームで診ていくという面において，病院の理解を求めていくのが課題

* 専門職もICに同席
*  ほぼできていない
*  先生にも「必ず声をかけて下さい」と言うが，声がかからない現状
*  看護師が4科を1人で診ている状態なので，「忙しそうだから声がかけられなかった」と言われる    
*  先生だけでなく，看護師の体制においても少し考えていく必要がある  
*  看護職の力というのは大事だと思うので，今後入っていけるように考えていきたい  



パネルディスカッション2：
　　「チーム医療実施における課題」

* チームについて
*  口腔ケアやリハビリを看護師が立ち上げてきた
*  現在、栄養士，理学療法士，口腔外科の専門職の人たちが，協力をして下さるようになった
*  理学療法士が移植のリハビリに関して非常に興味を持ってかかわってくれてる
*  栄養士も，当初は食事のクレームがあるときに病棟に来ていただくところから始まったが，いまは毎日病棟に来てそれぞれ
の患者のニーズを確認している

* カンファレンスについて
*  週に1回，昼の時間に医師と看護師，薬剤師の合同カンファレンスを実施。看護師からテーマに挙げたい患者さんをピックア
ップし，患者さんの問題点等を議論する場    

*  週に1回，医師と病棟科長とHCTC，薬剤師で合同カンファレンスも実施。全患者さんに関してのカンファレンス。そこで得
た情報を記録に残して病棟の看護師のスタッフには共有してもらう

*  実はどの職種の方も合同カンファレンスに出たいと強く希望して下さっているが，同じ時間に集まるというのが難しい

* 情報の共有
*  現在、歯科医師と共同の情報共有用紙等を検討しながら作っている

* 専門スタッフの固定化
*  ナースが入れ替わっている現状はあるので，システム化し，継続してチームの形として残すということが課題

* 



パネルディスカッション2：
　　「チーム医療実施における課題」

* カンファレンスについて
*  朝の15分のカンファレンスは全患者について行っている
*  主治医制ではなくてチーム制で、3チームあり、チームごとに週1回集まってカンファレンスをしている。先生から病状，今
後の進行状況など、相談できる場になっている

*  チームの中でも多少考え方が違う場合、カンファレンスの中でできるだけ「こちらの先生はこう言うけれども，どうしたら
いいですか」ということを看護師の中で統一できるようにかかわってる

*  移植直前に，先生は主治医，看護師はできるだけ参加できるチーム全員と，リハビリ，HCTCと、移植の前の注意点，病状，
前治療に関してなど，情報共有できるよう、カンファレンスを毎回設けている。ただ、2チームでしかできていないので，3
チーム全員でできるように働きかけていっている

* 情報の共有
*  個人差がかなりあるが、電子カルテになり，医師記録も迅速に見られるようになり，看護師記録も先生方がかなり確認してくれ，共有に
はなっている

*  カルテにまだ慣れていない，経験が少ない看護師は、そのときのことしか情報収集できていないので，1週間前，数日前の
情報共有ができていないことがよく見られるため、毎日お昼に，ナースだけのカンファレンスもやっている

* 専門スタッフの固定化
*  移植の経験や血液の経験がない，大体1年目から3年目のスタッフが半数以上。5～6年の移植経験があるナースは数名しかいない。経験
が少ないスタッフにどのように教育をしていくかが常に課題

* 専門職もICに同席
*  看護師とHCTC以外はほとんどICに参加していない
*  できるだけICには参加している。特に、急変や，移植に向けての説明，同意を得るときは必ず同席。ただ，先生のほうから
HCTCに対して移植前のICの時間が調整できていないこともあるので，看護師がフォローして調整している

* 



パネルディスカッション2：
　　「チーム医療実施における課題」

* カンファレンスについて
*  週1回，ABMTカンファレンスで，すべての患者さんの事例を検討している。ただ，カンファレンスが全
てではなく、日々患者は変化し，また、カンファレンスの内容すべてがしっかり全員のスタッフに伝達で
きていないところある。やっているから安心では全くない。その都度しっかりと多職種で話し合っていく
ことが必要だと感じる

* 情報の共有
* 電子カルテにしっかりと入れて，タイムリーに閲覧できている

* 専門スタッフの固定化
* 残念ながら組織の上で絶対に無理。いかに伝承技術、職人技のように，明文化してちゃんと
後々の人に伝えられるか。異動ありきで，いかに保つかというように視点を変える

* 専門職もICに同席
* やはり夕方とか夜にかかる時間帯は必ず入れない。また，多職種の人は他部門での超勤を扱うの
が難しい。課題になっている

* 



パネルディスカッション2：
　　「チーム医療実施における課題」

*  松川　様：
*  前処置が入る前にリハビリ科にオーダーを立て，併診の中で身体機能を見て週に2～3回無菌室のほうに
リハビリの方が来て下さる

*  倦怠感が強いときには，看護上必要なシャワー浴が優先になってしまう
*  午前と午後という感じで時間を少し分け，できるだけPTには入っていただくよう調整している
*  それでも患者が難しい場合は，ベッド上で短時間で少しできるようなリハビリテーションみたいなものを、
検温のときに5分，10分くらいで患者と一緒に行っている

*  平野　様：
*  RICの人は前処置から入っているが、CY-TBIの人は前処置のときは時間的にちょっと難しいので移植
後にしている

*  生着までは病棟への訪問になる。朝の時点で理学療法士の1日のスケジュール表が出るので、それぞれ
担当の看護師が患者に伝え，1日のスケジュールを組む

*  患者の希望があるが，なるべくリハビリの時間を大切にするように心がけている
*  患者さんの退院後の目標を大事にしている。お一人暮らしの方なのか，家族がいらっしゃるのか，そこ
も踏まえて，理学療法士と看護師と患者で退院後の目標を立ててリハビリを進められるよう，リハビリ
の総合実施計画書も看護師も一緒に作成することにいま取り組んでいる

* 



パネルディスカッション2：
　　「チーム医療実施における課題」

* 小野　様：
*  移植の前から身体機能測定，無菌室の中，クラス100の中，生着後も続けてやってもらっている
*  かなり調子が悪くなるとリハビリを断ることが多い。午前中に時間を調節して，午前と午後に分ける
*  悪，シャワーは夕食前，日勤のぎりぎりまで待って，リハビリを優先してや

*  輸血中とかでも体調に合わせて筋トレとかでベッド上でできる範囲であればやってもらっている
*  生着後のクラス100を出たあとで無菌室の中でまだやっている状況のときは，予めスケジュールを立
ててもらいこちらも調整していくというような形

*  退院後の目標。トライアスロンとかをやっていた方に関しては，無菌室の中でもかなり自主性が強く，
目標に合わせて体力を落とさないようにリハビリの先生方と体調等を情報共有しながらやっていた

* 大塚　様
*  移植当日と，輸血を落としているときに関してのみはリハビリはスキップ
*  ケアよりもリハビリ優先
*  倦怠感が強く難しい場合は，ベッドサイドのセルフリハビリテーションの部分をスタッフと一緒に行う
*  小児の場合は自ら行えないので，リハビリの介入と同時に写真を撮り，ベッドサイドに貼ってスタッフ
も一緒にやっている

*  PTがとてもモチベーションをかけるのが上手なので，38℃，39℃出ているときにも一生懸命やろう
としたり，むしろストップすることもある

* 



パネルディスカッション2：
　　「チーム医療実施における課題」

ICのとき「チーム医療」はなされているのだろうか？

* フロアーより
* 医師の都合のつく時間なので、看護師は時間的に入れない。時間調整できない
* Dr.と患者、家族との話す内容や、患者、家族の反応は知っておきたい。ICに入る重要性は感じる
* 入りにくい状況がある

* 岩鼻　様：
* 若いDr.は話すことで精一杯で、患者の反応を観察出来ない
* 看護師が入った方が今後の関わりがしやすい
* 「ICに入るので教えて欲しい」と事前に医師に伝えていても、気付いたら終わっている

* 近藤　様：
* 患者と医療者の関係性を構築するのに 適な環境なので、医師だけでなされるというのはダメ

* 看護師が入る方が、関わりが深くなる
* 医師だけだと患者は医師には「イエス」しか言わない
* 看護師は入る努力をすべき。看護師が入る良さを看護師自らアピールする必要もある　

* 



パネルディスカッション2：
　　「チーム医療実施における課題」

ICのとき「チーム医療」はなされているのだろうか？

* 日野　先生：
* 看護師が入る必要がある
* 医者が看護師の調整をしていないのか、看護師が入れないのか
*  ICの日は予め分かっているはずだが…

* 今野　様：
* 医者の認識の違いがある
* チーム医療の大切さを知っている若い医師は呼んでくれることが多い
* 「ICをしたんだから患者は分かっているはずだ」と医師は言うが、そうでもない場合に、看護師が
入っていることでその調整が出来る

* 平野　様：
* 看護師が入る文化が当院では出来ている
* 医師も他の医師がICでどんな資料を使っているかやどんなことを言っているかが気になっている
様子

* 



パネルディスカッション2：
　　「チーム医療実施における課題」

IC予定時点で看護師との調整は困難なのか？

* 岩鼻　様：
* 医師、患者調整の前に、医師が看護師との調整を先にして欲しい

* 大塚　様：
* 看護師が入るからには、内容をフィードバックすることにより、医師に看護師がICに入ること
のメリットがあることを実感してもらうことが必要

* 近藤　様
* 命のかかった治療のICなのだから、家族も時間を合わせる必要がある。看護師も入れる時間帯
に設定して、家族にも合わせてもらえばよい

* 



パネルディスカッション2：
　　「チーム医療実施における課題」

IC予定時点で看護師との調整は困難なのか？

* フロアーから
* 「命にかかわる説明が入るので，時間内に来て下さい」とお伝えすると、「それは無理です」
という家族はほとんどいない

*  ICには看護師はほぼ同席している。同席した内容を記録に残してチームで共有し，患者やご家
族の反応をとらえてカンファランスに活かしている

* 入れるか，入れないかということも大事だが，チームでこの人にはどの程度の準備が必要とか，
そういうGVHDのグレードと一緒で何かあるのではないかなという情報がチーム皆でまだ共
有できていないことを今すごく感じている

*  ICの質ですね。本人とご家族のアセスメント。どういう人たちなのかということのアセスメン
トを十分にした上で，その方たちに必要なICをちゃんとしていくことが大事

* 



パネルディスカッション2：
　　「チーム医療実施における課題」

* 
今後の課題

*  正門　先生：
*  本当に移植医が思っているチームがチーム医療なのか
*  当然ながらしているはずの、看護師とのIC日程調整等から始めるべき
*  医局の先生方に意見できる環境があるのか

*  近藤　様：
*  チーム医療というのは，お互いの専門的な役割をお互いが本当に認め合って，必要なときに必要なところに入
ってもらうということだと思う。常にいつもチームでというようにやらなくてもいい

*  チームを作っていくときの、いろいろな課題やいろいろな問題がまだまだありそう
*  もう少し本音で看護師が思っていること，それからリハビリの人たちが思っていること，栄養士さんたちが思
っていること，臨床心理士さんたちが思っていることをもっとぶつけ合って，いいチームを……

*  看護師というのは、そこを頑張ってマネジメントしていく存在でありたいと思っている。自分を高めながら，
チームを支えながら，皆で頑張っていこうというように思えたらいいと思う

*  鬼塚　先生：
*  「チームと言って，チームの中心というように言われているけれども，ICにも呼ばれていないのに何がチーム
の中心なのか」という思いが看護師の方の中にあることが分かり、改善をしていくことが今後の課題


