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東海大学医学部付属病院では、造血幹細
胞移植推進拠点病院の事業の一環として、
研修生の受け入れやセミナー開催等の人
材育成に取り組んでおります。 
　2016年11月20日に、造血細胞移植
コーディネーター（HCTC）初任者、目
指す方、HCTCと協働する医師、看護師
等、HCTC設置を予定する施設管理者を
対象に、HCTCの目指し方や活動を紹介
し、また、HCTCと協働する医療者から
お話を伺い、HCTCがチーム医療に参画
する意義について考えるセミナーを開催
し、計46名の参加をいただきました。 



|  Opening（移植医療とHCTC） 
東海大学医学部付属病院　血液腫瘍内科　鬼塚真仁 

|  HCTCになるために（役割の概要・目指し方） 
広島大学原爆放射線医科学研究所　血液内科　一戸辰夫 

|  HCTCになってみて（活動内容の紹介） 

看護師から　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神奈川県立がんセンター　看護局　平野弘美 

一般職から 　　　　　　　　　　　　　　　　防衛医科大学校病院　輸血・血液浄化療法部　石関香織 

|  シンポジウム：HCTCへの期待・HCTCの効果 

　医師の立場から　  　　　　　　　　　　　座長：東海大学医学部付属病院　血液腫瘍内科　鬼塚真仁 
神奈川県立がんセンター　血液内科　立花崇孝 

山梨県立中央病院　化学療法科　飯野昌樹 
横浜市立市民病院　血液内科　相佐好伸 

東海大学医学部付属病院　血液腫瘍内科　町田真一郎 

|  シンポジウム：HCTCへの期待・HCTCの効果 

看護師の立場から　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：東海大学医学部付属病院　三枝真理 
神奈川県立がんセンター　大政智枝 

日本赤十字社医療センター　福島純子 

横浜市立市民病院　重中茉早美 
東海大学医学部付属病院　大塚敦子 

|  グループワーク：HCTCへの夢と期待 

HCTCとして何をしたい？ 
HCTCに何を期待する？ 

Program 



|  Opening（移植医療とHCTC） 
東海大学医学部付属病院　血液腫瘍内科　鬼塚真仁 

|  HCTCになるために（役割の概要・目指し方） 
広島大学原爆放射線医科学研究所　血液内科　一戸辰夫 

|  HCTCになってみて（活動内容の紹介） 

看護師から　　　　　　　神奈川県立がんセンター　看護局　平野弘美 

一般職から　　防衛医科大学校病院　輸血・血液浄化療法部　石関香織 

講　演 



Symposium 
|  シンポジウム：HCTCへの期待・HCTCの効果 

　医師の立場から　　　　座長：東海大学医学部付属病院　血液腫瘍内科　鬼塚真仁 
神奈川県立がんセンター　血液内科　立花崇孝 

山梨県立中央病院　化学療法科　飯野昌樹 
横浜市立市民病院　血液内科　相佐好伸 

東海大学医学部付属病院　血液腫瘍内科　町田真一郎 

|  シンポジウム：HCTCへの期待・HCTCの効果 

看護師の立場から　　　　　　　　　　　座長：東海大学医学部付属病院　三枝真理 
神奈川県立がんセンター　大政智枝 
日本赤十字社医療センター　福島純子 

横浜市立市民病院　重中茉早美 
東海大学医学部付属病院　大塚敦子 



Symposium：医師の立場から 
|  シンポジウム：HCTCへの期待・HCTCの効果 

　　　　　座長：東海大学医学部付属病院　血液腫瘍内科　鬼塚真仁 
神奈川県立がんセンター　血液内科　立花崇孝 
山梨県立中央病院　化学療法科　飯野昌樹 
横浜市立市民病院　血液内科　相佐好伸 

東海大学医学部付属病院　血液腫瘍内科　町田真一郎 
|  立花　　HCTC在籍　移植件数：年間５０-６０件 
|  町田　　HCTC在籍　移植件数：年間４０-５０件 
|  飯野　　HCTC募集中 
|  相佐　　HCTCはいればいいが、SCT件数が少ないため必須でもない 

Q.　期待する業務内容は？ 
|  飯野　　血縁ドナーコーディネート：医療者の多くは患者を治す事に向いているが、悩んでいるドナー側に寄り添う人材が不在。 
|  相佐　　補足説明。医師の説明では充分でない事がある。 

書類提出や入力の補助 
Q.　HCTCの効果 

|  立花　　移植が１１件／月という時もあった。 
以前は全ての移植コーディネートを自分で行っていた。HCTCと働く今は、患者の治療に集中できる。HCTCがいることは安全
面、倫理面で適切と感じる。 

|  町田　　各部署間の連携：大勢のスタッフ同士、移植への関わり方も異なり、互いの関わり方も見えない為に判りにくいことがある。 
患者・ドナーの満足度：医療行為を施さないのがHCTC。患者・ドナーとの利害関係がなく言いたい事がいえる存在になれる。 

Q.　HCTC専任で雇用が可能か？ 
|  立花　　学会がHCTCを「兼務可」としているために専任にしない（できない）。HCTCの確保以前に病棟で勤務するナースの夜勤人数 

を確保する事が先決。 
Q.　看護師以外の職種ではどうか？ 

|  石関（防衛医大）　　HCTCの仕事内容を知って、「ナースのほうが適任ではないか？」と医師に相談したことがある。 
ナースは異動、退職が多く、長期間にわたり専門的な仕事をしてもらうことが難しいため、当院では 

ナース以外の職種を選定することになった。 



Symposium：看護師の立場から1 

| HCTC在籍施設①大塚　 
施設背景：7割以上の患者が他施設からきている。移植後30-40日で退院になる。 
【HCTCの効果】 
| 患者の声より 
　・医療者と利害関係を持たないHCTCには何でも話せる存在 
・移植後の生活についても説明をしてもらえた 
患者の緊張や不安などに配慮した上で、メリット・デメリットが説明されている。納
得をもって自己決定に至った患者には治療効果が高い。 

| 看護スタッフの声より 
・移植に至るまでの情報が提供され、患者・家族の強みを引き出した看護ができる。 
・入院したばかりの家族・患者に対し、本音を引出し、不安を和らげてくれる。 
・患者ケアへの不安を持った看護師→陰性感情に気付かせてくれ、ケアの本質を繋げ
てくれる 
・医師毎にある説明の傾向の過不足を補い、患者の知識力を上げてくれる 

| 患者・家族・医療チームの潤滑油。移植を奏でるチームのコンダクター(指揮者) 
　・患者・家族の自己効力感を高めることができる 
・移植医療の専門性が高まる。 
・安全性を担保できる 

|  シンポジウム：HCTCへの期待・HCTCの効果 

座長：東海大学医学部付属病院　三枝真理 
神奈川県立がんセンター　大政智枝 
日本赤十字社医療センター　福島純子 

横浜市立市民病院　重中茉早美 
東海大学医学部付属病院　大塚敦子 

| HCTC不在施設①福島 
　現状：調整は、医師がすべて一人で行っている 
【問題と感じること】 
| 血縁ドナーに対する倫理的配慮が不足している 
【HCTCへの期待】 
| レシピエント・ドナーが家族の場合、中立の立場で家族関係をとりもち、倫理的態度
をもって対応する必要がある　 

| 外来ー病棟を繋ぐ役割が必要 

| HCTC在籍施設演者②大政 
【HCTCの効果】 
|  意思決定の経緯を知ることが出来るようになった 
|  分断されていた情報がまとまりを持って捉えられるようになった 
|  事前情報(家族背景・仕事に関する事、経済面、精神面など…)の提供で、
病棟で患者を迎える準備が行える 

|  ドナーの情報や、骨髄バンクの費用・システムについて知識を得られた 

【HCTCへの期待】 
| 紹介元施設との連携：紹介元にフィードバックすることで、今後の看護に
繋げられるようになると理想的 
| これから移植を受ける患者・家族への学習会の開催：集団での開催などを
検討したい 

| HCTC不在施設②重中 
　現状：移植後退院した外来通院患者との関わりがない。 

| HCTCがいると、患者・家族の継続的な支援、再発時などの支援が行える
ように思える。　 



Symposium：看護師の立場から2 

Q.　もし、病棟看護師である皆さんが、 
「明日からHCTCとして働くように」と言われたらどう思う？ 
| 大塚　　喜ぶ。患者の入院期間は短い。継続的な関わりが持てれば、患者がど 
　　　　んな思いで移植に向かい葛藤しているのかを知り、支援することが出 
　　　　来る。移植後の生活支援もできる。 

| 大政　　複雑。苦労しているHCTCの姿を知っている。看護師だからこそ必要 
　　　　な支援が見え、仕事量が多くなってしまうが、やりがいはある 

| 重中　　わからない。 
| 福島　　嬉しい。病棟看護師の立場では、患者やドナーと関われる時間が取り 
　　　　難い。業務時間としてその時間を頂けるのは嬉しい。 

 

Q.　「HCTCとして活動」するため病棟看護師に必要な変化は？ 
| 大政　　HCTCの存在意義を明確にし、支援内容を宣言する必要がある。 
　　　　患者や周囲のスタッフがHCTCと看護師を区別することは難しい。 
　　　　患者も病棟看護師も、何でもHCTCに頼ってしまう傾向があるが、 
　　　　HCTCとしてすべき事、病棟看護師がすべき事がある。 

| 福島　　互いの役割分担を行い、存在意義を明確にする必要がある。 
HCTCが病棟看護師として働いていると、患者は誰に何を伝えればい
いのかわからなくなる。患者に対してコーディネートする役割である
事とを伝えることで、患者からの情報を聴きやすくなる。現在は
HCTC不在の為、看護師がボランティア的にHCTC業務をしている。 

| 大塚　　病棟看護師は患者優先に考えて行動するが、HCTCの立場であれば 
　　　　チーム全体を俯瞰して全体調整すべき。家族への影響、ドナーへの影 

響など中立性をもって客観視することが必要。広い視野で、点ではな
く線でみる、グループダイナミックスを捉える必要がある。忙しさで
病棟業務に巻き込まれてしまう病棟看護師の立場では難しい。 

| 重中　　時間をかけて説明したり、患者の話を聞くなどの行動変容が必要。 
　　　　しかし、勤務調整は難しく、現在は病棟と外来のスタッフがかかわる 

ことも難しい。移植後の患者が外来受診をした時に訪ねたり、時間調
整をしながら病棟ー外来間で連携をしていく、という工夫ができると
よい。 
 

Q.　必要な環境は？ 
| 大政　　 HCTCと看護師のすみわけが必要。しかし、HCTCが一人で組み立て 

て仕事をすることは不可能で、ネットワークなど相談できる仲間がい
ないと厳しい。HCTCが孤独な仕事にならないようにすべき。周囲の
巻き込み方など使えるリソースを考え、HCTCを支援してくれる人と
協力体制を構築しながら、少しずつ前に進めるようにしていくとよい。 
 

Q.　病棟看護師にも外来看護師にも果たすべき役割がある。病院のシス
テムを考えると看護師がHCTCとして活動することは現実的に厳しい
のでは？（鬼塚） 
| 新潟大学病院　　HCTCは不在。外来と病棟では看護単位が違うため、LTFU
のため外来に病棟看護師を出すことも難しい。院内を自在に活動するHCTCの
確保は現実的に考えて困難。 

| 東京大学病院　　LTFUのために1名の病棟看護師を外来におろすことができて
いる。診療報酬加算等を理由に看護部の協力を得るなど、管理者の努力で叶う
こともある。 

| 横浜市民病院（医師） 　当院は95％が高齢患者のLow Volume Center。専任
でHCTCを置いても活用の機会は少なく、人員をさけない。High Volume 
CenterとLow Volume Center,施設の状況に応じたHCTCの働き方があっても
良いのではないか。 

「もしあなたがHCTCになるなら…？」 



Group work 
| HCTCへの夢と期待 

HCTCとして何をしたい？ 
HCTCに何を期待する？ 

Team A 

Team B 

Team C 

Team D 

Team E 

Team F 



Team A 
HCTC希望者 
・移植 家族 社会との結びつきを強める機会となるように 

・意思決定支援への関わり 

・情報共有がしにくい現状があり、情報が集約される 

　窓口のようなものがしたい 

・移植の最初から最後までの関わり、安心感を与えたい 

○問題点：人員不足　周囲の理解 
 
・コーディネートというものを全ての関係者に広める必要がある　 
 

・もらう側もドナーの立場を理解してもらう． 
　サンクスレターなど利用し広くアピールする 
 

・認定を受けるための条件が高い（特にローボリューム施設）　色々な形を検討してもらう　認定基準の多様化 
・コーディネーター側も学会発表などでアピール　　　　　　　　 
・出張講義　 
・人員：一人ではなく複数で　　　　　　　　　　　 

・移植認定医の講義の中に「HCTCについて」を入れてもらう 

期待する側 
・一貫した関わりを期待 
 
・多職種との調整　　バンク　　　学外など 

 
・ドナーコーディネート 
 

・十分な情報提供 
・移植前の病院と移植病院が 
　ちがう場合の情報提供（共有） 

・HCTCを育てて高値で他施設へ売る 
 
・なりたい人と欲しい施設とのマッチング 



Team B 
HCTC希望者 
・多職種連携 

・入院前トータルでのサポート 

・血縁ドナーの意思決定支援．気持ちを知りたい。 

・患者が移植について．しっかり理解して治療にむかえる 

ようにしたい 

・実地研修をうけてみる 
　　　→自分の病院で取り入れられることをやってみる 
 
・外来勤務なら活動可能か？ 
　　　　　　　　　病棟勤務しながらの活動はむづかしい． 
 
・上司の理解を得る 

・上司やDr.もセミナーに参加してほしい 

・患者．家族．ドナーなどが安心して 
　スムーズに移植をむかえられるよう 
　導いていってほしい。 
 

・移植ケアにたずさわるNsがケアに専念していく　 
　ためにも　HCTCにうまくコーディネート 
　していってほしい。 

 
・患者．家族が納得した状態で治療に 
　臨めるような情報提供。 
 

・厳しい移植医療を受けことに対する患者さんの 
　満足度を上げること． 
 

 

・HCTCの認知度が低い． 
 
　HCTCの活動や安全性をアピールする 
 

HCTCへの期待 



Team C 
志望動機 
 

・患者さんのため 
・HCTCについて勉強するため 
・紹介元として移植を勉強したい 
・ドナーのケアについて（中立的立場）（ドナー保護） 
・患者・家族への中立的立場 

 

HCTCに期待すること 
 

・雇用形態を知りたい 
・中立的立場としての調整 

・事務的業務サポート 

・医師のよきパートナー 

・紹介元との連携 

・外来／病棟間の連携 
 

HCTCとして最もやりたいこと 
 

・継続支援（患者．家族） 
・家族支援 
・導入前のケア（説明） 
・移植チームの確立 
・ドナーへの配慮、ケア 
・意思決定支援 

 
問題点　　　　　　　患者からもHCTCの有用性を 

PRしてもらう 
 

・病院．医師．看護部の理解がない 
　　→理解している者が業務管理するのが理想 
　施設内理解・PR 
・雇用形態　　　 



Team D1 
希望した動機 
 

・師長や医師に声をかけられた 
・医師の業務が多い。　安全性の確保 

・意思決定支援（患者．ドナー） 

・継続してみられる 

・相談窓口になれる　　 

・ドナーを守ってあげられる立場 

どんなHCTCになりたいか 
 
・何らかの自分の役割をもちたい 

・患者の意思決定を支える 
・調整役 
・ドナーの意思決定支援 
・継続して長期的に関わりたい 

・タイムリーに患者の声が聞けるように 
・他職種にHCTCの必要性を理解してもらう 
　　（医師など） 

HCTCに期待すること 
 
・ドナーの倫理性 

・中立的な立場としていてほしい 
・チームの調整 
・医師．看護師に言いづらいことを聞ける 
・紹介先などの他施設との連携 

・ドナーへの配慮 
・やるべきことの落ちがでてしまわないように　 
　（書類なども） 
 



Team D2 

解決策 
 
・病院の理解を得る 

・希望者がアピールする 
・HCTCの資格をとるための基準の緩和 
　（研修期間．症例数） 

問題点 
 

・勤務体制 

・診療報酬 

・周囲の理解 

・移植件数 

・HCTCの資格をとるまでの期間が長い。　 

　症例数も多い 

　（移植件数が少ない場合） 



Team E 
どんなHCTCになりたいか（Vision！） 
 

◎ロールモデルの存在＝三枝さんのようになりたい 

　　　　看ゴの視点Ptの  立場に合わせた支援 

  背景 

◎移植医療特有の健康者に目を向ける 

　Ptに対しての想いが強くなりやすいが権利擁護の視点が必要 

◎長期的な関わり．様々な人に関わる（Pt．ドナー．家族） 
　など… 

◎意思決定の部分に関わりたい（医師まかせにしない） 

外来で多種多様のPtに関わる．治療前のPtのことも把握して 
外来看ゴにつなげたい 

ドナーの権利擁護が出来ていない現状を経験したことがある⇒第3者必要 
ダブルCheck機能 

医師に言えないことも表出できる 
謝礼に対しての誤解．　採血ミス＝医療事故などの誤解　⇒第3者　プロが必要 
知識を与えて欲しい．　Ptへの関わり・質向上できる 

希望者 

期待する側 

Vision達成に向けての手段・方法 

情報交換　共有 
医師・看ゴ師間の共通理解 
診療報酬の問題 
人員は何人いれば適切なのか考える 
システム構築 
　　業務量、専任・兼任はどうなのか 
　　HCTC人数は増やしたい 
　　ICに同席したい．すべき…でも出来ない 

カンファレンスで 
follow 

患者参画型 
患者からの意見にはアクションする 

↓ 
患者の肯定感上がる 

 
HCTCの役割　アピール 

 
移植医療にHCTCが 

どのように貢献しているのか 
 

研究　エビデンスベース 



Team F1 
HCTCを希望 
施設では求められている 

・部署に居るだけでは得られない情報もある　 
・ドナー側の意見を専属的に聴ける人が必要 
・運搬費に関わる問題あり 
　　移植医などマンパワーが少ない中でDr.Nsの負担 

・認定施設でなくCBTや兄弟間の移植のみ 
・バンクは全て依頼する。　⇒その流れの中で 
　作業調整が止まってしまうことがある。 
　　移植件数を増やすためにも必要 

・一連の流れを調節する人が必要 
　　情報を病棟・他部署にフィードバックできるように 

調整役が必要 

HCTCに希望（期待）すること 
・HCTCが何をしているかわからない 

・患者が移植の事を理解していなかった。患者教育 

　⇒情報共有・オリエンテーションなどの役割 

・現状は緊急時に必要であり、必要性をあまり感じ 
　ていない。でも、登録施設として必要。 

　⇒フォローアップはNsができる 
コメディカルでもHCTCになれれば…。 

 

・外来でのDr.の移植前の説明 

　必要性があるのに同席できない。 

・主治医が途切れない時間のIC席が多い 

そこに同席できる人は必要 

・Dr.に伝えられないPtの想いを 

フィードバックして欲しい 

⇒定期的に声をかけてくれる存在 

・事務作業（FAXのやりとり、トランプ入力） 

（Dr.)側
の希望 



Team F2 
・セミナー・講習会へ参加 

　HCTCの必要性を深める 

・労務管理を保償する 

　経済的なもの（カネ・モノ・時間・ヒト） 

・周囲との協力関係 

　全ての業務はいっぺんには無理 

　出来る所から始める 

　HCTCが何をしているのか、どういう存在なのかを明確に。 

・線引きをしっかりする 

　割り切ったかたち。Only１にならない協力 

　　役割分担をする。 

　　Ns 

　　Dr.　　　それぞれに特化した役割もある 

　　HCTC 

・移植医療としてシステム的にいかないと危険!! 

　HCTCが増えるように!! 

　　　増やしたいのか 

　　　　　　減らしたいのか… 

病棟・外
来 

施設全部
!! 

他のコメディカルがHCTCになる事 
病棟でもなくNsでもない 
移植の事のみの今の仕事 
担当Dr.が違うとちがう 
均一のものでできる 
凹凸をなくす　　 
支援する　　　 

　 
 
連携をとる上での不便な所 
Ns：外来病棟でしか会ったことがない 
・責任者に言う 
・カルテに記入する＝情報共有できるように。 

→チェックリストなども 
　使用している 

 


