
東海⼤学医学部付属病院 ⾎液腫瘍内科・細胞移植再⽣医療科
【神奈川県伊勢原市】

病院の沿⾰ 
●開院︓1975年2⽉17⽇
●現診療科︓35
●現許可病床数︓804床
●造⾎幹細胞移植進拠点病院選定︓
2014年10⽉10⽇
●所在地︓神奈川県伊勢原市下糟屋143

移植によって⽣じる問題の回避・軽減のために専門職が連携して早期に介⼊ 
東海⼤学医学部付属病院は、全国に9施設ある（2016年11⽉時点）造⾎幹細胞移植推進拠点病院のうち
の1つである。今⽇の造⾎幹細胞移植医療には、⾼齢化する適応患者に対して安全に治療を完遂するだけ
でなく、その後の⽇常⽣活機能、⽣活の質を移植前の⽔準まで回復させることが求められており、今回
はこの命題に対し同院ではどのような取り組みが為されているのかという点について紹介する。

 東海⼤学医学部付属病院は2014年10⽉10⽇付けで造⾎幹細胞移植推進拠点病院に選定され、年平均で成⼈約
50例、⼩児約15例に移植療法を⾏っている。造⾎幹細胞移植に携わる専門的な医師や医療従事者の育成および
地域の医師等を対象とした研修事業を推進するほか、造⾎細胞移植コーディネーターの専任配置、地域の医療機
関の医療従事者参加のカンファレンスや勉強会の開催、地域の医療機関の要請に応じた専門医の派遣など、地域
の造⾎幹細胞移植医療体制の底上げを図っている。 

地域における造⾎幹細胞移植療法の充実を目指す 
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 東海⼤学⾎液腫瘍内科では1986年2⽉に第1例目となる造⾎幹細胞移植
がおこなわれました。本格的に同種移植を開始したのは2006年です。治
療内容ががん化学療法とは全く異なることから、移植に特化したチーム
を同時に発⾜させました。当院は、関東甲信越ブロックにおける2ヵ所の
造⾎幹細胞移植推進拠点病院のうちの1つ（もう1ヵ所は、がん・感染症
センター都⽴駒込病院）であり、神奈川県⻄部の症例については⼀⼿に
引き受けていることもあり、年間50例を超える移植の依頼があります。
しかしながら、当院の移植⽤の無菌室の病床は13床であり、受け⼊れが
可能な数は限られています。この状況に対応するには⼊院期間を短縮す
ればよいのですが、⼀⽅で⼈⼝⾼齢化から移植対象症例の年齢も上がっ
ており、寝たきりを防ぐなど、従来に⽐べて早期に退院する患者さんの
⽇常⽣活動作（ADL）を考慮する必要性が⾼まりました。

 ⼊院期間の短縮と退院後のADLの維持を両⽴させるには、リハビリ
テーションの早期開始、栄養による体⼒維持、感染症等の合併症予防と
いった対策が考えられますし、これらは個々に独⽴したものではなく、
相互に影響を及ぼし合う関係にあります。したがって、それぞれの対策
に主体的に関与する専門職には、職能の発揮以外に職種間での連携が求

められます。これが当院においてチーム医療を実践している理由です。⼀⽅、こういった対策を講じてADLが維
持された形での⼊院期間の短縮が実現できたとしても、ドナーが現れないことには移植そのものが⾏えません。
そこで重要となるのが、院内外の関係者、ドナー、患者さん、それぞれの近親者との間で調整を⾏う移植コー
ディネーター（HCTC）の存在です。当院では造⾎幹細胞移植推進拠点病院となったことから移植コーディネー
ト室を設け、HCTCを1名、正規雇⽤し、1名がHCTCの認定を目指して実地研修をおこなっています。当院の移
植チーム医療を図1に⽰します。

移植に伴う⼊院期間の短縮と 
退院後の⽇常⽣活機能の維持の両⽴を図る ―― ⾎液腫瘍内科 ⻤塚 真仁 准教授 

図1 東海⼤学医学部付属病院移植医療チームの活動
  〜医師以外の職種の主たる介⼊の時期とその概要
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 細胞移植再⽣医療科は、⼩児科領域の⾎液疾患や⼀部の先天性疾患に対
する造⾎幹細胞移植において、移植適応の判定、造⾎幹細胞の選択とコー
ディネート、造⾎幹細胞移植の治療計画⽴案と管理、⻑期フォローアップ
を含む外来診療を⾏っています。1982年3⽉に最初の⼩児骨髄移植を⾏
い、2014年までの移植累積件数は539例となっています（表1）。他に先
駆けて代謝異常を移植の対象としており、その累計数82例は⽇本で最多と
なっています。 

 当院の移植におけるチーム医療には歴史があり、1981年に医学部を挙げ
て開始された骨髄移植プロジェクトチームには⽴ち上げ当初から輸⾎室、
リハビリテーション科、精神科、栄養科などのスタッフが参加しました。
現在、細胞移植再⽣医療科が果たしている重要な機能の⼀つは、は、移植
の基盤整備としての検査システムの構築で、ウイルス感染や⽣着評価にお
けるリアルタイムPCRやshort tandem repeat検査の早期導⼊を図りまし
た。その結果、従来は経験値に基づいていた判断を定量的な検査値によっ
て判定できるようになり、より正確でより安全な移植が実現できていま
す。既に、多職種が連携するチーム医療の実践によって⼤きな成果を上げ
ていますが、各スタッフが経験の量によらず⼀定レベル以上の仕事を⾏え
るように、シームレスでリアルタイムな情報共有システムを構築すること
が残された課題のひとつと捉えています。造⾎幹細胞移植という集学的な
治療では多岐にわたる薬剤を⼤量に使⽤します。安全性の確保が最優先となりますので、職種間の情報共有は必
要不可⽋であり、システム化の第⼀歩として病棟で顔を合わせる、あるいは廊下ですれ違うといった僅かな機会
を逃さずに⾔葉を交わすようにし、医療チームのメンバーと良好なコミュニケーションを図っています。この蓄
積が情報共有化の⼤きな原動⼒になると信じています。

定量的な検査データに基づく 
正確な評価で安全な移植を実践 ―― 細胞移植再⽣医療科 ⽮部 普正 教授 

表1
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森下慎⼀郎，他︓造⾎幹細胞移植患者に対する無菌室・準無菌室での運動療法の効果および安全性の検討．理学療法学．2011; 

38(2), 122-123.

リハビリテーション科（以下リハビリ科）が移植に関わり始めたのは
1980年代です。今では⾎液腫瘍内科と協⼒して移植前・移植後を通じた
リハビリテーションに関するプロトコルを策定し、治療への関与を深め
ています（表2）。このプロトコルは⼊院期間の短縮のため、成⼈におけ
る移植後の⾎球数に基づくリハビリテーションの制限を外した点が特徴
のひとつです。2014年5⽉以前は、リハビリテーションの開始に⾎球数
制限がありましたが、⾎球数減少中のリハビリテーションの実施が⽣着
率や感染率、移植後在院⽇数に影響しないというエビデンスが報告され
たこともあり 、⼊院期間の短縮・退院後のQOL向上を目指し成⼈の⾎球
数制限を外しました。

 その他の
特徴には、
移植前の外
来受診時か
らリハビリ
科が介⼊
し、⼊院治

療に備えた体⼒づくりを⾏っていること、臥位、
座位、⽴位のそれぞれの状態で⾃主的に⾏える運
動を指導していることが挙げられます。後者は、
「病院の休診⽇で理学療法⼠（PT）が指導できな
いときでも⾃分で運動できるように、⼊院前から
患者さんの頭にたたき込んでおいてしてほしい」
という⾎液腫瘍内科医の要請に応えたものです。
それぞれの運動についてポーズを写真で⽰し、
⾏った回数を⽇付とともに患者さん⾃⾝が記⼊で
きるように外来受診時に渡しています（図2）。 

 2週に1回の⾎液腫瘍内科、病棟看護師、リハビ
リ科の出席するカンファレンスでは、個々の患者
さんについて、リハビリテーションの実施と歩⾏
能⼒について現状を報告しています。リハビリ
テーションを⾏っていれば⾝体機能が維持できる
わけではありません。「⽇常⽣活の中で⾃分で出
来ることは⾃分で⾏う。それが1番のリハビリテー
ション︕」をモットーに患者さんには⾟くない範
囲で体を動かしてもらうようにしています。その
ためには⾎液腫瘍内科医、リハビリ科医師、病棟
看護師と協⼒し「できるADL」が「している
ADL」になるように情報共有をしています。

移植に伴う体⼒低下、退院後の⽣活を考慮し、早期にリハビリテーションを開始 
―― 診療技術部・リハビリテーション技術科 野中 拓⾺ 理学療法⼠ 

1)

表2 造⾎幹細胞移植 移植前・移植後プロトコル 

図2 

他職種はこうみている

• PTの⼤きくはきはきとした声は無菌室⼊室患者さんの気分を⾼揚させている（HCTC）
• リハビリテーション時のPTとの会話が患者さんの精神的な⽀えにもなっている（看護師）
• PTによる転倒リスク評価が安静度の指⽰、ADL向上目的のケアを⾏う上で有⽤だ（医師・看護師）

1)
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 栄養科の目標は、移植で⼊院中の患者さんの体⼒が落ちないように、⾷
事の⾯でサポートすることです。⼊院期間が短縮されたことで、⼗分に⾷
事が摂れない状態で退院するケースもあり、その場合は⾃宅に帰った後の
体⼒回復が困難になることが懸念されます。したがって、⼊院期間中に可
能な限り栄養を摂っていただくのですが、⾷べなくてはいけないと分かっ
ていても⾷べられず、⾷べようとすることが患者さんの負担となることも
あります。本来、⾷事は楽しいものですから、苦痛とならないよう強制す
ることなく、経⼝摂取が困難であれば輸液も考慮するなど、主治医、薬剤
師、看護師と協議しながら患者さん個々に栄養摂取目標を検討しています。

 2014年から病棟1フロアに1名の管理栄養⼠が配置されました。栄養科
が患者さんに直接関わる時期は主に⼊院期間ですが、⼊院前にも必要な⽅
には患者⽀援センターに常駐している管理栄養⼠が⾷⽣活への不安につい
て聴取しています。病棟担当管理栄養⼠は⼊院3⽇以内に患者さんと⾯談
し、パンフレット（図3）を使いながら、現在の⾷事、移植病棟での低免
疫⾷、⾷欲がなくなってきた場合の調整について、治療の経過とともに説
明しています。パンフレットは、症状が現れる前に、状況に応じた対策を
お知らせすることに重点を置いたものになっています。 

 ⼊院患者さんに提供する⾷事はhazard analysis and critical control point（HACCP︔ハサップ）基準を遵守
したものです。さらに移植患者さんには、⾎球減少時の感染を予防するため、造⾎幹細胞移植学会ガイドライン
に準じた低免疫⾷を設定し、提供しています。 

「本来、⾷事は楽しみであり苦痛になってはならない」 
という考えで体⼒の維持サポート ―― 栄養科 吉野 真希⼦ 管理栄養⼠ 

図3 

他職種はこうみている

• 管理栄養⼠による⺟親の疑問への応答、厳格な無菌⾷の提供に感謝している（⼩児科医師）
• 管理栄養⼠のオリエンテーションにより、患者・家族の⾷事に関連した不安が軽減されている（看護師）
• ⾷事による体⼒の回復は患者さんの最⼤の関⼼事であり、管理栄養⼠の貢献度は⼤だ（医師）
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 ⼝腔外科は、移植治療が決定した後に依頼を受けます。まず、⻭の
エックス線撮影を⾏い、移植治療期間中に⻭性感染を起こす可能性の有
無を評価します。必要があれば⾎液データ等を確認しながら抜⻭や⻭科
治療などを実施します。その後、⻭科衛⽣⼠により、⻭周検査、⻭⽯除
去、徹底した⻭磨き指導（TBI）など専門的⼝腔衛⽣指導を受けることに
なります。特に⼩児の患者さんに対しては保護者を交えて、⾷事の内
容、間⾷の与えた⽅や内容を聴取した上で⾏います。

 無菌室に⼊室後から退院までの期間は、⻭科医と⻭科衛⽣⼠が週2回の
頻度で訪室します。その際には、事前に⾎液データやバイタルをチェッ
クし、担当の看護師に患者さんの状態を確認しています。⻭磨きの
チェック、⼝腔粘膜障害の程度をoral assessment guide（OAG）スコ
アで評価、⼝腔湿潤度、⾆表⾯と唾液中の細菌数測定を⾏います。⼝腔
粘膜障害を認めた場合は、⻭ブラシの⽅法やケア物品の提案をしています。

 ⻭科衛⽣⼠と移植に関係する他職種との連携の機会はまだまだ少ない
のが現状です。改善を図るため毎週⽕曜⽇に開催される多職種カンファ
レンスには可能な限り参加し、情報共有に努めています。今後は、栄養
科の要請があれば、⼝腔粘膜障害の程度により⾷種変更等の相談にのる
ことができればと考えています。

移植治療中の⻭性感染予防、 ⼝腔粘膜障害対策を介して合併症を予防 
―― 診療技術科・⼝腔外科 上原 奈美 ⻭科衛⽣⼠ 

他職種はこうみている

• ⻭科衛⽣⼠による⼝腔内の評価が経⼝栄養摂取を判断する上で重要だ（管理栄養⼠）
• ⻭科衛⽣⼠による⼝腔ケアで患者さんに⾷欲が湧くということを経験した（看護師）
• ⻭科衛⽣⼠によるTBIを受けた途端に⻭磨き回数が増加している（HCTC）
• ⼝腔外科・⻭科による⼝腔ケアが感染リスク低減を介した⼊院期間の短縮に寄与している（医師）
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 看護師は患者さんに安全と満⾜を与えることを第⼀の使命にしていま
す。移植は苦痛を伴う治療であり、⾷事制限があり、体⼒の低下に⾒舞わ
れ、ADLや⽣活の質（QOL）が損なわれますが、それでも移植を受けてよ
かったと満⾜して退院していただくことが目標です。そのためには、患者
さん⾃⾝が移植という治療について理解し、治療に主体的に臨んでいただ
く必要があります。このような「⾃⼰効⼒感」を⾼める取り組みは、当院
看護部の理念である「愛の看護」の実践のひとつと考えています。具体的
には、移植を検討中の患者さんとその家族を対象に、移植について学び、
仲間と話す「移植勉強会」を⽉に1回、移植患者会と同⽇に開催していま
す。席上、移植の様⼦を収めたDVDを視聴したり、治療の流れを説明しま
す。また、病棟を訪れてもらいながら、不安軽減を図ります。そして感染
症や苦痛症状を最⼩限に抑えて⽣着につなげ、早期退院できるようセルフ
ケア⾏動についても詳しく伝えています。

移植が決まった患者さんについては、移植コーディネーター（HCTC）
から情報を得て、患者さんやご家族の⼼理⾯や社会的背景をアセスメント
し、必要時には精神科医師やソーシャルワーカーとの調整を早期から⾏い
ます。また、主治医の説明後には、具体的な⼊院治療のスケジュール、使
⽤する薬剤とその効果および副作⽤、副作⽤の予防法についてパンフレッ
ト（図4）を⽤いて説明し、主体的に治療が受けられるように⽀援します。治療が始まると副作⽤の悪⼼や⼝内
炎により経⼝摂取量が低下するため、症状に合わせた⾷事形態の調整を栄養⼠に相談しています。また、⼝腔ケ
アの実施が困難になってきた際には、⻭科衛⽣⼠の介⼊強化を依頼するなど、専門職種との連携に留意しています。

看護師は、患者さんの僅かな変化も⾒逃さないように観察を怠らないようにしますが、より早期の発⾒を可能
にするため、⾃⾝で気づくように患者さん教育を強化しています。退院オリエンテーション（図5）には管理栄
養⼠にも参加してもらい、退院後の移植後フォローアップに繋げています。このように、患者さんに最も近い存
在である看護師の役割は、医療チームの他の職種全てにタイムリーに情報共有し、サポートすることにあると考
え、実践しています。 

医療チームのメンバー間のハブとなり、 
患者さんの⾃⼰効⼒感を⾼める「愛の看護」を実践 
―― 看護部 ⼤塚 敦⼦ がん看護専門看護師 

図4 図5 

他職種はこうみている

• 移植チームにおいて看護師は他職種との間でまさに「ハブ」となって機能している（医師）
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 HCTCが患者さんに関わるのは、その⽅が移植適応と判断された段階か
らであり、ドナーを探し、⼊院して移植を受け退院、その後の闘病⽣活
に⾄るまで続きます。この⻑い経過の中で、移植に関わる職種、患者さ
ん、ドナー、それぞれの家族、全体の調和を図ることを重視しています。

 移植にはレシピエントである患者さんとドナーが存在します。移植医
療はドナーがなくては成り⽴たず、ドナーの健康と権利の担保を礎とし
ますが、⼀⽅で患者さんの救命が疎かになってもいけません。両者のバ
ランスを取ることはHCTCの重要な職務です。ドナーを獲得するためには
骨髄バンク、臍帯⾎バンク、採取病院との、また、患者さんのサポート
には患者会等のボランティア団体、紹介病院や妊孕性温存対策を⾏う施
設などとの連携が不可⽋であり、移植とは、単⼀の施設で完結できる治
療ではありません。HCTCは常時、20〜30⼈の移植待機患者さんのた
め、PHS、e-mail、FAXを⽤いて院内外の情報をつなぎ連携を⽀えてい
ます。

 HCTCは骨髄バンクや⾎縁のドナーもサポートします。とくに、⾎縁ド
ナーには、レシピエントの救命を願う⼀⽅で、家族の命を背負う重責や
家族関係の変化などによって、複雑な⼼情を⽣じることがあります。患
者さんとは別席で相談の場を設け、その⽅の価値観に沿った⾃由な意思

決定ができるよう、当院では他に先駆けて2002年にドナー外来を開設しました。そこでは、患者主治医以外の
医師とHCTCがドナー候補を担当します。ドナー候補者にはHCTCが連絡を取り、提供について説明し、ドナー
となるか否かを考えていただきます。提供の意思があればHLA検査を⾏い、患者さんよりも前にドナーに適合結
果を伝えます。候補者がドナーになることを決断されて初めてその旨を患者さんに伝え、両者が移植に向かって
進む、という流れになっています。このように慎重な意思決定プロセスを作ることで、ドナーの安全と権利が担
保されるよう努めています。 

移植前、⼊院期間、退院後にわたり、移植に関わる病院外も含めた 
あらゆる機関および関係者間の調和を図る 
―― 移植コーディネート室 三枝 真理 移植コーディネーター/家族⽀援専門看護師 

他職種はこうみている

• あらゆるドナーソースに即応できる体制の構築に貢献（医師）
• 紹介が多い分、不⾜しがちな患者情報をHCTCがカバーし、患者・家族と医療チームの連携強化に貢献してくれてい

る（看護師）
• 退院後の患者さんの⼝腔ケアのフォローがHCTCの援助で可能になる（⻭科衛⽣⼠）
• 退院後の⾷事⽀援が課題であることに気づかされた（管理栄養⼠）
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（敬称略）
⻤塚）当院の移植医療チームは、⼊院期間の短縮により早まる退院時に、⼊院前と同レベルまでADLおよび
QOLを回復させることを目標に活動し、成果を上げています。今後は、造⾎幹細胞移植推進拠点病院として、
リハビリ科、栄養科、⼝腔外科・⻭科、看護部、移植コーディネート室、それぞれの介⼊が患者のメリットに、
あるいは医療経済性に寄与していることを検証し、エビデンスとして発信する必要があるでしょう。

野中）移植後のリハビリテーションの開始に関して、⾎球数制限を解除したのは成⼈についてだけです。移植
後の臥床期間が⻑引けば⼩児でも体⼒は低下します。今後は⼩児例についても移植後のリハビリテーションの開
始時期の⾒直しを⼩児科とともに検討したいと考えています。 

⼤塚）移植医療に関係する職種それぞれが専門性を⾼めて介⼊してはいますが、改善を図るべき点は残存して
おり、看護としても関連する部門への情報発信を強化していこうと考えています。また、栄養科の協⼒のもと、
治療レジメンごとの経⼝栄養摂取量・栄養状態の変化、⼝内炎や他の副作⽤出現時の経⼝栄養摂取量などについ
てベースラインの研究に着⼿しています。将来的には介⼊研究を⾏ってエビデンスを強化したいと考えていま
す。 

吉野）栄養の充⾜を目標においているものの、移植医療にとっての妥当性は不明です。その点を明確にすると
ともに、⾷事のタイミングや患者満⾜度についても検討したいと考えています。 

⻤塚）今年の造⾎幹細胞移植推進拠点病院セミナーでは、栄養にフォーカスした検討を⾏いましたが、参加し
たどの施設も同様の課題を抱えていることがわかりました。 

吉野）栄養も⾷品の衛⽣についても基準が不明確です。全国的な基準の確⽴が求められています。 

上原）⼝腔ケアが移植医療にもたらす影響についても今のところエビデンスはありませんので、今後はその構
築を目指したいと思います。 

三枝）移植を⾏っている⼤半の施設がHCTCの位置づけを明確化できていない状況にあると聞いています。そ
れに対して、当院では移植コーディネート室も⽴ち上がり、組織化された形で移植医療に臨めています。造⾎幹
細胞移植推進拠点病院に所属するHCTCとして、その業務を確⽴していきたいと考えています。 

⻤塚）移植にチーム医療を導⼊しようと思ったそもそもの考えは、患者さんが窮地におちいる前に対処したい
というものです。筋⼒が低下する前にリハビリテーションを⾏う、⼝の中が爛れる前に⼝腔ケアを⾏う、⾷べら
れなくなる前に栄養指導を⾏う、問題が⽣じる前にHCTCが調和を図るという形で、患者さんには予想していた
ほどにはつらくなかったといって退院していただける移植医療を実現したいと考えたからです。これからもその
実現に向け、移植を受けた患者さんがそれ以前の⽣活を取り戻せる⽅法を追究していきます。 

総合討論〜 
東海⼤学医学部付属病院移植チームが目指すこれからの移植医療 
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