
第２回造血幹細胞移植患者の味覚障害と栄養管理セミナー	

2017年2月4日　ベルサール八重洲	  
4・5会議室	

厚生労働省「造血幹細胞移植医療体制整備事業」	

第4回東海大学医学部付属病院造血幹細胞移植推進拠点病院関東甲信越ブロックセミナー	



　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。

　2017年2月4日に、造血細胞移植に

携わる、関東甲信越ブロックの医師、歯

科医師、看護師、管理栄養士などを対象

に、2016年6月開催の第1回セミナー

で抽出した問題点の解決方法を作り上げ

ることを目的に多施設共同研究を計画す

るワークショップセミナーを開催し、計

81名の参加をいただきました。

	

	



講　演	

z  化学療法による味覚障害・味覚受容体の定量試験	  
傳田祐也（東海大学医学部付属病院　歯科口腔外科）　	

z  管理栄養士の取り組み〜臨床研究報告〜	  
吉野真希子（東海大学医学部付属病院　栄養科）　	

z  国立がん研究センターの取り組み　PartⅠ	  
青木律子（国立がん研究センター中央病院　栄養管理室）	

z  臨床研究をしてみよう！	
鬼塚真仁（東海大学医学部付属病院　血液腫瘍内科）	

z  国立がん研究センターの取り組み　PartⅡ	  
青木律子（国立がん研究センター中央病院）	

z  腸内細菌と健康・疾患：腸免疫との関わりから	
梅﨑良則（ヤクルト本社　中央研究所）	



ワークショップ	

多施設共同臨床研究を計画しよう！	
　参加者の皆様からアイデアを出し合っていただき、移植患者さんの食事についてのエビデンスの確立を
目的とした臨床研究を計画しました。	  
　参加者の中から、4名のPI（Principal	  Inves5gator）と	  
　　【味覚障害の改善に関する前向き臨床試験】	
　　【移植医が患者の食事についてどのように考えているのかをアンケート研究】	  
　　【持ち込み食について栄養士、看護師へのアンケート研究】	  
　　【体重変化についての研究】	  
の臨床研究を計画していくことを決定いたしました。	  
　臨床研究詳細の議論は、参加者により構成されている『栄養メーリングリスト』にて行っていきます。	  
	  
＊臨床研究にご興味があり、栄養メーリングリストへの参加をご希望される方は、セミナー参加有無を	  
　問いませんので、東海大学医学部付属病院造血幹細胞移植推進拠点病院事務局（hsct@tsc.u-‐	  
　tokai.ac.jp）まで、ご連絡ください。	



Team1-‐1	

• クライオセラピーはやっているか？	

• 唾液の分泌と口腔粘膜炎予防	

• 含嗽回数・種類と粘膜炎　　炭酸・レモン水	

• グルタミン酸で含嗽	

• ガムを咬むと効果ある？	

• マグネシウムが退院前に下がったらどうするか？	

• 微量元素系は粘膜炎に効果あり？	

• 乳酸菌はダメか？	



Team1-‐2	

• 食べられなくなったときの食事があるか？	

• 味覚・食感の変化	

• 食べさせようとするか？	

• 移植前の食に対する思いは予後に関係する？	

• マック？モス？コンビニ弁当？	

• 病院での栄養指導は誰か？	
医師？Ns？栄養士？	



Team2	

¡  Dr.によって食事の支持の違い（Dr.）	

¡  他院での管理栄養士のかかわり	
（規模や病棟担当によって）	

¡  グルタミン酸	

¡  ヨーグルトや納豆などの提供基準について（Dr.）	

¡  持ち込み食の把握（Ns.　Dr.）	

¡  経腸栄養剤の併用（Dr.）	

¡  脂肪乳剤をどう考えるか（Dr.）	

¡  加熱食の基準について	

¡  食事摂取量の把握方法	

¡  介入の時期	

¡  食欲不振の方への食事の設定など	

¡  　	



Team3	

持ち込み食　どこまでOKなのか　　基準　何食べていいか　　　　　　　　　　　　　　　　　Dr.の指示	

入院〜治療前までに補助食品を使用することについて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nsの判断	

半チルド食品　　　加工品OKとしているがエビデンスがない　　　　栄養士に相談	
はちみつ　　　殺菌してあればよい？　明確にする	
Ptがまよわないような食事の基準	

必要栄養量　　　　Dr.によって基準異なる　　経口摂取について	

ムリにすすめていないが	

治療の完すい率と栄養充足の関係性	

	

病棟によって基準ちがう　無菌室と病棟（血内と小児でもちがう）	
いつから何をOKにするか.	

チルド食品（持参までの時間によってどうなのか）.　手作りでも２h以内で食べてもらう	

冷凍食品　加熱処理してあるかどうか.　処理方法	

うがい、口腔ケア、　症状出る前からセルフケアとり入れてもらう	

栄養士どのタイミングで関わる	

プレドニンと免疫抑制剤	

　生着前後、WBC値、　　判断する根拠があれば迷わずにPtへ説明できる	

	

	

	

リーダー　　林さん	

移植時の食事　	

　　　　　　　　　　病院や	  
独自のルール　Dr.によって異なる	  
　・コンビニ製品はダメ	  
　・２分以上の加熱	  
　・水	  
　・フリーズドライ食	  
　・ヨーグルト	  
　・　乳酸菌飲料	  
　・はちみつ	  
　・殺菌と滅菌	  
　　何度まで加熱しているのか	

はOKなのか、ダメなのか	

作ってから	

連携がとれていない	

成人	



Team4-‐1	

●  加熱食美味しくない	

●  ダメな食品の理由が	

　　よくわからない。	

　　ヨーグルトなど	

●  味覚障害（　　　　　）	

●  脂肪乳剤ダメな理由	

　　わからない	

　　主治医によって指示異なる	

　　共通事項の決まりがない。	

　　ダメ指示いろいろ患者に	

　　よっても指示ちがう	

　　　　　　研究テーマ！	  
入院中の	  
問題あげる	

　　部屋に食事入れるとき	
●  アルコールでふく。	
　　必要性？	
	
　　持ち込み食の基準は？	
	
●  絶食指示多い	
　　すぐ消化器症状	
　　わるいと食い止めとなる	
	
●  食事にかかわる	
　　治療に対するエビデンス	
　　がなさすぎる	
	
●  脂肪はそんなに	
　　　乳剤　　ダメなのか？	
　　　感染リスク？　つかい方？	
　　　ルートのとり方？　肝障害？	
	
　　食事・輸液とも	
　　栄養にかかわる根拠	
　　ある理由がなさすぎ？	
	
●  必要栄養量を	
　　検討することができる方法ないか？	
	

叹
呉
合ー

吟	

やってみよう	  　　　　含む	
厭
可	

こんぶ	  
関係	



Team4-‐2	

●  各病院の現状を知りたい。	

　　入院期間　　脂肪乳剤の使い方	

　　絶食期間　　患者教育・管理	

　　栄養管理　　（食事・排便など）	

　　リハビリ	

	

　　アンケート	

	

	

	

リーダー　関崎さん	

	

　　　味覚障害の	

　　　　　　何が問題か	

　　　　どうすすめるか	



Team5-‐1	
水は？	
ミネラルウォーター	

l 持ち込み食	

l 食事の制限→day35でAll OKの	

　　各施設	

　　　乳酸菌ドリンク	
　　　	

　　　○７　　　×２	

各施設の加熱食基準	 アンケートで
比べてみる	

病床多い	  
　　　　栄養士数	  
　　　　移植件数	  
	  
　　　　　関わる時間	

基準がないので	  
　　　　　資料が作れない	

入院中と	

ENT後	  

主治医によりけり	  

施設単位でなく	  医療者単位にも	  　アンケート必要か？	
項目を上げチェックなど	  
　　水　　　　　納豆	  　　カルピス	  　　ハチミツ	

生ヤサイ	  

　　　キュウリ皮	

・時期	

Dr.	  
Ns	  
栄用	

基準	

他病院と比べても厳しめ	  

加熱食	  　　ミソ、他発酵Ns	  

前　ー　day0　ー　生着後も	  

生ヤサイ（一部患者へ）	  
	  

　　　殺菌（検査も）徹底	  

食事管理と	  
成積	  

チェックはNs	  
　　　Dr.もシビアー	  ・ヨーグで下痢	  　　　　ひどくなった例が	  

　　　　あった。	  
↓	  牛乳（殺菌乳）OK　	  ・持込みもきびしい	  

　　↓	  
　ex）ふりかけも一部	  
　　　　　他段階もあり	  

温卵	  

	   ガイドラインの	  

早期　　　　　項目にある食品	  

　　（100日）　　　　　｜	  

いつまで守るか？ドライフルーツ	  

・発酵NG	  
・302個/g↓	  

ある程度	  
確立	

易
厳



Team5-‐2	

絶食中栄養管理	

	

　　　　　何か特別な事は	
GVHD　　　　　　　　　しているのか？	

	
成人では疑いで確定ないときも	

	
	
	
	

腎、肝↑など	
TPN	

加熱食　　　day0の3w前	

・　前　　１　　　　 ・ENTまでしない　２	
　　↑	
・前ケモ時　６　     ・無菌室から	

出るタイミング	
・好中500↓　１ 　   ・準加熱を経る	
・Dr.判断　１　　  ・摂取量	
	
	
	
	
	
	
	

・	
・	
・	

各施設の現状知る。	  
アンケート調査	

・さいたい血	  　　↓	  
体重kg	  ×	  　　で量決まる？	  　　　　↓	  

出来るだけやせる？？	

目的	

細胞数	

導入	 解除	



Team6-‐1	

◁テーマ▷	

○  外来フォローで困っていること	

○  自宅で生野菜、果実をどうしている？	
（どの様に指導している？）	

○  食事制限解除のタイミング	

○  外来での栄養士の関わり（どの程度関わっている？）	

○  ENT時の食事指導方法　資料はあるのか？	
※医師の説明と違うことがある	

○  指導内容と経過年数	

○  味覚障害克服の患者体験	

○  LTFUに携っている職種	

○  宅配を使用している場合の指導	
活用方法	

○  体重変化とインボディーを使用しての測定	

○  家族背景と体重変化	
（環境）	

○  再入院（消化管の感染）	

の理由	

食事制限　　　　退院時	
明らかにしたいことは何？	

・対象　：　医療従事者	
　・医師	
　・看護師	
　・Ns	
　・栄養士	

・評価	

食品の種類 ・外食の基準・宅配？	
制限している理由	
解除の時期　　     　　　　　　食品そのものに対して	

病態　免疫抑制剤の量	
ステロイド　etc.	

職種	 施設	 立場	  
	  

経験年数	

経験年数	

相関性は？	

生　物・発酵食品	  生野菜・乳製品	
パン（包装による違い）	  
アイス	

※製品名必要　　マニュアルの比較	

or	



Team6-‐2	

体重変化　　　　何をやったら	
体重変化が一番少ないか？	

	

対象　　　　患者（数）	

（情報抽出は？　Dr.　Ns.）	

	

評価項目　　食事を作る人　・　食事量（本人の主観で	
良いのでは？	

体重（体組成）	

いつ？自己申告？	
	

血液データ	

ステロイド・免疫抑制剤量	

時期（間隔）	

経時的にする場合	
いつからいつまで	

基準は移植前？　ENT時	

環境　PS	

一人で　Faと	

外食	
家の中・外	

　一人で行動できる？　	


