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看護師・HCTCの協働で 
こどものQOLを支えよう 

2017年7月23日　TKP渋谷カンファレンスセンター
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第２回　小児造血細胞移植セミナー



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7月23日に、HCTCおよび小児移

植看護にあたる看護師を対象に、QOL向上を

目指したHCTCと看護師の協働、妊孕能維持に

関するセミナーを開催し、計100名の参加を

いただきました。



講　　演
座　長：竹之内　直子（神奈川県立こども医療センター　認定HCTC／小児看護専門看護師）

講演１：病棟看護師とHCTCの協働；ドナー・レシピエント・家族全体の福音を目指したケア

小泉　織絵（東海大学医学部付属病院　看護部　家族支援専門看護師）

三枝　真理（東海大学医学部付属病院　看護部／移植コーディネート室　認定HCTC／家族支援専門看護師）

講演２：妊孕能の維持を目指した造血細胞移植

矢部　普正  （東海大学　細胞移植再生医療科）

講演３：造血細胞移植患者のQOL向上を目指して　妊孕性温存に対しての取り組み

須藤　薫（札幌医科大学附属病院　造血細胞移植コーディネーター）

講演４：HCTC認定取得について

森　慎一郎（聖路加国際病院　血液内科）



GroupMeeting

グループテーマにそって、問題点抽出から
解決策検討までを、ディスカッションして
いただきました。

Group　    1：HCTC

Group　    2：HCTC

Group　    3：家族支援

Group　    4：きょうだいドナー

Group　    5：口腔ケア

Group　    6：皮膚ケア／リハビリテーション

Group　    7：長期フォローアップ

Group　    8：長期フォローアップ

Group　    9：妊孕能障害

Group　10：薬の飲ませ方/CV固定



Group　1　HCTC

困っていること

医師との連携が難しく充分なコーディネートができない

ジレンマがある

できあがったところに入っていくのが難しい

Dr.Nsの認識のうすさ　→　病棟でコーディネート係がある

PNs（Primary  Nurse）との関わり（間に入っていくこと）

どう関わっていけばいいのか

病棟Nsとは役割が異なる

→院外、外来での調整

利害関係のない関わり

医療行為をしない

HCTCはほぼシフト勤務をこなしながら…

カレンダー通りだと土日の介入が難しい

→Dr.の協力が不可欠

こどもの権利を守る（同意書の作成など）

倫理委員会

HCTC



Group　2　HCTC

○小児科病棟スタッフとHCTCとの情報共有は

　どうしているか　　（現状情報共有できていない）

→・記録に残す（チームで共有大事！）

・師長やスタッフに情報を伝える

・カンファレンスを利用して伝える（議事録に残す）

・HCTCの面談時にHCTCだから話してくれる

　情報もある（事前にチームで共有るすことを相手に伝えておく）

・面談後のサポートも含めて、担当Ns  or  師長などに伝える

○多職種cf（conference）の中でのHCTCの役割

　

・今は立ち位置は考えずに！

・専門職種の不足部分を補う

☆できること

・日程調整　・不足情報の収集

・情報提供、共有　・HCTCだから知っている情報を
提供

・CNS（Certified  Nurse  Specialist）は情報をたくさんもっていることもあり→聞いてみよう

○HCTC

　兼任

・活動日を決め、NsとしてHCTCとして区別をつけて介入

区別が難しい…

・HCTCの業務は時間外

・対応しきれていない現状

・誰かがHCTCとして対応できるようHCTC２名で対応

・活動日もらえない、激務

・HCTCの業務を関連部署にアピール

・HCTCの仕事が入った時は勤務調整依頼

専任

・全てまかされている

☆できること

患者さん・家族のことをtotalで考えられるのはHCTC

家族支援・倫理的な配慮なども介入



Group　3　家族支援

兄弟いる家族で、付き添い必須の場合他の兄弟のフォローはどうしてる？

・Dr.、CLSが直接兄弟に対して説明をした

・面会に来る兄弟の名前を覚えてコミュニケーションを取る

・TV電話など使ってコミュニケーションを取ってもらう

・離ればなれで大変だったけど頑張ったね。とねぎらうよう意識する

・ターミナル期は、時期を見てDr.よりIC（本人・兄弟どちらに先にすべきか…）

・兄弟が患児と何をしたいか確認していく

・兄弟面会室を作った。（ガラス越しであり、祖父母等年齢問わず可）

・移植部屋は、ガラス越しで電話で会話できる

・兄弟は外来受診で心理士と面談できる

兄弟に対してどのように説明したらよいか

・うそは言わない

・“星になった”等非現実的な言い方はしない

　言うメリット・デメリットを伝える（母・父へ）

食事に関して

食事に対するこだわりが強い

・80％たべさせて等の希望ある親がいる→子どもにとってストレス

・食事の時になると泣き出す子もいる

・持ち込み禁だが、隠れて食べさせてしまう

・元々の量を減らして食べてもらう

・持ち込み可の場合、病院食　食べず

・膵炎になってしまったり、リスクもあり、栄養指導難しい

・Dr.によっていうことが違う…



Group　4　きょうだいドナー

小児科Dr.がドナーコーディネートをすすめてしまうーNsが知らないうちに…：Nsも気にしていることをDr.に伝えておく

きょうだいと会えない・つながりがない

きょうだい自身がドナー候補であることを知らないこともある

移植がうまくいかなかったときのフォロー：事前に説明する。きょうだいのせいじゃないことも伝える→わかっていても

亡くなったときはどうするか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1人で悩んでしまう

Nsのきょうだいの権利を守る意識が低い　　マニュアルの作成（説明や反応を確認するなど）　　　　（親にも言えない…）

ドナーのPNs（Primary  Nurse）をつける

外来Nsと病棟Nsの情報共有不足　　月１回のカンファレンス　病棟⇄外来訪問



Group　5　口腔ケア

各病院の現状・問題

・口腔粘膜障害による苦痛

・痛みで開口できず観察むずかしい

・うがい頑張ってもらっている

・麻薬（フェンタ）使用しながらケア

・付添者にケア任せきりになる

・Nsは口腔観察を毎日するが、母からの情報で

　トラブルの有無などを把握していることが多い。

・口腔内トラブルで内服困難がある

・口腔ケア自立している子のケア状況きちんと

　確認できていない。

・ケアの継続がむずかしい。

情報共有したいこと

・口腔ケアの重要性を

　患児にうまく伝える方法が

　知りたい。　　　食事をとらなくても
口をきれいにすることは大切!!

・口腔ケア・粘膜障害に関する

　知識を習得・共有していきたい。

・移植だけでなく大量メソなど

　ケモによる症状悪化に対する

　ケアや工夫していることを知りたい。

・口腔ケアの継続ができる工夫

　知りたい。

・入院時にケアアセスメントシートをとる　口腔内状況など
　情報とるため

・クライオセラピー　　　　　　　　　　　　　　　

（うがい）

・ケモ前からうがい慣らす（水・生食）

　→ケモ始まったらトラブルなくても

　　アルロイド・ポラプレ、アズノール、生食含嗽励行
（痛みに応じてくすり変える）

・綿棒やスワブ使ってケア　　

・口腔ケア・内服に関する表を個人用に作成し、
（チェックリスト）

　やったらシールなど貼ったりする。　

・観察できない児は母から協力を得て
　情報とる。写真とってもらう。

・痛み止め　フェンタ

アセリオを定時で

・口外・歯科衛生士に協力介入してもらう。

・粘膜保護・うがい・クライオ　セラピー



Group　6　皮膚ケア
　　　　　　リハビリテーション

問題点①
移植後の臀部のスキンケア

・症状がでる前から予防的にワセリン・アズノール

　霧吹きを活用している→付き添い者にも依頼

　　　　刺激が少ない

・毎日シャワー浴

・かゆみにハッカ水

・家族に協力してもらい観察する（特に思春期への

配慮）

・WOC（皮膚・排泄ケア認定看護師）のラウンド

問題点②
GVHDのスキンケア

・かゆみ対策　メンソール入りのレスタミン

アタラックスP、ポララミン

保湿（ヒルドイド＋ワセリン）

・移植前からの教育・習慣化させる→オリエンテーション大事！！

問題点③
CVトラブル

・保護テープをはがしてしまう子に対しては

　オープンにする（基準を決めて）

・CVポシェットの活用　　　アイロンで乾燥させる（感染予防）

・固定方法は患者に合ったものにする

・PICCは管理しやすいが事故抜去もしやすい

・入浴時にロックするところもある

POINT POINT

POINT

予防と清潔
（施設問題あり）

教育的介入

個別性ある工夫が
できている

カテ感染という
問題も挙がった



Group　7　長期フォローアップ

問題

LTFUについて

病棟　→　外来への引き継ぎ

担当するDr.Nsについての問題

・継続した関わりができるように

・担当が移行するのであれば、

患児やfamilyへの負担少なくできれば

・スタッフの移行　　　　　　その組織や病院に

患児へのケアの移行　　⇒　合った形でシステム

Dr.やNsも異動などあり　　　　　　　　構築を検討

成長していく子どもたちを誰がメインに

継続してみていくのか？（コンサルテーションやトランジション）

地域のHpへの移行

・拠点病院　⇔地域Hpの役割

（患者の移行が難しい）

連携

LTFUにおける看護師としての役割

・Dr.がメインに患児に関わっている

・Nsは異動などあり、知識技術にムラ。

・Nsとして何ができているか不安

⇩
・外来に通う必要性について患者に改めて説明する機会

・患者のセルフケア能力についてupしてもらうための関わり

ができる

・入院中からの患者と家族の理解度に

合わせた指導を行い、退院後につなげる内服とか

→　Nsのできることが↑
　　やる気につながる

スタッフ教育

患者指導



Group　8　長期フォローアップ

　フォローアップ外来

　対象患者が来院時に病棟Nsが対応している

　復学支援として外来で勉強する会がある（MSWや保育士が介入）　

　学校のイベント等や聞きたいことを質問表としてまとめてきてもらう

課題
　●病棟業務への影響

　　長期になると患者を理解したNsの減少

　●病棟と外来の連携は？

　　定期的なカンファレンスの開催

　　退院時に病棟で生活支援を、外来では内服状況や治療状況を

　　病棟に伝達していく

　●成長に伴い自己の疾患について情報収集していく子について…

病棟でどこまで説明されているのかサマリ記載

“いつ”“どのように”説明するのかが課題

子どものライフスタイルや理解に合わせた告知

患者のQOL向上には本人の思いを引きだすことが必要

　　→実際難しい…

　　　　　マンパワー不足、思いを引きだす力

●復学支援
　　通信教育の導入
　　医学部学生に授業してもらい

　　高校の単位として認めてもらっている



Group　9　妊孕能障害

卵子保存
できなか

った

子へのフ
ォロー

→説明を
どうする

か？

とれない
可能性も

説明

男の人の保存は比較的かんたん。

女の人は……？（タイミング、受診、内服とか）

☆移植適応の人には

　　Dr.に依頼して→保存に

　　自施設で保存できるか？

できないか？

ふみきれない

理由？

で、ハードルがちがう？

説明も異なる

・若い子たちが保存にふみきれない。

婦人科のハードルの高さ？

子どもを産むイメージなどもまだできてない

未婚の子たちにどう説明する？

→未来への可能性を伝える

　　子どもどうしのネットワーク、基金の活用

・表出できる人とそうでない人とのちがい

フォローしきれてない人もいる。

意思決定支援を

・TBIの時に妊孕性を残せる施設と

そうでない施設がある。今までの治療と

違う所で移植を選ぶ？

・意思決定者は…？

　親？

親がどうとらえるか？

親と子の関係性

可能性が

　　あるなら伝えるべき。

・移植って
いうリスク

が高い話

・再発のリ
スク↑

・保存の話

これを一緒
にするのは

　　　　　
むずかしい

・子どもが自分の小さい時のこと

（治療）などがわかって、人生の

節目にフォローできる機会



Group　10　薬の飲ませ方
　　　　　　    CV固定

〈テーマ〉　薬の飲ませ方

問題点　→必要性は理解できているがただ飲みたくない子
への対応…内服しないことでの弊害を伝える

内服は一生つきあわなくてはならないものなので、家族の

理解も必要。

親が泣いてしまう…ムリヤリかわいそう…と思っているうちはだめなのでは？

絵カード・タイムスケジュールを提示する

薬剤師が病棟で調剤するところを見てもらう　社会科見学のような

イメージで

どうしても飲めないときには点滴…？Dr.に相談する

CV固定

・患児がルートをいじってしまうため、小さい布の袋を作成し収のう

・CVが抜けていってしまうため大きめのスタイのようなものを使用し保護

・ルートを収納する専用のカバーを家族に作成してもらう

入院している患児全員統一したもの

・Ｔシャツのすそにポケットを付けて収納

orバン
ダナ・

腰巻き


