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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。 
　2018年9月1日に、関東甲信越ブロックにおいて造血幹細胞移植に

関わる全ての職種を対象に、基本的な内容を各領域のスペシャリストに簡

便に講演していただき、皆様の知識の整理、新人研修にご利用いただくこと

を目的としたセミナーを開催し、199名の参加をいただきました。 
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講演1：造血幹細胞移植の概要	

鬼塚真仁　東海大学医学部付属病院　血液腫瘍内科　 	
講演2：造血幹細胞移植の看護	

高坂久美子　名古屋第一赤十字病院　看護部 	

講演3：造血幹細胞移植における口腔ケア	

髙橋美穂　東海大学医学部付属八王子病院 　歯科口腔外科	
講演4：造血幹細胞移植における栄養療法の意義	

青山　高   静岡がんセンター　栄養室 		
講演5：造血幹細胞移植患者の心理的支援	

赤間史明　東海大学医学部付属病院　精神科 		
講演6：造血幹細胞移植患者に対するリハビリテーション　-当院における取組-	

濱田涼太　京都大学医学部附属病院　リハビリテーション部	
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みなさまからの感想・ご意見 
今年度より私の勤務先でも血液内科の患者さんにがんリハを行うこ
とになり、造血幹細胞移植に対する知識がないため今回のような
ベーシックセミナーは大変勉強になりました。ありがとうございまし

た	

血液疾患の担当になってからの日が浅いので略語についていけず

大変でした。リハビリの話も参考になりました	

直接、患者様や臨床に従事する方の話を聞く機会がない為、大変
勉強になりました。ありがとうございました。リハビリテーションとの

関連は新しい視点でした	

講演１・６とても印象的でした。分かりやすい解説ありがとうございま

した	

とてもよく、また開催される事を願います	

具体的な口腔ケアの方法を教えてほしいです 	

別領域の話をたくさん聞けて大変勉強になりました	

時間も長すぎず、内容も盛りだくさんでとても得るものが多かったで
す	

リハビリ→せっかくいい話をたくさんきけたのですが、資料がないた
め書き込むので必死で。資料がほしかったです。次回も都内でやっ

てほしいです	

看護についての話が1番分かりやすくて興味を持てました。時間の
関係で早口で進んでいった所を、もう少しゆっくり聞かせて頂けれ

ばと思いました	

講義4の資料が欲しかった 	

造血幹細胞移植の流れ、それぞれの職種での問題点や、その対応
などを知ることができ、参考になりました。ありがとうございました	

講義と講義の間の休憩が短い気がした 	

栄養士の先生のご講演は、先生のご研究の発表のようで、臨床に
活かすのは難しいと感じました。もっと実践的なことをお聞きした

かったです	

とても参考になりました。ありがとうございました。講演6のレジメが
ほしかったです	

新しい知識も得られたりしてとても勉強になりました。ありがとうござ

いました	

とても勉強になりました	

多職種のお話がきけて、とても勉強になりました	

移植に関してはまったく無知だったのでとても勉強になりました。食
事の持ち込みできないと知りびっくりしました。お弁当にしとけばよ

かったです	

今回はじめて参加させていただきました。大変勉強になる講演ばか

らりで、また刺激も受けました。今までにもこの研修会はやっていた
ということで、今後も情報があればお願いいたします。ありがとうご
ざいました	

1日椅子１つで過ごすのは大変でした。血液内科担当になって5ヵ月
程で基礎知識が足りない中、ベーシックセミナーがあり、とてもいい
機会でした	

講演4、実際の食事介入やTPN調整、GVHD対策等が聞けると良
かったと思います	

チーム医療の重要性を再認識しました	

栄養療法・精神科領域について基礎的な部分をもっと知りたかった	

わかりやすくたのしかったです	

まだ経験が浅いので、実臨床での話題を取り上げて頂けたら嬉し
いです	

今回につながる次回に向けてセミナの検討〜開催を期待します。
本日はありがとうございました。また、テキストが無い講義があった
ので、有った方がよいと思いました。交通アクセスがとても良かった

です	
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みなさまからの感想・ご意見 
とても勉強になりました。チーム医療の大切さを学びました。うちの
HPのDr.にも参加させたいぐらい協力、チームワークなどうらやまし
いと思いました	

栄養…移植治療中、Ptから食事可能なものについての質問が多い
ので、具体的な工夫や対応が知りたかった。研究結果は簡潔でよ

かった…。精神…研究より資料に沿った内容の方がよかった。治療
中に適応障害やせん妄は、特に治療が難渋している人に合併・発
症しており、スタッフも対応に施行錯誤しながら関わっているため	

移植治療のbaseが聞けて勉強になりました。院内でもDr.の治療の
ことをはじめ、他職種で勉強会ができれば良いと思いました	

ハーベスト、PBSCTの詳細について知りたいです	

もっと口腔ケアの詳細についてお聞きしたかったです	

ビギナーでもわかりやすいセミナーで安心しました。移植に関する

事をまた聞きたいと思います	

日頃から感染予防行動は徹底しとっていたものの、今回話しをきい
て患者さんへの環境配慮が自らの薬剤取り扱い時の注意点など見

直す機会になりました	

リハビリの話は、戻ってから話題にしたいと思っています	

個々の研究報告はとても素晴らしい内容であったが、マクロな視点
でstandardな方法を多く教えてほしかった	

研究結果からどう臨床にどうくみこんでいったらいいか教えてほし

かった	

青山先生の栄養療法についての講演は、大変参考になりました。

栄養パスを使用され、病室へ毎日訪室されていると講演ありました。
患者の変化を毎日チェックされているからこそ、科学的データ抽出
されたのだと思います	

演者の職種を明記してほしい。〇〇部だと医師もおられるので。ス
タッフの会、ありがとうございました	

	

リハビリのハマ田先生のような具体的な症例や患者さんの言葉は
心に届きやすく、聞いててとても興味がもてました	

プログラムに講演者の職種の記載があると分かりやすいと思いまし

た	

会場の利便性が大変良く、助かりました	

様々な職種の方のお話を幅広くうかがえ、大変有意義な研修でし
た。ありがとうございました	

講演4は演題発表のようでした。ベーシックセミナーなので、現場で

実際に行っている内容や体験談など講演いただければ明日からの
業務に役立つと思いました	

実際のリハビリの様子を動画で見たかったです。体調不良のPt.有
害症状、うつ症状のあるPt.の事例をもとに、実際にどのように声か
けや話をしたのか精神領域として詳しく聞きたかったです。小児の

入室の場合、母が付き添う事が多いのですが、家族への接し方を
詳しく学びたいです	

職種が検査技師なのでふだんは細胞の採取のことしかきにしてい

なかったのですが、他の職種の方のお話がきけて、とても参考にな
りました。自分の病院のチーム医療にいろいろとり入れたいと思い

ます。有意義な時間をありがとうございました	

同種移植を導入していきたいと考えていますが、そのために必要な
ことや入手についても知りたいです	

本日は沢山の話をありがとうございました。また参加させて頂きま
す	

ありがとうございました	

とても有意義なセミナーでした。ありがとうございました	

鬼塚先生のおっしゃっていた、チーム医療連携セミナー、是非実現

を期待しています	
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みなさまからの感想・ご意見 

またベーシックセミナーがあるとうれしいです。GVHDの対応など。
移植時の麻薬の使い方とか。とても有意義なじかんでした。ありが
とうございました	

移植チームとはいいますが、チームとはなんなのか？当院の看護
師は勉強したいが、医師はいれてほしくないと言っています。チー

ムが必要なら、必然的にリーダーになる医師の教育セミナーをして
いただきたい	

とても有意義な1日でした。リハビリの話がとっても興味もてました	

各病院の様々な取り組みを知って勉強になりました。参考にさせて
いただきます	

心理的支援は形でハッキリみえないからこそむずかしい面もあるが、
だからこそ大切なことでもある為しっかりフォローしていきたいと
思った	

大変勉強になりました。ありがとうございます。後方のモニターは助
かりました。小さいテーブルでいいので、後ろにもほしかったです。
休憩がほしいです	

スライドがあるなら欲しいです	

こういった企画は大変ありがたいです。今後もお願いします	

知識の再確認や、新たな発見があり、知識の向上につながりました。
ありがとうございました	

臨床でどのように治療しているのかの報告をききたかったです。研

究の場ではなく、各スタッフの流れなど、症例を交えていただきた
かった	

リハビリテーション講演の資料をいただきたいです	

移植領域に用いる薬剤について、使用理由、TAC、CyAなどの容量
調整など	

基本的なところから学ぶことができて良かったです。ありがとうござ
いました	

	

まだ造血幹細胞移植を受ける患者に関わったことがなかったが、今
日の話をきいて、移植がどんなものなのかが、わかりやすく述べら
れていてよかった	

経験年数が少なくても理解しやすい講演が多く、大変充実した1日
となった	

大変有意義な時間を過ごすことができました。ありがとうございまし
た	

アウトライン（造血幹細胞移植）と多職種の要点、チェックポイントを

1日でもうらすることができたので、大変参考になりました	

アドバンスコースを開いて欲しい	

会場が狭くて大変過ごしにくかったのが残念でした…。イスの席
だったので、スライドも見えず、講演4・6についてスライドが配布さ
れなかったのも残念でした…	

厚生労働省「造血幹細胞移植医療体制整備事業」
造血幹細胞移植推進拠点病院



みなさまが希望するセミナーテーマ 
希望テーマ 「１」について時間をかけてお話をききたいと思いました
（化学療法も含めて）。他病院の様子をおききしたいです	  

栄養管理　入院〜退院　GVHDなど合併のある人への具体的なアプ

ローチ　メンタルケア　GVHD　症状緩和方法など興味あります	  

移植前後の処置の過程、血液製剤の使用方針、小児の治療、検査

内容（データの見方）を詳しく知りたい。データの変動、マルクへの
影響、生着後のフォロー体制	  

検査指標と臨床効果など臨床検査技師のかかわり協力できること	  

検査技師目線の話も聞いてみたいです	  

定期的に本日のようなベーシックセミナーを開催していただきたい

です。後輩にもぜひ参加してほしいと思います。	  

クライオセラピーに対して何時間前から摂取すれば効果的なのか・
移植後の食べ物、ペットとのつきあい方・小児の移植のことも詳しく

ききたい	  

経済面（移植治療でかかる費用、治療費へのサポート制度等）につ
いてソーシャルワーカーさんからお聞きしたいです	  

移植に関する栄養指導、介入など栄養士の関わるタイミング・内容、
パス、栄養管理（NST等）の症例	  

薬剤について	  

チーム医療として具体的に各職で情報共有や勉強会を行っている
のか知りたいです	  

症例検討、リハ栄養	  

講演1や講演3で味覚障害、粘膜に対する”うがい”の話題が挙がっ

ていたのですが、それらの項目に関して詳しくお話を聞けたら嬉し
いです	  

骨メタへのリハビリテーション	  

末梢血幹細胞採取の手技、CD34陽性細胞測定法（フローサイト）	  

	  

薬の副作用	  

症例検討、チーム医療、地域連携など	  

LTFUの実際、自家同種ハプロDLIなどの症例、ENTや治療経過、メン

タル看護（リエゾン介入など）、クライオセラピーについて	  

入室前の無菌オリエンテーションの内容、具体例、注意点、前処置、

移植後の症例別看護、生活管理	  

薬	  

具体的な治療内容、薬剤について	  

薬剤学的アプローチ、前処置ケモ・支持療法・せん妄・不安等も伺
いたい	  

リハビリのことを知らなかったので、くわしく知れてよかった。しっか
り筋トレすることで、筋力が入院まえよりふえることにおどろいた。	  

薬剤について	  

血液腫瘍疾患のベーシックコース	  

移植に使用する薬剤について	  

薬剤師向けのセミナーがあればぜひ受講したいです	  

薬剤について	  

免疫抑制剤について（効果、副作用、使用期間、長期使用でのへ

い害など）	  

治療時期別の食べられる食材。前処置、移植中、移植100日後。生
魚はいつから？	  

末梢血採取におけるコツ等があればよかった。技術的な意味で。バ
フィーコート内のどこに多いか等	  

造血幹細胞移植と輸血の関係について聞いてみたいと思いました	  

CX剤や免疫抑制剤使用中の薬剤について看護。どんな場合にどん
なレジメンが使われる事が多いのかなど。	  
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みなさまが希望するセミナーテーマ 
食事について、家族支援	  

それぞれの施設で行っている取組、チーム医療について	  

症例通して、各職種の関わり、流れを知りたい	  

薬剤師による移植領域における薬物療法について	  

移植において検査技師の関わり方（他院で何をやっているのか知り

たいです）	  

同種移植で必要な看護師の介入（移植前〜退院まで）。設備、抗が
ん剤曝露対策など	  

実際の事例での対応等沢山聞かせてほしいです	  

移植後の看護について	  

細胞採取や処理に関するもの、検査データに関するもの	  

造血幹細胞の採取、保管、移植の実際をテーマにしたセミナ−を開
催してほしい	  

薬剤師の管理、前処置・合併症対策について	  

それぞれのご講演の時間が足りなく、もっとおききしたいと思いまし
た。私は検査技師なので、もっと現場とくに看護のお話をききたいと

思いました。	  

今回は看護師やリハビリ、栄養療法などでしたが、移植に携わって

いる検査技師さんのお話も聞きたいです！！	  

薬物療法について	  

移植を通して、全ての職種の介入のお話がきけてとても勉強になり

ました。このような機会をいただきありがとうございました。 	  

移植後の予防接種について	  

精神面について対応の仕方をもっと聞きたかったです	  

アドバンスケアブラッシング	  

リハビリ、皮フ、むくみケア（血小板減少時）、服薬支援	  

	  

薬剤師さんによる薬剤の副作用、点滴についてなど	  

感染症治療、予防	  

白血球、好中球減少時にどこまで食事を制限するか。（出来れば治

療によるものだけでなく、疾患そのものによる低下時の場合に関し
ても	  

ベーシックセミナーなので基本的な内容のスライドを示しハンドアウ
トを渡してほしい	  

2次がんやCKPについて	  

移植に大切なチーム医療について。どうすればチーム医療がうまく
いくか	  

施設ごとの支持療法のガイドラインや標準化やスコアについての展
望	  

移植で用いられる薬剤の副作用について、それが生じる時期や内

容について、もっと詳しく知りたいです 	
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